
第 14 回 佐賀市自治基本条例検討会議 会議録 

日時 ： 平成 25 年 2 月 23 日（土） 9 時 30 分 ～ 13 時 00 分 

場所 佐賀県 JA 会館 ６階大会議室 

出席者（委員） 荒牧軍治、小城原直、小林紀、下村律子、田中夏代、奈須祐治、松

尾和男、吉浦英登、西村イサ子、木塚真由美、田中丸眞廣、古賀史

明、森田梨嵯、武本知子、江口麗子、西村健彦、前田治久、野方幹

子、矢坂博子、吉村レイ子、江副友美、川浪京子、亀山清美、西村

康喜、矢渡高次、徳永浩、石橋孝彦 

※敬称略、順不同 

佐賀市役所（石井、松尾、西、白濱、林田） 

出席者（事務局） 

ランドブレイン（山田、堀口、三木、宮本） 

１． 開会 

 

２． 議事 

（１） 前回会議の振り返り、シンポジウム報告 

→配布資料２、３参照。ランドブレインより説明。 

 

（2） 起草部会からの報告、ワークショップでの検討 

→起草部会委員の矢渡氏、西村氏より報告及び説明。 

[第一] ①第６章 推進方策、②前文、③第１章 定義 

→内容については、資料４、５参照。 

[第二]  各グループの発表 

→ワークショップ結果については、別紙（ワークショップまとめ）参照。 

 

（3） 起草部会からの報告、会議形式での検討 

→起草部会委員の西村氏、徳永氏より報告及び説明。 

→内容については、資料４、５参照。 

 

① 第１章 総則（定義を除く） 

○第 5条 自治の基本原則 

・質問：資料 4（ｐ9）にある「起草部会前」の条文にあった説明がなくなったのは

なぜか。また、各号の順番が入れ替わっているのはなぜか。 

→この条で掲げる基本原則の説明は、第 2条（定義）で説明（定義）している

ので、ここでは簡潔に列挙している。また、各号の順番については、第３章

にあわせて、「情報共有」、「市民参加」、「協働」の順に並び替えを行った。 

・意見：原則の説明は先にした方が親切ではないか。 

 

② 第２章 市民の権利並びに市民、議会、市長等の役割 

○第 9条 事業者の役割及び責務 

・意見：営利を目的としない団体（例：ＪＡ、生協等の協同組合）や大学、宗教法

人の位置付けが必要であるため、定義の条項も含め、再度検討が必要である



と思われる。 

 

○第 10条 議会の役割及び責務 

・質問：条文中に「議会は、住民の負託に的確にこたえ」とあるが、住民の負託に的

確にこたえとは、何を指すのか。また、「的確にこたえ」が個別陳情に応え

るような印象と感じる。  

→負託はまかせるという意味であるが、言葉の表現は起草部会で検討する。  

    

○第 11 条 市長の役割及び責務 

・意見：第 22 条（協働の推進）も含めて、職員の定義を整理する必要がある。職員

は、市長に含まれるのか、それで良いのかを検討すべきだと思う。  

 

○第 10条、第 11条共通 

・質問：「負託」と「信託」の違いは何か。使い分けた意味はあるのか。  

   →議会については、「住民の負託」・・・『責任を持って任せる』 

    市長については、「住民の信託」・・・『信用して任せること』 

といった意味合いに違いがある。文言を統一するかについては、もう一度整理

し、検討する。  

→言葉の使いわけや、意味合いの解説も次回に行いたい。（事務局）  

 

○第 12 条 職員の役割及び責務 

・意見：条文中に「本市の職員は、・・・」と表記があるが、佐賀市の条例であるの

いだから、わざわざ「本市」と表記しなくとも「市」で良いのではないか。 

 

③ 第３章 情報共有、参加及び協働 

    ○第 20条 審議会等 

・意見：条文中に「正当な理由がある場合を除き」という表現があることから、正当

な理由の内容をしっかりと解説する必要があると思われる。 

 

（4）その他 

 

３．事務局連絡 

 

４．閉会 

 

○次回について 

次回は、3月 23 日(土)の 9 時 30分から 3 時間程度を予定している。 
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佐賀市役所（石井、松尾、西、白濱、林田） 

出席者（事務局） 

ランドブレイン（山田、堀口、三木、宮本） 

１． 開会 

 

２． 議事 

（１） 前回会議の振り返り、シンポジウム報告 

→配布資料２、３参照。ランドブレインより説明。 

 

（2） 起草部会からの報告、ワークショップでの検討 

→起草部会委員の矢渡氏、西村氏より報告及び説明。 

[第一] ①第６章 推進方策、②前文、③第１章 定義 

→内容については、資料４、５参照。 

[第二]  各グループの発表 

→ワークショップ結果については、別紙（ワークショップまとめ）参照。 
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・質問：資料 4（ｐ9）にある「起草部会前」の条文にあった説明がなくなったのは

なぜか。また、各号の順番が入れ替わっているのはなぜか。 

→この条で掲げる基本原則の説明は、第 2条（定義）で説明（定義）している

ので、ここでは簡潔に列挙している。また、各号の順番については、第３章

にあわせて、「情報共有」、「市民参加」、「協働」の順に並び替えを行った。 

・意見：原則の説明は先にした方が親切ではないか。 

 

② 第２章 市民の権利並びに市民、議会、市長等の役割 

○第 9条 事業者の役割及び責務 

・意見：営利を目的としない団体（例：ＪＡ、生協等の協同組合）や大学、宗教法

人の位置付けが必要であるため、定義の条項も含め、再度検討が必要である



と思われる。 
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   →議会については、「住民の負託」・・・『責任を持って任せる』 
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佐賀市役所（石井、松尾、西、白濱、林田） 

出席者（事務局） 

ランドブレイン（山田、堀口、三木、宮本） 

１． 開会 

 

２． 議事 

（１） 前回会議の振り返り、シンポジウム報告 

→配布資料２、３参照。ランドブレインより説明。 

 

（2） 起草部会からの報告、ワークショップでの検討 

→起草部会委員の矢渡氏、西村氏より報告及び説明。 

[第一] ①第６章 推進方策、②前文、③第１章 定義 

→内容については、資料４、５参照。 

[第二]  各グループの発表 

→ワークショップ結果については、別紙（ワークショップまとめ）参照。 

 

（3） 起草部会からの報告、会議形式での検討 

→起草部会委員の西村氏、徳永氏より報告及び説明。 

→内容については、資料４、５参照。 

 

① 第１章 総則（定義を除く） 

○第 5条 自治の基本原則 

・質問：資料 4（ｐ9）にある「起草部会前」の条文にあった説明がなくなったのは

なぜか。また、各号の順番が入れ替わっているのはなぜか。 

→この条で掲げる基本原則の説明は、第 2条（定義）で説明（定義）している

ので、ここでは簡潔に列挙している。また、各号の順番については、第３章

にあわせて、「情報共有」、「市民参加」、「協働」の順に並び替えを行った。 

・意見：原則の説明は先にした方が親切ではないか。 

 

② 第２章 市民の権利並びに市民、議会、市長等の役割 

○第 9条 事業者の役割及び責務 

・意見：営利を目的としない団体（例：ＪＡ、生協等の協同組合）や大学、宗教法

人の位置付けが必要であるため、定義の条項も含め、再度検討が必要である



と思われる。 

 

○第 10条 議会の役割及び責務 

・質問：条文中に「議会は、住民の負託に的確にこたえ」とあるが、住民の負託に的

確にこたえとは、何を指すのか。また、「的確にこたえ」が個別陳情に応え

るような印象と感じる。  

→負託はまかせるという意味であるが、言葉の表現は起草部会で検討する。  

    

○第 11 条 市長の役割及び責務 

・意見：第 22 条（協働の推進）も含めて、職員の定義を整理する必要がある。職員

は、市長に含まれるのか、それで良いのかを検討すべきだと思う。  
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・質問：「負託」と「信託」の違いは何か。使い分けた意味はあるのか。  

   →議会については、「住民の負託」・・・『責任を持って任せる』 

    市長については、「住民の信託」・・・『信用して任せること』 

といった意味合いに違いがある。文言を統一するかについては、もう一度整理
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・意見：条文中に「正当な理由がある場合を除き」という表現があることから、正当

な理由の内容をしっかりと解説する必要があると思われる。 
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○次回について 
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場所 佐賀県 JA 会館 ６階大会議室 

出席者（委員） 荒牧軍治、小城原直、小林紀、下村律子、田中夏代、奈須祐治、松
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明、森田梨嵯、武本知子、江口麗子、西村健彦、前田治久、野方幹

子、矢坂博子、吉村レイ子、江副友美、川浪京子、亀山清美、西村

康喜、矢渡高次、徳永浩、石橋孝彦 

※敬称略、順不同 

佐賀市役所（石井、松尾、西、白濱、林田） 

出席者（事務局） 

ランドブレイン（山田、堀口、三木、宮本） 

１． 開会 

 

２． 議事 

（１） 前回会議の振り返り、シンポジウム報告 

→配布資料２、３参照。ランドブレインより説明。 

 

（2） 起草部会からの報告、ワークショップでの検討 

→起草部会委員の矢渡氏、西村氏より報告及び説明。 

[第一] ①第６章 推進方策、②前文、③第１章 定義 

→内容については、資料４、５参照。 

[第二]  各グループの発表 

→ワークショップ結果については、別紙（ワークショップまとめ）参照。 

 

（3） 起草部会からの報告、会議形式での検討 

→起草部会委員の西村氏、徳永氏より報告及び説明。 

→内容については、資料４、５参照。 

 

① 第１章 総則（定義を除く） 

○第 5条 自治の基本原則 

・質問：資料 4（ｐ9）にある「起草部会前」の条文にあった説明がなくなったのは

なぜか。また、各号の順番が入れ替わっているのはなぜか。 

→この条で掲げる基本原則の説明は、第 2条（定義）で説明（定義）している

ので、ここでは簡潔に列挙している。また、各号の順番については、第３章

にあわせて、「情報共有」、「市民参加」、「協働」の順に並び替えを行った。 

・意見：原則の説明は先にした方が親切ではないか。 

 

② 第２章 市民の権利並びに市民、議会、市長等の役割 

○第 9条 事業者の役割及び責務 

・意見：営利を目的としない団体（例：ＪＡ、生協等の協同組合）や大学、宗教法

人の位置付けが必要であるため、定義の条項も含め、再度検討が必要である



と思われる。 

 

○第 10条 議会の役割及び責務 

・質問：条文中に「議会は、住民の負託に的確にこたえ」とあるが、住民の負託に的

確にこたえとは、何を指すのか。また、「的確にこたえ」が個別陳情に応え

るような印象と感じる。  

→負託はまかせるという意味であるが、言葉の表現は起草部会で検討する。  

    

○第 11 条 市長の役割及び責務 

・意見：第 22 条（協働の推進）も含めて、職員の定義を整理する必要がある。職員

は、市長に含まれるのか、それで良いのかを検討すべきだと思う。  

 

○第 10条、第 11条共通 

・質問：「負託」と「信託」の違いは何か。使い分けた意味はあるのか。  

   →議会については、「住民の負託」・・・『責任を持って任せる』 

    市長については、「住民の信託」・・・『信用して任せること』 

といった意味合いに違いがある。文言を統一するかについては、もう一度整理

し、検討する。  

→言葉の使いわけや、意味合いの解説も次回に行いたい。（事務局）  

 

○第 12 条 職員の役割及び責務 

・意見：条文中に「本市の職員は、・・・」と表記があるが、佐賀市の条例であるの

いだから、わざわざ「本市」と表記しなくとも「市」で良いのではないか。 

 

③ 第３章 情報共有、参加及び協働 

    ○第 20条 審議会等 

・意見：条文中に「正当な理由がある場合を除き」という表現があることから、正当

な理由の内容をしっかりと解説する必要があると思われる。 

 

（4）その他 

 

３．事務局連絡 

 

４．閉会 

 

○次回について 

次回は、3月 23 日(土)の 9 時 30分から 3 時間程度を予定している。 
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