
1 

提言後の市の取組について（市民周知） 

 

  市では、条例案をとりまとめるに当たり、市民アンケート、パブリックコメント、

市民説明会などを実施し、市民周知と意見聴取を行った。 

 

（１） 市民アンケート 

✾４月１２日～３０日 

✾市民５，０００名にアンケートを送付し、１，０１２名から回答があった。 

 

（２） 意見公募手続（パブリックコメント） 

✾４月２３日～５月２２日 

✾意見提出者６２名、意見数１９２件 

 

（３） インターネット市政モニター 

✾４月２６日～５月９日 

✾モニター登録者４８７名にアンケートを実施し、１１０名から回答があった。 

 

（４） 市民説明会 

✾５月９、１１、１２日 

✾市内３箇所で実施（南川副公民館、フォレスタふじ、メートプラザ佐賀） 

✾参加者 計１５９名 

 

（５） その他の周知・広報 

  ✾市民活動団体 

・自治会協議会（幹事会、理事会）での説明 

・校区別での説明（自治会長会等） ※調整中 

・市民活動プラザを通じた資料配布 

・チカラット応募団体への説明（チカラット説明会） 

・地域審議会での周知 

・まちづくり協議会・活性化検討委員会での周知 など 

✾事業者 

・商工会議所会員への資料送付（会報への同封） 

・商工会会員への説明（役員会、巡回指導時の資料配布） 

・法人会会員への説明（総会での資料配布） など 

資料２ 
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（１）市民アンケートの実施結果 
 

■実施概要 

  ◎期間 平成２５年４月１２日～３０日 

  ◎対象と手法 

✾無作為抽出した市民 5,000 名 

    ✾市民意向調査（例年実施する行政評価のための調査）に、アンケート用紙

を同封 

  ◎回答 １，０１２件（回答率 20.2％） 

 

■実施結果（各設問で回答があったものの件数・割合を掲載） 

質問項目 選択肢 件数 割合 

１．内容まで知っている 14 件 1.4% 

２．概要を知っている 74 件 7.5% 

３．聞いたことがある 293 件 29.5% 

【認知度】 

自治基本条例制定の取組を

知っていますか。 

４．知らない 611 件 61.6% 

１．そう思う 422 件 42.9% 

２．どちらかと言えばそう思う 477 件 48.5% 

３．どちらかと言えばそう思わない 44 件 4.5% 

【市民意向】 

市民が主体となった、市民参

加と協働のまちづくりは必

要と思いますか。 ４．そう思わない 40 件 4.1% 

【自由記載】 

以下の項目について、意見を求めた。 

項目 主な意見 

①市民の定義 ・市民の定義はよいと思う。 

・「日本国籍を有する者」の一文を入れてください。 

②市民の権利 ・最近は権利主張の者ばかりであり、そのような風潮

を助長しないか心配 

③市民の役割及び責務 ・行政がすべき責任を市民に転嫁しないようにすすめ

て欲しい。 

④市民活動団体の役割及び

責務 

・市民活動団体は、市民が活動に参加しやすいよう、

情報の発信に努めて欲しい。 

⑤事業者の役割及び責務 ・市民参加の気持ちはあるが、働いていると参加が難

しい。企業などへの呼びかけも大事ではないか。 

⑥その他 ・具体的な活動内容が分かれば、さらによいと思う。 

・もう少し分かりやすい言葉で具体的なことを書いて

欲しい。 
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（２）意見公募手続（パブリックコメント）の実施結果 

 

■実施概要 

  ◎期間 平成２５年４月２３日～５月２２日 

  ◎対象 制限なし（何人も） 

 

■実施結果  

◎提出者数６２名、意見数１９２件 

提出者 意見 
地域区分 

人数 割合 意見数 割合 

市内 ２６名 41.9% １０１件 52.6% 

市外（県内） ２７名 43.5% ６６件 34.4% 

県外 ４名 6.5% ７件 3.6% 

不明 ５名 8.1% １８件 9.4% 

計 ６２名 100.0% １９２件 100.0% 

 

■意見分類 

意見の分類 件数 割合 

第２条（市民の定義） ９７件 50.5% 

第３条（この条例の尊重） ２８件 14.6% 

第２１条（住民投票） ４９件 25.5% 

その他 １８件 9.4% 

計 １９２件 100.0% 

 

■意見の主な内容 

第２条（市民の定義） 

・税負担・最終責任を負う住民と、責任を負わない通勤者等の住民以外の人を同じ「市

民」とするのはおかしい。 

・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。 

・一般に「市民」といえば個人を指す。「市民活動団体」を「市民」と定義するのは

おかしい。 

（※地方自治法上の「住民」は、自然人・法人、国籍の如何を問わない。） 

第３条（この条例の尊重） 

・他の条例に優越するような第３条は削除すべき。 

第２１条（住民投票） 

・住民投票の発議、投票資格は選挙権と同じにすべき。（外国人、未成年者、通勤通学

者は不可） 

・住民投票にかけられるのは佐賀市で決められることに限定すべき。 
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・住民投票の規定は不要（多額の費用がかかり税金の無駄遣い。） 

その他 

・「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、「まちづくり宣言」や「まちづくり憲章」で十分である。 

・「男女共同参画」、「子どもの権利」等の平均的な日本人の感覚から外れた思想的

な言葉が入っていないことは良い。 
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（３）インターネット市政モニターの実施結果 

 

■実施概要 

◎期間 平成２５年４月２６日～５月９日 

◎対象 モニター登録者４８７名 

◎回答 １１０件（回答率 22.6％） 

 

■実施結果（主な質問項目） 

質問項目 選択肢 件数 割合 

１．内容まで知っている 4 件 3.6% 

２．概要を知っている 26 件 23.6% 

３．聞いたことがある 29 件 26.4% 

【認知度】 

自治基本条例制定の取組を知

っていますか。 

４．知らない 51 件 46.4% 

１．市内に通勤・通学する者 13 件 11.8% 

２．市内に不動産を有する者 26 件 23.6% 

３．市内で活動する市民活動団体 14 件 12.7% 

４．市内で事業を行う事業者 9 件 8.2% 

【市民の範囲】 

佐賀市に関わる人たちの力を

結集していくという趣旨で、住

民のほか、１～４も含めて市民

として定義しています。市民と

して適当ではないと思うもの

があれば選んでください。 

（複数回答可） ５．すべて適当だと思う 66 件 60.0% 

１．情報共有の推進 2 件 1.8% 

２．市民参加の推進 6 件 5.5% 

３．協働の推進 4 件 3.7% 

【まちづくりの原則】 

まちづくりの原則として、適当

ではないと思うものがあれば

選んでください。 

（複数回答可） 
４．すべて適当だと思う 98 件 89.9% 

 

■自由意見（主なもの） 

 ・分かりづらくて理解できないが、自分の住んでいる町をもっと住みやすくするた

めにも積極的にかかわっていきたいと思う。 

 ・市民がいろいろな活動の積極的にかかわり合えるような仕組みづくりと支援を行

って欲しい。 

 ・住民自治に向けて、今までこういう条例が出来ていなかったことが驚きです。 

 ・書いてあることは「当たり前」と思うことばかりで、特別目新しさはない。 

 ・役所がすべき仕事を自治会に丸投げしようとする感がある。
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（４）市民説明会の実施結果 

 

■実施概要 

◎エリア別（北部、中部、南部）に３箇所で開催 

◎自治基本条例検討会議委員と合同で説明 

開催日 会場 参加者数 （うち質問者） 

５月９日（木） 南川副公民館 ３４名 ６名 

５月１１日（土） フォレスタふじ ４２名 ７名 

５月１２日（日） メートプラザ佐賀 ８３名 １１名 

計 １５９名 ２４名 

 

■主な質疑・意見 

全体 

・条例は、よく練られていると思う。条例の制定がスタートだと思うので、これをき

っかけに頑張って欲しい。 

・地域活動で役員をする人が少なくなってきている。条例ができることで、こういっ

た状況を変えていきたいということで理解してよいか。 

・自治基本条例に書いてあることは、自分の地域ではすべて実施していると思う。市

が条例を制定するのは、合併後の佐賀市でなかったものを新たに制度化しようとす

るものか。 

・条例を制定することで、当初はみんなでやっていこうと言っていたものが、年数が

経過し、こういう決まりだから、住民でやりなさいと成りかねないのではないか。 

第２条（定義） 

・市民の定義として、市民というのはその地に住民票をおき、市町村税を払っている

人ではないか。通勤・通学者まで含めて、市民の権利を与えるのはいかがかと思う。 

・市民の定義に外国人も含むことになっている。地方自治法では、選挙権などは日本

国民に限られている。外国人に行政に参画する権利を与えるのはおかしい。 

・市民の定義として、佐賀で行われている反原発活動なども福岡から来ている人が多

いので、そうした人を入れない表現にしてもらいたい。 

第３条（この条例の尊重） 

・条例は平等であって優劣はつけられないと思う。 

第２１条（住民投票） 

・住民投票の項目は規定すべきだと思う。ただし、住民の対立が深刻化する懸念があ

るため、「市政上の重要事項」を「市政上の特に重要事項」としてはどうか。 

第２３条（地域コミュニティ活動） 

・地域コミュニティ活動について、伊賀市の条例では、「住民自治」という項目があ

り、まちづくり協議会について規定してある。そういった制度や具体的な話し合い
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の場を設定することなどが重要であると思う。見直しの際には検討していただきた

い。 

その他 

・男女共同参画の項目も明文化すべきではないか。 

 

■参加者アンケート結果 

◎回答 １４５件（回答率 91.2％） 

質問項目 選択肢 回答者数 割合 

よかった ４２名 29.0% 

まあまあ ８７名 60.0% 

あまり分からなかった １４名 9.6% 

【理解度】 

説明会の感想は。 

分からなかった ２名 1.4% 

計 １４５名 100.0% 

◎主な意見・感想 

・いい理念目標設定になると思います。しかし、実現のためには、個人主義へ

の偏りすぎや社会への無関心が課題になるかと思います。 

・これからの街づくりのルールを示す良い条例内容になっていると思う。 

・理念条例であり、条例制定後の一般市民への周知・啓発がとても重要になっ

てくる。どれだけ多くの市民が理解するか、そして、この条例の理念目的等

により各人に気づきをうながす。難しいがここがポイント。 

・現状認識にある様に市民参加が今迄は少なかった。本条例を機にマスタープ

ランやパブリックコメント等必要時に多くの市民の声が聞かれるようにな

る事を祈りたい。 

・住民税を払っている住民とそうでない通勤者等に同じ権利があるのは不公平

ではないのかなと思いました。 

・すべての人の「人権」を保障する条例となることを望みます。そのひとつと

して「女性の視点」「ジェンダーの視点」「男女共同参画」が必要だと思い

ます。 

・すぐ男女共同参画と云われるが、「性別にかかわりなく」と前文に掲載され

ており、敢えて女性の参加問題については考慮する必要なし。 


