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パブリックコメントの結果について 

１ 実施期間   平成２５年４月２３日（火）～５月２２日（水） 

２ 素案の公表  市ホームページ、総合政策課(本庁２階)、情報公開コーナー(本庁１階)、各支所総務課、市立公民館(旧佐賀市) 

３ 実施結果   意見提出者６２人（内容は１９２件） 

４ ご意見（要約）と市の考え方 

項目 ご意見（趣旨） 佐賀市の考え方 

第２条 

（定義） 

・「第１号 市民」関係 

 

※意見９７件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市民の定義が不明確 

◎市民の定義が不明確であるため条例に反対。 

◎どんな解釈も成り立つ様な、曖昧な定義上の「市民」であ

ってはならない。 

◎市民の定義が曖昧で不自然。 

◎市民に未成年者を含め、政治的判断を義務教育期間にあた

る未成年に委ねるのはふさわしくない。 

 

■市民は住民に限定すべき 

◎市民は住民票を有する者に限定すべき。 

◎住民と税負担、最終責任を負わない住民以外が同じなのは

おかしい。 

◎税を負担している住民と通勤者等住民以外の人が同じは

ずがない。 

◎市外在住でも、通勤・通学しているだけで「市民」とする

のはおかしい。 

◎法的な関係から「住民自治の原則」から逸脱している。 

◎なぜ、住んでいない人によって、住んでいる人たちのこと

を決めないといけないのか。 

◎市民は住居を持ち、生活している人を指す。 

◎市民とは納税、選挙の義務・権利を行使する人に限定。 

◎市と運命を共にするのは住民である。 

◎「自分たちのまちは、自分たちで治める」という考えと、

市民に通勤している人まで含まれているのは違和感があ

る。 

◎市民は一般に使われている言葉から連想できる在住者の

み。 

 

■市民活動団体の取扱い 

◎「市民」は個人を指す。市民団体を市民と定義すべきでな

い。 

◎市民活動団体を市民と定義するのは間違っている。市民活

動家の大半が県外の人間であり、市民の意見が反映されな

い可能性がある。 

◎市民活動団体の定義が不明確で心配。 

◎過激派などの団体も含まれてしまうため、市民活動団体は

「市民」から除外すべき。 

 

■権利、義務に関すること 

◎在住者と納税者を市民とし、他の者は区別すべき。 

◎すべて含めて「市民」とするならば、それぞれに権利義務

が違うことを明らかにし、個別に内容を決めて協力を謳う

べき。 

 

地方自治法との関係 

「住民」については、地方自治法に「市町村の区域内

に住所を有する者は当該市町村の住民とする。」と規定

されていますが、市民については法律上の定義はありま

せん。 

条例（案）においては、地方自治法でいう「住民」の

範囲を拡大しようとしているのではなく、「住民」とは

別に、まちづくりの主体となる「市民」について定義し

ています。この条例（案）では、地方自治法における「住

民」に加え、「通勤・通学者」、「市民活動団体」等を含

めていますが、このことをもって、「住民」以外の方が、

すべてにおいて、「住民」と同様の権利義務を有すると

いうことではありません。 

なお、年齢に関わりなく「市民」を定義していますが、

この条例（案）において、未成年者に政治的な判断を委

ねるものではありません。 

 

住民以外を「市民」に含むこと 

■基本的な考え方 

「住民」のみではなく、佐賀市を生活圏としている方

や市民活動団体・事業者も、イベントへの参加、清掃活

動等の地域活動への参加など、様々な形でまちづくりに

関与されており、まちづくりには、佐賀市に関わる人々

の力を結集していくことが必要との考えから、条例（案）

では、「住民」以外に、「通勤・通学者」、「不動産所有者」、

「市民活動団体」、「事業者」についても、広く「市民」

と定義しています。 

 また、条例（案）では、市民参加などについて、「情

報公開」、「個人情報保護」、「パブリックコメント」など

の既存の制度、仕組みに関することを定めております

が、これらの従来からの行政の制度や、図書館の利用な

どのサービスの対象には、「住民」の範囲を超えている

例が多くあり、必ずしも現在の佐賀市の制度、サービス

は、「住民」のみを限定して対象としておりません。 

制度、施策によっては、「住民」とその他の者を区別

すべき場合はありますが、条例（案）では、まちづくり

の主体としての「市民」を定義しており、「住民」より

も広い対象を「市民」として考えています。 

 

■「市民」の権利に関すること 

条例（案）では、「市民」の権利として、「市政に関す

る情報を知る権利」、「まちづくりに参加する権利」を定

めるとともに、まちづくりに関しての役割及び責務を規

定していますが、まちづくりに関することに限定されて

おり、地方自治法における「住民」が有する「権利」、「義

務」とは性質が異なります。 

この条例において「住民」以外のものを「市民」と定

義することで、「住民」以外のものに対して、地方自治

法における「権利」、「義務」が新たに生じるものではあ

りません。 
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■外国人の取扱い 

◎日本人と権利義務が異なる外国人を市民と定義するのは

おかしい。 

◎日本国籍を持たない住民を市民と定義するのはおかしい。 

◎市民の定義を、市内に居住する日本国民に限定すべき。（再

掲） 

◎忠誠の対象が外国である外国人を市民と定義することに

反対。 

◎外国人に市のサービスの機会は平等に与えられていいが、

サービスの内容を決定する権利を与える必要はない。 

◎外国人を「市民」の定義に含めば、今後、様々な拡大解釈

を生む可能性あり。 

◎市民は、その地に住み、その地を愛し、納税の義務を果た

している「日本国籍の人間」であるべき。 

◎外国人参政権につながるため、市民の定義のなかに国籍条

項について記述すべき。 

■外国人を「市民」に含むこと 

 地方自治法における「住民」の定義は、「市町村の区

域内に住所を有する者」とされており、この「住民」と

は、自然人、法人を問わず、国籍も要件とされていませ

ん。 

 条例（案）では、佐賀市を生活圏としている方も様々

な形でまちづくりに関与されており、まちづくりには、

佐賀市に関わる人々の力を結集していくことが必要と

の考えから、地方自治法における「住民」以外の人も「市

民」として定義しています。 

 外国人については、地方自治法でも「住民」に含まれ

ること、佐賀市に関わる人々の力を結集してまちづくり

を進めることが必要であることから、まちづくりの原則

などのルールを定める自治基本条例上の「市民」に含ま

れるものとしています。 

 

パブリックコメントを行う時点での条例案からの修正点 

  パブリックコメント時点での条例（案）では、「市民」には、「住民」のほか、「通勤・通学者」、「不動産所有者」、

「市民活動団体」、「事業者」を含むと定義していましたが、「市民活動団体」、「事業者」については、パブリックコ

メントでいただいた意見を踏まえ、条例全体の整理をする中で「市民」の定義から除きました。また、新たに「市民」、

「市民活動団体」及び「事業者」を「市民等」として定義しました。 

第３条 

（この条例の尊重） 

 

※意見２８件 

■条例の対等性 

◎他の条例に優越するかのような第３条はおかしい。 

◎自治基本条例を条例の最高法規的に扱うのはおかしい。 

◎他の条例より上位にあるかのようにするのはおかしい。 

◎他の条例を従属させる３条は削除すべき。 

◎条例はすべて対等なのが原則。 

◎憲法とその他の法律の関係と違って条例は同列で優劣は

ない。 

◎不自然であり濫用される恐れがある。 

◎他の条例の改廃が自治基本条例に左右される可能性があ

るのは問題。 

◎理念条例ならば成立を許せない。その根拠となる第３条を

削除すべき。 

規定の趣旨 

 条例（案）は、「情報の共有」、「市民参加」、「協働」

等のまちづくりに関する既存の制度、仕組みについて規

定していますが、これらの既存の制度、仕組みをとりま

とめて、まちづくりのルールを定めるものとして位置づ

けています。 

 今後、これらの既存の制度、仕組みを改める場合、個

別の条例、規則等だけではなく、あわせて自治基本条例

も改正する必要が生じることも考えられます。 

本条の規定は、あくまでも、自治基本条例がまちづく

りのルールを定めたものであるという位置づけからの

訓示的、宣言的な意味にとどまり、その趣旨は、自治基

本条例が他の条例より上位にあるということではなく、

必要に応じて、各々、他の条例の上位法の許容する範囲

において、条例間で相互に整合を図り、お互いに尊重し

あう関係だということです。 

◎１２条２項に「本市の職員は、全体の奉仕者として市民の

視点に立った公平かつ誠実な職務の遂行に努めなければ

ならない。」と規定されているが、外国人の不当な要求に

も応じざるを得なくなるのではないか。 

規定の趣旨 

 地方公務員法で、職員に係る服務の根本基準につい

て、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなけ

ればならないことが規定されております。 

本条は、この地方公務員法の規定と同様のものであ

り、改めて本市のまちづくりにおいて職員に求められる

役割と責務として規定するものです。 

第１２条 

（職員の役割及び責務） 

 

※意見１件 

 

パブリックコメントを行う時点での条例案からの修正点 

  パブリックコメント時点での条例（案）では、第２項の規定について「～努めなければならない。」としていたも

のを、地方公務員法の規定に合せて「～しなければならない。」に変更しました。 
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■二元代表制との関係 

◎二元代表制が地方自治の基本である。住民投票は、それを

補完する制度であり、其の都度議会の議決が必要であり、

２１条は不要。 

◎この条例による住民投票により、議会で決定されるだけで

十分なことが覆されれば、議会の存在意義を否定してしま

う。 

◎議会の判断と相反し混乱を招く可能性あり。 

◎議会の意向と相反する可能性があるため、住民投票の規定

は不要。 

 

■住民投票の影響 

◎一部の少数政党、市民団体が提案した案件（誰もが反対し

にくい内容）が過半数の支持を得る可能性があり、重大な

事態を招く可能性がある。 

◎市民の定義を拡大解釈し、市民活動団体が住民投票を利用

して政治的に利用される恐れがある。 

 

■住民投票に係る経費 

◎多大な費用がかかるため、規定は不要。 

 

■結果の尊重義務 

◎住民投票に法的拘束力がないといっても、結果の尊重が謳

われているので慎重に検討すべき。 

規定の経緯 

地方自治は、議会と首長を住民の代表とした二元代表

制による間接民主主義が原則ですが、市民が主体となっ

たまちづくりを行う上で、市政に係る重要な事案につい

て市民の意思を確認する必要があるときは、間接民主主

義を補完するものとして住民投票制度は必要であるた

め、自治基本条例に住民投票が実施できる旨を定めるべ

きであると判断しました。 

ただし、むやみに住民投票制度が用いられると、住民

間の対立を深刻化させ市政運営が円滑に行われない恐

れがあり、また、住民投票の実施には多大な費用を要す

ことから、事案ごとに投票資格、投票方法等を別の条例

で定めることとしました。これにより、社会経済情勢の

変化などを踏まえて、最も適切な対象や方法を選択でき

るようにするとともに、議会で充分な議論を経ることが

できることとしました。 

住民投票の結果については、法的拘束力はありません

が、この制度が間接民主主義を補完するものであること

を明確にするため、市長は、その結果を尊重することと

しています。 

 

■住民投票の資格 

◎市長・市議の選挙権を有する者でなければならない（条文

で明確化すべき）。 

◎外国人、未成年者、通勤・通学者まで発議・投票資格を拡

大してはいけない。 

◎発議や投票資格は現行の「選挙権」を持っている者だけに

すべき。 

◎住民投票の資格が曖昧。 

◎市民の定義に住民以外が含まれており、住民投票の発議、

投票の資格が広げられることを危惧。 

 

■外国人の参政権 

◎外国人に参加権を与えてはいけない。外国人は母国への参

政権を持っていれば十分。 

◎住民投票の住民は、選挙権を持つ国民に限定すべき。 

◎外国人を市民と定義しているが、住民投票や各種審議会の

委員の登用など、政治に参加する権利や行政に物事を要求

する権利は日本国民に限られるべき。 

◎強制力を伴う条例の中で外国人を日本国民と同列にあつ

かうことに反対。 

住民投票制度 

条例案では、住民投票については、対象とする事案ご

とに、投票資格、投票方法等を定めた条例を制定し、実

施することになります。（投票資格者に有権者以外を含

めるかどうかについても、案件ごとに住民投票条例で定

められます。） 

条例については、地方自治法の規定に基づき、市長に

よる条例案の発議、議員定数の 1／12 の賛成による条例

案の発議又は有権者の 1／50 の連署による条例案の制

定の直接請求により議会に議案として提案され、議会の

議決を経て制定されます。 

 

■住民投票の案件 

◎住民投票は佐賀市で決められることに限定すべき。 

住民投票の対象案件 

条例案では、市政に係る重要事項について住民投票を

実施することができると規定しています。国の判断にか

かる政策など、佐賀市で決定できないことについては、

当然、住民投票の対象事案にできません。また、重要事

案であっても、一部特定の地域や住民にかかわる事案

は、住民投票の対象には適さないと考えられます。 

第２１条 

（住民投票） 

 

※意見４９件 

パブリックコメントを行う時点での条例案からの修正点 

  パブリックコメント時点での条例（案）では、「市長は、市政に係る重要事項について、市民の意思を市政に反映

させるため、その事項ごとに投票資格、投票方法等を定めた条例により、住民投票を実施することができる。」と規

定していましたが、市民説明会などでの意見を踏まえて、住民投票が安易に実施できるものではないことを明確にす

るため、住民投票の対象を「重要事案」から「特に重要な事案」と変更するとともに、住民投票の目的は、市民

の意思を市政に反映させることより、市民の意思の確認の方が適切であるため、「市民の意思を市政に反映させる」

を「市民の意思を確認する」へ変更しました。 
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条例の名称等 

 

※意見５件 

■名称、形式 

◎条例でなく「まちづくり宣言」や「まちづくり憲章」で十

分。 

◎条例は対等平等であるはず。「自治基本条例」というすべ

ての条例の基本となるかのようなネーミングはおかしい。

「佐賀市まちづくり条例」等、「基本」を使わない名前に

すべき。 

◎「自治基本」という名称を再考すべき。 

◎「基本」という言葉に最高法規性の印象を受ける。名称を

「まちづくり条例」にできないか。 

◎条例ではなく「佐賀市自治基本宣言」のような形にできな

いか。 

名称 

条例と基本条例は、形式的効力の点で異なるところはあ

りません。しかし、この条例は、「市民が主体となって

まちづくりを行うこと」を本市における自治の基本理念

とし、各主体の役割、責務とまちづくりをすすめるため

の基本的事項をまとめたものとなりますので、まちづく

り条例ではなく、自治基本条例という名称といたしまし

た。 

形式 

本条例案は、まちづくりに当たっての各主体の役割、

責務、まちづくりの基本的事項など、全３３条で構成さ

れています。市民の権利や他の条例に委任する各種手続

などは、「宣言」や「憲章」という形式では規定できま

せんので、本市の諸制度を体系化し、法規範である条例

という形式で制定するものです。 

その他 

 

※意見１２件 

■その他 

◎２元代表制が基本であり、住民を扇動して事を決定するよ

うなことがあれば弊害が大きい。議員がしっかりしていれ

ば、この条例は不要である。 

◎市の経営の方針である総合計画が策定されているため自

治基本条例は必要ない。わざわざ条例を作らなくても、自

治基本条例の目指すまちづくりはできる。 

◎これほど問題のある法案について、パブリックコメントを

行うことになっているのが問題。 

◎条例制定の必要なし。議員がいれば十分。 

◎日本国の模範となるような素晴らしい基本条例をつくっ

てほしい。 

◎「男女共同参画」、「子どもの権利」等、日本人の平均的な

感覚から外れた思想的な言葉が入ってないことは良い。混

乱を引き起こす可能性があるこれらを条例案に盛り込ま

なかったことに感謝。 

◎「市民委員会」、「市民会議」、「市民協議会」などが規定さ

れてないことに安心。 

条例の必要性 

地方分権の進展により、地域のことは地域の責任と判

断で、特色ある“まちづくり”を進めていくことが、よ

り一層求められるようになってきました。人口減少や少

子高齢化が急速に進む中で、福祉、防犯・防災、子育て

など、様々な分野で新たな地域課題も出てきています。

これからは、市民、議会、行政のそれぞれが、役割を分

担しながら地域の課題解決や活性化に取り組んでいく

ことが不可欠と考えています。自治基本条例は、「情報

の共有」、「市民参加」、「協働」等のまちづくりに関する

既存の制度、仕組みをとりまとめ、さらに充実した住民

自治を実現するためのまちづくりの基本ルールであり、

これからのまちづくりの姿勢を示すものとして制定が

必要であると考えます。 

 

 

総合計画との関係 

総合計画は、まちづくりの各分野（産業、建設、福祉、

教育など）の政策内容を網羅的かつ詳細に記述したもの

です。一方、自治基本条例は、自治の基本理念、各主体

の役割、責務のほか、まちづくりを進めていくための手

法などを規定したものです。つまり、総合計画と自治基

本条例は、それぞれの役割を相互に補完する関係にある

と言えます。 

 

 


