第 28 回 太 宰 府 市 自 治 基 本 条 例 審 議 会
平 成 27 年 10 月 27 日 （ 火 ） 午 後 7 時 〜
於太宰府市役所 4 階大会議室
出席者；
欠席者；
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作成日：平成 27 年 10 月 27 日(火)

前文
No
1

「たたき台」に関する意見

回

答

前文で述べてほしいこと

・ご意見として受け賜り、前文を一部修正しました。

・自治基本条例とは何なのか、太宰府の今抱えている課題が見えにくい前文です。

・なお、前文は抽象度が高く、それぞれの人のイメージ

・前文の太宰府市の紹介の部分、観光と文化、学問の都市であるとの所では、天満宮、国博をあえて入れなくても良いのではないでしょうか。観世音寺、戒壇院、
等々の歴史的観光名所も多数あります。
・高度経済成長時にまさに大都市福岡のベッドタウンとして開発された団地が高齢化し、第２世代は市外へと移り、高齢化と少子化が顕著になり、学園都市と言わ
れた 10 数年前とはうって変わり、大学も閉校する状況です。

によって無限に変わり得るため、ご意見への個別回答
は割愛させて頂きます。
・市長に答申後も、さまざまな修正の機会はあるので、
今後の議論の参考にさせて頂きます。

・自治基本条例を何のために作るのか意志が伝わりにくいと思う。
・前文の段落１が長すぎる様に思う。特別史跡の紹介は要らない。その部分に
「この太宰府のまちを、いつまでもここでくらし続けたい、もっと誇らしいまちにしたいと願って、わたしたちは基本条例を定めることにしました。
」と明言し
て欲しい。
「人をいたわり、互いの尊厳や人権を大切にし、歴史や自然をいつくしむやさしさにあふれた町をめざしたいと思います。
」
・前記したように、太宰府市の学園都市としての位置は難しいように思います。
「少子高齢化の進行や地方分権が進展する中で、持続可能な地域社会を構築するためには、市民サービスの一層の向上と充実が必要となってきます。そのため
にも、市民、一人ひとりが、自治の主体としての役割を自覚し、相互の対話を通して参加と協働によるまちづくりが大切です。こうしたまちづくりを実現さ
せるためには、年齢や性別に関わりなく、お互いが個人として認め合い、尊重しあい、関わり合い、支え合い、人と人とのつながりや温もりを感じ、安心し
て心豊かにくらしていける太宰府のまちづくりを行っていきます。」
2

・自治基本条例が存在しないために、現実問題として市政運営上どのような支障が生じているのだろうか。その点が、この条例制定を発案・先導した行政側から明
確に示されないままに制定作業が進められている。そのためもあり、この条例の「意義」を述べるべき「前文」には、歴史・文化・豊かな自然・学問・文化交流・・・
等の太宰府での常套句がちりばめられ、現実の市政運営問題の切迫感・逼迫感が希薄である。
・戦後の太宰府町政・市政運営においては、ハード・ソフ卜の両面ともに、押し寄せた郊外住宅地化に的確に対応できず、現在に深刻な問題と課題を積み残した。
その点こそが、前文に条例の背景として謳われ、その解消に取組む上で、市民の主体的市政参画が必須であることを述べるべきであろう。

3

・前文で条例の意義を示すのであれば、第 1 段階は簡潔にしたほうがいいので、解説文の 2 行にするとわかりやすいです。第 26 条の条文より具体的になっています。
・
「審議会の議論」を尊重するためには第 3 段階以下が強調された方がいいと思います。
・
「太宰府市に住んでよかった」と思えるまちづくりに必要な事は、太宰府の歴史や伝統でなく、一人一人の存在感とつながりである。日常生活に根ざした視点を大
切にすべきであるから、1 行目から 5 行目までを削除してほしい。

4

・前文で条例の意義を示すのであれば、第 1 段階は簡潔にしたほうがいいので、解説文の 2 行にするとわかりやすいです。第 26 条の条文より具体的になっています。
・
「審議会の議論」を尊重するためには第 3 段階以下が強調された方がいいと思います。

5

・前文で条例の意義を示すのであれば、第 1 段階は簡潔にしたほうがいいので、解説文の 2 行にするとわかりやすいです。第 26 条の条文より具体的になっています。
・
「審議会の議論」を尊重するためには第 3 段階以下が強調された方がいいと思います。

6

１．自治基本条例が新しいまちのしくみを作るためのものであるなら、市民と行政、議会などとの関係を「しくみ＝制度」として規定しようという方向性が、時に
あいまいに、あるいは弱いように感じる。すなわち、自治の主体である市民の責務は、市民の権利に内在する、あるいはそこから導かれる性質を持つと思うが、
他方、議会や行政の責務とは、この市民の権利を保障することこそがその眼目であろう。であるならば、市民の権利を保障するための議会や行政の基本的な枠組
みを、制度としてわかりやすく「しくみ」にしておくという性格を、自治基本条例は持たねばならないのではないか。
２．これからの「自治」を問題とするときには、
「まちづくり」と同時に、あたらしくその担い手となる「ひとづくり」を視野に入れておく必要があると思うのだが、
そのような観点が感じられなかった。
３．
「たたき台」９ページの審議会での議論に紹介されている、
「市民参画」と「協働」の区別、
「市政」と「まちづくり」の分離には大きな疑問を感じる。概念的に
峻別して定義することによって（それもしばしば必要なことではあろうけど）、どちらにとっても本質的なものが失われているのではないかと危惧する。
（その他）
・条文間の相互関連への指示の重質を望む。たとえば、
「たたき台」第 3 条の審議会議論において「協働」については 24 条との関連があることが示されている。
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作成日：平成 27 年 10 月 27 日(火)

No

「たたき台」に関する意見

回

答

・このように、とりわけ総則部分の用語、概念が条文のどこと強く関連を持ち、より具体的に提示されているかを解説に加えてもらえれば、多くの人にとって条
例がイメージしやすいものになるのではないだろうか。
・市民としての基本的な在り方（権利や責務）が、まちの具体的な仕組み、議会や市長・市役所の仕事とどうかかわっているのかを学ぶ機会を市民に与えること
になるだろう。
第１段落に追加して欲しいこと
7

・総合計画書にもありますように、太宰府市は、観光都市である前に、
「福岡都市圏における住宅都市」であることが、第一義であり、そのため、高齢者・福祉や子
育て、防災や都市計画等を計画的に行っていくための市政運営のルール等を条例として決めていくことが、市の優先課題であり、自治基本条例をつくる意義でも
あります。前文への追加記述を希望します。

8

・平和（不戦への誓い）都市宣言：未来の子供たちのために
・太宰府市は、ご承知のように「平和宣言都市」であります。市が公言した社会に対する基本的姿勢（指針）です。にも拘わらず、
「平和」という文字が、この条
例文のどこにも記されていないことに驚きと異常を感じ、非常に残念に思います。太宰府市の「平和宣言都市」制定は、太宰府の、今までの古い体質から、新
しい体質への生まれ変わりの大きなチャンスでもありました。後戻りさせないで下さい。市発展の過程において、太宰府市は「平和宣言都市」である、という
文言は、非常に大きな意味を待っています。
「前文」内に、そして必要に応じて各段階に入れるべき文言です。
（例えば、第 5 条、6 条、7 条、10 条、11 条、14
条、などへ）

9

・自然環境の復元・回復：未来の子供たちのために
・今、私達が抱えている課題の中で、一番大切な課題と言えば、
「自然環境の悪化とその復元・回復対策」であるといっても過言ではありません。今や「人類存亡
の危機」に差し掛かっている課題です。そのことが、どこにも入っていません。単に、従来の表現（例えば、 豊かな自然 など）と、全く問題意識が感じられ
ない表現になっています。自然環境は、今、大変な状態になっていることの認識が感じられなく残念です。前文そして各段階で必要に応じて、
（例えば、第 6 条、
7 条、8 条、10 条、1l 条、14 条、などへ）「自然環境の悪化とその復元・回復対策」という文言を入れるべきです。
一宗教団体を明記してよいか

10

・前文の「太宰府天満宮」と「良き伝統」を削除すること。
・太宰府天満宮は一宗教団体だと考えます。菅原道真が京からこの地に流されて来た、というのは歴史的事実ですが、そのことと天満宮とは別問題ではないでし
ょうか。一宗教団体を太宰府市の自治基本条例の中に組込むとには反対です。
・学問の拠点とは、菅原道真が高い学問を身に着けていたという事実です。また、文化交流の拠点とは、古くから大陸との交流において太宰府が重要な土地であ
ったことも歴史的事実です。しかしそのことと伝統とは別であると考えます。
・なぜなら、伝統とは集団や社会の中で古くから受け継がれてきた風習や様式であり、極めて地域性が高いものであるからです。したがって、太宰府市は新興住
宅地が多く、全ての地域が同じ伝統を有しているとは言えません。画一的に同じ伝統を受け継いでいかなければならなくなるのではという不安があります。
・伝統は、新興住宅地にとっては、自治会を基盤として、自分たちの手で紡いでいくものだと考えます。伝統が歴史として政治の中に組み込まれていくのには反
対です。

11

・前文にある「太宰府天満宮」は、削除してほしい。
・いち宗教法人である「太宰府天満宮」のみを、明記することは憲法第 20 条の政教分離の原則にふれると思います。公平性を保つためにも、削除したほうがよい
と思います。

12

・前文にある「太宰府天満宮」は、削除してほしい。
・いち宗教法人である「太宰府天満宮」のみを、明記することは憲法第 20 条の政教分離の原則にふれると思います。公平性を保つためにも、削除したほうがよい
と思います。

13

・前文にある「太宰府天満宮」は、削除してほしい。
・いち宗教法人である「太宰府天満宮」のみを、明記することは憲法第 20 条の政教分離の原則にふれると思います。公平性を保つためにも、削除したほうがよい
と思います。

14

・前文にある「太宰府天満宮」は、削除してほしい。
・いち宗教法人である「太宰府天満宮」のみを、明記することは憲法第 20 条の政教分離の原則にふれると思います。
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・公平性を保つためにも、削除したほうがよいと思います。私も太宰府天満宮は大好きです。
・しかし、それを信仰するしないは一人ひとりの自由であり、それを行政が、それも自治基本条例の中に明記することには違和感があります。
・
「太宰府って素敵なところだね。人に優しいまちだね。」と言われることは、場所に限定することではなく、そこに生きる人の日々の生活の中から生まれ、行政
も含むあらゆる立場の人が切磋琢磨して創りだしていくことだと思います。だからこそ「太宰府天満宮」をここで明記する必要はないと思います。
よき伝統とは
15

○前文にある「良き伝統」は削除してほしい。
・前文にある「良き伝統」とあるが、だれが、何を持って「良き伝統」と判断しているのか分からないから。
『良き』と判断するのは科学的根拠に値せず、大切な
伝統として残していくことと、今回の『良き』とは別のことだと思います。

16

・前文にある「良き伝統」と言う文言は必要ないと思います。
・先人たちが築いてきた歴史が、いまの流行である観光都市としての流れに利用され、中身のないものとして流されています。
・太宰府市を観光都市として発展させるなら、その視点を天満宮中心とせず市民の生活を中心とした自治会に視点を置くことで、観光都市として太宰府市の市民
生活が豊かになり、ひとりひとりの人権が大切にされる太宰府に生まれ変わるではないでしょうか？

17

○前文にある「良き伝統」は削除してほしい。
・前文にある「良き伝統」とあるが、だれが、何を持って「良き伝統」と判断しているのか分からないから。
『良き』と判断するのは科学的根拠に値せず、大切な
伝統として残していくことと、今回の『良き』とは別のことだと思います。

18

○前文にある「良き伝統」は削除してほしい。
・前文にある「良き伝統」とあるが、だれが、何を持って「良き伝統」と判断しているのか分からないから。
『良き』と判断するのは科学的根拠に値せず、大切な
伝統として残していくことと、今回の『良き』とは別のことだと思います。

19

○前文にある「良き伝統」は削除してほしい。
・前文にある「良き伝統」とあるが、だれが、何を持って「良き伝統」と判断しているのか分からないからです。
・
「良き伝統」とは、神頼みをすることをいうのでしょうか？菅原道真が当時の学問に対して優れていたのは事実でしょうが、それを「良き伝統」とすることは科
学的根拠に値せず、大切な伝統として残していくことと、今回の「良き」とは別のことだと思います。
・私は太宰府が大好きです。地元の高校に通っていた時は、カメラを持って郷土研究部の部員で市内の史跡を探索していました。そこで感じたことは一つの場所
より、そこに生きる人との出会い、ふれあいから、次世代につなげる様々な人の思いや誇りでした。
・守っていくこと、新たに創りあげていくこと、悲しい時も幸せな時も、ともに共感し助け合える仲間とともに、コミュニティのつながりをひろげ大切にしてい
くことこそ、目の前にある場所ではなく、心の目で見て感じての太宰府のまちの魅力だと思います。

20

○「良き伝統」とは具体的にどういうことなのか、
「良き」は何を意味しているのか理解できません。また、具体的に示せない表現は前文から削除すべきだと思いま
す。

21

・3 行目の「今日でも」から「良き伝統を受け継いでいます。」までの内容は諄過ぎると思います。
・この前文は市民に対して発信しているわけですから、市外の方々に観光地の PR をしているわけではないと思います。市民にとっては、史跡は生活の一部ですか
ら今更、特別史跡をすべて列挙したりしないで、
「文化遺産」や「数多くの史跡や名所」という表現で十分ではないでしょうか？解説の中にある 4 つの特別史跡
は間違いではないでしょうか？
観光都市

22

・上から 4 行目：最後の部分「・・・全国屈指の史跡・観光のまち・・」に変更。

23

・観光都市のイメージ構想として。
・水城の防塁跡、西鉄二日市駅前の客館跡、榎寺神社を含めた総合的な太宰府の歴史を取り入れた参道通りの開発(小京都のイメージ)

24

・また、その中の「全国屈指の観光都市」は、言い過ぎではないでしょうか？観光客は近隣の都市に比べて多いと思いますが、国内で「全国屈指の観光都市」とい
われる場所と比較して観光客の数や観光施設の数は雲泥の差があり、この前文の中で「全国屈指」と述べることは、市民として非常に恥ずかしい思いがしますし、
条例の前文で過大な表現をすることは好ましくないのではないでしょうか？

25

（代替案）
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1 四王子山や宝満山のみどり豊かな自然にかこまれた私たちの町太宰府市は、かつて「遠の朝廷」と呼ばれた九州の政治の中心でもあり、また外国との窓口として
歴史的にも重要な役割を果たしてきました。今日でも、特別史跡である大宰府跡、水城跡、大野城跡にくわえて、太宰府天満宮、九州国立博物館等を有し、また
市内には多くの大学があり、観光都市であるとともに学園都市としても知られています。
（検討要請）
「観光都市」に自己限定することは「自治」を課題とする条例の前文としては不適切
（変更提案理由の詳細）
素材における「観光・学園都市」太宰府は、たたき台では、「観光都市」とのみ自称している。現在、「学問・文化交流の拠点」としての性格は、国立博物館があ
るにもかかわらず希薄になっており、学園都市とは言い難い面もあるので、
「学園都市」を外すのは一つの見識と思う。
「学問・文化交流の拠点」
、これは「受け継い
でいる」という事実認識として示すより、むしろ今後の課題として掲げるべきであろう。
「観光都市」に自己限定することは「自治」を課題とする条例の前文として
は不適切である。
「観光」は、一般の市民にしてみれば、どちらかというと太宰府市の外面にかかわるものだからである。
したがって、この段落からは削除し、第 5 段落あたりに「文化交流・人材交流・国際交流」なども視野に入れたまちづくりをしていきたいというような文言を入
れる。とはいえ、名刺代わりの前文と思えば、観光都市、学園都市といった自称を用いることは、絶対反対とは言い切れないが、やはり、観光都市のみでは自己規
定としてさびしいし、創造性を感じさせない。使うなら両方とすべきか。
基本的人権の尊重について
26

・
「基本的人権の尊重」の言葉を、盛り込むべき。前文の中に類似する言葉はあるが、
「基本的人権の尊重」の言葉を明記してほしい。

27

・
「基本的人権の尊重」の言葉を、盛り込むべき。前文の中に類似する言葉はあるが、
「基本的人権の尊重」の言葉を明記してほしい。

28

・
「基本的人権の尊重」の言葉を、盛り込むべき。前文の中に類似する言葉はあるが、
「基本的人権の尊重」の言葉を明記してほしい。

29

・
「人権尊重のまちづくり推進基本指針」の遂行の精神が反映していません。市長がのべてあるようにこの指針を実現するためには、市民すべての協働が必要であり、
ぜひ人権尊重の文言を入れてもらいたい。
第２段落

30

・第 1 段落について述べた理由とつながるが、古き良き伝統を強調しすぎである。特に「良き」は不要。課題解決を求める条例にふさわしくない。素材に言う「流
れを今も受け継いでいます」ぐらいのほうが良いと思う。
「たたき台」では「古き良き」太宰府の姿が半量を占めている。多すぎると思う。この段落は削除してよ
い。なお、関連して第 26 条に対しても類似の見解を述べてある。
第３段落

31

・上から 9 行目：
「一方、福岡都市圏の住宅都市化に伴って、大規模な宅地開発や大学設置等により人口が増加し、今日に至っているが、高齢化の進展等により、さ
まざまな問題が生じています。
・・・（以下現行どおり）
」

31

・人口減少や高齢化について、太宰府において今の仕組みや制度では対応できないことが発生している、また予測されるとのことのようです。きちんと明記しまし
ょう。さらに、せっかく『
「自治基本条例」とは』の説明で分かりやすく説明されています。一部を本文に残したほうが良いような気がします。例えば９行目から
に以下の例文を入れたら明確になるのでは。
この願いのもと、人口減少や高齢化をはじめ社会情勢や時代背景の変化、さらに今後、発生する困難な問題を解決するためには、これまでの行政の仕組
み、制度では対応できないと思われます。そこで、今までの市民と行政の関係を見直し、「自治体のかたち」の構造を改革し、住民が自分の問題として、
解決策を出し合い、行政任せではなく自分たちが主体的に行動することが、明るい未来をつくり上げていくのではと考えています。
こうした私たちの想い（以下変更なし）

32

（代替案）
2 一方、変化の激しい現代において、私たちの町もまた多くの問題・課題をかかえています。地方分権が進むと同時にグローバル化も進行しています。日本社会
全体の変化とも向きあう必要があります。
3 すべての市民が幸せに生活を営めるように、いま市民の自覚的な取り組みが求められています。
（検討を希望）
「人口減少や高齢化の進展等により」と、これのみを客観的理由として例示することに疑問がある。
（変更提案理由の詳細）

4
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No

「たたき台」に関する意見

回

答

「人口減少や高齢化の進展等により」と「問題」の原因が例示されているが、これのみを具体的原因としてあげることには抵抗がある。
「自治基本条例」はこのよ
うな具体的客観的な情勢変化に対応して明るい未来を築くためというよりは、むしろ、この変化に対応するために、市民の自治意識、主体意識の変革と醸成に重点
があるのではないだろうか。したがって、この部分を
「変化の激しい現代において」などと、ごく一般的な理由づけにするか、
「一方、このまちでも様々な問題が生じています。地方分権がすすむ社会の流れ の中で、私たちすべての市民がこの町で幸せに生活を営めるように、市民による
主体的な取り組みの必要性が増しています。
」というように、市民自身に対する客観的要請として書き直してはどうだろうか。本当は、
「各種選挙における投票率の低下にみられるように、国民・市民の主権者意識・自治意識の低下、地方自治や国民主権の形骸化を放置しておいては、今後の社会
情勢の変化に対応を誤るのではないか。だからこそ真の市民自治を実現し、社会の変化に市民が自覚的に取り組めるまちを作る必要がある。」というぐらい、客観的
要請と主観的決意を双方書き込んでもいいと思う。あまりこだわらないが。
第４段落
33

（代替案）
４

このまちの主人公は一人ひとりの市民です。 市民の自主性と自律性を尊重するという原則をしっかりと心に刻みつつ、市民、コミュニティ、議会および市の行

政が、協力して自治を推進していくことが必要です。
（修正案）
「市民等の自主性及び自律性を尊重しつつ」の「等」を削除する。
「まちづくりを行っていく必要」を「地方自治の推進」とする。
（変更提案理由の詳細）
１

「市民一人ひとりがこのまちの主人公であるという理念」とあるが、これは「素材」にいう原則の語が適当であろう。なぜなら、個人的な感覚ではあるが、理

念がしばしば実現不可能性を暗示させる言葉であるのに対し、原則は行動規範として具体性を持つことが強く要請されるような感じを受けるからである。また、
後述する「理念」と「原則」の区別の考え方を採ったとき、これから太宰府市において実現を目指す課題を述べるこの段落では、より現実的な意味合いを持たせ
た「原則」の語を用いたほうがよい。
２

2 行目。
「市民等の自主性及び自律性を尊重しつつ」となっているが、この「等」によって含意されるのはこの前に書かれた「コミュニティ・議会・市長等」を

指すと理解されかねない。さらにはそのうちの「市長等」の「等」もこの文脈では市長のみをさすと読みうる。
コミュニティ・議会・市長の自主性・自律性は、市民のそれとは原理的に別種のものと考えるべきだろう。とりわけ市長や議会は明確に区別しておかねばなら
ない。その権利も責務も、みずからに内在するものというよりは市民に淵源するものであり、ゆえに明確な責務が生じ、自主性・自律性には客観的な制約がある
ことをはっきりしておかねばならない。
したがって、ここでは「市民の自主性及び自律性を尊重しつつ」と「等」を取らなければならない。
３

最後に「まちづくりを行っていく必要」とあるが、審議会委員の間でも「まちづくり」や「自治」という言葉について依然として理解のずれがあること(9 月 3
日の傍聴で得た感触)を考えると、ここは素材に言う「地方自治の推進」という用語のほうが適当であると思う。

第５段落
34

・最後の 1 行について語句の入れ替え：
「・・・本市における自治の基本原則を定め、ここに太宰府市自治基本条例を制定します。
」

35

（代替案）
5 ここに太宰府市自治基本条例を制定し、太宰府市における自治の基本理念と基本原則を定めます。私たちは、市民を主体としたまちづくりの実現に取り組みま
す。政治・学問・文化交流の拠点として古くから知られた太宰府の名に、現代的な意義を与えます。そして、
「住んでよかった」と実感できるまち、太宰府市に
かかわるすべての人が笑顔になれるまちを目指します。
（変更提案理由の詳細）
この段落はなかなか良いと思う。第 1 段落について述べたことを踏まえて書き換えてみたものを前文の全体の「まとめ」として「要約」の最後に示しておいた。
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第１条

目的

No

「たたき台」に関する意見

回

答

条例の目的について
幹

・
「〜信頼しあう関係を築くための制度を確立し、市民を主体とした〜」

【原案どおり・解説修正】

（説明）まちづくり市民会議の素材の「目的について」に「制度を確立すること」を明記している。

・「制度を確立すること」より、むしろ、いかに市民自身
が動かしていくか、ということに力点を置いています。
・ご意見を参考に解説を加筆します。

1

・
「〜市民を主体とした自治の実現を図ることを目的とする」この文面だと、あらゆる面で「市民が主体」を掲げかねない。条例を楯に、本来、行政が主体でやらな 【原案どおり】
ければならないことも、市民主体の方向へ誘導できるし、そういう危うさを含んでいる。よって、内容は奥州市のような事例が好ましいと思う。

・「市民が主体」は「市民が主人公である」というニュア
ンスで使っています。

2

・総花的な表現で、目的とはならないような気がします。市民、議会及び市長等が、互いに理解を深め信頼しあう関係を築きは当たり前のことであって、目標では
無いのではと思います。
・どちらか言うと、前文に「太宰府に住んでよかった」と実感できるよう、
「太宰府市にかかわるすべての人が笑顔あふれるまちを目指して」と有る。これでも十分
であるが、前から市長や議員さんが発信している、
「市民が安全で安心する住みやい街づくりを推進する」を第 1 に明記すべきだと思うのですが。是非、この文言

【原案どおり】
・自治基本条例は自治の基本的な原則や仕組みを定める
ものであると考え、その趣旨を明示した目的を規定し
ています。

を入れて欲しいです。
例えば①太宰府市自治基本条例の制定目的は、あくまでも市民福祉の向上を図るため、市民が安全で安心して太宰府市に住めるようにすることである。②上記を
達成するため、市民およびコミュニティ、市長、議会および市長等、太宰府市にかかわるすべての人は、上記の項目が行動の優先順位を 1 位とするものである。
3

・
「自治の実現を図る」を「目指す」に希望します。

【原案どおり】
・自治の実現に向けて

力

を込めて「図る」と言って

います。
4

・
「〜市長等が、互いに理解を深め〜」→「〜市長等の役割及び責務等を明らかにするとともに、互いに理解を深め〜」

【原案どおり】
・ご指摘の内容は、
「自治の基本原則を定めることにより」
という中に含まれてくると考えており、重複は避けた
いと思っています。

「自治」について（言葉の定義）
5

・条文中に現われる「自治」や「市民を主体とした自治」の実質がどのようなことなのかが一向に伝わってこない。「自治基本条例」だから「自治」なのだろうか。 【原案どおり】
ともあれ、
「自治とは？」を明確に規定しておかなくてはならないだろう。

・ご指摘の内容は、原案に含まれていると考えます。

・市民主権のはずの二元代表制が、いったん選ばれてしまうと、主権者から遊離してしまうし、現に遊離してしまっている。市政運営の舞台に、行政と議会だけで
はなく、
「市民」を押し出して、基本的には三者による市政運営のしっかりした約束事を作るのがこの条例であるはずだ。そのような背景で、内実が明らかでない
「自治」を敢えて謳う理由に理解が及ばない。まずは三者の「情報共有」と市民の「市政運営参画」が重要なのであろう。
基本原則について
6

・
「基本原則」は「基本理念及び基本原則」に改める。確かに原則論ですが、条例の全体的には理念の要素も含まれていると思います。

【修正】
・ご指摘のとおり「基本原則」を「基本理念及び基本原
則」に修正します。

7

（全般的な提案）

【原案どおり】

１ 「協働＝市民の主体・自律性」を基本理念とする「自治＝まちづくり」においては、
「市民参画」が、理念を現実のものとするために不可欠な原則として、制度

・ご指摘の内容は、原案に含まれていると考えます。

的に確立すべきものと理解されるような条文構成をとりたい。
２

「自治の基本理念」を「素材」に基づき再構成し自治の基本原則のまえに挿入する。

３

「理念」と「原則」のどう区別するかについては次のように考える。

・表現について、箇条書きよりは、一つのまとまった散
文の方が力強く感じられると考えています。

(1) 理念 自治の本来的な担い手である市民の権利に強くかかわるものをおく。
(2) 原則 権利の制度的な保障に欠かせないものや、行動規範、判断基準にかかわるものをおく。
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No

「たたき台」に関する意見

回

答

回

答

（代案）
この条例は市民による自治の実現を目的とする。そのために、
1) 自治の基本理念と基本原則を定める。
2) 市民の権利と役割を明らかにする。
3) コミュニティ・議会・市長等の役割と責務を明確にする。
4) それぞれの信頼関係を築くための制度を確立する。
（変更提案理由の詳細）
条例では「目的とする」を末尾に置くことが多いようだが、ここは冒頭の肝心なところなだけに、目的を端的に述べ、その目的を達成するために必要と考えられ
る事項を列挙するほうがわかりやすいのではないか。
前文第 4 段落でもふれたように、
「自治」という言葉を「住民による政治的意思決定」の意味で狭く理解し、「まちづくり」の語で「まちおこし」や経済的ないし
建築的なものをイメージする審議委員が依然としているように、一般に条文を公表した時にもそのような混乱が起きることは想像に難くない。この条例で築き上げ
ることを目指すのは、
「まちづくり」と言ってもまちづくりにかかわる各者の関係性の構築であろう。たたき台ではこの関係性の構築を一般的な表現で「互いに理解
を深め信頼しあう関係を築き」としているが、これでは倫理的な要請でしかないように聞こえる。
むしろ、素材にある表現の「制度の確立」を目指すことを積極的に取り上げるべきである。自治の基本は市民の主体性にあるが、基本条例が最高規範性を持つと
いうとき、それは市民の主体性を制度的に保障するという一面を持たざるを得ないこと、近代的な憲法の持つ性格と同じであろう。主体性を「主権」と理解する人
もいるであろう。個々の具体的、詳細な制度設計は基本条例が担うべきものではないかもしれない。しかし「市民の自治主体としての権利の保障が、基本条例によ
って常に制度として具現化することが要請されている」という形式を落とすことはできない。
「市民による」として、
「主体」の語をここで避けたのは、
「主体」とい
うときに「担い手」という意味と「主要部分」という意味とで、理解に混乱が生じると思えるからである。これも審議会での議論を聞いての感想である。
個人的には、市民に関して「主体」という表現を用いることはあっても、
「協働」の定義にみられるように市長、議会などを「主体」と表現しているかのような用
法は避けるべきと思う。理由は「協働」の定義の提案に譲る。

第２条

条例の位置づけ

No

「たたき台」に関する意見
最高規範性について

1

・そもそも「最高規範と入れて、他の条例や規則等の見直し、改正が必要である」ことを明記するのが、条例制定の主旨であり、
「憲法のように最高法規性を有しな 【原案どおり】
いから」との理由から、最高規範と入れないというたたき台には、同意できません。他自治体の事例でも、ほとんど「自治基本条例が最高規範である」と明記さ
れているし、市民会議でも同意見でした。

2

・
「最大限尊重」は最高法規なのか最高規範なのか解説では「最高法規性を有するものでない」と解説されていますが、（見出し）には「条例の位置づけ」であり、
客観的な表現が必要と思います。よって条文に「最高規範とする」ことはいかがでしょう

3

・ 最高規範 という言葉を設けてしまうといろいろな問
題が考えられ、審議会の議論の方向性として、
「この条
例の趣旨を最大限尊重し、整合性の確保を図るものと
する」で十分対応できると考えます。

・
「この条例の趣旨を最大限尊重し」では、
「趣旨とは？」、
「最大限とは？」という疑問が生じるし、憲法を持ち出すまでもなく、市政の枠組み中のことであるので、
「最高規範性」を使うべきであろう。
・法令の執行に当たって、自治基本条釧の方が上位であろうか？

4

・
「この条例は太宰府市が定める住民自治及び市政に関する最高規範であり、
」を文頭に必ず入れて欲しい。

5

・
「市は・・・この条例の趣旨を最大限尊重し、整合性の確保を図るものとする」と上位規定を設けているが、この条文解説には 憲法のように最高法規性を有する
ものではない とあり大変矛盾している。優越性を規定していると捉えられても仕方ない。この様な表現は避けるべきで、条文に序列は存在しません。

6

・条例には本来上下関係はありません。このような基本条例の多くは他の条例の解釈基準となるような条文が含まれることがあり、基本条例が他の条例の上位規範
となりかねず、この意味でも違憲無効な条例になることが危惧されます。
尊重し整合を図る必要性の説明

6

・第 2 条「この条例は、本市における自治及び市政運営の基本を定めたものであり、
」を挿入・・・
（以下現行どおり）
説明：なぜこの条例を尊重し整合性が必要かを説明する必要がある。

【原案どおり】
・第 1 条目的で規定しています。
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No
7

「たたき台」に関する意見

回

答

・
「制定改廃」だけではなく、解釈および運用についても加える。

【原案どおり】

・
「趣旨を最大限尊重し、整合性の確保を図るものとする」では弱い。

・解釈及び運用についても、原案に含まれると考えます。

・よって、流山市の事例 第 2 条 1〜4 をそのまま採用する。
・語尾は「〜努めなければならない」にすべきである。
「市」が未定義
8

（修正案） 「市」が未定義であることを踏まえての書き換え

【修正】

太宰府市においては、各種の条例、規則その他の規程の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨が最大限尊重され、整合性が確保されねばならない。
本市の市政運営上必要な .... 以下省略

・誤植です。
「市は〜」を「議会及び市長等は〜」に修正
します。

（解説に付加）
「まちづくりを具体的に進めるにあたり、この条例が行政や議会が尊重すべき市民との間の基本的な約束と考えられることを期待している。」
（変更提案理由の詳細）
解説に「審議会の議論」の 3) を入れてはどうだろうか。 以下のような内容
まちづくりを具体的に進めるにあたり、行政や議会が尊重すべき市民との間の基本的な約束と考えられることを期待している。
なお、次節において「市は」という主語を検討する。

第３条

定義

No

「たたき台」に関する意見

回

答

（１）市民
1

・
「市民」は住民を大幅に拡大した説明になっています。
「市民」は地方自治性第 10 条」で定められており、その市民は市民税を納税しており、納税していない市外 【原案どおり】
の者に同等の権利を与えるのは、地方自治法の精神からみても全く不合理です。

・審議の結果、 多様な社会において、幅広い意見を聞く

・今後も市として広域的に施策を検討する場合を考慮して拡大案を提示します。

ことが、太宰府市のためになるだろう

・市民とは、下記の②③まで拡大を提案します。

ので、
「市民」の対象を広く定めています。

① 市内に住所を有する者
② 市内の事業所で勤務する者

となりました

・なお、選挙権を有する「住民」とは決定的に役割が異
・・・・市民と見なすことにする

③ 市内の学校（学校法人）で勉学する者・・・・市民と見なすことにする

なること、さらに、地方自治法の「住民」の定義を変
えるものではないことを確認しています。

・
「市民等」はパブリック・コメント手続き実施要項第 2 条第 3 項では「市民等」から意見を求めるようになっている。この事は、権利でなく、市民参加であるから
拡大されたものと思います。
2

・太宰府市に住んでいるわけでも、納税しているわけでもない他人が太宰府市をつくっている政治に口を出すのはおかしいので反対です。

3

・市民の定義が曖昧で、太宰府市に居住する住民以外にも拡大して定義していることが問題

【原案どおり】

・太宰府市に何の権利義務関係のない非居住者が市政の計画の策定や実施評価の各過程、見直し等にまで参画できるとなっている。権利はあって納税義務がない。

・むしろ「市民」には、権利だけではなく、責務も果た

権利ばかりで義務がないのでは住民に対して不公平すぎる。市民の定義と地方自治法の定める「住民」にするべきです。

してもらおうと考えています。今回、
「市民」に「不動
産を有する所有者」を入れていますが、例えば「太宰
府市に家があるけど、都会に住んでいるから知らない」
という態度では空き家問題などが発生し、周囲に住む
住民が困ります。そういう方にも「第６条

市民の責

務」を果たしてもらいたいと考えています。
（３）まちづくり
4
5

・子どもでも高齢者でも理解しやすい文章にする。そのために解説の文章をそのまま引用する。

【原案どおり】

・
『まちづくりとは、単に道路や公園などの整備だけではなく、子育て、高齢者支援、環境、教育等太宰府の魅力を高めるためのあらゆる取り組みをいいます。
』

・
「住みやすく魅力あふれるまちにする」というのは、か

・
（3）まちづくりの定義は違うと思います。

なり色々解釈でき、あらゆる場面を想定する狙いであ

8

作成日：平成 27 年 10 月 27 日(火)

No

「たたき台」に関する意見
・太宰府の魅力を高めるためのあらゆる取り組みをいう。とありますが、あくまでも住んで良かったが優先順位としては上では無いでしょうか。
「魅力を高めるため」
とは漠然すぎます。安易な言葉ですね。少し具体的に出来ないでしょうか。例えば、①太宰府市が住みよく、安全で安心して住める街であり、国内・国際的にも

回

答

えて曖昧にしています。逆に、解説のように例示して
しまうと解釈の幅をせばめると考えます。

高く評価できる街になることを目指すものである。
6

・解説に障がい者支援の文言を加えていただければと思います。

【修正】

7

（１）解説「子育て」の後に「障がい児・者支援」を追加挿入してほしい。

・ご指摘のとおり、
「障がい児・者支援」を追加します。

＜理由＞解説の「教育等、幅広い分野」となっているが、太宰府市では障がい者の方々の団体をはじめ、あらゆるハンディキャプをもってある方もそうでない方も、
ともに幸せに生きていく社会を築くため、様々は取り組み活動がなされています。ぜひ「障がい児・者支援」を追加挿入し市民会議での論議でもあったように、
まちづくりに参画するのは偏った人々だけでないことを明確にしてほしいです。
8

・〜子育て、高齢者支援、障がい者支援（追加）
、環境、教育等〜

9

（提案）

【原案どおり】

１．市民、市長等、コミュニティ、事業者など自治にかかわる各「主体」を定義する。

・自治に関わる各主体を定義するのは、条文数が増え、
読みにくくなることが懸念されます。
・また、各主体を定義しないことによる混乱は少ないと
考えます。

２．
「まちづくり」
、
「市民参画」
、
「協働」については定義から外すべきだと考えるが、
「各主体」の定義を受けたうえで、あらためて次の二つを、より現実的な内容
で、定義しておくのはよいだろう。

【原案どおり】
・ご指摘の内容は、原案に含まれていると考えます。

○協働 市民・コミュニティ、議会および市長等が、それぞれの役割及び責務を自覚し、市民の自主性及び自立性を基盤として、連携・協力してまちづくりに ・また、原案は「対等な立場で〜」に力点を置いていま
取り組むこと
○市民参画 政策立案等の過程に市民が責任を持ってかかわる制度
（変更提案理由の詳細）

す。
・「市民参画」は、主体的に行うのが一般的だと考え、そ
こを明確に規定しています。

この言葉を、市民中心の概念として明確にする必要があると考える。「市」が未定義で使われているという前提で考えるが、
「太宰府市の魅力を高めるためのあら
ゆる取り組み」という定義では漠然としすぎているとともに、自治基本条例制定の趣旨をあいまいにしてしまうように思う。前文で「観光都市」としてのみの自己
規定が置かれている「たたき台」では、この魅力は、
「あらゆる」と修飾されてはいてもなお、観光客にとってのものと理解されかねない。私案（試案）だが、次の
ように「自治」基本条例の目的に沿うような定義を与える。
まちづくり 市民生活の質の充実と向上につながる客観的な取り組み
「まちづくり」を理念的にも現実的にも市民を中心にすえた概念として明示しておくほうが、
「素材」におけるこの語の用例(4,7,8,17,19)にも即している。
（このま
まの試案では理念を十分に表現しているとは言えないだろうけれど。
）観光都市としての魅力は、市民生活の向上をもたらす間接的な要因として含意させればよく、
そのことを解説において言及してもいいかもしれない。なお、「まちづくり」は用語として定義するよりは、「協働」の定義において後述するように「自治の基本理
念」において基本概念として内容を規定するほうがよいのではないか。(→ 私第 3 条によるまちづくりの規定)
（４）市民参画
10

・
『市の政策の立案・実施及び評価に至る過程に、市民が責任をもって主体的にかかわることをいいます。
』

【原案どおり】
・ご指摘の内容は、原案に含まれていると考えます。

11

・
「第 4 号で定義している「市民参画」とは市政への参画であり、第 5 号で定義している「協働」とはコミュニティ等みんなでまちづくりをやっていこうということ 【原案どおり】
を示すものとする。
」を定義の解説に入れて欲しい。

・
「協働」を、コミュニティ等のレベルに限定しないもの
と考えます。

12

（変更提案理由の詳細）
この定義についても「協働」と同様の理由で「基本理念」に包摂すべきであると思う。 ただし、条例内の用語として「市民参画」を審議会議論に書かれているよ
うに狭義に限定して解釈するのであるなら、
「主体的にかかわる」というような人間学的ともいえる定義を与えるのではなく、
市民参画 政策立案等の過程に市民が責任を持ってかかわる制度
というような「仕組み」もしくは「制度」として定義を与えるべきである。 そのうえで、
「協働」と「まちづくり」を「基本理念」として扱い、
「市民参画」は「基

【原案どおり】
・自治基本条例は、市民が読んで分かりやすいことが重
要であると考えますので、
「主体的にかかわる」という
表現は伝えやすいと考えます。
・仕組みもしくは制度を確立することより、むしろ、い
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No

「たたき台」に関する意見

回

答

本原則」に考えることとする。すなわち、
「協働」を理念とする「まちづくり」においては、
「市民参画」は、理念を現実のものとするためには不可欠な原則として、

かに市民自身が動かしていくか、ということに力点を

制度として確立すべきものと理解されるような条文構成をとりたい。

置いています。

第 6 条 定義
「協働」は「基本理念」として、
「市民参画」は「基本原則として」提示するので、両者とも「たたき台」3 条の定義からははずす。「まちづくり」もはずす。
「市民」
「市長等」および「コミュニティ」などは、具体的に「だれ」を指すかを示す用語として、自治の理念や原則を提示した後で定義する。
その意味でも、現行たたき台において、これらの用語の間に挟まる形で「まちづくり」、「協働」、「市民参画」が定義されているのは、すわりが悪いように思う。
ただし、要約にも書いたように、
「協働」や「市民参画」を総論の最後に定義しなおして各論に入るという考え方を採ることはできるかもしれない。
（５）協働
13

・
「協働」は削除する。市民と行政は対等な立場で、とか、それぞれの役割と責務を果たせとか、行政によるコミュニティ(とりわけ自治会)への押し付けとかの問題
も、現在の太宰府での大きな議論であり、市民会議の議論では「協働」とか「コミュニティ」は入れない方向でした。

【原案どおり】
・ご指摘のとおり、市民会議は「協働を使いたくない」
という意見がありました。しかし、これまでの行政が
求めて市民が協力するという一方的な下請け的な協働
ではなく、協働する権利を求めるのは市民側にあると
いう趣旨をはっきりさせる方向で「協働」を入れてい
ます。

14

（変更提案理由の詳細）
既に前文第 4 段落に関連して言及したこと、及び第 1 条に「制度の確立」を入れるべきと述べたことの延長でコメントする。たたき台における「協働」の定義か
ら「対等な立場で」を取り除く。
審議会の議論を読むと、その 3)においては「協働」にかんして市民会議の議論をくんだ積極的な理解がなされた一方で、4)においては「協働」から市政に関する
ことを除外するという理解、政治的決定や判断には協働はふさわしくないとの了解があったのではないかと疑う。

【原案どおり】
・
「市民が、市民の自主性自律性を互いに尊重する」とい
うことも原案に含まれていると考えます。この「多様
な主体が」という言葉を「行政」として読み込む必要
はありません。

しかし、市政そのものについても、その基本姿勢は市民を尊重することに他ならないというのが基本条例の骨子の一つであるはずだ。そうでなければ市民側から

・むしろ、これまでの行政が求めて市民が協力するとい

の協力はあり得ない。あえて 4)のような議論が行われたという事情をかんがみれば、
「市政」においても協働が基本理念として働いているということを条文に取り

う一方的な下請け的な協働ではなく、協働する権利を

込むか、解説に明示すべきである。もしくは、うまく定義できるなら「市政」の定義に取り込む。

求めるのは市民側にあるという趣旨をはっきりさせる

現在のたたき台の文案と審議会での議論に、日本社会に一般的にある「お上」感覚を加味して考えてみる。ここでの定義では、市民とコミュニティーは尊重の客

方向で「協働」を入れています。

体としてのみ言及されているに過ぎない。
「多様な主体」という主語が行政サイドのみを指示しているように読めるのだ。そして「お上」が（下々の）市民やコミュ
ニティーと対等な立場まで下りて連携するかのように読めてしまうだろう。自治基本条例の理念からすれば、本来自由で対等な「主体」は基本的に市民であり、行
政や議会など「市政」の側は制度上の制約を受けた、むしろ客体的な立場である。
条文のほかの箇所での用語法を用いつつ、たたき台の定義をなぞって書き換えれば、以下のような形で定義すべきと思われる。
協働

市民・コミュニティ、議会および市長等が、それぞれの役割及び責務を自覚し、市民の自主性及び自立性を基盤として、連携・協力してまちづくりに取り

組むことをいう。
なお、ここでの「まちづくり」は先の試案の意味合いである。また、これでは「コミュニティ」の定義に先立ってしまうという齟齬があるが、
「協働」は「まちづ
くり」とともに用語として定義するというよりは、市民の自主性・自律性の尊重を含意するものとして、
「自治の基本理念」において独立の条文で提示・規定すべき
であろう。 むしろ、
「協働」よりは「市民の自主性・自律性の尊重」をキーワードと考えた方がいいのではないか。上述の定義案は、そのつもりで書いている。
（６）コミュニティ
15

・
「コミュニティ」の定義に、
「自主的・自立的に構成された共通の目的達成のため活動する団体」
（久留米の例）との表現を追加してほしい。自主的な趣味の会、学 【原案どおり】
習会等もコミュニティを構成する。コミュニティの役割は大きいので限定的としない方向が望ましい。

・ご指摘の内容は、原案に含まれていると考えます。
・自主的な趣味の会、学習会等もコミュニティを構成す
る一員であり、地域社会の実現に資する存在の一つと
考えます。

16

・コミュニティ

自治会等の地縁による団体及び協働の（又は皆で担う）地域社会の実現に資すると・・・
（以下現行どおり）

【原案どおり】

10

作成日：平成 27 年 10 月 27 日(火)

No

「たたき台」に関する意見

回

答

・社会は皆で作りあげていくものであり、それを「必ず
担っていかなければいけない」といった強制になって
もいけないと考えます。
17

・コミュニティの解説―「地縁型」と「テーマ型」の明確な説明を望む。

【原案どおり】

・市長等の解説―その他の執行機関で処理することは失礼になる可能性がある。

・
「第１３条 コミュニティ」の解説文に、地縁型とテー
マ型の説明を入れていましたが「発想をせばめてしま
う」という懸念から、はずしました。

追加要望のあったもの
18

誤解を避けるため下記の用語を追加されてはいかがでしょうか
・
「事業所等」
「市政」
「市民活動」わかりやすく客観的に説明を希望します。

【原案どおり】
・日常用語なので定義する必要性は低いと考えます。
・また、これらの用語を定義しないことによる混乱は少
ないと考えます。

19

・やはり、
「自治」を定義する必要があろう。

【原案どおり】

・
「市政」(第 2 条、第 4 条、
・・・)も定義しておくべきか・・・。

・これらの言葉を定義しないことによる混乱は少ないと
考えます。

・
「まちづくり」において、
「魅力ある」は不要(それを入れるなら、
「魅力ある」とはどういうことなのかを定義するべき・・・)。広くは、
「まちづくり」は、
「市政 【原案どおり】
運営におけるあらゆる活動や事業」であろうか。

・太宰府市において「魅力」と使うと「観光」の印象を
与えてしまい勝ちだが、本条例に示す意義として「暮
らしやすさ」や「住みやすさ」で魅力的なまちになる
ことを伝えたいと考えます。
・なお、
「魅力」の中身は、市民自身が作り上げていくも
のだと思うので、定義することはふさわしくないと考
え、解説で例示するにとどめました。

・
「市民参画」の「市の政策立案等の過程において・・・」は、「市の政策立案や市政のあらゆる側面において・・・」の方が包括的であろう。

【原案どおり】
・ご指摘の内容は、原案に含まれていると考えます。

・
「コミュニティ」を団体に限定することは理解に苦しむ。自治会加入に問題ありとする人々もいることだし、NPO 等の団体は必ずしも地域密着(限定)型ではないの 【原案どおり】
であるから。

・自治会に加入できない方々も、何らかの形で地域社会
の実現に資する活動をしている方もコミュニティの一
員であると考え、包括的に対応しています。

20

（挿入提案）
１．太宰府市における自治とは市民を主体とするまちづくりである。

【原案どおり】
・ご指摘の内容は、条例の体系に関わる部分ですが、原

２．市民を主体とするとは次の二つの意味を持つ。

案と大きく異なるものではないと考えられます。表現

(1) 市民こそはまちづくりの担い手であること

の問題などはあるかもしれないが、
「体系の変更」とま

(2) まちづくりの目的が（担い手である）市民（市民層）の形成と育成にあること

では必要ないと考えます。

３．まちづくりとは前項にいう主体の形成に資する客観的な条件・環境の創出・整備をいう。
第 4 条 挿入: 自治の基本理念
１．市民こそが自治の主体である。
２．基本的人権を尊重する。
３．市政（またはまちづくり）にかかわる情報は、市民のものである。
４．協働（＝市民の自主性・自律性の尊重）をすべてのまちづくりの前提とする。（→「協働」の定義）
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「たたき台」に関する意見
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答

第 5 条 挿入: 自治の基本原則
１．議会および市長等は住民の信託により、太宰府市における自治の実現を図るものとする。
２．情報を共有する。
３．説明責任を負う。
４．市民参画を制度として保障する。
５．
（協働を理念として「基本理念」に入れ、
「基本原則」からは削除する）
第 6 条 定義（たたき台第 3 条）
「市」
「市政」
「議会」などの用法も整理したほうがいいかもしれない。
（変更提案理由の詳細）
第 3 条 定義
１

「市」の定義はいらないのだろうか。素材では「市」を市長並びに職員として定義している。これを「たたき台」では「市長等」として定義しているのだが、
では、第 2 条冒頭の「市は」という主語は何を指すのか。明らかに議会も含まれるので「市長等」とするわけにはいかず、定義より以前に置かれていることを考
えると、
太宰府市においては、各種の条例、規則その他の規程の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨が最大限尊重され、整合性が確保されねばならない。
などとしてはどうだろうか。 無主語の文にすることによって「市」が未定義であることからくる誤解（現在の文案では「市」が「市長等」に限定して理解される
のではないかと危惧する）を避けられると思う。

２ 「市政」もしくは「市政運営」の定義はいらないのだろうか。
「市政」については、
「協働」や「市民参画」に関連して理解の方向性を考えるが、どうしても「市
政」というと行政を指す文脈が多くなるように思う。しかし議会を含めて考えねばならないことも多いのではないか。 良識的に判断できるといえばそれまでだが。
市政運営を規定する第 6 章が大部なこともあり、未定義のままでいくのなら、第 6 章の解説を充実させるなどするといいかもしれない。
（変更提案理由の詳細）
第 3 条 挿入: 自治
（解説というには少し難解な気がしますが・・・）
自治を「--づくり」という進行形で定義し、市民の参加をうながしつつ、「まちづくり」を客体的な「出来」事・他人事ではないことを示す。
「担い手である」
とは、市民は主権者としての側面があるとともに、現実的な Actor でもあることを意味する。市民をまちづくりの目的でもあるとすることで、権利の行使とあわ
せて、権利行使の成果の享受を保障する。
「まちづくり」はあくまでも市民の益になることでなければならないこと、また「ひと（＝市民）づくり」こそは「まち
づくり」に他ならないことを示す。したがって政策は、何よりも市民の理解のもとに行われることが大切になるであろうし、一過性のものではなく、持続的に市
民層の成長や市民生活の向上に資するという観点が重要となる。
何もかも政策的に手がけることが難しくなっている社会状況の中で、政策優先順位の解釈基準を与えると考えることもできるかもしれない。
市民参画の制度の拡充もこの定義によれば「まちづくり」に包含される。
また、産業振興や、子育て政策や福祉の向上によって市外からの転入を促すことなども重要なまちづくりの目的と考えうることになる。
（変更提案理由の詳細）
挿入: 自治の基本理念
「基本理念」と「基本原則」の区別について
私の詳論は（お恥ずかしい）
、
「素材」をなるべく生かそうというつもりでは書いているものの、
「たたき台」は素材をよく整理したものであるとも思う。
「素材」
と読み比べると勉強になる。たたき台では自治の基本原則と基本理念は整理しきれず「第 4 条 自治の基本理念」だけが残ったようであるが、「理念」と「原則」
には用語上の区別を与えて、条例内でそれぞれに規定しておくべきものと思う。たとえは悪かろうが、数学でいえば「理念」は定義、公理として論理的体系的な
基礎におかれるもの。
「原則」は「定理」として問題を解くのに利用する基本的な事柄とでもいってしまおう。すると、ここでは
「理念」は自治の本来的な担い手である市民の権利とあり方に強くかかわるもの。
「原則」は権利の制度的な保障に欠かせないものや、行動規範、判断基準にかかわるもの。
したがって、市民よりは行政や議会の在り方に関する規定が増える。とわけてみてはどうだろう。
「素材」の 4,5 をあらためて「理念」と「原則」に分類しなおしてみる。要点のみを下に「私案」として提示しようと思う。 実質的な内容は「たたき台」と大
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No

「たたき台」に関する意見

回

答

きくは違わない
自治の基本理念 → 私案 4 条「自治の基本理念」参照のこと
自治の基本原則 → 私案 5 条「自治の基本原則」参照のこと
なお「素材」の理念と原則は、全体としてはよく「たたき台」に取り込まれていると考えていいだろう。
「助け合いの精神」は落ちているが、これは「協働」を理念化することで取り込めると考えてよいのではないか。
「自治の基本理念」
「自治の基本原則」私案
両項を規定するまえに「自治」の概念規定を与える。あわせてここで「まちづくり」に「自治」そのものと不可分なものとしての定義を与える。よって、たたき
台 3 条の定義からは外す。
（変更提案理由の詳細）
第 4 条 自治の基本理念
１．市民こそが自治の主体である。
２．基本的人権のを尊重する。
３．市政（またはまちづくり）にかかわる情報は、市民のものである。
個人情報保護などを理由に、情報は市民の所有に帰するものではないとするかもしれないが、集合的な市民と一個の市民との違いは当然あり、秘せられるべき
はその一個性であろう。
またまちづくりの目的を市民生活の客観的な向上と定めておいたことで、どのような情報を集めるかについても一定の内在的な制約があるはずで、集められた情
報には内容上の公共性が前提として担保されているはずである。要は、情報管理者である行政機関による恣意的な非公開は許されないということ。
４．協働（＝市民の自主性・自律性の尊重）をすべてのまちづくりの前提とする。
市政運営のすべてにおいて、常にそこに市民がいると考え、また、市民がそこにいられるような制度を作らねばならないということ。
（変更提案理由の詳細）
第 5 条 自治の基本原則
１

議会および市長等は住民の信託により、太宰府市における自治の実現を図るものとする。
「住民」の選挙によって選ばれているのに、
「市民」を考慮するのであるから、ここは「ものとする」と擬制を持ち込む。信託には「太宰府市における自治の

実現」という内容上、あるいは目的上の制約があることを示す。そのためにも、前条のように条文を独立させて、あらかじめ「自治」を市民を主体とする内容
で概念規定しておく。
２

(基本的人権の尊重をどう簡潔に原則化するかは、妙案なし)
ただ、すべての中学生が習う大切な事柄なので、原則の中でもそのまま「基本的人権の尊重」と理念を繰り返す手もあるかもしれない。

３

情報を共有する
公的に管理されている情報はすべて市民の共有財産であり、求められなくても、公開されねばならない。したがって公的な決定事項については、すべて説明

責任が伴う。なぜなら市民の所有に帰する情報を基にした判断以外はなしえないはずだから。 ← 情報公開ができないような決定事項は、私的な判断とみなさ
れ、職責を問われることを覚悟しなければならない。
４

市民参画
審議会委員の登用や、パブリック・コメントだけでなく、議会や各種委員会の公開・傍聴は当然のことと考えられねばならなくなる。

第 4 条 自治の基本原則
「たたき台」のこの原則は、上に試みた「理念」と「原則」の分類を基準にみてみれば、細かい点はともかく、おおむね良くできていると思う。ただ、3 項の前
に 4 項をおく。2 項と 4 項が情報に関する市民の権利から導かれると思われるからである。5 項は「理念」として「協働」の名のもとに提示されるべきと考えるの
ではずす。1 項の「信託」に関することは社会契約説的な一種の仮構として「ものとする」でよいと思うが、2 項以下は信託に基づいて要請される義務ないしは当
為であろうから、
「ものとする」は取って、端的に「する」で終わらせるほうがよい。もし「ものとする」のままであれば、いかに情報共有の程度がわずかでも、
いかに市民参画の機会がとぼしくても、どんなに説明が分かりにくくても、どんなに市民の尊重というのが嘘くさくても、
「いえ、基本条例によれば市長等や議会
は、そのようにするものとされています。しているのです。
」と免罪符を与える解釈をするものが必ず出てくると思う。ここで語末の表現をあえて変えることが、
基本条例の理念の実現を求める意思表示である。
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第４条

自治の基本原則

No

「たたき台」に関する意見

回

答

基本理念の追加
幹

・会長・副会長たたき台には、
『
「４．基本理念」
「５．基本原則」として整理されておらず不明確な内容であったため削除する。
』とのことであるが、この条項は必 【原案どおり】
要である。市民会議の意見をまとめると次のようになる。

・重要なご指摘と考えます。

第○条 市政は、人権が尊重されるとともに市民の信託に基づくものであることを基本とし、市民、コミュニティ、議会及び市長等は、相互に協力して、市民主体 ・ご指摘の中で「人権尊重」という言葉を原案では使っ
の自治の確立を目指すものとする。

ていませんが、日本国憲法や地方自治法などで定めて

「自治の基本理念」を定めたことにより、第 4 条第 1 項は削除し、次のように定める。

いる内容は当然のことであり、あえて入れる必要はな

第４条 市民、コミュニティ、議会及び市長等は、次の各号に掲げる基本原則に基づいて自治を推進するものとする。

いと考えます。

現行２．が（１）
・・・
「ものとする。」を削除
現行４．が（２）
・・・
「ものとする。」を削除

・条文の文言として「〜ものとする」という使い方がふ
さわしいと思っています。

現行３．が（３）
・・・
「ものとする。」を削除
現行５．が（４）
・・・
「ものとする。」を削除
説明：
「するものとする」よりも、
「とする」の方が、拘束的な意味を持たせる場合に用い、
「それに反してはならない」という意味を言外に含んでいる。なお、
「も
のとする」を削除して、
「こと」を挿入することも考えられる。また、現行３．と４．は条文の内容から入れ替えた方が、よいと思う。
1

・
「基本理念」の条文が無くなったので、後で出てくる、20、情報の公開及び管理、21 市民参画との重要な前書きのためにも、
「情報提供、市民参画、説明責任」の
言葉と具体的意味を、2 項 3 項 4 項の定義として入れる必要があります。

【原案どおり】
・本条項では基本的なことを規定し、条文の後半（例え
ば第２３１５条市民参画）で詳しい内容を書くので、
原案のレベルの規定が望ましいと考えます。

2

４．
「自治の基本理念」

【原案どおり】

○市政は、人権が尊重されるとともに、市民の信託に基づくものであることを基本とし、市民、議会及び市長等は相互に協力して、市民主体の自治の確立を目指 ・ご指摘の内容は、原案に含まれていると考えます。
すものとする。
５．自治の基本原則
第４条第１項は、削除し（基本理念に規定するため）次のように定める。
市民、コミュニティ、議会及び市長等は、次の各号に掲げる基本原則に基づいて自治を推進するものとする。
現行２項を１項に・・・
「ものとする。」を削除して、「こと」を挿入する。以下同じ
現行３項を２項に：
「市長等は、施策等の企画立案、
・・・
（以下現行どおり）
」
現行４項を３項に
現行５項を４項に
第４項は、次のように変更する。
市民、コミュニティ、議会及び市長等は、市民及びコミュニティの自主性及び自律性を尊重しつつ、それぞれの役割と責務のもとに協力してまちづくりを行う
こと。
3

・３行目の「仕事」は他の文言はないのか？

【原案どおり】

・基本原則の前に基本理念の条文が必要ではないかと思われます。基本理念に基づき自治を推進するための基本原則があると思う。

・ご指摘の内容は、原案に含まれていると考えます。

（基本理念）
この条例の目的を達成するために、次に掲げること基本理念とする。
（１）市民は、自治の主体であり、主権者である。
（２）市民、議会及び市長等は、基本的人権を尊重しなければならない。
（３）議会及び市長等は市民の信託に誠実に応じなければならない。
（４）議会及び市長等は、市民の知る権利を保障し、積極的に情報提供を行うとともに十分な説明責任を果たさなければならない。
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No

「たたき台」に関する意見

回

答

（５）市民、議会及び市長等は協働によるまちづくりを推進していくものとする。
4

・少し「てにをは」の修正を提案いたします。

【原案どおり】

・第４条の 4 の項目ですが以下のようにしたらどうでしょうか？

・本条項では基本的なことを規定し、条文の後半（例え

①議会および市長等は、市政を進めるに当たって、市民に対し、分かりやすい説明・発信を行い、個人情報を除く市民に関わる、全ての情報を開示する義務を負

ば第２２１４条情報共有提供及び情報公開並びに個人
情報保護）で詳しい内容を書くので、原案のレベルの

う。

規定が望ましいと考えます。
5

・前条でも指摘したが、本条タイ卜ルとしての「自治」の実質が何なのかが明確ではない。現在案では、
「市政運営の基本原則」も近いのではないか・・・。

【原案どおり】
・第 5 項が、市政以外も含む「まちづくり」という言葉
で規定していますので、ご指摘の内容は当たらないと
考えます。

・
「３」では、
「市長等は、
・・・」と限定的だが、
「議会」についても同様ではないだろうか。

【修正】
・第 3 項「市長等」を「議会及び市長等」に修正します。

・
「仕事の・・・」は何かの間違いだろうか。

・誤植です。「市政」に修正しました。

・項の順序を現状から「１

【原案どおり】

４ ２ ３ ５」と組み替える方が良いのではないだろうか。

・
「分かりやすい説明」というのは、事前にも事後にもか
かわることなので、ご指摘のように前にあることも重
要ですが、
「情報なくして参加なし」という考えを念頭
におき条文を構成しました。
・
「５」では「解説」にある①のニュアンスが条文には表現されていないのは残念。

【解説修正】
・解説の表現を全体の平仄と合わせて「市民、議会及び
コミュニティ、市長等が協力して取り組むことが大事
です」と修正します。

6

・首長や議会に信託する権限を持つ者は住民であり、信託する権限を持っていない通勤者、通学者、NPO、企業等に対して市政運営に関する情報を共有したり、市 【原案どおり】
民参画の機会を保障したり、説明責任が必要なのか疑問。自治の基本原則として定める意味がわからない。地方自治の基本原則は地方自治法があるので必要がな ・第 1 項では、「住民」の信託により、選挙権は「住民」
い。

に限定されていて、
「市民」は参政権が無い というこ
とを確認している。
・
「住民」が自治体をコントロールするという仕組みは生
き続けると考えています。

第５条

市民の権利

No
1

「たたき台」に関する意見

回

答

・第 1 項の「市政運営」と第 2 項の「まちづくり」の異同が理解できない。

【原案どおり】

・第 2 項の「意見を表明」し、文は「提案する」は冒頭の「参画」に含まれるのでは。

・「市政運営」といった場合は行政や議会の話で、「まち
づくり」といった場合は社会的参加まで含み込んだよ
り幅広い概念と考えています。
・
「参画」に全て含まれるのは事実だけれども、より趣旨
を明確にするために、あえて書いています。

2

・
（1）
（2）項により市政に関心を持っております。

・ご意見として受け賜ります。

3

（修正案）市政、まちづくりの双方に関わる権利を拡充する。

【原案どおり】
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No

「たたき台」に関する意見
１

市政に参画し、市政運営に関する情報を持つ権利

２

まちづくりを担い（進め）
、意見を表明し、提案する権利

回

答

・「市政運営」を含めて「まちづくり」という概念に含め
て、第 2 号で規定している。なお、市民参画の大前提

（変更提案理由の詳細）

として情報を知ることが大事だと考え、第 1 号で明示

第 2 章 市民

しています。

第 1 章で「自治」の基本的な理念・概念とその実現のための原則が規定されたものとして、以下の章でそれを具体的に確認できるか、きちんと制度化への道筋を
指示しているかを、
「素材」と対比しつつ考えてみたい。
第 5 条 市民の権利
１

初めに総論的な見解を述べれば、 市民の権利としては自治基本条例の範囲では
（１）情報に対する権利
（２）まちづくりに参加・参画する権利
を確認しておくことが大事であろう。そして、この市民の基本的な権利に対して、議会や市長の責務が具体的な仕組みとして規定され、権利の保障が確保される

という構成を、条例が全体として持っていることを確認しておかねばならない。
２ 第 3 条「定義」において言及したが、このたたき台が「市民参画」と「協働」を区別するという読み方を許容しているとすれば、ここでも１）
「市政」と「まち
づくり」を区別し、２）前者については「知る権利」のみ、後者については「参加の権利」のみを明示している点が大きな問題である。 まちづくりには主体的に
かかわることが想定されていても、市政については受け身の存在とみなされかねない。おそらくこのような理解は審議会の統一見解ではないだろうと思うが、そ
のような理解を、たとえば市長が行うような可能性を摘んでおく必要がある。ただ、
「まちづくり」については、市民の活動の自律性を重視する立場をとるなら「参
画」の用語は避けるべきであろう。 誤解のないような書き方をしたい。
１）市政に参画し、市政運営に関する情報を持つ権利
２）まちづくりを担い（進め）
、意見を表明し、提案する権利
まちづくりに関しては、私がこの言葉に与えた定義からすると、ここであえて言及しなくてもよいことになろうかと思うが、積極的な参加を促すという点では、
ここに島田会長が「あえていれた」のは評価できると思う。 また、この権利は「私民」としての活動が、「公共」性を持ちうると考えることをも可能とするだろ
う。
３

「あえて」というものをもう一つ言えば、素材の言及する選挙権、請求権の確認は、たたき台では「憲法および法令により定められた権利」に包含したのでは
ないかと思うが、これはあえて明示する価値がある。積極的な権利の行使を促したいからである。

４

さらにあえていえば、素材にいう「サービスを享受する権利」を、そのまま用いてもいいし、
「まちづくりの成果の還元を受ける権利」などと規定するなど、自
治のもつ自己完結的な性格を示唆する権利を入れてもいいのではないだろうか。

第６条

市民の責務

No

「たたき台」に関する意見

回

答

未成年者などのまちづくりへのかかわり
1

【修正】

２

市民は、自治の主体として、その発言及び行動に責任を持つものとします。

３

「〜持つものとする」と修正します。
まちづくりを行うにあたっては、選挙権を有しない子どもや学生、若者などの意見及び行動も尊重し、まちづくりに参加しやすいしくみを常に探求するよう努 ・ご指摘のとおり、
めます。

・補足説明〜選挙権を有しない未成年者もまちづくりに関わる権利を有することをハッキリと解かりやすく、入れるべき。４項にもしっくりとつながる。

・ご指摘の内容を参考に「学生や若者若者等の意見及び
活動を尊重するよう努めるものとする」と修正します。

・第７条子どもの権利等があるが、文面からして義務教育の子ども向けとしか受けとれないので。
2

第 6 条の項目が舌足らずのような気がします。例えば第２項を

【原案どおり】

①市民は、自らが構成する自治体の一員としての自覚を持ち、日本国憲法および法令を順守し、その発言、および行動するにあたっては、責任を持たねばならない。 ・市民の責務を規定する条項なので、ご指摘の内容はあ
また、その発言、行働するにあたっては、いかなる差別や弾圧を受けるものではない。
②第 6 条 3 の項目も「学生等」に限定するのはいかがなものか？

たらないと考えます。
・「学生等」は「学生や若者若者等」に修正しました。

ここは「学生等」を「若者達」に書き換えたほうが、学生に限定されたとの印象を与えることなく、全体をきちんととらえられるのでは。
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No
3

「たたき台」に関する意見
３

解説 自由で活発な意見をもつ学生等との連携をとります。大切なことと思いますが、逆に様々な問題を抱える人たちの意見や行動を拾い上げていくことで、

見えてくることや解決につながることがあるかと思いますので、そうゆう視点を組み入れてもらえればと思います。

回

答

【原案どおり】
・第 1 項に人権尊重をうたっているので、さまざまな問
題を抱える人達にも焦点を当てています。

4

第５条第３項（市民の責務）の「
（１）解説」に「自由で活発な意見をもつ学生等との連携を規定しました。」を「学生や若者等との連携を規定しました。
」に削除、 【修正】
変更してほしい。

・審議会の議論においても、基本的に市政への広い参加

＜理由＞

が望ましいと考えてきたので、
「自由で活発な意見を持

・
「自由で活発な意見をもつ学生等」と限定することはないので、削除してほしいです。あらゆる個性を持った学生がいます。

つ」という限定をなくします。

・その個性の一つがハンディキャプである場合もあるかもしれません。しかし、それは他人と社会が作り出した障がいの壁であって、「自由で活発」でない学生や ・また、ご意見を参考に、
「さまざまな個性を持つ」とい
若者だからこそ、まちづくりに参画することは大切なことです。決して一部の目に見える突起したことだけが、まちづくりではありません。

う言葉を補足したいと思います。

・筑紫女学園大学では、市内のとある自治会の高齢者問題のアンケート調査に携わったり、パソコンとノート速記による要約筆記の養成講座を行ったりと主体的に
取り組んであります。また、御笠川の川掃除に参加される学生さんもおられます。
・また、あらゆる若者や学生が自ら考え、気づき、行動できるように周りの大人の導きやサポートも、重要だと思います。
5

・解説の「自由で活発な意見を持つ学生等との連携〜」の「自由で活発」を削除する。

6

・第 1 項・第 2 項で、市民が「自治の主体」であることが謳われているが、その意味するところが明快ではない。具体的にどのようなことなのか。

【原案どおり】
・多様な社会情勢におけるさまざまな意向に沿うように
行動することが求められていて、曖昧さがあった方が
いろいろな解釈ができるので、厳密に規定する必要は
ないと考えます。
・なお、自治の主体という言葉は「みずから治める」と
いうこと強調するための言葉として用いています。

・
「学生等」に期待するのも一法ではあるが、市域内に止めることなく、広く知見を求める進取の精神が必要なのである。

【原案どおり】
・
「市民」という言葉自体が必ずしも「住民」に限定せず、
域外の方を含み込んでいるのでご趣旨は含まれている
と考えます。

・この項は「市民の責務」に入るのではなく、市政運営全般において謳われて然るべきであろう。

【原案どおり】
・
「市民の責務」は自治基本条例の基本規定であると考え
ます。

7

・市民が自治主体であるならば太宰府市に居住していない通勤者、通学者、NPO 法人の方がたも自治も自治の主体となり、ここでいう自治とは「住民自治」のこと 【原案どおり】
でその主体は住民以外にはありません。住民以外の者を市民と定義すると条例の法的整合性が保てません。

・太宰府市に関わりを持つさまざまな人の知見を取り入
れたいので、「市民」を広く定義しています。

8

9

条文中の「及び」を削除し、次のように訂正する。

【原案どおり】

第６条 「・・・・知る権利を積極的に行使するとともに、互いの人権を尊重し・・・」

・法制執務的な観点から「及び」で良いと考えます。

３

市民は、まちづくりを行う場合においては、学生等が参加できるように努めるものとする。

・第 5 条の市民の権利で規定しています。

４

「・・・候補者の選挙公約並びに選挙前の活動を十分勘案するよう努めるものとする。

・たたき台の第 4 項は簡略化しました。

（提案）知る権利のみならず、参加する権利の行使も促す。

【原案どおり・解説修正】

１

自治の担い手として前条の権利を、責任を持って積極的に行使する。

・知っていなければ、まちづくりに参加することも十分

２

市民は世代間の交流と連携に努め、市民層の定着と成長を心がける。

にできないので、
「知る権利」については積極的に行使

３

市民は毎日の生活がそのまま「まちづくり」につながっていることを知るとともに、参政権、請求権、社会権などを十分に行使する。

することを望んでいます。なお、強制になると、趣旨

（変更提案理由の詳細）

と異なりますので、さまざまな市民の多様な生き方と
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No

「たたき台」に関する意見
ここは主に市民の努力規定になっている。 自覚的な努力を求めるのも条例の目的からすると大切だが、 この条例の一般的な内容からすると、 「私たちの毎日
の生活がそのまままちづくりにつながっています」などと、努力の前に「気づき」を促す表現がほしい。 前文に用いるような表現かもしれませんが。
１

回

答

のバランスをとって規定しています。
・「市民の 気づき をうながす言葉が必要だ」というご

この第 1 項は、権利の行使を促している点など、なかなか良い。

指摘は重要であると思いますので「毎日の生活がその

ただ、
「知る権利」とともに「参加する権利」の行使も促してほしい。

まま「まちづくり」につながっている」という文章を

なお、個人的には、
「素材」由来の言葉とはいえ、
「助け合いの精神」は不要と思う。「協働」に含意されているのではなかろうか。 いままでの「協働」が行政の

解説冒頭に挿入します。

ご都合主義だという立場をとれば、この「精神」論にも一考の余地あるとは思うのだが、「協働」はこの条例においては新たな意義付けを与えられた言葉として
理解されるべきだし、そのように書いておくべき言葉だと思う。
２

なぜこの項だけ「市民は ---- なければならない」と結ばれているのだろうか。
これも「素材」由来ではあるが、 「自治の主体」としての行動には、内在する責任によって当然制約がかかると考えられるから、
「ものとする」と結ぶべきだと思う。
市民への不信の故の「ねばならぬ」規定と読まれてしまう気がしてならない。それでは自治は進められないと思うのだが。

３

学生との連携は、大学が多いという土地柄を考慮してのものとは思うが、学生は定義上「市民」に包含されている。「世代間の連携」などの表現で、自治の担
い手の継承、再生産を視野に入れた表現を用いてはどうかと思う。青少年の権利との接続もよくなるし、高齢者対策の論拠とする上でもいいように思う。 もっ
とも、学生のみならず 20 代ぐらいの若者に対して特段の配慮を持って「自治」を構築することには賛成であり、市民会議の主意にも沿うことだと思う。 ただ、
「素材」にしても「たたき台」においても、学生はどうも受け身の存在として書き込まれているような感じをぬぐえない。どういう書き方が望ましいのだろうか？

４

選挙に対する市民意識を規定したのはいいと思う。
表現が少しまだるっこしい気もしますし、選挙権についても「積極的な行使」を謳ってもいいだろう。また、選挙後も市民の目は、議員や市長に注がれ続けると
いう視点が入ってもいいかなと思う。

（疑問）なぜ「たたき台」では第 2 項だけが義務として表現されているのだろうか？→（課題）全体に学生や若者が受け身の存在として表現されている感じがする。
何とかしたい。

第７条

子どもの権利等

No
幹

「たたき台」に関する意見

答

子どもは、すこやかに育つ権利を持ち、それぞれの年齢に応じて・・・（以下現行どおり）
・・・２．３．４．

【修正】

説明：アンダーライン部分を挿入した理由は、まちづくり市民会議の「第 7．青少年・子どもの権利」に明記している。

・第 1 項に「子どもは、健やかに育つ権利を有する」を

また、
「子どもの権利条約」にも「育つ権利」が謳われている。
1

回

○項目 2 で市民とコミュニティの役割 項目 3 にて市長等の役割も明記されていますが、さらに両者に協力する関係を明記された方が良いのでは。
・上記の達成のため、市民、コミュニティ、市長等、議会は積極的に協働するものとする。
・３の項目で「主体」を→「主体の一員」が良いのでは

新規に挿入します。以降、1 項ずつ番号をずらします。
【原案どおり】
・子どもの権利に対して他の主体がどういう立場で相対
しなければいけないかということを規定しています。
・第 3 項に「主体の一員」という意味合いを含んでいる
ので、ご指摘の内容は原案に含まれていると考えます。

2

3

・子どもの教育は、家庭、学校、地域が一体的に推進するのが基本と思う。社会参加は学校授業を通じて社会見学も含めて

【原案どおり】

・学ぶことが。同時に権利より義務を学ぶべきと思う。

・本条の趣旨は、 次世代の市民 として子どもたちがど

・従って第 7 条は削除し、第 13 条にて「地域コミュニティ活動」を設けて対応すべき。

のようにまちづくりに関わっていくのかを規定したも

・条例化されている市があれば、資料提供を希望します。

のです。

・第 2 項の「コミュニティ」と「地域」は同一ではないだろうか。

【原案どおり】
・コミュニティは「自治会等の地縁による団体及び地域
社会の実現に資すると認められる特定非営利活動法人
その他これらに類する団体」と定義しています。

・第 3 項と第 4 項の「市長等は・・・、
」の前に「議会及び」を加える。

【修正】
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No

「たたき台」に関する意見

回

答

・「議会及び市長等」に修正します。
・第 3 項と第 4 項で、
「環境の整備」は、
「条件の整備」に改める。

【原案どおり】
・
「条件」という言葉から限定的な印象を受けました。対
象は広く捉えたいので「環境の整備」のままとします。

4

・子どもの定義が必要ではないか「子ども（18 歳未満の市民をいう。以下同じ）」
。

【原案どおり】
・本条項の趣旨は、 次世代の市民 として子どもたちが
どのようにまちづくりに関わっていくのかを規定した
ものです。
・言い換えると、参政権を持っている大人（20 歳以上）
が中心となって市政への権利を有するだけではなく、
未成年者も

次世代の市民

としてどのような関わり

が生じるかを規定していますので、年齢を明示する必
要はないと考えました。
5

【修正】新しく第 1 項に挿入しました。

（修正案）
「素材」の健やかに育つ権利を復活する。
（提案）
青少年を「まちづくり」の主体としてのみならず「自治」の担い手として位置づける。

【原案どおり】青少年も含まれると考えます。

「この町を愛し」などの表現は避けるべきと思う。

【修正】「この町を愛し」は削除します。

子どもには健やかに育つ権利がある。

【修正】新しく第 1 項に挿入しました。

市民は、子どもが自治とまちづくりの担い手として学び育つ環境を整える。

【修正】
「市民及びコミュニティは、子どもがまちづくり

（変更提案理由の詳細）

の主体として学び育っていけるよう、環境の整備に努

「たたき台」におけるここでの最大の問題点は、素材の筆頭にあげられている。健やかに育つ権利が欠落してしまっている！点だと思う。

めるものとする」を新しく第 3 項として挿入しました。

「自治」は青少年の社会的な成長を期待するものではあろうが、青少年（に限らないが）自身は、各人の個性的な人間的成長の過程において社会的な成長も遂げる
ものと考えるべきだと思う。
自治に限らず一般にこれからの社会においては、個性・多様性の承認の上での社会性の追及が課題ではなかろうか。 したがって、青少年について特段に条を設け
るかぎりは、この規定は落とせない。自治主体としての成長の前に、一人の人間として成長してゆく権利を積極的に承認しておきたい。
１

第２項は、審議会の議論２）にもあるように、ここにあるのはおかしい。ともに「素材」にはない。
「青少年」を保護の対象としか見ていないとの印象を持つ。

２

３項の「子どもたちがこのまちを愛し」はあってはならない。
「愛する」はそもそも条例に入れるべきことではないだろうし、実質的なこの項の主語は市長「個
人」と理解されてしまう危険性がある。すなわち、きわめて恣意的な解釈がされる恐れがある。

３

また、なぜか青少年に関しては「自治」主体ではなく、
「まちづくり」の主体と表現されているが、ここにも「市政」と「まちづくり」を峻別しておこうという
意図が働いているのかと勘ぐってしまう。 青少年の自覚的な成長を促すという意味では、あえて「自治の主体」と書いたほうがいいのではないか。

４

３項最後の環境整備、４項の仕組みの構築は、今後の課題ではあろうが、書いておく価値はある。ただし、解説に「こども議会」が言及されているように、主
語が「市長等」となっているのは改めるべきである。

第８条
No
1

事業者等の役割と責務
「たたき台」に関する意見

回

答

・
「その社会的な役割を認識し」解釈が難しいですね、省いたほうがすっきりします。

【原案どおり】

・さらに、〜調和を図るとともに、積極的に地域課題の解決に〜と「積極的に」を追加、〜務めるもの〜を「参加するもの」にしたほうが良いと思います。

・
「社会的な役割」は、その地域社会がどういう役割を求
めるのかによって違ってくるので、あえて解釈に幅を
持たせています。なお、第 15 回審議会の議論を経てた
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No

「たたき台」に関する意見

回

答

たき台を修正していますので、後段への回答は割愛さ
せて頂きます。

第９条

議会の責務

No

「たたき台」に関する意見

幹

３．議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付けるとともに、その審議においては、これらの請願及び陳情を行った者の要望がある場合は、その意見を
聴く機会を設けなければならない
＜新設理由＞

回

答

【原案どおり】
・法的側面及び実質的側面からしても難しいご提案だと
考えます。

・たたき台において、審議会の議論では、「請願・陳情の実態として、市政に関するものはわずかで、大多数が国に対する請願・陳情である。」と云われているが、
平成 24 年 3 月議会から平成 26 年 9 月議会までの期間に提出された、請願・陳情の提出件数は、11 件で、そのうち市政に関するものが 5 件、国に関するものが 6
件であった。
・また、
「市政に係わる請願・陳情が出てくれば、提出者の意見を聞くようにしている。」と記されており、また、議会基本条例第 5 条（会議の公開と制度の活用）
に「請願者の要望があれば、その意見陳述の機会を設けるよう努めるものとする。」と規定されているが、現実はそのような体制にはなっていない。
・太宰府市議会会議規則によれば、請願に関する条文には請願者の意見を聴くような規定はない。また、
「陳情については、その内容が請願に適合するものは、請願
書の例により処理するものとする。
」と規定されているが、議会のホームページの「請願・陳情」の欄には、陳情については、
「所管の常任委員会に送付するのみ
で、審査はいたしません。
」と記されている。
（これは、規定と相違しているので、訂正の必要がある。
）
・このような状況ですから、議会として提出者の意見を聴く機会を設けて頂きたいということである。
1

・太宰府市の市政運営のもう一つの課題は「議会」です。二元代表制としての議会の役割を果たしているのか、の議論が、議会基本条例を議員主導でつくったため、 【原案通り】
市民との乖離がおきています。自治基本条例のなかに、議会として「市民への情報提供、市民参画、説明責任」の場やルールをつくるよう示す必要があります。

2

・請願・陳情の項を（第３項に）入れてもらいたい。請願・陳情は「政策提言」の一種として重要である。請願の取り扱いでは、請願者から要望あれば意見陳述の

・ご指摘の内容は、原案に含まれていると考えます。
【原案どおり】

機会を設けることを記述する。また、最近では請願と陳情は区別して取り扱わないようになっているので、陳情においても同様に意見表明と審議の機会を設ける。 ・法的側面及び実質的側面からしても難しいご提案だと
考えます。
3

〜及び執行機関の運営が適正かつ公平、効率的に行われているかを監視する機関〜

【原案どおり】

理由：何をどのような視点から監視するかを明示した方が理解しやすいと思う。

・多様な視点から対応した方が望ましいと考えますので、
あまり限定的な書き方をしませんでした。

4

・議会基本条例で不備・不足する点について、自治基本条例に盛り込むことが必要。以下を付け加える。

【原案どおり】

・議会は、請願および陣情についてこれを市民からの政策提案等として受け止め、議会閉会中にかかわらずいつ何時でも受付け、誠実かつ慎重に審議または審査す

・法的側面及び実質的側面からしても難しいご提案だと

ることとする。

考えます。

・補足説明〜現在、請願・陳情の受付は閉会中でも受け付けているが、実際に内容を審議、審査されるのは、定例会の会期中だけである。それを審議、審査につい
ても提出されたらすぐに行うことを求めるものである。
5

＜第 3 章の「議会」の項目について＞

【原案どおり】

・自分は、議員では無いので、議員の責務について勉強不足ですが、今更この項目が必要なのですか？もっと議員とは高いレベルでの義務が課せられていると思う

・自治基本条例は、自治の基本的な枠組み等を定めてい

のですが。改めて議員の責務を明記するのは、重複と言うより、低次元に落とすのでは。また、開かれた議会運営の実現に努めなければならないは当たり前でし

ます。その中に「議会をどう位置づけるか」といった

ょう。蛇足では？

基本的な項目を定める必要があると考え、設置しまし

・どうしても「議員」の項目を入れるのであれば
①議員は自分の責務を自覚し、責任をもって太宰府市自治基本条例を順守し逸脱してはならない。
②議会は、積極的に市民参画の推進を進め、その活動状況を余すことなく、市民に分かりやすく、説明する責任を負う。

た。
・ご指摘のように当たり前のことですが、大事なことな
ので確認的に示しています。

程度で良いと思うのですが。
6

第３章 議会

【修正】

・議会と議員は責務だけだが、なぜ役割は必要ないのか？

・表題を「議会の役割及び責務」と修正します。
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No

「たたき台」に関する意見

回

答

回

答

・議会基本条例に欠けていて、どうしても入れたい条項は自治基本条例に書くということはある。という審議会の議論はありがたい。
・太宰府市の議会基本条例は形式だけの基本条例で、市民が入れてほしい条例は欠けているのでぜひ自治基本条例に入れて欲しい。
・これは太宰府らしい自治基本条例のために是非必要であります。
（議会の役割と責務）
1

議会は市民主権を基礎とする市民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、及び独自性、信頼性を確保するとともに、市民に開かれた議会及び、市
民参加を不断に推進する議会を目指すものとする。

2

議会は市民本位の立場から、市長等の運営が適正かつ公平及び効率的に行われているかを監視し、その効果及び成果について評価するよう努めるものとする。

3

議会は議会活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

4

議会は議会活動の評価を行い、その結果を市民に公表するよう努めなければならない。

5

議会は、全議員出席のもと市民に対する議会報告会を原則として毎定例議会終了後に速やかに開催し、議会の説明責任を果たすものとする。

6

議会は請願および陳情を市民による政策提案と位置付けるとともに、その審議においてはこれらの提案者の意見を聞く機会を設けるよう努めるものとする。

（議員の役割と責務）
1

議員は市民全体の代表者としての責任を自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、市民の疑惑を招くことのないよう行動するものとす
る。

2

議員は市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握することに努めるとともに、自己の能力を高める不断の研鑚によって、市民に選ばれた議員としてふさ
わしい活動をしなければならない。

3

議員は自らの議員活動について市民に対する説明責任を果たさなければならない。

第１０条

議員の責務

No
1

「たたき台」に関する意見
・議員活動を市民に説明するため年２回全員による報告会を実施するよう規定する。

【原案どおり】
・第 9 条で規定して、より促進しようとしています。

2

・
「市政全般に配慮しながら・・・」を「総合的な視点に立って・・・」に訂正する。

【修正】
・ご指摘の「総合的な視点に立って」に修正します。

3

・
「議員の責務」第 10 条の 2 及び 3 の責務の果しが弱い気がします。もう少し状況報告を地域全員が聴けるか、見れる工夫が欲しいと思います。

【原案どおり】
・第 9 条で規定して、より促進しようとしています。

第１１条

市長の役割及び責務

No

「たたき台」に関する意見

1

・
「職員の役割及び責務」に関連して「市長の役割及び責務」の中に、5)として「公益通報」(通報者である職員を守る)の制度を入れる必要があります。現在、規程

回

答

【修正】

はあるが、通報窓口等も改正し、制度化する必要があります。地方分権時代に入り益々地域と身近になる地方自治体にとって、他自治体で起きているような不祥 ・本資料の後半に示される「追加要望のあった意見」の
事や不正は絶対にあってはならないし、安心して職員が市民のために働ける環境、そして市民が安心して行政を信用できるためにも、公益通報制度は必要です。
2

条文を追加する。

・項目 3 の指導力は抽象的です。この言葉では責任も具体的に伴わない安易な文言です。

【原案どおり】

①「指導力を最大限に発揮し」は、
「与えられた権限を最大限に発揮し」に変えたら。

・たたき台を修正していますので、回答は割愛させて頂
きます。

3

第１項（市長の役割及び責務）に「積極的な情報提供」を追加挿入してほしい。

【原案どおり】

＜理由＞

・他の条項で規定しており、重複は避けたいと思います。

・第５条第１項（市民の権利）に「市政運営に関する情報を知る権利」とある。このように、市民に「情報の共有化」を図るための重要な権利に対になるように（市
長の役割及び責務）にも情報を発信する側としての「積極的な情報提供」を追加挿入してほしいです。
・つきましては、第１４条第３項（総合計画等）に「・・・市民にわかりやすく公表するものとする。」とあるが、情報を発信する側の責務と知る権利の行使を明確
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にするためにも、第１１条第１項を「市長は、市民全体の代表者として、この条例を遵守し、市民の声を真摯に受け止め、積極的に情報提供を行い、公正かつ誠
実に市政運営を行わなければならない。
」と追加挿入してほしい。
4

・
「市民全体の代表者」は意味不明（第 3 条の「市民」の定義のままでは理解できない

【修正】
・「市全体の代表者」と修正します。

5

・市長は職員を指揮監督することに努めるだけではなく、職員の考えや意見を真撃に受け止める姿勢が必要である。

【原案どおり】
・たたき台を修正していますので、回答は割愛させて頂
きます。

第１２条

職員の役割及び責務

No
1

「たたき台」に関する意見
・職員の行動の責任の所在と言うか、ヒエラルキーが不明確ですね。基本的には市民が顧客で、責任の所在は市長にあると思うのですが。
以下を追加したら

答

【原案どおり】
・ご指摘の内容は、今現在もやっていることなので、規

「職員は、市長の指揮・命令に従い、与えられた職務を遂行しなくてはならない。また、その結果を遅滞なく、市長に報告しなくてはならない。」
2

回

定する必要はないと考えます。

・
「全体の奉仕者」は地方公務員法の「服務の根本」の引用にすぎない。職員は当然地方法を順守すべきこと。

【原案どおり・解説修正】

・
「自ら研鑚することにより、資質の向上を図り」は条文の変更

・
「全体の奉仕者として」は市民会議から出ている要素で

・常に職務に必要な知識・技術等の能力の向上に努め、職務に専念しなければならない

あり、一部重複するかもしれないがあえて規定してい
ます。また、職務に専念することは当然のこととして、
ここではむしろ「市民の視点に立って」という市民か
らの期待を明確にしています。

第１３条

コミュニティ

No
1

「たたき台」に関する意見
・解説にも書かれたように、強制加入や活動への参加をするのは憲法違反であるのなら、ここにあえて載せる必要はなく、第 1 項、3 項は削除ください。

回

答

【修正】
・地縁型コミュニティでは、自治活動を行っていく上で、
住民側と市側の協働が必要になる。また、市としても、
市政を実現する上で、コミュニティの協力を得ないと
実現できない現実はあり、いろいろな人がたくさん加
入して、コミュニティを積極的に形成することが望ま
しいと考えます。
・強制という誤解を与えないように、解説を書き直しま
す。
・また、「加入」だと、「加入しておしまい」というニュ
アンスにとられるおそれがあり、地縁型に限定してし
まう話しになってしまうので、
「参画」という言葉に置
き換えます。

2

・加入という言葉だと、強制的な感じを受ける。下線部分は削除してもよいのではないか。

【原案どおり】

・3 については、市長等となっているところに問題性がある。
『自主性、自立性を損なわない範囲』というのが曖昧であり、また『活動の支援』についてもこの条例 ・市長にコントロールされるのでは、という懸念がある
を根拠にして、市長の胸三寸で補助金支出を行われては困る。3 を削除するか、
『市長等・・』を変えるべきと考える。

というご指摘だが、現状でもその状況はあるが、コミ
ュニティを支援していくあしがかりとしてこの条文を
おいています。

3

・
「地縁型」と「テーマ型」の協力関係を明記して欲しい

【修正】
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No

「たたき台」に関する意見
・
「それぞれの特性」では理解しにくい解説での説明ではあるが、第 3 条の「定義」では明記されていない。
・第 3 条の定義で修正提案をしているので、修正されたとしても第 12 条第 2 項で条文化して欲しい。

回

答

・地縁型コミュニティとテーマ型コミュニティを前面に
出さない形で、解説文を書き直す。

・一般的に「地縁型」で理解している人が多い（コミュニティとは）従って「地縁性」と「テーマ型」を明記して欲しい。
4

・地縁型コミュニティ(特に自治会)の自主性及び自律性を損なわない配慮は大切とは思いますが、市は自治会の運営に相当なバックアップが必要と思います。

【原案どおり】

・市民が自治の主体である事を自覚させるまでの啓発まで自治会に任せては自治会の負担が大きいと思います。

・ご意見を参考に、審議します。

・また、自治会も自主性が大切とは言いながら、長い事仲良しグループで自治会を牛耳る、私物化する、対立者を村八分にする等の自治会トラブルはよく耳にしま
す。
・市は自治会の親分なのだから、子分が何をしているか、運営は健全なのか、風通し良く住民参加ができているかどうか、時々は監査し指導することも必要かと思
います。
・健全な自治会運営があって、住民が参加しやすいまちづくりがあると思います。
・もし、すでに自治会をはじめ地縁型コミュニティの相談窓口があるのならば、もっと公にしてほしい。
・NPO 法人と住民とのトラブルもあるかと思うので同じように相談窓口や指導窓口が必要と思います。
5

・
「市民は〜積極的にこれに加入し、その活動に関わるよう努めるものとする。」とありますが任意団体である自治会、町内会などに入会推奨や強要するようなこと 【修正】
はできない。憲法において入会する自由退会する自由加入しない自由を認めているので、これを行政が条例で明文化するのはいかがなものかと思いますのでこの
条文は削除するべきです。

第６章

す。

市政運営

No
1

・強制という誤解を与えないように、解説を書き直しま

「たたき台」に関する意見
（提案）節構成の変更
第 1 節で、行政主導の施策における、行政の側から「市民参画」
「市民視点」を導入する際に必要なルールを規定

回

答

【修正】
・ご指摘のとおり、協働については、第 3 条の協働の定

第 2 節で、市民の側から市政に参画する仕組みを規定

義と第 24１７条の記述にはずれがありました。第 3 条

第 3 節を新たに設けて、
「市民の自主的・自律的な活動」と題し、第 24 条や第 26 条は、こちらに移す。

の協働は幅広く協働をとらえていますが、第 24１７条

第 3 節を設けるということ以外、第 6 章の節の内容については、特にコメントしておりません。

は行政側が協働を行う際の留意点やこころ構えを書い

第 1 節 市政運営の基本原則

ていました。協働の定義との整合を図ります。
・第 26 条は、本条文から削除します。

第 2 節 市政への市民参画
（変更提案理由の詳細）
・1 節、2 節の内容をいじるわけではなく、市政を運営するに当たって、不可欠な考慮要素として市民の自主的な活動の尊重を位置づけることを試みる
・いわゆる「まちづくり」
（まちおこしの延長イメージ）に近い内容が「たたき台」には、
「素材」に比べて多く入っているように思う。
・それ自体は一定の見解かとも思うが、
「市民参画」と「まちづくり」を区別する理解(p.9)のもとでは、
「自治のルール」づくりを目的とするこの条例の性格をあい
まいにしてしまうおそれがある。
・既述したように「まちづくり」は「協働」とともに「自治」の理念に内包させて、第 6 章においては、
第 1 節では、行政主導の施策における、行政の側からの「市民参画」
「市民視点」を導入する際に必要なルールを規定する。
第 2 節では、市民の側から市政に参画する仕組みを規定する。
第 3 節を新たに設けて、
「市民の自律的な活動」とでも表題して市民の自主的な活動を、自治・市政運営の基本的な要因として位置づける。そのうえで第 24 条や
第 26 条は、こちらに移す。
厳密には第三節の内容は市「政」に分類するのは適切ではないかもしれない。 また、市民の活動を積極的に基本条例に位置づけることは「素材」においても明確
とは言えなかった。
しかし、コミュニティへの支援の必要、事業者の市民としての位置づけの要請などを考慮すると、現在の「たたき台」において多くの場合「まちづくり」として
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No

「たたき台」に関する意見

回

答

回

答

表現されている内容に、市民サイドにおける「自主的・自律的活動」としての意味を与えたうえで第 6 章「市政運営」に独立の節をあたえ、それによって「市政」
運営をすすめるにあたっての不可欠な要因として「まちづくり」にかかわる市民活動への考慮を要請するという条文構成にするのも悪くないように思う。
実際、
「市政」と「まちづくり」
、
「市民参画」と「協働」に概念上の区別を第 3 条で与えているにもかかわらず、24 条「協働」と 26 条「魅力あるまちづくり」が、
「市政への市民参画」に分類されているのは、はなはだしい矛盾である。
形の上でも「市政」に対して「まちづくり」が、
「参画」に対して「協働」が下位概念となっており、全くもっておかしい。せめて第 6 章における同格の節として
「協働」の一方の担い手である市民の活動を位置づけなければならない。 この場合「市政」に定義を与えることは難しくなるかもしれないが、第 6 章が 3 節合わせ
て実質において「協働」の姿を指し示すと解釈することはできるのではないだろうか。
第 3 節 （新設）市民の自主的・自律的な活動の尊重
第 24 条や第 26 条を移す

第１４条

総合計画等

No

「たたき台」に関する意見

1

・
「解説」の中に、
「本条は計画行政の推進のための条文です」として①から⑤の解説があり、この計画の諸機能を市政運営に組み込むために規定した、とあります
が、これこそ、
「解説」としてではなく、条文として追加すべき内容です。

【原案どおり】
・解説の①から⑤の内容は、ほぼ条文の中に表現してい
ます。また、条文自体を細かくする必要はないと考え
ますので、修正無しとします。

2

・
（第１項）〜将来像を定める総合計画をその企画立案の段階から市民参画の機会を設け策定し、〜

【修正】
・
「企画」と入るからゼロから作っていくというイメージ
を与える文言なので、
「立案段階から」という言葉で入
れ替えます。

3

・総合計画は「広域的」
、
「長期的」の視点で計画化されるもの。従って「広域的」、「長期的」の文言を追加して欲しい。

【原案どおり】
・そもそも総合計画は長期的なものと考えます。
・「広域的」の主旨が、他自体との連携であるなら、「第
27２８条

他の地方公共団体及び国等との関係」にお

いて規定しています。また、市内全体を見ていくとい
う主旨なら、「総合的」という言葉に含んでいます。
4

・第 1 項の「・・・策定し、
」は議会の議決を経た場合に「策定」と言えるのではないのだろうか。

【原案どおり】

・
「解説」にある『
「総合計画」は、基本構想、基本計画、実施計画の三つから構成されます』は、慣例として三本立てとしてきたに過ぎないのではないだろうか。

・基本的には、市長が提案し、議会が議決して、はじめ

地方自治法改正で、基本構想はなくなったが、基本計画、実施計画が残っているわけではない。この条での「総合計画」は、旧来の総合計画に依らない、全く新

て策定するというものであるが、市長が主導権を持っ

たな構成でも良いのである。その意昧では、
「総合計画」の定義は必須であろう。なお、旧来の実施計画までをも議会の議決に委ねるとすると、現実論として市政

て原案を策定するという趣旨なら、このままでよいと

運営に過大な負担を強いることになりはしないだろうか。

考えます。
・第 1 項「政策立案の段階から市民参画の機会を設け〜」
という規定があり、実施計画まで盛り込むと、市民側
に過大な要求になると考えます。
・総合計画が、基本構想、基本計画、実施計画の 3 本立
てになってしまって、
「実施計画までも議会の議決を受
けなければならない」と、ここで定めると、議会で議
論が進められている「議決権の拡大（基本構想、基本
計画までを議会の議決事項とする）」をさらに拡大する
必要が出てきます。
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No

「たたき台」に関する意見

回

答

・まず始めは、
「基本構想、基本計画まで」を議会の議決
事項として定め、必要に応じて変えていくことを定め
たいと思います。

第１５条

政策法務

No
1

「たたき台」に関する意見
・議会及び市長等は、地域課題に対応した自主的かつ自立的政策を実行するため〜主体的かつ積極的に条例等を制定するものとする。

回

答

【修正】
・第 1 項の主語は「議会及び市長等」と修正します。

2

・２について、下記を付け足す。
『市長は、市民からの意見に対し、規程に応じて（＝規程をつくる）誠実かつ的確な回答を行うこととする。』

3

・地方分権一括法の施行により市が今後どう取り組むべきか、その基本理念を条文化が必要と思うがいかがでしょうか

第１６条

財政運営

No
1

「たたき台」に関する意見
・３項は、上記「市政運営」と同様に、
「政策、予算決定の策定プロセス、評価と次の計画等を公表し、市民の意見を収集する」を条文に追加すべきです。

回

答

【修正】
・ここで盛り込むべき趣旨は、
「編成過程の透明性に留意
する」という方向付けを行うことで十分であろうと考
えます。
→ニセコ町の 41 条第 1 項及び 2 項を参考にして、条文
を作り直します。その上で、現 3 項は、ニセコ町を
ベースに融合させていきます。

2

市長等は、中長期的な視点から、計画的な財政運営を図るとともに、評価に基づいた効率的かつ効果的な行政運営を行うことにより、健全な財政運営を行わなけれ
ばならない。
３

【修正】
・評価については、他のところで規定しているので、重

市長等は、予算、決算その他財政に関する事項について、市民に分かりやすく、公表しなければならない。

４（追加）市長、教育委員会及び公営企業管理者は、その所管する財産の適正な管理及び効率的な運用を行い、市長はその状況について分かりやすく公表するよう
努めるものとする。

ねて規定する必要はないと考えます。
・ご提案の趣旨は、現条文と矛盾しないと考えます。
・ご提案の「4 項」は、このままプラスアルファで追加い
たします。

3

・この項目（第 16 条）は必要でありますが、(案)を守るとなるといささか、きついものになるのでは。何も出来なくなるようですね。少し変えては

【修正】

「何もできなくなる」という趣旨の条文にはなっていな
また、人員削減、賃金カットは、大変ですし安易な手法ではありません。出来るだけ避けなければならない事項ですが、聖域ではありません。避けるのを市民に ・
公言するのはいかがなものでしょうか、省くべきでしょう。また財政優先で市民の生活を脅かすことは、絶対慎まなければならないと思います。明記しましょう。
例えば ①市長等は、市民の意をくみ、創意工夫による経費削減につとめ、さらに収入増に取り組むとともに、常に健全な財政を目指さなければならない。
②市長等は、財政運営の名のもと、市民に不当な負担を強いることが有ってはならない。
③市長等は、予算、決算その他財に関する事項について、市民に分かりやすく公表し、議会の承認を得なければならない。さらに、その事項についての
経緯・結果を分かりやすく市民に公表しなくてはならない。

いので、そのままで良いと思います。
・ご意見の趣旨は、現条文と矛盾しないと考えます。
・解説の「例えば〜」はやや踏み込みすぎの表現であり、
人員削減や賃金体系の見直しは、状況によっては必要
であるから、あまり踏み込まない方がよいと考えます。
→「例えば〜」という解説は、削除する。

第１７条

組織及び人事政策

No
1

「たたき台」に関する意見

回

答

市長等は、〜組織体制の整備・充実に努めるものとする。

【修正】

２

・「整備」を「整備・充実」にします。

市長等は、〜長期的な視点に基づく人材育成〜職員の配置及び昇任等人事政策の運用に〜

・「長期的な観点」を「長期的な視点」に変えるかどうか
25

作成日：平成 27 年 10 月 27 日(火)

は、条文全体のひょうそくに合わせる必要があるため、
いったん保留します。
・「職員の配置及び昇任等人事政策の運用に」とします。
2

・解説では、随分大きく解釈されていますね。それならば、明確な判断基準を示し、その方法を明記しなければ、このような課題解釈は不自然です。

【原案どおり】
・人事政策に関して、細かく規定するといろいろな制約

例えば以下を追記したらどうでしょうか
市長等は評価基準をさだめ、職務遂行状況、職員による自己申告、試験等により客観的に評価し、その結果を持って組織し人事政策を行わなければならない。

が出てくるので、現行のままで良いと思われます。
・本審議会は、人事政策の基本的な方針を審議しており、
具体化は、この条例を基に別に検討していきます。

3

・見出しを（組織及び人事政策）とされているが、内容は市内部の事であり、（組織及び人事管理）の方が適正ではないでしょうか

【原案どおり】
・「人事政策」といった場合、あるべき姿を示し、そこに
導いていくというニュアンスがあり、
「人事管理」とい
うのは、目的のもとでそれを最適化・効率的に実現し
ていくというニュアンスがあると思っています。

第１８条

行政評価

No

「たたき台」に関する意見

1

・審議会議論では、はずされたらしい「外部評価制度、オンブズハーソン制度」等の、施策・事業実施後の市民参加を入れた評価システムの検討を明記ください。
また、日常の市民からの「意見・要望・苦情への対応」については、行政への不信、不満の意見が大変多く、精神論ではなくこの条例のどこかに、これに対応す
る仕組みやルールを条文化する必要があります。

回

答

【修正】
・
「外部監査」について、岸和田市を参考に条文を新たに
追加します。
・
「オンブズパーソン」は設けず、オンブズパーソンの役
割が明確になってから、必要性に応じて検討します。

2

・行政評価の実施は、市民の視点を踏まえてではなく、市民の参画が必要である。私は大野城市が実施している統合型行政評価システムを参考にしてはと思う。

【修正】
・
「市民の視点を踏まえて〜」は「市民の参画を通じて〜」
にします。
・統合型行政評価システムがベストではなく、いろいろ
なバリエーションがあると考えています。

3

・評価が大切なことは、きちんと明記されていますが、具体的な縛りが不十分な気がします。もちろん今後の課題として後から出てくると思いますが、これは大切
な事項ですので、最初から決めておかねばならない事項です。
・出来れば、この条例を基本として遂行するうちにいろいろな問題が発生すると思う。

【原案どおり】
・ご指摘の趣旨は同感であり、第三項で規定しており、
他の条項で読み取れる内容と考えられる。

・ISO 認証のように、まず問題に対する「是正と予防処置」をきちんと実施しなければならないとの明文化、さらに評価する機関を設けて欲しいと思います。
・外部の第３者機関を主体とした監査が必要だと思います。出来れば月毎の内部審査、年 1 回の正規な外部審査を実施しては。
往々にして、責任監督機関が不明確だとせっかくの素晴らしい提案が「絵にかいた餅」になってしまう。もちろん住民に判断をゆだねるのが基本だが、書かれ
てあるように「住民投票」なんて、即効性のある責任審査機関にはなりえないことは理解されていると思う。
できれば、ISO 審査のように外部の審査が入るのが最上であるが、一歩引いたとしても、市民の代表者（広く各世代、各地域、有識者等の代表者）を介して、
評価を委託してはいかがなものか。もちろん、その評価は公表するものとします。
・それから、第 3 項目は何とも、と言える文ですね、以下のように変えたら。
職員は、必要な行政サービスを効果的かつ効率的に供給しなければならない。
怠った場合や問題等が生じた場合は、
「是正処置」を施し、今後、再び起こることのない施策「予防処置」をしなければならない。さらに、それらを漏らすこと
なく記録するものとする。
以上の対処や業務上の実施等を、職員の行政施行能力の評価とし、組織、人事政策の基準とする。
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第１９条

審議会等

No

「たたき台」に関する意見

1

・委員の選任においては、適正な委員構成とするため一般市民から半数以上を選任することとし、その選任プロセスを公開する。（福祉計画など）長期計画の策定の
際の委員選任も同様としてほしい。

回

答

【原案どおり】
・解説の中で、公募市民の重要性を述べ、条文にある「適
正な委員構成に努める」ことを確認し、「半数を公募
市民とする」など具体的な数値による規定は行いませ
ん。尚、プロセスの公開は、現案で読み取れると考え
ます。
・審議会等には、福祉計画などの長期計画の委員の選任
についても同様の規定を、既に持っています。

2

・市長等は、〜の委員を選任する場合は、男女の構成比、年齢、地域及び他の委員会との重複に配慮するなど、適正な委員構成に努めるとともに〜

【原案どおり】
・解説のように具体的に書くと、適正な委員構成が難し
くなる局面が懸念されます。

3

・審議会等（ ）内の説明は「太宰府市附属機関設置に関する条例（昭和 60 年条例第 17 号）」に変更を提案します。要するに「地方自治法」を「市の条例」に改め 【原案どおり】
ることです。

・条文としての正しい記載に修正します。

4

・3 行目の「その一部を」を「できるだけ多くを」にして欲しい。

・（No1 と同様）

5

・
「市民等は・・・原則としてその一部を市民からの公募によって選任するものとする。」公募では市民参画の正当性は担保できないと思います。なぜなら、公募市民 ・（No1 と同様）
は選挙で選ばれた訳でもない自ら手を挙げた人で名前しかわからず責任や義務がない。思想や信条、経歴不明で危険人物かもしれない。行政側の恣意的選考により
悪用することもできる。これらを調査することは不可能で悪意を持って市民参画しようとする者を排除することは事実上不可能で市民の利益を守ることはできな
い。公正な人選をするなら裁判員制度のような無作為抽出をすること。

6

・男女の構成比については、女性委員が 0 の審議会等をなくすこと、女性委員登用率 37%(第 5 次総合計画)を目指して取り組むことの必要性を強調してほしい。

【原案どおり】
・専門性とは別に女性の視点も踏まえて議論することは
重要であると考えられます。なお、既に要綱において
女性登用率の目標値が示されています。

第２０条
No
1

パブリック・コメント
「たたき台」に関する意見

回

答

・現在も要綱があるが、ただ、議会上程等の直前にやるだけのものに成っています。市民との「情報共有」(事前の情報公表と審議後の討議案の提供等)という観点を 【原案どおり】
入れた、新しい市政の政策の質の向上を図る仕組みとして、
「条例」として制定する必要があります。

・パブリック・コメントには情報共有に資するという面
があるが、主たる目的は「政策の質の向上」と考えて
おり、本条項を規定しています。

2

・本市のパブリック・コメント制度の現状は、かなり形骸化しており、方法等について再考する時期にきていると思われます。別に定めているといっても要綱ですし、 【原案どおり】
自治基本条例の中でしっかりと位置づけをするのも一案だと考えます。

3

・指摘のとおりであり、本条項を規定しています。

市長等は、〜資料等を公表し、広く市民の意見を求めるものとする。

【原案どおり】

２

・指摘のとおり「広く」を追加修正します。

市長等は、〜提出された意見を尊重し、意思決定を行うとともに〜

・「尊重」に関しては、現行原案で読み取れるので、変
更しません。
4

・市民に意見を求める手段としてパブリック・コメントは重要視されているが、他に提案、公聴会、懇談会、アンケート及び意識調査なども重要な手段です。
従って、第 22 条の「市民参加」に一括して整理されることを希望します。

【原案どおり】
・パブリック・コメントの主目的は「政策の質の向上」
と考えており、単独の条項をおくことにより、その性
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質を強調しています。

第２１条

情報の公開及び管理等

No
1

「たたき台」に関する意見

回

答

・市民会議でも多くの意見が出された非常に市民の関心が高い項目です。逆にそれだけ、現在の市政で情報提供がなされていない、市民が不満に持っているところで 【原案どおり】
もあります。
「情報共有」は、この自治基本条例の柱であり、これだけを「基本原則」として入れても差支えないくらいです。上記「財政運営」の時にも述べた政
策策定プロセスの公開を含め「請求されなくても情報公開する情報提供の具体的仕組み」を情報公開条例として、入れることが必要です。

・「情報公開」に関しては「情報公開条例」の中で議論
することであり、本条例は、情報を積極的に提供し「情
報共有」に努めることが大原則であると考えます。

第２２条

市民参画

No

「たたき台」に関する意見

1

・上記情報共有と同じく、市民の最大関心事であります。しかし、「できるだけ、行うべき、努めなければならない、誠実に対応する」などの用語の条文は抽象的で

回

答

【原案どおり・解説修正】

あり、市民が読んでも意味不明であり、権力を持つ方によって、いかようにも解釈されてしまいます。
「解説」に書かれた、
「計画策定や条例の制定は、立案の早い ・本条項の趣旨は、計画等が決まった後で形式上の市民
段階から市民を入れて行うこと」の文言をそのまま条文とし、情報公開条例として「市民参画」の方法や仕組みを別に定めることを記してください。

参画をやって済ませては駄目で、「できるだけ早い段
階から」は、柔軟に市民の声を受け止めることができ
る段階から市民参画を行う、ということであることを
解説に記述します。
・如何様にでも解釈されてしまう可能性もあるので、担
保として「別に条例に定めるところにより」という文
言を、「市長等は」の次に挿入し、解説で、別に定め
る条例のイメージを例示します。

2

（第１項）議会及び市長等は、〜市民の意見が市政運営に適切に反映されるよう努めなければならない。

【修正】

４（追加）市長等は、市政への市民参画を進めるために、必要な制度等を整備し、市民が市民参画に関する権利を容易に行使できるようしなければならない。

・1 項の主語に議会を加えます。後段は誤植であり、指
摘のように修正します。仕組みを設けることについて
1 項に「別に条例を定める〜」を追加します。

3

・第 1 項「〜創出し、市民の意見が市政運営に〜」→「〜創出し、市民の意見を市政運営に〜」

【原案どおり】

・3 項は、解説の文章と置き換える。

・原案どおりとします。

・
『市長等は、計画の策定や条例の制定等の場合以外にも、通常の市民からの意見や要望等についても市民参画の一つととらえ、処理結果を明らかにするなど誠実に
対応しなければならない。
』
4

・第 20 条のパブリック・コメントを入れて一括に整理する。

【原案どおり】
・パブリック・コメントの趣旨は「質を高めること」に
あるので、市民参画に一括で示すのではなく、誤解を
与えないようあえて別箇に設けています。

5
6

・市民参加の機会をどう作り出すか、多くの意見（意向）が旨く取り出せる方法の絶えざる研究が必要。
市長等は市政への市民参画の機会を設ける場合には、次の事項に配慮するものとする。
（1）実施の時期が適切であること。

7

・ご意見を参考に、審議します。
【修正】
・参画の仕組み等は「別に条例で定める〜」こととし、

（2）事案に関係する市民又は地域に係わる市民が参加できること。

利害関係者を粗末にしてはいけない、ということを配

（3）性別、年齢、障がいの有無、経済状況、文化的背景、国籍等により不当に不利益を受けないこと。

慮事項と考えます。

・市政に市民参画できる自由な時間が能力意思のある人はごく少数者に限られる。実際に参画するのはプロ市民で、市政を牛耳られるだけ。市民参画というしくみは、 【原案どおり】
「参画できる者」と「時間が取れず参画できない者」の間に政治参加の機会不平等をつくるだけでなく、積極的な市民参画という錦の御旗の下で恣意的な政策コン ・参画の機会の不平等を認識しつつ、参画のバリエーシ
トロールが行われる危険性をつくります。

ョンを高めることが大事であり、その足がかりとして
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No

「たたき台」に関する意見
・請願や陳情を通して市政に参画できるので、このような危険性の高いコストや時間のかかるものは一切不要です。

第２３条

1

2

本条例を設けることを目指します。

「たたき台」に関する意見

回

答

・
「住民投票の規定を組み込むかどうか、組み込むとすれば、住民投票等への参加主体の範囲や要件及び対象者をどうするか、未審議のため条文を置いていません。
」 ○第 22、26、27 回審議会の議論を経て、案文を挿入し
とのことであるが、市民が市政の重要な問題・課題について、直接投票により意思を表明することは、牽制の上からも必要である。費用や投票者の問題等で制定を

ました。

躊躇するのは何故か。なお、常設型の住民投票制度を望む。

・別の条例で定めるということにしておりますので、

・住民投票は、市民の市政参画、意思決定への唯一の直接参加であり、他自治体でも「常設型住民投票」の時代となっています。市民会議の案は「常設型住民投票制

制度設計など各論的な部分を明確にしていません。

度」で、図のＧ案に近く、住民投票の大きな手続きまで提案しています。それに「議会及び市長は住民投票を発議することができる」ことを追加して、ご審議いた

・今回の条文が、条例づくりの足がかりとなるよう「住

だきたい。ご提示の「今後の審議会での議論の展開」の図は、ＥとＦで検討するかのような、総論だけの条文のように見えてしまうため、削除いただき、再度ある

民投票制度」ということを書くにとどめるというこ

べき姿を審議され、結果のたたき台を、改めて私たち市民にご提示ください。

とで議論してきました。

・まだ決まっていないようなので、審議会の結論が出た時点で市民に意見照会してほしい。住民投票は市民本位の市政を運営する上で必須の機会だと思う。署名の要
件、投票資格、市長が議会に付議する条件等議論していただきたい。

3

答

住民投票

No
幹

回

・住民投票の規定は組み込まれていないが、住民の主体的な問題解決のため、また、議会や市長の暴走を止めるためにも、この項目は絶対に必要だと考えます。そし

・ただし、「市内に住所を有する有権者」ということ
で、外国人にまで広げていませんので、No8 の方の
ご懸念はあたらないと考えます。

て、この項は未審議ということですが、何故審議しないのですか。審議会の良識を疑うことになります。議会や市長の不正や横暴を監視するためにも、これは非常
に大事な項目ですので、必ず太宰府市自治基本条例に入れてください。今後の議論の展開の中の、
「一般的な住民投票の条例を定める」ことで良いと考えます。
4

・市民が、市政の重要な問題・課題について、直接投票により意思を表明することは、牽制の上からも必要であると思う。
第 23 条 市内に住所を有する有権者は、市政の重要事項について、その 6 分の 1 以上の者の連署をもって市長に対して、住民投票の実施を請求することができる。

5

２

市長は前項の請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。

３

市長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

４

議会及び市長は、住民投票を発議することができる。

５

住民投票の実施に関する手続その他の必要事項は別に定める。

・住民投票については、入れる方向で。必要事項は別途条例で定めるとし、なお、その中身の審議についてはたたき台を今の審議会で固めていただければと思う。→
一般的な住民投票の条例

6

・条文が無く「議論の展開」の図式では理解できない。
・市政に関する重要事項について住民に直接意見を問う制度であり、条文は分かりやすく簡潔に願いたい。
・投票方法は、対象事案ごとの条例に明文化を期待します。
・条文の基本内容（参考として提案）
・市政に関する重要事項
・住民の意志を直接確認（実施することができる）
・対象事案ごとに応じた条例を別に制定
・投票結果を尊重する
・住民投票は「非常設型式」を基本として「関節民主主義」を補完する制度であることを認識して条文化して欲しい。

7

・必ずこの条文は盛り込んで欲しい。

8

・住民投票は入れるべきではないと思います。全国各地の自治基本条例では住民投票の規定を設けている例が多く、投票資格者の範囲を 20 才未満の未成年者や外国
籍の住民にまで拡大させています。住民投票権を外国人に付与するのは地方自治法、憲法違反の可能性がある。住民投票がまちづくりのためにどのように必要なの
でしょうか。

第２４条
No

協働
「たたき台」に関する意見

回

答
29
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No
1

「たたき台」に関する意見

答

・
「定義」と同理由で削除。
「解説」の 1 項に書かれた、対等の立場で取り組もう、を市民に説明し共有できていないから、市民と行政の間に乖離が生じているのであ 【原案どおり】
って、これらを解決するためには、別途、協働とは、の説明や制度化等を検討する必要があります

2

回
・原案通りとします。

・第３項については、第 13 条のところでも述べたのと同様に、財政支援に関して言えば適切で効果的な支出かどうかの判断は、議会および第三者機関、市民が行う 【原案どおり】
べきものである。

・仕組みに関しては、自治基本条例に規定すべき内容の

・そのチェックを行うしくみなども含めて条文化する。

ものではないと考えます。

・補助金等については、別途【財政運営】のところで設けてもよいかもしれない。

第２５条

危機管理

No
1

「たたき台」に関する意見

回

答

・全文削除を。
「災害時、市民やコミュニティは、何々に努めなさい。市や市長は連携し管理体制を」とあるのは理解に苦しみます。
「自助、共助、公助」とは、何で 【修正】
しょうか、いわゆる右方向の順に動く役割分担なのでしょうか。市民への詳しい説明と、具体的な仕組みはどうしたら良いかを市民を入れて協議し、制度化すべき、 ・前文削除は行わず、まずは災害に対する行政の責任を
太宰府市民の命に係わる最優先のテーマです。

しっかりと定めるという趣旨で、条文の順番を変更し
ます。
・また、自助の重要性を、あらためて解説に記載します。

2

・4 項目に突然に市は〜、と人が対象でない言葉が出てきます。ここは、市長等は〜と表現したほうがが良いような気がします。

【原案どおり】
・連携の相手方が国とか他の自治体になるので、連携す
るのは太宰府市と考えます。

3

「危機管理」として自然災害を考えるなら、これは第 5 章から第 7 章にかけての横断的な内容であり、どう扱うべきか悩む。

第２６条

魅力あるまちづくり

No
1

・ご意見を参考に、審議します。

「たたき台」に関する意見

回

答

・
「前文」の繰り返しであり、削除。太宰府市は総合計画書にある通り、まずは福岡都市圏の住宅地であり、魅力あるまちづくりは「市民みんなが幸せになるために、 【修正】
みんなで考え、みんなで実現するまちづくりを進める」、そして「太宰府に住んで良かった。太宰府が大好き」と言えるまちになることでしょう。太宰府を訪れる

・第 21 回審議会で議論し、削除することにしました。

人を暖かく迎えるには、市民が幸せでなければならない、との関係かと思います。「魅力あるまちづくり」を入れるのなら、その視点が必要です。
2

・自治基本条例は、市政運営の基本ルールを規定するものと理解するなら、この条は必要ではない。原案は、「まち」の性格付けと「まちづくりの性格」を混同して
いると見える。
「まち」の向かうべき定性的側面は、
「総合計画」においておこなえば済むことである。本条原案の規定を「最大限尊重」した場合、
「総合計画」に
おける「まちの性格」を縛るようなことになりかねず、それは大きな問題であろう。本条は削除するのが妥当である。

3

・果たしてこの条文は必要なのであろうか？

4

（削除もしくは移動を提案）
第 26 条は削除が妥当。もしくは新設の第３節に移動
（変更提案理由の詳細）
この条は削除するのが妥当だと考える。
１

前文に関して述べたこと(←)でもあるが、太宰府の「魅力」を観光と歴史、文化、自然環境に自己限定しすぎていないだろうか。
自治基本条例が、自治の仕組みと役割についてのルールの規定ということであれば、本質的には第 26 条の内容は不要であり、むしろ、いままでこれらの視点で
しか市の魅力をアピールすることができなかったことを追認する効果しか持ちえないのではないかと懸念する。無為無策の言い訳にも使えるような気がしてならな
い。
自治基本条例が場合によっては「まち」の宣伝文書にもなりうることを考えると、一概にこうした文化的な観念を条例に入れることに反対すべきではないのかも
しれないが、あえて入れるなら、前文のみでよく、条文にまでしなくてもいいのではないか。

２

また、この条文が「市政への市民参画」に分類されていることは、審議会議論のおける「市民参画」や「まちづくり」の理解（p.9）ともはなはだしく自己矛盾
する。
30
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No

「たたき台」に関する意見

回

答

回

答

３ 第 2 項の施策推進の要請なども、「自治基本条例の求める理念と原則に基づいて（たとえば）環境条例が見直され、それに基づいた施策の推進が求められる」と
第 1 条や第 2 条に解説を加えるような形で言及してもいいのではないか。
5

・全文削除。
・
「魅力あるまちづくり」を入れるのであれば、第２６条は「環境保全」ということに主眼をおいて、例えば九重町の第２６条〜第２８条を参考にして条文化する。

6

・市民、コミュニティ、議会及び市長等は、太宰府市が安全で安心して暮らせる福祉と教育のまち、自然と共生する環境にやさしいまち、地域の資源を活かした魅力
と活気あふれる街として、将来にわたって発展するよう、不断の努力を行うものとする。
（第 5 次総計画の「10 年後の目指すべき街の姿」から引用した。）

7

・ここで、改めて市民、コミュニティ、市長等、議会に課せられる行動指針を述べられていると解釈しますが、出来れば（定義)と(目的)の項目での意見を含めて欲
しいと思います。また、ミッションとしての取り組みを明記されたら。なんとなく、普段の努力、推進に等の表現で、せっかくの意気込みが、消されたような文に
なっています。

8

・第 26 条の「魅力あるまちづくり」にも観光で生活していない住民としては違和感があります。
・観光都市であることより、住む側にとって魅力があるまちの方が大切と思います。
・観光都市でありながら暮らしやすいという方が魅力的に思えます。
・観光都市の魅力アップのための市民主体の自治運営は難しいと思います。

9

・解説にある「観光都市」について、改めて多くの人々の賛意を得る観光施設の定義、及び整備計画の策定が必要かと思います。市内の一部に限られた観光の整備で
なく、水域から筑紫地域（天拝山）等を含む範囲での検討が必要ではないかと思います。
そのために観光客にとって利用しやすい 交通網（機関）のあり方 、 土産品の開発 、 地場（地域）産品を中心とする食べ物の開発 等が求められるのではない
かと思います。

第２８条

条例の見直し

No
幹

「たたき台」に関する意見
・たたき台は、見直しのためだけの「市民が参画した委員会等」としているが、本条例の運用を監理する機関としての委員会の必要性を明文化した条文が削除されて 【原案どおり】

いる。条例見直しのみを目的とした委員会ではなく、本条例の適正な運用及び市民への普及・推進が図られているかを監理する委員会としての機能を持たせること ・基本的に解説に書くようなことが実施できるよう制度
を目的とした委員会が必要である。
1

・
「解説」に書かれた、
「市民が参画した委員会」を設立し、
「自治基本条例の推進計画」や、見直しや条例改正等の措置を行う、を条文に入れてください。

設計を行っていきます。
【原案どおり】
・基本的に解説に書くようなことが実施できるよう制度
設計を行っていきます。

2

３

（追加）市長は、見直しを行ったときは、その経過及び結果を公表しなければならない。

【原案どおり】
・市民・議会・市長等の情報共有を図ります。

3

・第１項「〜検証し、市民参画による検討を施行の日から〜」を少し変える。

【原案どおり】

・
『〜検証し、市民による検討委員会を設け、市民参画のもと、施行の日から〜』

・基本的に解説に書くようなことが実施できるよう制度
設計を行っていきます。

4

（修正提案）

【原案どおり】

・
「見直し」勧告の取り扱いを明示的に定めておく。

・見直し勧告を行う等も考えられが、見直しに関する選

（変更提案理由の詳細）

択肢が複数あった方が良いと考え、あえて曖昧な表現

１

にしています。

まず最低限必要なことを考えてみる。
それは行政と議会の不断の自己点検であり、同時にその自己点検を速やかに公表し、第 3 者(市民)の視点で評価されること。
市民の評価を待つのではなく、さまざまな立場の市民からの声を求める姿勢である。
とすれば、条例の普及と推進を使命とする常設の機関を、当面は、始めこそは、設けておく必要があろう。
具体的な組織名、構成などは別に定めればよいと思うが、オンブズパーソンも「たたき台」にはないことを思うと、「素材」にいう「自治基本条例推進委員会」を
落とすことはできない。
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No

「たたき台」に関する意見

回

答

回

答

私自身は、
「普及」を当面の課題とするとともに、条例及び市政、自治、まちづくりを、市民に身近に感じてもらうためには何をする必要があるかを考える機関を
イメージしている。
条例が守られているかをチェックするような監督機関をイメージしているわけではない。
２

条例の見直しは、この条に定められた市長によるものとは限らず、議会からの発議、市民からの請求も想定しておくべきであろう。後二者に関する見直し規定は
必要ないかもしれないが、第 2 項は「市長が」....「認めるときは」という条件がついており、
「市長」そのものも検証の対象に他ならないことを考えれば、この
条件は外しておくべきであろう。あるいは、第 1 項による見直しは市長の責任で行うが勧告は議会が受け取るようにするなど、工夫の余地がある条文のように思う。
市長を主語とするかぎりは、
「推進委員会」の勧告の扱い等についての義務的な規定を置くべきではないだろうか。

追加要望のあった意見
No

「たたき台」に関する意見
公益通報

幹
1

市民会議意見「30 公益通報」については、たたき台では全く議論されていないようであるが、不祥事等の法令違反を知った市の職員が、公益のために通報できる 【修正】
ように、通報者の不利益な取り扱いから保護するための体制整備について、市民にも明らかにする必要がある。

・ご提案の第 1 項を新たに挿入します。

現在、
「太宰府市公益通報の処理に関する規定」が制定されているが、より有効な体制、対応が必要であると思う。例えば、内部受付ではなく外部委員の設置など。
1

第○条

市長等は、適法な市政運営を確保するため、市政運営に係わる違法又は不当な行為について、市の職員等から行われる通報を受ける体制を整備するととも

に、通報者が当該通報を行うことにより、不利益を受けないよう適切な措置を講じなければならない。
２

公益通報に関する必要な事項は、別途条例で定める。

外部監査
幹
2

市民会議意見「31．行政評価」
「32．外部監査」
「33．オンブズパーソン」
「34．意見・要望・苦情等への対応」を統合して、
「第 18 条 行政評価」として規定する 【原案どおり】
とのことであるが、市民会議が意図する「外部監査」の条項は、盛り込まれていないので、
「外部監査」の条項を定める必要がある。制定理由は、主権者である市民
に対して、適切なサービスが行われているかどうか、或は、公金が適正に使われているかどうか等を確認する手立ての一つである外部監査を可能にするため、地方
自治法の定めるところにより、設けるものである。

2

第○条

市民、議会及び市長等は、適正で効果的かつ効率的な市政運営を確保するため、地方自治法の定めるところにより、外部機関による監査の実施を求めるこ

とができるものとする。
２

前項の外部機関による監査の実施に関する手続きについては、別に条例で定めるものとする。
制定理由：本条は、主権者である市民に対して、適切なサービスが行われているかどうか、或は、公金が適正に使われているかどうかを確認するための手立ての
一つである外部監査を可能にするため、地方自治法の定めるところにより、設けるものである。

意見・要望・苦情等への対応
本項は、市政運営に関する苦情等が、市長等（行政）や議会に寄せられた場合の対応を定めたものであり、前項に続き、「第 18 条 行政評価」の規定には、盛り 【原案どおり】

幹
3

込まれていないので、追加規定する必要がある。参考までに、市民会議素材「34．意見・要望・苦情等への対応について」をご参照ください。

3

第○条

議会及び市長等は、市政運営に関して市民からの意見・要望・苦情等があったときには、適正及び公正かつ速やかに事実関係を調査し、真摯に対応しなけ

ればならない。
行政手続
幹
4

「行政手続」については、たたき台では全く審議されていないようであるが、本項は市政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利・利益を保護する 【原案どおり】
ための市長が行う処分、行政指導等の手続の基本事項について、明らかにするため必要である。参考までに、市民会議素材「35．行政手続について」をご参照くだ ・既に条例があり、支障等がおきているといった具体的
さい。

4

第○条

な報告はないそうです。
市長等は、市民の権利及び利益の保護に資するため、市長等が行う許認可の申請等の手続について、その基本的な事項を定め、公正の確保及び透明性の向

上を図らなければならない。
２

行政手続等に定めるもののほか、前項の基本的な事項については、別に条例で定める。

会議の公開と傍聴
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No
5

「たたき台」に関する意見

回

答

第○条 議会及び市長等は、それぞれが開催する会議は、正当な理由がない限り公開とする。

【原案どおり】

２

会議を公開する場合は、市民の傍聴を積極的に受け入れ、太宰府市情報公開条例に定める不開示事項を除き、会議資料は傍聴者の閲覧に供するものとする。

・第 19２４条第 3 項で読み込めると考えます。

３

会議体会長の判断により、会議終了後、会議体メンバーと傍聴者は意見交換を行うことができるものとする。

・傍聴者との意見交換について、本審議会において傍聴

盛り込む理由：現在の傍聴制度は、傍聴の機会を市民に与えるという上からの目線で、実施しているため、傍聴人の守るべき事項や禁止事項等が規定されている
が、今後は、傍聴を市政への市民参加の一つとして前向きに積極的に受け入れ、開かれた市政を目指すことが求められていると思う。

者からの説明を受ける場面があったように、現状でも
可能と考えます。

自治基本条例推進委員会の設置
6

第○条

市長は、この条例の適切な運用及び市民への普及・推進を図るため、別に条例で定めるところにより、太宰府市自治基本条例推進委員会（以下「委員会」 【原案どおり】

という。
）を設置する。
２

委員会は、この条例の運用状況を検証し、運用の是正・改善を勧告できるとともに、この条例の改正を市長に提言することができる。

３

市長は、前項の勧告・提言を公表しなければならない。

設置理由：この委員会は、条例の見直しのみを目的とした委員会と異なり、自治基本条例の適正な運用及び市民への普及・推進に向けた長期的取り組みが必要であ
る。
7

第 8 章 (名称変更) 条例の普及と見直し
章名を「条例の普及と見直し」と改める。その上で、現「たたき台」第 28 条の前に「自治基本条例推進委員会」導入を定めた一条を追加する。
（追加案）
太宰府市において、市政は常に市民からの声を求めながら行われるものとし、この条例は、多くの市民に普及することと、多くの市民の声で常に改善されていく
ことを想定している。太宰府市に、その目的のために「自治基本条例推進委員会」を置く。
（変更提案理由の詳細）
基本条例は、基本条例そのものの内容の充実を図り続ける必要とともに、 市の様々な業務・施策が、基本条例の趣旨に副うものであるかの点検が必要である。 そ
のどちらにも普及が前提として大切だろう。
第 8 章は少なくとも条例施行後数年間は「条例の普及と見直し」と題する章であるべきと思う。
オンブズマン制度

8

・行政オンブズマン制度を導入することによってその目玉としたいと考え提案いたします。行政オンブズマン制度とは、市の対応を納得できず、不満が残る事柄に 【原案どおり】
ついて公正、中立な立場で調査をし、その解決を図る制度です。対象となる苦情は、市の機関が行っている業務の執行やこれに関連する職員の行為が違法、不当、
不公平、不適切と感じた事柄について所管の関係機関に相談しても納得のいく説明がないときということになります。
オンブズマン制度（たたき台の案）
１

オンブズマン制度の目的
本制度は、オンブズマンが市政に関する苦情を公平かつ中立的な立場で、簡易迅速に処理することにより、市民の皆さんの権利と利益の保護を図り市政に対す

る理解と信頼を図ることを目的とします。
２

オンブズマンの職務

(1) 市民から申し立てられた市政に関する苦情を調査します。
(2) 常に市政を監視し、オンブズマン自らも事案を取り上げ、調査します。
(3) 必要なときは、市に対して是正などの措置を行うよう勧告したり、制度の改善を求める意見表明をします。
(4) 市長等は、オンブズマンの職務遂行に関しその独立性を尊重し、オンブズマンから勧告又は提言を受けた時は、これを尊重し、誠実かつ適切に処理します。
３

苦情申し立てのできる方
市民はもちろん、市外在住者、外国人、団体なども苦情の申し立てをすることができます。

４

対象となる苦情の範囲
市の仕事、その仕事に関わる職員の行為で、自らの利権に関わり、その事実のあった日（発覚した日）から原則として１年以内の苦情が対象となります。ただ

し、次のような場合などは、取扱いません。
(1) 裁判手続きや行政不服申し立て手続き等で、係争中又は確定済みの事項
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No

「たたき台」に関する意見

回

答

(2) 請求に基づいて、監査を実施している事項や監査を終了した事項
(3) 議会に関する事項
(4) オンブズマンの行為に関する事項
５

行政オンブズマンのメンバー
行政オンプズマンは、社会的に信望があり、行政に関する見識の高い弁護士、大学教授など３人位で構成したらどうか。
当太宰府市は、市の業務に不正、不当な行為があっても修正、訂正、謝罪等は一切なく自浄能力がありません。喫緊の課題です。この案文をたたき台にして条

例に盛り込んでください。
○行政オンブズマン制度を盛り込みたい具体的理由
①所得税の取り過ぎや、固定資産税の過誤、土地売買をめぐる違法行為等が市の普段の行為において発生しているがその処理に誠意がないこと。
②市は上記のような違法行為に対して、忍耐強く市民と話し合いをしようとせず市の顧問弁護士に委託している。弁護士は、
「依頼人は市である」と言って市を擁
護する。無駄な税金を使っている。納税者は市民であることを忘れていること。市長だけが、第三者機関として弁護士を利用することは不公平であること。市
長は、第三者機関としてオンブズマンを設置することには賛成されることと思います。
③現在オンブズマン制度を設置しているのは札幌市、川崎市、三鷹市、熊本市等 20 自治体と聞いている。設置するには費用も必要となります。前期のとおり市は
弁護団を雇い湯水のごとく税金を使っているが、オンブズマン制度を実行する経費は、現行審議会程度であれば納得できるのではないでしょうか。
④地方分権一括法が施行されて以来、機関委任事務が廃止されたことにより国、県の指揮監督が消極的になったこと。
オンブズマン制度を設置することにより抑止力となり市の違法行為等は減少する。以上のとおり、行政オンブズマン制度を自治基本条例に導入することにより、
我々市民は、安心、安全な生活ができるようになり、市職員も過誤のないように一生懸命に仕事に取り組むのではないでしょうか。
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その他
No

「たたき台」に関する意見

回答

位置づけの図化
1

この条例の位置づけが不明確です。図例えばイラストとかで分かりやすく表現したらどうでしょうか？例えば以下のイメージです。

・今後の条例の周知における大切なご
指摘と考えますが、条文の審議には
直接関係がないため、回答は控えさ

コミュニティ

環境整備

自治会等

せて頂きます。
太宰府市民（住民）

市に関係ある団体

観光客・来訪者
おもてなし

協働

働きかけ

市長等 及び 議会

広報および対応

地方公共団体及び国等
連携

太宰府市

違反もしくは不作為な行動への対策
2

・違反、もしくは不作為な行動に対する対策が不十分と思われます。
個人の能力とか、仕事の遂行努力は行政評価および人事で本人に返ってきて、やる気や、能力発揮の努力に繋がると思いますが、努力不足、不作為の行動、破壊的行動については、
性善説では避けられない問題です。民間企業では、X-Y 理論に沿って、きちんと規定しています。明文化してほしいです。
・出来れば、この条例を基本として、遂行すると、いろいろな問題が発生すると思う。せっかくこのような素晴らしい発想のもと、条例を作るのだから。前（13(行政評価)の項にて）
にも意見を述べていますが、ISO 認証のように、まず問題に対する「是正と予防処置」の明文化、さらに最終的にきちんと評価する機関を設けて欲しい。

・ご指摘の内容は、条例に含まれてい
ると考えます。
・答申書 19 頁「第 22 条 行政評価」
の解説をご参照下さい。
・また、審議を重ね、20 頁「第 23 条

・そして運用内部においては、出来れば月毎の内部審査、年 1 回の外部審査を実施していくと良いと思うのですが。問題点が明確に見えてきます。

外部機関その他第三者による監査」

・往々にして、責任監督機関に権限が無く、不明確だとせっかくの素晴らしい提案が「絵にかいた餅」になってしまう。もちろん住民に判断をゆだねるのが基本だが、書かれてあるよ

を新規追加しました。

うに「住民投票」なんて、即効性のある責任審査機関にはなりえないことは理解されていると思う。まして、行政機関から直接に一部の有識者への委託は茶番に終わるような気がし
ます。
・この文書の位置づけが不明と思います、文書体系が見えない。たぶん、ISO の品質マニュアル（1 次文書）的な位置づけと思うが。今後の展開が見えない。後は実施するのみに走るよ
うな気がします。今後の展開が見えるようにすることも大切です。明文化して、業務標準書(2 次文書)、職務基準書・手順書（3 次文書）、的なものに広がることをお願いします。今
後の整備に期待します。
体裁等
3

①「〜するものとする」という言い回しはどうも堅苦しい印象を受けます。親しみやすい条例にするためにも、全文を「です、ます調」にした方が良いと思います。

・「です、ます調」では、うまく表現
できないニュアンスもあり、従前通

②解説がとても解かりやすく、先進的なご意見も入っているのに、これがまとまって条文になったらいいのにと思うところが多々ありました。たたき台だからかもしれませんが、簡潔
化しすぎていて、要旨が伝わっていない印象をもちました。

りとしています。
・あまり細かく規定しすぎると運用が
難しくなると考えます。

4

・条文の文体にバラツキあり条例全体の一体性が欠ける感じ
・条文について

・その後、皆様からのご意見を基に審
議を進め、答申書をまとめましたの

・条文が長い（60 字以内を目途に）

で、ある程度改善されているはずで

・述語（しなければならない、するものとする）義務、原則、語呂のいずれでしょうか

す。
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No

「たたき台」に関する意見
・修飾語隠喩が目立ちます
・詳しく表現されており良しとしたいが、条例であるので簡潔に願いたい。→方法論は別に要綱で対応できませんか
・他市で自治基本条例が制定されている市がわかれば資料提供を願います

回答
・答申後も、さまざまな修正の機会は
あるので、より分かりやすくなって
いくことを期待します。

・
「市民に対し分かりやすく」が随所に出てくるが、この自治基本条例も率先して対応していただきたい
・最近、時代の傾向として法令、条例、規則、要綱なども「分かりやすく」なってきています
5

１、募集文書を簡略化せねば応募者は極少人数に終わるだろう。
２、文書の内容自体が長文にすぎ、形式的且つ抽象的にすぎ魅力なし。

・条文審議には直接関係がないため、
回答は控えさせて頂きます。

３、文書自体を簡略化し提案有志の意欲を高めないと応募以前に対応の意欲が志気そそうする。
４、文案自体を読み終えるだけで既にウンザリし応募意欲を失う。
５、この文案では市民の誰も賛同しないだろう。
６、参加意欲の湧かぬ計画である。
７、市民にとって魅力ある計画にやり直せ。市民はそれを待望している。
今回の意見募集について
6

「たたき台」の市民への意見募集の方法に異議があります。
（条例の内容以前の問題として異議があります）
１．太宰府市自治基本条例（仮称）は、市民会議の 22 回（延べ出席者数は 900 名ぐらい？）にわたる議論を重ね、その内容を、市民会議幹事会を通じその都度審議会に報告された内容
の集成であると考えております。
２．然るに今回の「たたき台」への意見募集は審議会会長、副会長の私案のような表現で行われており、しかも募集方法は（形の上で）行政執行部から一般市民への問いかけと成って
います。何故私案が行政当局から一般市民への「意見公募」になるのですか
３．市民会議発足当時から、１．で述べておりますように、市民会議の内容を幹事会から審議会に報告し、場合によっては審議会から市民会議にフィードバックする約束であった筈で
す（可成りのフィードバックは受けております）
４．しかるに今回は審議会会長、副会長からあたかもこの「叩き台」は審議会会長、副会長の立案の如き表現で、直接一般市民に対して意見を求める形を採り、次第によってはその意
見内容を受け入れるという態度を示しておられます。
５．それはそれで正しい方法なのかも知れません。では、市民会議は何の為に存在したのでしょうか。市民会議に携わったものの一人として残念でなりません。但し、最近自治会を通
じて配布（隣組回覧形式で内容検討が出来たかどうか疑問）された「たたき台」の表紙裏面に簡単な市民会議に関する記載を発見致しました。

8

いたしました。
・市民への意見募集の主体、審議会で
す。これは、「審議会自身が市民の
皆様からご意見を伺い、多様な視点
から審議を進めていくことが、新し
い自治を考えていく上で有効であ
ろう」という考えに基づく、（審議
会がパブリックコメントを実施す
るという点で）おそらく全国初の試
みでしたので、試行錯誤の中での取

６．市民会議において「何故太宰府市に『自治基本条例』が必要なのか、市長から直接ご説明をお願いする」という発言が再三ありましたが、此れも実現しませんでした。

り組みであったことをご理解くだ

７．市民会議で提案した条項も可成り削除された部分もあり、
「たたき台」を読んだ限りでは、一般市民にはその削除内容は分かりません。この削除内容だけを取り上げて、市民に説明

さい。
。

することも、審議会の責務と考えますが如何でしょうか
7

・ご指摘の内容は、12 回審議会で議論

・審議会で成案をとりまとめた後で実

意見照会の実施方法について（第２０条）

施すれば、会長・副会長私案という

・今回は自治会の回覧版を通じて市民への意見照会があり（他に市内公的事務所でもあったかもしれませんが）、意見をとろうとしても、市民は自治基本条例が何かも判っていない状態

表現ではなくなったと思いますが、

（自治会長ですら理解していない）で、しかも回覧する資料は膨大です。正式の審議会案ができた時点で①まず市内各所で説明会を開催（中学校単位で可）し、②出席者に資料を渡

第 1 に、時間的制約があり、急ぐ必

す③その場か後刻に意見をもらう方法をとっていただきたい。市民から本気で意見をもらいたいならそれだけの努力が必要だと思います。
（資料の公表方法についてふれる。説明会を

要があったこと、第 2 に、できるだ

設ける。
）

け早い段階でご意見を伺った方が

・たたき合の例文は基本条例の第 1 条だけが開示されており 2 条以下にどのような条文が並ぶ予定なのかが情報公開上全く明らかにされていません。

審議会の議論に反映できると考え
たことから、
「私案」
（たたき台）と
いう形でまとめ、意見を募集するこ
とになりました。
・案なしで意見募集するという方策も
考えられないわけではなかったで
すが、「条例の形になったものがあ
った方が、具体的に、より建設的な
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No

「たたき台」に関する意見

回答
議論できる」と考えました。
・まちづくり市民会議がまとめた「条
例に盛り込むべき内容の素材」を基
に、
第 4〜11 回審議会で議論を行い、
その議論を踏まえて条例化したも
のが「会長・副会長たたき台」です
ので、市民会議の意見が重要な議論
のベースを提供していることは間
違いありません。
・なお、「会長・副会長たたき台」を
基に審議を進め、答申書をまとめま
したので、分かりやすくなっている
点もあるかと思います。

条例制定の取り組みについて
9

・
『たたき台』は市民によるより一層の行政への参画を求めるものですが、今までの行政の取り組みや広報活動とは別に条例まで定める必要性が十分には分かりません。理念や言葉は素 ・条文審議には直接関係がないため、
晴らしいもののように感じられますが、何がどう変わっていくのか、具体的イメージが現段階では私には見えてきません。

回答は控えさせて頂きます。

・多くの市民が知らない状況の中で条例として制定されてしまうと、自治体の実権がプロ市民や特定のイデオロギーを持つ勢力に強く影響されてしまう恐れがあります。また「住民投
票」についての記述は明確ではありませんが、定住外国人への住民投票権を盛り込むのか否かは重要な論点であると思われます。
・この『たたき台』を読むかぎりでは『太宰府市自治基本条例（仮称）』も非常に漠然としたものに感じられます。またこの条例や審議会の存在自体どれほどの市民の方々に周知されて
いるのでしょうか。拙速な答申を避け、来年 4 月の太宰府市市長選挙で議論を尽くすべきと考えます。
条例制定の取り組み自体に反対の意見（157 通）
（※反対の理由を 18 個に分類し、意見数を数えた。なお、一人が複数の理由を述べている場合、それぞれの理由に振り分けた）
10

太宰府市の住民がまちづくりを行うべき（31 件）
・太宰府市に住む人が、太宰府市のことを一生懸命考えるべきです、市外に住んでいるので責任をとることができません。

・この資料の 8 頁、第 3 条（１）市民
の定義の回答をご参照下さい。

・この間仕事場の勉強会で初めてこの条例の事を知りました。太宰府市に住む人たちががんばって町がよくなる用に考えてください。
・太宰府市に住んでいる者ではありませんが、ながく通っている太宰府がこの条例の為に、もし変わってしまうのであればと、不安な気持ちになります。変わらぬ太宰府であってほし
い。市政はそこに居住する人達が共感し納得出来る方法で進むべきです。
・訳の分からない条例（たたき台）
、住民でもないごく少数の人々が、口を出すことではないと思います。太宰府市に住んでいる人々（住人）が考えることです。なぜなら太宰府市の人
だからです。
・第 3 条の解説で「地域の課題は自ら解決するという今日の自治」とあるが、それはまさしく太宰府市に住む人たちが太宰府市の課題を解決させることだと思います。なぜ、市外の人
や外国人に関わりを持たせるのかが理解できないです。この条例には反対です。
・太宰府市住民が太宰府市のことを考えればいいと思うのでこの条例制定には反対です。
・私は福岡市から太宰府市に通勤しています。今回のたたき台のコメントは太宰府市に住む人の意見を大切に考えるべきだと思います。
・内容も不自然な表現を感じます。市民と住民のとらえ方など無責任な判断をしてしまいそうです。私は太宰府市に通勤していますが、より良い太宰府を造っていくのに、よそから来
る人の意見まで必要ないと思います。歴史ある太宰府に元々住んでいる人達が自覚すべきです。市民を代表している市議会議員さん達の公正な判断を期待します。
・様々な条約があり、太宰府にはいろいろな市から通勤通学をしている人もいます。その人達に太宰府市をまかせっきりになるのはいけないと思いますが、太宰府の人達を中心に市を
作りあげていくと良いのでは・・・と感じます。
・本当に太宰府市のことを想ってくれている人が市長になれば、このような条例がとおるわけがないと思った。この条例がとおっている日本の地方がすでにあるというのは事実ですが、
太宰府市にはそのような市になってほしくありません。太宰府市民を守れるのは、太宰府に住んでいる住民であると思いました。
・
「まちづくりは住民だけでなく、本市に関わる多くの人々の協力のもと進めることが必要であり」とあるが、太宰府市のまちづくりは太宰府市住民だけで行うべき。
・太宰府市は太宰府市民住民だけで良くしていきたいと思っていますので、この条例制定には反対です。
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・第３条の「市民」の定義がおかしいと思います。太宰府市に住んでいない人が、太宰府市の事に口を出すことにも理解できません。
・地元に必要なのは、市外の部外者ではなく、この地域を守って住んで来た者たちの知恵だと思います。地元住人から認められた決まりでないと、実行に移す事は難しいのではないか
と思います。国の法律に従い、住みやすい太宰府市であってほしいと思います。
・第 3 条の「市民」の説明を踏まえて意見します。なぜ太宰府市に住んでいない人が太宰府市の町づくりに口を出すのが必要なのか理解できません。太宰府市に住んでいて本当に町の
ことを考えている人たちが太宰府のためになるような町をつくってもらいたいと思います。
・私は春日市から太宰府市に通勤しています。太宰府市のよりよい街づくりについて考えるのは太宰府市の住民が責任を持って行うべきことだと思います。議員が太宰府市に住む人の
負託にこたえるために、なぜ市民の意見を的確に把握しなければいけないのかが理解できません。日本国籍を有する 20 歳以上の太宰府住民の意思を把握するのであれば理解できると
思います。
・太宰府市の町づくりをするというのに意見を提出できる人が市内に住所があれば誰でも良かったり、とあいまいだと思います。太宰府市に住民票があり、日本国籍を持った人など、
具体的な市民の定義を明瞭にする必要があると思います。
・私も太宰府市民ではなく通勤をしている身ですので、太宰府市の条例に意見したり、何でも分かったかのように口を出すのはおかしいと思います。自分の町（生まれからずっと住ん
でいる町）のことを、他のところの方の一言で変えてほしくないです。学校のことを何も知らない方がいきなりきた校長で全て変わってしまうみたいな。しかし第 3 者からの意見も
聞くべき時もある？本当に太宰府市の為を思っているのならば、反対派の方の意見も聞き入れ、お互いの理解を深めていくべきだと感じます。
（決めつけは良くありません）もっと広
い視点で！
・ここでいう「市民」という言葉にも疑問を感じます。この「市民」には外国人や子どもや地元住民以外の者も含まれているという事です。どうして太宰府住民以外の者が太宰府の条
例を決めなければいけないのでしょうか。もし、太宰府住民と区域外住民の意見が分かれた時、どちらの意見を重要視するのですか。選挙で選んだ議員を無視し、自治会が乗っ取ら
れる事は、今まで受け継がれてきた太宰府が太宰府を知らない者が太宰府を崩していく事で、そのような姿を誰も望んでいません。太宰府を作り上げていくのは、この意味のわから
ない条例の「市民」ではなく、日本国籍を有する 20 歳以上の太宰府市民が決めるべきだと思います。
・市民の定義がおかしいと思います。住民という事であれば住民票登録等でその全体の把握が出来ていたかと思われますが、市民として幅広くするとその全体が把握できなくなるので
はないかと疑問を抱きます。危険な事態を招く恐れがあると考えられますので、この条例には反対します。
・この条例の市民の定義がおかしいと思います。市政に関わるのは太宰府住民だけで良いと思います。
・
「市民」の定義が法的にあいまいなまま条例の制定がおこなわれてしまえば、市政運営に支障をきたすことはあきらかなように思えますし、十分な議論をへて、なお結論が出ないので
あれば、ここは慎重に住民の（あるいは国民の）権利について考えなおすべきではないでしょうか。開かれた政治は民主主義的できこえのいいようにも思えますが、まずは、住民の
意向を尊重することが最優先のことのように思われます。
・まず、住民と市民の違いがよくわかりません。私は朝倉郡に住んでいて、太宰府市に通勤していますが、太宰府市のことは太宰府市に住む人が真剣に考えるのが本当のことと思いま
す。また、太宰府市に住む人ならだれでも良ようにするのではなく、選挙（原文のまま：選挙権）を持った市民に特定するべきです。市議会議員のみなさま頑張ってください。
・太宰府市以外の人たちと太宰府市議会が互いに理解を深め信頼しあう関係を築かなければいけないのかが疑問です。太宰府に住民票が有る人達が太宰府の町を作るのがほんとうだと
思います。このままでは外国人が市政に参画するになるのが心配です。
・有権者（太宰府市に在住の）意思を蔑ろにした太宰府市自治基本条例の制定には反対します。
・
「市民」でなく「住民」であり、
「参画」でなく「参加」であり、あいまいな市民に権限を与える必要はない。住民以外に投票権を与える必要はない。
「市民」の定義が、住民と同等に
扱われ、住民より重視することもあり得る。少数者が、組織的に活動することで、多数者にもなり得る仕組み。権利を与えられ、責任を負う人は住民に限定されるべき。
・全体に甘い言葉で書いてありますが、市民、住民という表記は、最低でも市の有権者及び、市への納税者とすべきであると思います。
・市政は有権者に信託されるから、市長選挙や、市議選がある。なぜ住民とか、市民とかの言葉を使うのか。有権者という言葉でいいと思います。
・そこに住んで、納税をしている者を市が一番守るべきであるのに、憲法に違反してまで、いろいろなプロ集団にことばたくみにのせられて条例を制定しないでほしい。何故その必要
があるのですか。私達を守る責任があるのではないですか。自治基本条例という、一見、市民を尊重しているようなうたい文句の裏に隠された危険性に気づかなければ、とりかえし
のつかない本当に大変な事態を招くことになる。太宰府市、大丈夫ですか？！そんな事をおしすすめて。
・日本国憲法に載らない言葉などを多様に使い、本来の住民の権利をおびやかすような内容の「自治基本条例」に反対します。
・子どもの権利等、第７条に対して、
「まちづくりにより健やかにのびのび育って欲しい」というのは、その通りだと思います。太宰府市の教育を受け育ち、今は太宰府市の幼稚園の子
どもを育てる立場となった今、太宰府市民として太宰府で働けることは自分にとってとても嬉しいことだと思っています。様々な条約があり、太宰府にはいろいろな市から通勤通学
をしている人もいます。その人達に太宰府市をまかせっきりになるのはいけないと思いますが、太宰府の人達を中心に市を作りあげていくと良いのでは・・・と感じます。今まで暮
らしていた市で様々なことが起こっているとは知りませんでしたので、よく分からない所もありましたが、今回良い機会となりました。もっと明るくにぎやかな子ども達がのびのび
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できる市になってほしいです。
11

市外の人や外国人が市政に参加するのはおかしい（32 件）

・この資料の 8 頁、第 3 条（１）市民

・自治基本条例制定によって、国民以外の住民の意見が過剰に反映される懸念があります。住民の意見が不要だとは言えませんが、バランスを保つためにも、区別して考えるべきでは

の定義の回答をご参照下さい。

ないでしょうか。
・太宰府市に納税をしている者の意見が一番大切であるのに、わざわざ他市の者の意見や外国人の意見が通るようにしようとしている。太宰府市がなくなってしまいます。土地も全部
外国人に買い占められたりしたらどうするのですか。私達を苦しめるような事はしないでください。
・太宰府市に住んでなくて住所だけを太宰府市にしていたら意見ができるのは危険を感じます。
・太宰府市の市政へ参画するのに市外に住む人や外国人が関わってくるのはやめて欲しい。
・第 22 条について、太宰府市の市政に市外の人や外国人を関わらせることをやめてください。そもそもこの条例で使用している定義が全く理解できません。市民という言葉は、意味合
いが広すぎて情報の伝達や市政への参加が難しくなり、さらに様々な弊害が生まれることは目に見えています。
・第３条の「市民」の定義がおかしいと思います。子供や外国人、市外の人も市民になるのは納得できません。より良い町づくりをする為に、あらゆる取り組みを考えるのもおかしい
と思います。
・その中身についてもよく知らないと大変偏った内容のものであり、太宰府市に納税をしていない人や、住んだことのない人、外国人や未成年、危険な人たちも含め、あらゆる方が市
の行政に意見できるようにしようというのは、太宰府市の市民にとってはメリットがほぼないばかりか、リスクが大きすぎます。
・市民と住民の違いがわかりません！なぜ、太宰府市の町づくりをよくするために、太宰府市に住んでいない人の意見が大切なのかわかりません。外国人が住みやすい町にしたいので
すか！もっとよく話し合うべきです。
・第３条の解説で「まちづくりは住民だけではなく、本市に関わる多くの人々の協力のもとで進めることが必要であり」とありますが、私は必要ではないと思います。そして第５条に
「まちづくりに参画し、意見を表明し、又は提案する権利」とありますが、他の市の住民や外国人が意見を表明したり、提案するのはおかしいと思います。私は太宰府市に住んでい
ます。太宰府市の事は、太宰府市住民で考え意見を表明し、提案することによって、 良いまちづくり

が出来るのではないかと思っていますので、この条例には反対します。

・よりよい町づくりは、伝統を大切にしてきた市民で作っていくものだと思います。私は嘉麻市から太宰府へ通勤していますが、太宰府の町の魅力を太宰府に住んでいない人にまで意
見を求める必要はないと思います。
・基本条例が制定されることで、外国人や住民以外の人が市政に参加できるようになってしまうので、このような定義の仕方はすべきではない。市の政治に外国人や住民以外の人を参
加させるべきでない。
・この条例は外国人、未成年にも市政に参画する権利を与えるものでありますのでおかしいと思います。太宰府市に住む人が幸せに暮らすために、なぜ太宰府市に住んでない人が太宰
府市の事に関わるのかが理解できません。
・条例は外国人にも市政に参画する権利を与えている。
・この条例は、外国人にも市政に参画する権利を与えるものなので、反対です。歴史認識などの問題もあるので、よくないと思います。
・外国人の方や有権者でない方の意見も正しい事や参考に出来る事も有りますが、それをあえて自治に参加させるのは、やりすぎだと思います。
・市民の定義を間違えれば、誰からでも、どんな意見でも通ってしまうかもしれない恐ろしさも考えられます。
・太宰府市を良くしようとする条例ですが、広範囲で意見を求めすぎ。もはや何なのか分からない。太宰府らしさもなにも、もはや何なのか分からない。分かっていない人ですし。
（自
分も通勤している身分なので何も言えないが・・・しかしこのままでは賛成派と反対派が対立したままの平行線で、よくも悪くも結局太宰府市の為にならないと思う。
（真剣に）相互
理解を求めます！）←この部分は第 3 者の目線ですが、自分が住んでいる市の事を色々な人に口出しされるのはどうかと思う。そこで熱くなる気持ちも分かる。
・太宰府市を良くしようと思いますが、広い範囲に意見を求める必要はないのではないかなと思います。自治基本条例をパターン化していかなくて良いのでは・・・。又、国が決めた
ことを自治基本条例によって変わってしまうことがあるのはおかしなことだと思います。自治基本条例を許してしまっては、よりよい町づくりは出来ないのではないかと思います。
・太宰府市民ではない方、外国人、子ども（何歳から？）が市政に参加、意見することはおかしいと思います。外国人や子ども等、お願いをされたり金銭を与えられると内容もわから
ないまま、また、自分の意志ではない方へ悪用されると思います。
・市民・住民・日本国籍を有した市内に住民票を持つ人などの具体性に欠けていたり、なぜ太宰府を良くするのに、太宰府に住んでいなかったり、納税していなかったりする無関係と
思われる人達の、しかも少数意見又は少数の苦情が重要視されやすいシステムを法として作らなければならないのか、大変疑問である。
・外国人にも市政に参画する権利を与えるものであり反対です。
・この条例は、外国人、未成年にも市政に参画する権利を与えるものでありますので、反対します。太宰府市の事は日本国籍を有する 20 才以上の太宰府市民で考えたいです。
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・太宰府市に在住している外国人は、今は少なくても、もし、多くなり、市民の半数を超えたりして、その人達の意見ばかりが通るようになったらどうするのですか。
・外国人と（中国、韓国）に接する機会が多々あり、我々とは基本的思考が異なり、住民投票権付与になれば、彼らの主張のみが優位になる可能性があります。太宰府市の住民の権利
はガタガタになります。
・第３条（定義）住民以外、その他の活動を行う者・団体まで市民に含まれているが、その範囲を誰が、どのように判断して参画→参加させるのか？主体的にかかわる権限まで持たせ
てもよいのか？
・太宰府市を良くしようとする条例なのに、広い範囲に意見を求める必要はないと思います。憲法や地方自治法などの法律より強い権限が出て太宰府らしさを失う恐れがありそうです。
私は、太宰府市民ではありませんが、太宰府市に学生の頃〜現在、職を置き、郷土愛に似た感情を持っています。住み良い太宰府の為、と言いながら実際そうではないこの自治基本
条例により太宰府の良い所が無くなってしまうのでは、危機を感じます。
・太宰府市に納税をしている者の意見が一番大切であるのに、わざわざ他市の者の意見や外国人の意見が通るようにしようとしている。太宰府市がなくなってしまいます。土地も全部
外国人に買い占められたりしたらどうするのですか。私達を苦しめるような事はしないでください。平和に幸せに過ごしたいです。私達は、日本国に住み、日本国憲法下で生活し、
生きている日本人です。法律を乱す事は、日本国を滅ぼす事となるのではないですか。
・審議会等の 19 条に市長等は審議会等に市民からの公募により選任されると書いてあり他市の方々や外国人、未成年等の遠隔地の方々も参加し市の運営をされるのに危機感を感じます。
市長や選挙で選ばれた議員さんたちの市の運営を決定されなくなる恐れがある。特に外国人（韓国、中国、朝鮮）に市の自治を審議されたくない。
・第３条の「市民」の説明を踏まえてですが、太宰府市に住む人が幸せに暮らすために、なぜ太宰府市に住んでいない人が、太宰府市の事に口を出すのかが理解できない。
・この条例は外国人にも市政に参画する権利を与えるものでありますので、断固反対します。太宰府市のことは実際に太宰府市に住んでいる日本国籍の住民が決定することは当然のこ
とです。たとえ外国人が税金を払っているのだから市政に参画する権利を与えるべきだとの主張があったとしても、税金は道路、医療、消防、警察などの公共サービスの対価であり、
市政に参画する権利とはまったく関係ありません。条例の中で太宰府に住んでいる住民以外に対しでも「市民」というくくりにしているのかが理解できません。
「市民」の定義を太宰
府市に住んでいる日本国籍の住民としてください。なんのためにこの条例が必要なのですか？なぜ外国人や市外の人も「市民」になるのですか？市政のためにこの条例が必要という
ことであれば、あなたたちは今まで一体何をしてきたのですか？太宰府市にかかわるすべての人が笑顔あふれるまちを作っていくのは、私たち太宰府市に住んでいる日本国籍の住民
です。
「市民」という言葉を使って外国人や太宰府市以外の住民にも市政に参画する権利を与えようとするのはやめてください。
・議員が太宰府市に住む人のために、なぜ市民以外の人（外国人）の意思を把握しなければいけないのか理解できません。ましてや、子どもをまちづくりに参画させるのは普通に考え
てもおかしいと思います。
・第３条の解説で「地域の課題は自ら解決する今日の自治」とあるが、それはまさしく太宰府市に住む人たちが太宰府市の課題を解決させる事だと思う。なぜ市外の人や外国人に関わ
りを持たせるのかが理解できない。
12

市外の人にも責任や権利を持たせるのはおかしい（15 件）
・私は市外から太宰府市の事業所に通う者ですが第 3 条に「市民が責任を持って」とありますね！太宰府市の為に市外の人が納税していないのに参画するようになれば問題があった際

・この資料の 8 頁、第 3 条（１）市民
の定義の回答をご参照下さい。

に太宰府市に直接関係ない市外の人達に責任をかけられても大変な迷惑ですので、この条例には制定には反対です。
・私は市外から太宰府に通勤していますが、第 3 条の「市民が責任を持って」のところで、市外のものも太宰府市のことに責任を持たなくてはいけないのでしょうか？選挙権も太宰府
市にないので議員さんも選ぶことができないのに、ある部分では市外の人にも責任を持たせることはおかしいと思いますので、この条例には反対致します。
・私は市内事業所に通っておりますが、住民票のある基山町と太宰府市の両方に責任を負わねばならないのでしょうか。そんなのおかしいと思います。
・第 6 条に「市民は・・・自治の主体であることを自覚し、
・・・まちづくりに参画するよう努めるものとする」とありますが、私のような市外から通勤・通学するものはそもそも ま
ちづくり に参画しようと思って通勤・通学してはおりません。第 5 条（市民の権利）と別にわざわざ（市民の責務）とあるくらいですから、市外からの通勤通学者も参画しなさい
くらいの意味合いでしょうが、こちらとしては違反すれば何があるのかと気が気でなりません。このような馬鹿げた条例には反対です。
・これは私個人だけではなく、他の同様の方々も同じように思われると思います。また、市長選・市議会議選の投票も通勤している人に投票権が与えられるのでしょうか？
・職場の勉強会でこの条例を知りましたが、太宰府に通勤する人の意見も取り入れられるそうですが、通勤しているだけで、太宰府のことまでわかりませんので、地元の方の意見を大
事にされた方がいいと思います。
・職場の勉強会で初めてこの条例のたたき台の事を知りました。太宰府の町づくりに市外に住む私達が無責任な立場で意見を提出する事そのものがおかしいと思います。意見を提出す
る人は市内に住所を有する人であればだれでもよいのはおかしいと思います。
・ただ市内の事業所に通勤するだけの者に市政を決める責任をおしつけないでほしい。
・第 3 条について「市民が責任をもって」と表現されています。私は太宰府市の事業所に通勤しています。その場合誰が責任をとるのかが疑問です。太宰府市の為に市外の人が参画す
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作成日：平成 27 年 10 月 27 日(火)

No

「たたき台」に関する意見

回答

るようになれば何か問題があった時直接関係ない市外からの通勤者にまで責任を押し付けられるような内容に思います。太宰府市のより良いまちづくりは太宰府市に住む人達が考え
る方が良いと思います。さらに、太宰府市に住民票があり日本国籍を有する日本人と具体的に市民を定義づけるなど地元とか日本人としての誇りを持ってまちづくりにあたる環境が
大切だと思います。
・条例のたたき台に対するコメントを提出できる人は、市内に住民票があり日本国籍を持った人に任せるべきです。私は、太宰府市に大変愛着を持っていますが、より良い町作りに意
見する責任に自信が持てません。同じように、無責任な立場から提出された意見に左右されるような条例の作り方は間違っていると思います。日本の国を大切に考えない外国人に主
張されても揺るがない町作りをしてほしいと思います。
・誰もが発言権を持ち関与できるような市政になると、本当にその土地に住み生活している多くの人の声を聞き入れられない環境ができてしまうと思うので反対します。
・第 3 条（１）に「市内の事業所等に通勤する者」も市民とされていますが、自分の居住している所の町民・市民であるとしか意識していないので、通勤しているからといった市民に
されるのは納得いかないです。また、ただでさえ居住している町・市の行事・奉仕活動を仕事や私生活の合間を縫って参加しているのに太宰府市の奉仕活動等のまちづくりまで関わ
るのは荷が重く大変です。
・第 16 条に「収入増に積極的に取り組む」とありますが、それは太宰府市に通勤・通学する人からも税金を徴収するようになるかもしれないという事ですか？そういう可能性があると
したら、この条例には賛成できません。反対です。そもそも、このようなパブリック・コメントを太宰府市外在住の人からも求めていいのですか？太宰府市の事なのにそんなのはお
かしいと思います。
・第 23 条（住民投票）有権者の住民以外、誰に投票権を与えようとしているのか？反対です。
・住民でも国民でもない「市民」が日本国憲法で定められた権利を有することになっており、この条例で外国人を含む「市民」を市政に関与させることは憲法違反であると考えます。
13

納税をしていない人が太宰府市の市政に参加するのはおかしい（14 件）
・この条例に太宰府市に納税していない人も「市民」として定義づけられており、その「市民」が太宰府市の姿勢に口出しするのはおかしいと思います。

・この資料の 8 頁、第 3 条（１）市民
の定義の回答をご参照下さい。

・太宰府市に住んでもいない、納税もしない人を市民とするのはおかしい。そしてその市民と称する人たちが私たちの住む太宰府市の市政に口を挟む事が出来る様にする。
・太宰府市に住んでもいない、納税もしていない人を市民と扱うのはおかしいです。その市民と称する人たちが私の住む太宰府市の市政に口を挟む事が出来る様にするこの条例には反
対します。
・条例では資格を問わず誰でも市民として市政に参加できるとありますが、納税の義務を果たしている「太宰府市民」とそれ以外の居住外国人や他市民などを同等とするのは公平でな
いと感じます。また市民は普段市政に参加することはなく議会での発言権もないにも関わらず納税していない人物が「市民の意見」として思うように税金を使うことはおかしいと思
います。
・私もそうですが、太宰府市に納税もしていない者が（市職員は全員が納税者とは信じますが）市のことにとやかく口を出そうと思わないのが、ごく普通の考え方かとは思います。
・市民［納税者］の意見が優先であり、決議権があると思うから。
・私は、自分の住む町には一員として税金を納めて暮らしています。その町に必要な条例を制定する為にはお金も沢山かかると思います。あくまでも税金を納めているのは住民です。
住民の意思を最優先に取り入れるのが当然ではないかと思うので住民と市民の意思を平等に扱うのは納得できません。
・該当する市町村に納税していない人が自治に参加できるような自治基本条例はおかしいと思うので反対します。
・条例案のとおり市民が住民以外の市内の事業所等で働く人、学生、不動産を持つ人、事業活動を行う団体を含む、ということなら市に納税していない人も市政に関わるということに
なります。未成年者も有権者と同じ権利を持つことになりませんか。誰でも、有権者以外も市民としての権利を有するとなれば、何の為に税金を払っているかわからなくなります。
市政を執行する職業として市長さんや市議さんが税金から給料をもらっているのだから、市民に責任をもてというのはおかしいと思います。
・なぜ、太宰府市以外の市民、未成年、外国人の方が、太宰府市の行政、審議に発言できるのですか。おかしな条例だと思います。市に在住でもなく、納税をしていない方々が市政に
発言してほしくないです。
・たたき台文中に市民と住民が併記してくるが、どう違うのか。太宰府住民という意味なら、住民でいいのでは。市に納税していない人、団体、未成年者と太宰府市の有権者が同じ権
利を持っているのはおかしい。市政運営の主体は市長、市議、市の職員で、その為に税金を納めている。市に納税していない他市町村の住民に市政に関与させる必要はないと思う。
・第３条で定める市民とはどういうことか？納税者である住民を軽視したものではないのか？その市民に市の政策立案、まちづくりに参画させるとは言語道断である。この条例が制定
されたおりに、他市に転居し職場が太宰府にあるということで参画という名目で口出ししてよいのか？責任を持たずに口出しする住民が増えるのではないでしょうか？よそ者に口出
しされたまちづくりでは今以上に住みにくい太宰府市になると思います。まずは、もっと住民を意識した条例を考えるなど、やることがあると思います。
・太宰府市に対して納税という義務を果たしていない人（市外の人、未成年者等）に、太宰府市のことを決める権利を与える必要はないと思います。また、逆の立場として他市への参
政権が与えられたとしても、自分の住む市に対する責任と負担以上のものを背負いたくはないので、今回問題になっている条約（原文のまま：条例）に対し、反対意見を出させて戴
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No

「たたき台」に関する意見

回答

きます。
・太宰府市に納税していない人が市政に口を出してくることに理解できないからです。納税の義務を果たしていないにも関わらず、権利ばかりを主張して、その結果、市民が幸せに暮
らしていけるようになるのか疑問に思います。また、外国の方に自治権を認めてしまうと太宰府らしさが失われてしまうのではないかと不安に思います。
14

特定の主義・主張を持った組織や団体の考え方や思想等が、市政に影響を及ぼす可能性がある（13 件）
・「市民」に外国人組織、暴力団、過激派も市政に関与していいのかと思う。

市

にとって必要な意見を出してくれそうな気がしない。 市

・この資料の 8 頁、第 3 条（１）市民
にとって本当にいい事を提案していき

の定義の回答をご参照下さい。

たい。
・「会長、副会長たたき台」には全体を通して「市民」「住民」とありますが、言いわける理由がわかりません。第３条（１）に市民の意義がありますが、太宰府市の住民以外に、市
に通勤通学市外民ですら太宰府市民というのですか？まして市内で活動する外国人組織、カルト集団、暴力団も太宰府市民だというのですか？彼らにも市民の権利を持つというので
すか。持たせるというのですか。太宰府市には歴史ある場所や史跡が多く、それらは古くから太宰府市で守られてきました。その歴史ある場所が、突然出てきた得体の知れない団体
によって壊されても良いというのですか？
・「市民」の定義ですが、現条例案には国籍について明記されていません。太宰府市に生活や活動の拠点を置く者ならば、新興宗教団体や過激活動団体なども含め、日本人・外国人問
わず、どのような人達でも太宰府市の市政に関わる事が出来るようになるということでしょうか？外国人への参政権付与は違憲です。
・特定の主義主張を持った団体やカルト教団、外国人組織、暴力団等は、表向きは平和的市民団体を装っているので、市政に関わられたくない。この条例案のとおりだと、参画した自
称市民は強大な権力をふるう様になる恐れが十分あると思う。
・自治基本条例という言葉自体は、市民一人ひとりがまちづくりに参画するというとても理想郷の様な、素晴らしい社会を目指して仰っているのかなと思います。しかし、正体不明の
外国人や偏った思想をもった人々（例：オウム真理教や右翼）にまで、意見を求めていく結果になる恐れがある今回の内容には、到底賛成することはできません。
・文中にある「市民」という言葉の定義からすると、太宰府市に在住し住民税等の然るべき納税義務を果たし投票権を有する善良な太宰府市民という意味でなく、通勤者、通学生、市
内に事業所を有する人、各種団体で様々な活動をする人、などと書かれており、一歩間違うと、過激な考え方や、偏った思想の人々、或いは外国人にまで、市政に対し意見をし、そ
れが罷り通ることになりかねない大変危険な状態を生み出すことは明白です。沖縄県の基地問題の例を見ても、もともと沖縄県出身だとか、沖縄県在住の人ではなく、いわゆるプロ
市民といわれる過激左翼運動家があの様に暴力的なデモ活動や不法行為をマスメディア等で目の当たりにすると、とても恐ろしくて堪りません。私たちが普段から市政に関わるとい
うことは、普通に仕事をしている人ならばはっきり言って無理です。それができないから、選挙で投票をし、選ばれた代表の市議会議員さんや、専門的に従事していただく市役所職
員の皆様に委ねており、それが健全な議会制民主主義だと思います。一部の声が大きい人々の思惑で市政に混乱をきたす様な危険な環境を、行政側が率先して作ろうとすること自体
が信じられません。
・「市民」とは何者でしょうか？市民と住民を明確に区別していただきたいです。例えば、「市長の役割及び責務」第 11 条第 2 項にある、「市長は、政策決定を行う際には、透明性と
客観性を確保するよう努め、市民に対して説明責任を果たさなければならない。」とあるが、ここで言う「市民」とは、どういう活動をしているのか分からない団体や人間にも、怖
い団体にも、説明責任を有するのですか？ということは、オウム真理教やサギ団体にもですか？意味が分かりません。つまり反対です。
・悪意のある団体等に思い通りにされる気がします。
・悪意のある団体等に思い通りにされる気がします。
・『市民』を拡大し、他の活動団体、学生や子供などにも権利と称し、権限をもたせたり、住民のための条例とは到底考えられません。『市民』とは、誰が判断して選ぶのかも不明で
す。ましてや住民投票までさせようとしているのは怖いことです。
・第５条「市民は・・・」住民でも国家でもない『市民』。日本国憲法に「市民」は登場しない。権利も認められていない。そもそもこの制定の目的が、特定の団体や住民・組織に偏
らないものでなければならないと思います。
・太宰府市に在住している外国人は、今は少なくても、もし、多くなり、市民の半数を超えたりして、その人達の意見ばかりが通るようになったらどうするのですか。もっと慎重に考
えてもらいたい。オウム真理教や、他のカルト集団。中国や韓国の住民票を移した人達が、もし、自治基本条例をたてに、日本人、今太宰府市に住んで納税している人達を脅威にさ
らす事態になったら、どうするのですか？こわい。自治基本条例には絶対反対です。
・この条例を通してしまうと特定団体に地方行政を思うようにコントロールされる可能性もないとは言えません。
15

市民の定義がおかしい（9 件）
・そもそも市民の定義がおかしい。たとえば第 5 条で「市民は、日本国憲法及び法令により定められた権利を有するとともに、次に掲げる権利を有する」とあるが、太宰府市の住民で

・この資料の 8 頁、第 3 条（１）市民
の定義の回答をご参照下さい。

も国民でもないものに権利を与えるのは憲法違反になるのではないかと思う。このような憲法違反になりかねないような条例は即刻審議を中止していただきたい。
・地方自治法第二章「住民」のところには「日本国民たる住民」云々と５箇所も出てきます。地方自治法に於ける住民とは、日本国民を意味する事は明白であり、最高裁の判例もあり
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No

「たたき台」に関する意見

回答

ます。この条例で外国人を含む「市民」を市政に関与させることは明らかに憲法違反です。
・市民の定義があいまいです。あいまいのままで基本条例逐行される（原文のまま）のは反対です。
・条例の内容もわかりにくく、細かいことを言えば言葉の統一性がなく、意図してのことか市民・住民の定義もわかりにくいです。
・「市民」の定義、市内の居住者、通勤者、通学者、市内で事業活動その他活動を行う者、若しくは団体を市民とすることは適切か
・説明会の時に配布された、自治基本条例について書かれた用紙に目を通しましたが、内容が少しわかりづらい部分がいくつかあったので、そのあたりを明確にしてほしいと思いまし
た。特に、文章中の「市民」と「住民」についての違いがあまり理解できなかったので、具体的にどう違うのか詳しく書いてあったらよいと思います。私は、国の政治にかかわれる
のはその国の国民だけであってほしいと思うので、反対いたします。
・市民とは一体何ですか？市内在住の者ならば住民じゃないの？そのための住民基本台帳とかがあるんじゃないの？この条例が出来上がったら選挙なんて不用じゃない？
・同じ文章内に「市民」「住民」が出るなど統一性がなく、「協働」といった造語が使われており、せめて校正をするべきではないでしょうか。不完全な条例としか見えません。
・第 10 条（議員の責務）議員は有権者の「住民」から選ばれた人。市民の範囲や基準がはっきりせず、どのように「市民」の意思を把握し説明していくのか？
16

外国人参政権の推進に反対（19 件）

・ご意見にある新聞記事は、事実に反

・外国人参政権を推進するのも絶対に反対です。

した憶測に基づく記事であります

・以前、新聞で読みましたが、外国人参政権を推進する事を反対します。

し、誤った理解に基づく記述が散見

・以前新聞で視ましたが、外国人参政権を推進する行動はバカな考えだと思います。

されます。

・外国人の参政などにつながるのは論外です。

・前提となる認識が事実に反すると考

・外国人参政権を推進するのは間違いだと思います。

えますので、回答は控えさせて頂き

・外国の方も市政に参政できるとありますが、現状のままでよいのではと思います。反対します。

ます。

・外国人参政権を推進するというのも問題点もたくさんあるのではないかと思いますので、やはりこの条例には反対致します。
・外国人参政権が知らぬ間にとおる気がして危惧しています。
・外国人に参政権を許してしまうような内容に発展してしまいそうで、安心できません。
・外国人に参政権を付与しようとする自治基本条例は、地方自治法は第 4 章選挙第 18 条「選挙権」「日本国民たる年齢満 20 歳以上の者で引き続き３箇月以上市町村に住居を有するも
の・・・」に抵触し反対します。
・外国の方に地方参政権を認めると地方議会において歴史認識などの問題、安全保障上の問題が考えられる為私は自治基本条例に反対です。
・外国人参政権を推進する勢力は、この条例を「各自治体はわたしたち外国人を同じ住民・市民として認めてきている。」ものとしており、だから参政権も認めるべきと導いている。
この条例は外国人にも市政に参加する権利を与えるもの。
・外国人参政権を推進するこの条例は「各自治体はわたしたち外国人を同じ住民・市民として認めてきている」ものとしており、だから参政権も認めるべき、と導いている。この条例
は、外国人にも市政に参画するものなので、反対します。
・外国人参政権を推進する審議会は、「市内在住の外国人に対しても住民投票権を認めるべきだ」と言っていますが、自治基本条例は、外国人にも市政に参画する権利を与えられるも
のなので、この条例には反対します。
・条例の中には何点も納得出来ない所があるが、とくに外国人参政権を推進している事に疑問を感じる。太宰府市の事は日本国籍を有する 20 歳以上の太宰府市民が考えるべき。
・外国の方に地方参政権を認めると地方議会において歴史認識などの問題、安全保障上の問題が考えられる。
・外国人の参政はまちがっている。ここは日本国である。中国・韓国人が参政権を持てば、戦没者は皆犯罪者になってしまうのか？日本人の心・文化が理解できない者に参政してもら
いたくない。
・外国人に住民投票権を与える事は、国家が滅びる原因にもなるのではないかと思います。外国人の意思が通ることにより太宰府市の議会が混乱する恐れもあります。太宰府市は「歴
史の町」です、その良さが失われていくのではと心配になります。特定の団体に太宰府市内の行政をコントロールされるのは、おかしいと思います。これからも永遠に「歴史の町」
太宰府市であってほしいと願います。
・住民と市民の定義自体があいまいで、今後「市民」として外国人が市政に投票権を持つことなど、将来の太宰府が大変危険な状態になってきます。
17

子どもは勉学にはげむべきであり、まちづくりに関わらせるのはおかしい（12 件）
・子どもには権利と同時に義務を教えるべきで、まちづくりにより健やかにのびのびと育って欲しい。ただ、どれくらいの子どもに何をさせるのを主体と考える条例なのか不明。

・この資料の 18 頁、第 7 条子どもの
権利等の回答をご参照下さい。

・子どもは成人するまでに一般教養や学問を勉強することが大切だ。
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作成日：平成 27 年 10 月 27 日(火)

No

「たたき台」に関する意見

回答

・子どもや学生は自分の事で手一杯。変な条例に巻き込むな。
・学生の本分は勉学であり、まちづくりではないと思います。わざわざ条例で定め、無責任な学生の意見を取り入れますと声高にいうのも、滑稽としか言い様がありません。
・子は、町づくりなど考えるよりしっかり勉強するべきです。
・第 7 条について、色々と環境を整備すると記載されてありますが、親の立場としては、まずは学校や遊び場所の環境整備を行ってほしいと強く願っています。この条例は、そのよう
な親の気持ちを度外視して作成しているのではないかと大変不安になります。
・第 7 条の子供達にまちづくりをさせるのはどうかと思う。子供は、最初は勉学に励むことが第一であり、この条例は子供を変にしばり、のびのびと育つことができないと思う。
・「市民は、まちづくりを行う場合においては、学生等と連携するよう努めるものとする。」という項目に疑問をいだきました。そもそも学生に「まちづくり」を連携させるのはおか
しいと思います。学生は、勉強や運動をするべき期間だと思うので、この考えはおかしいと感じました。
・第 7 条について、子どもをまちづくりに参画させるなんて、普通に考えておかしいと思います。子どもには成人するまでに一般教養や学問を勉強する大切だと思います。ここまで市
民が「自治の主体」とされると今までの主張や市議会議員の皆様が条例制定後にどういう風に変わるのか心配します。また、子どもに町作りに参加させることが理解できません。大
人になるまでに必要な知識を勉強することに専念させてください。日本の国の憲法や地方自治で決められた基本に従い、豊かな町作りができることを希望します。
・子どもが町づくりに参画する権利を有するとありますが、どれくらいの子どもに何をさせるのを主体と考える条例なのでしょうか。
・未成年にそのような権利を与えるのも反対です。未成年にそのような責任は持てないと思います。
・未成年にも直接民主制による参政権が与えられている。これにおいても、そもそも直接民主制が不適切である上に、未成熟な者に参政権を与えるというのは地方行政というものを軽
く見すぎている。
18

子どもには権利と同時に義務を教えるべきである（5 件）
・子どもには、権利と義務を教え、よりよいまちづくりより健やかにのびのび育って欲しいという思いは、私もとても共感できます。
・幼稚園教諭をしており、特に子どもの権利については気になる点があります。子どもには権利と同時に義務を教えるべきですし、まちづくりにより健やかにのびのびと育って欲しい
と思います。
・私は太宰府市民ではありませんが、すでに全国で自治基本条例を制定している自治体があるようで、その中で子供の権利を入れているものは少ないとの事。子供には、権利と義務を
一緒に（同時に）教えるのが良いと思いますので、そのような偏りが生じる懸念があるようなものには、子供と関わる仕事をしているうえで反対致したく思います。
・第７条（子どもの権利）権利ばかり主張する者が多い現代、敢えて「子どもの権利」を掲げた理由を問いたい？愛郷心は教育の中でも育てることができる。
・子供が社会の一員であるという考え方もよく理解できますが、権利ばかりを主張する子供をどんどん増やしていくような社会になったら、学校教育も、家庭での生活も、けじめや責
任感が全くない、身勝手な大人になり、将来の日本の社会の姿がどうなっていくのかとても心配です。公のルールも義務も理解できない子供たちに必要なことは、権利や主義主張で
はないと思います。社会の一員としての公の精神、地域や社会に対して貢献できる人材をつくる情操教育だと思います。

19

間接民主主義の精神に反する（9 件）

・審議会でもご意見と同様な考えが示

・この条例、たたき台の第 3 条の内容が議会制民主主義、間接民主主義に反している。

されましたが、審議の中で、「間接

・そもそも、本条例の必要性はまったくありません。何故なら本市に限らず、すべての市、町、村、あるいは県政または国政については、選挙によって議員、代議士にその運営につい

民主主義を否定するものではない」

て負託しているのであって、それこそが、一番の民主的方法であり、市民、住民のあるいは国民の 民意

を反映したものであります。仮に市政等に意見があれば、選挙にて決すべ

きであります。いずれにしても、基本的に間接的民主主義を基本とすべきで、本条例は、現在の国意にも反するものであり、絶対反対です。即時の撤回を求めます。

として、その意見は退けられまし
た。

・「市民」が直接政治に参加するという制度を地方自治体が勝手につくることは、憲法上認められていないと思います。
・第１条の『・・・市民を主体とした自治の実現を図ることを目的とする』と記してある点で、地方自治も選挙を通じて負託実施されるもの。市民を主体とした自治とは間接議会制民
主主義を害するもの。
・市民が直接政治に参加を可能にするような条例は、今の間接議会制民主主義に反するものであり、仕事等を行う者にとっては不利益を被りかねないので反対します。
・自治体が取り組むべき協議会の活性化と議員の資質向上であり、法的秩序と常識を逸脱した方策を取るべきではない。
・市議会議員は憲法と法律・政令省令規則の範囲内で自由に条例を提案できますが、ここに基本条例ができてくるとさらに制約されてしまいます。議員の自由な裁量・提案を制約して
しまうので反対です。
・第 1 条の「市民を主体とした自治の実現を図る」とありますが、地方自治体は、日本国憲法、地方自治法に基づき、市長と市議会の二元代表制度の基で、自治執行権を行使していま
す。間接代表制度をとっているので「市民が主体」とは何をさすのかよくわからないですし、責任の所在もよくわかりません。
・太宰府市のことは、太宰府市に住む参政権を有する者に権利があるはずであり、このような条例が出来てしまうと何の為に選挙で市議会議員を選んでいるのか全く分からなくなって
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作成日：平成 27 年 10 月 27 日(火)

No

「たたき台」に関する意見

回答

しまう。私は議会制民主主義・間接民主主義のもと選挙を行なっているので、この太宰府市自治基本条例に全面的に反対する。
20

遵守しなければならないのは日本国憲法であり、自治基本条例を最大限尊重するという考え方はおかしい（11 件）

・答申書「第 2 条 条例の位置づけ」

・国の最高規範である「日本国憲法」以外に自治体ごとに条例が作成されると、市をまたがって通勤している人にとって混乱が置きそうです。すでに制定されている自治体があるから

の解説 2 つ目に、
「なお、この条例

と言って、急いで右にならう必要はありません。条例によってより良い生活が送れている見本となる自治体を、我々が確認できたら反対する理由もありませんが、効果も期待できな

はあくまで法律の範囲内で定めら

いことに税金を使う必要はないと思います。

れるものであり〜」と示しているよ

・私たちが遵守しなければならないのは憲法です。「条例の趣旨を最大限に尊重し整合性の確保を図るものとする」とありますが、他の条例に優越することは法律上認められません。

うに、憲法に違反しないのは当然だ

・日本国憲法に違反する様な条例には制定すべきではないと思います。

と考えています。

・自治基本条例が他の条例に優越することも認められません。
・「条例の位置づけ」という事項の第２条に「市は、他の条例、規則その他の規程の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を最大限尊重し、・・・」とありますが、日本の最高規範
は日本国憲法です。憲法に反する恐れのある本条例案の趣旨を最大限尊重するということには疑問がありますし、「政策法務」第１５条に表記されているような、地方自治体が独自
に法令を解釈・運用するということはできないと思います。
・第２条「・・・この条例の趣旨を最大限尊重し・・・」条例に最大とか優劣・軽重をつけて良いはずがない。全ての条例は地方自治法の下では平等であるはずです。
・政府がとり進めている地方への権限移譲すなわち『地方分権』政策の拡大解釈が自治基本条例の中に反映しており、地方への権限移譲の誤った考えから派生した条例となっておりま
す。広義に解釈すると日本国憲法および各種法律に抵触'する危険性を孕んだ条例内容を包含いたしております。
・日本国憲法に違反する様な条例は制定すべきではないと思います。
・憲法などの法律より強いものになるのはおかしいと思いますので、その点においても懸念があるような自治基本条例には反対致します。
・日本国憲法、法律を無視しては、国は、成り立たない。地方自治体に決定権を与えるのは国の崩壊を意味する。なぜ、こんなこわい事を、市が行おうとしているのか信じられない。
・憲法や地方自治法より強い権限が与えられる自治基本条例はいらない。国政、県政、地方自治が根本的に違う方向に進みかねない市政への関与を市外の人や、外国人を参加させるこ
とは反対します。住民が市政に感化し、自分の住む町のあるべき姿を考えていくことが基本的な姿と考える。
21

なぜ条例を制定するのかが分からない。必要性を感じない。（33 件）

・ご意見の内容は、審議会が答える立

・自治基本条例の制定に反対します。理由は、必要性が感じられないからです。

場にないため、回答は控えさせて頂

・何故、この条例を作成する事になったのか経緯を明確にしてほしい。

きます。

・私自身、今の太宰府市の在り方で十分満足している。より良い太宰府市をつくろうと取り組むことには賛成だが、何故この条例が必要なのか分からない。この条例が制定後、太宰府
市がどう変わるのか、良くなる点・悪くなる点、両方提示して欲しい。
・なぜこの条例を取り込んで行こうとしているのか、全く理解出来ない！
・今の太宰府市の在り方で十分満足です。急にこんな条例を作られても困ります。
・この条例を制定することによって、太宰府市政や納税者・住民が何を得られるのか不明瞭であり、メリットが無いように思われます。
・市民に対して一切の説明を行わずに制定されるような条例は本当に必要なのでしょうか。住民全体に関わる条例です。説明は義務だと考えます。
・第１条．第１１条は、現市長の資質が問われます。果たして、住民のための条例なのか、誰が何のために必要なのか、疑問だらけです。
・太宰府のまちづくりは、このような条例をつくらなければできないのでしょうか。
・この条例が制定されたことによる太宰府市及び太宰府市民、住民に対して、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。文章中の言葉は少しあいまいだと思います。また、も
し制定したとして、本当にこの条例の効果があるのかも疑問です。アクセサリー条例などとしてではなく、今の太宰府市に必要な条例なのかをもう一度検討していただきたいと思い
ます。
・今の太宰府市はとても住みやすい街で交通の便もよくなって安心に住ませて頂いております。今回の自治基本条例は、不要だと思い反対いたします。この条例によって本当に役に立
つとは思えませんし、不安な生活になっていくのではないかと、思います。
・自治基本条例が制定されていない今、現在に不満はないし、自治基本条例の必要性を感じないので、私は制定に反対します。
・現在の市政に満足していて、不満等一切無いので自治基本条例を制定する必要性が全く感じられません。逆に制定する事に不安があるので反対です。
・あげ出せばキリがないくらい不審な点があります。「太宰府市になぜ、自治基本条例が必要なのか」ということをもっと深く時聞をかけて、多くの声に耳を傾けて、特定の声に傾か
ないよう議論を重ねる必要があると思います。
・この条例の具体的な効果が不明瞭だと思います。利点や必要性が未だ不十分な現段階で、急いで、慌てて条例を作ることは、意味がないと思います。
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「たたき台」に関する意見
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・わざわざ自治基本条例を、お金をかけて作成する必要はないと思います。憲法や地方公務員法等ではダメでしょうか。
・町がすみやすくなることは、いいことですが、この条例で良くなるようには思いません。
・この条例に何の効果があるのでしょうか？他の自治体もやっているからうちも制定しようとその条例に多額のお金をかけるのはおかしいと思います。反対します。
・自治基本条例急いで関わることは無いと思います、世間の情勢をじっくり見極めるべきでは。
・この条例で、良き方向に行くとは考えられません、意図がわからない。住民に本当に必要な条例とは思えません。
・私自身、自治基本条例が一体どのような条例なのか、本当に私たちの生活に役立つのかがはっきりと分かりません。
・「自治基本条例を制定することは必要であるのかどうか。」ということに対して、曖昧なまま進んでしまっているので、必要である理由が明確に考えられてからでも良いのかと思っ
たからです。
・朝日新聞記事によると、自治基本条例が可決されている自治体が増えているらしいのですが、太宰府市が急いで関ることは無いと思います。世間の情勢をもっとじっくり見極めるべ
きではないでしょうか。
・パターン化した形式で意味がない。その場によって必要な条例は違うはずなのに、ただの丸写しでは意味がないと思う。本当に太宰府市に必要な条例なのかと思う。それに加え意味
のない条例に多数のお金が使われることもどうかと思う。本当に意味のある事に大切に使ってほしい。
・実際、どんな事にお金が使われているのか分からないし、何のためにやっているのか知らない人の方が多いと思う。結局は、上の人の意見だけで進められているような気がする。も
っとどんなことをしているのか、市民に分かるようにすれば、関心ももてるような気がする。正直、難しくて何をいっているのか分からなかったので。分かりやすい言葉で簡潔に説
明していただきたいと思います。
・よく知らないと大変偏った内容のものであり、太宰府市に納税をしていない人や、住んだことのない人、外国人や未成年、危険な人たちも含め、あらゆる方が市の行政に意見できる
ようにしようというのは、太宰府市の市民にとってはメリットがほぼないばかりか、リスクが大きすぎます。
・太宰府市には、必要のない条例です。反対します。国からの指示でもないのに何故他自治体に習い同内容の条例を制定しようとするのか？自治基本条例に対する反対意見も、新聞ネ
ット等で目にします。市民の定義を間違えれば、誰からでも、どんな意見でも通ってしまうかもしれない恐ろしさも考えられます。太宰府の歴史・文化が書き変わることも。このよ
うな危険性が考えられる条例には反対です。
・この自治基本条例が本当に必要なものであるかどうかの基本的な問いかけが住民になされていない状態で条例に賛成はできない。条例の細かい内容がわからないし、このたたき台も
いい意見を集約したような内容に感じられ、否定的な意見が反映されていないので不安である。
・国民に綺麗事を並べ、詳細な内容も述べない侭、強引に推し進めている様に思える。仰々何故「自治基本条例を必要とするのか」という明確な理由を議論しない曖昧な状態で可決す
る事は国として如何なものか、憲法違反を犯してまで外国人に参政権を与える意義とは、
「まちづくり」に学生と子供を参加させる目的とは一体何なのか、何もかも不明瞭な此の条例
に納得する国民は居るのだろうか、少なくとも私は反対である。
・何の為の条例制定かが見えない。何の選挙にしてもまず住民が選ぶもの。偏った選ばれ方をした代表者では（手をあげただけの人）偏った内容になる。国あっての市であり、住民あ
っての市である。基本条例を制定して「良くなる点の説明者」「悪くなる説明者」両者の比較なくしては無意味な条例となる。
・人の考えは十人十色、こういった条例を作って少数の強くものを言う人の意見のみまかり通るようなことがあっては絶対にあってはいけないと思います。これによりこの先、我々日
本人に何か得があるのかよく理解できません。良い面も多々ありました家（家族）というものが、崩壊しました現今、次は古里の町（市）最終的には国をもつぶしていこうと考えて
いる人がいるのかと思うと空恐ろしい気もします。こういった思いを持たせる条例成立に反対します。
・一見すると、自分の住むまちのことは、自分達で決めていこうという魅力的な制度にも思えます。しかし、本当に市民全員の意見が充分に反映されるのか、今までの制度ではダメな
のか、また最近、話題となっている外国人参政権の問題等も、この条例は抱えており、慎重に考える必要があると思いました。
・一度制定してしまうと改制が困しい（原文のまま：改正が難しい）のであれば、その分慎重に時間をかけて議論すべきである。
22

自治基本条例制定の取り組みが、市民に周知されていない（20 件）

・本条例は、情報を積極的に提供し「情

・始めて知った。

報共有」に努めることが大原則であ

・この条例に対しての一般住民の認知度が低く、十分な議論もされないままの一般住民の知らない条例は、誰の為の条例なのかわかりません。

ると考えます。

・まず、この条例そのものの存在を太宰府市の住民であるのに全く知らなかった事に驚きました。
（私の周囲の方々も全く知りません）そんな中で、パブリック・コメントを求めている ・今回の審議会による意見募集は、自
事も理解できないし、何のメリットも感じられません。
・そもそもこんな条例を作成する事も知らないし、知らせようともしないのが理解できない。そんな中でパブリック・コメントを求めていることも理解できない。条例を通すためこん
な進め方を行っている事に納得が出来ないため、この条例も反対します。

治基本条例策定の取り組みを、市民
のみなさんに周知する目的もあり
ました。
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作成日：平成 27 年 10 月 27 日(火)

No

「たたき台」に関する意見

回答

・今の太宰府の在り方で十分満足していますし、そもそもこのような条例を作成する事も知りませんでした。市民が知る機会がなかったように思います。そんな中でパブリック・コメ ・今後も、さまざまな形で情報共有が
ントを求めている事も理解できません。
・平成 23 年 11 月頃から審議会より、策定が進んでいたことを最近知りました。まず、前文にある『市民を主体としたまちづくりの実現』を目的とするものが、作られている事があま

図られることを目指して、答申書を
まとめました。

り知られていない。
・太宰府市で「自治基本条例」が審議される事を最近知りました。私の回りで聞いてみたところ、全員が知らないという返事。この様なことはあってはならないと考えます。有権者の
意見を聞かず、審議会メンバーで決めていくこと、条例そのものに絶対反対します。又、回覧という形（一方的な）だけで市民の皆さまに意見を募集する方法もおかしいと考えます
し、自治基本条例は必要ありません。
・基本条例をいつから準備していたのかも知らないし、一部の人達で考えて作り上げたものは不用です。
・今回のたたき台のコメントを募集している事で初めて条例の作成をされていることを知りました。よりよい町づくりを一般の市民と行うべき事ですが、一般の市民があまり知らない
中で、意見を求める範囲も曖昧だと思います。たたき台に寄せられた賛成・反対の双方の意見を充分に協議して、住みやすい町を作ってほしいと思います。知名度の高い太宰府だか
らこそ外国人の意見に左右されない強い意志を持って、慎重に取り組んでほしいと思います。
・この間仕事場の勉強会で初めてこの条例の事を知りました。太宰府市に住む人たちががんばって町がよくなる用に考えてください。
・職場の勉強会でこの条例を知りましたが、太宰府に通勤する人の意見も取り入れられるそうですが、通勤しているだけで、太宰府のことまでわかりませんので、地元の方の意見を大
事にされた方がいいと思います。
・職場の勉強会で初めてこの条例のたたき台の事を知りました。太宰府の町づくりに市外に住む私達が無責任な立場で意見を提出する事そのものがおかしいと思います。意見を提出す
る人は市内に住所を有する人であればだれでもよいのはおかしいと思います。太宰府市のみなさんで考えて作ってほしいと思います。
・太宰府市に通勤・通学している人も市民となるこの条例が現在審議されていることを、太宰府市在住でない該当者はあまり知らないと思います。そういう方々に広く審議しているこ
とを知らせるべきだと思います。知らないうちに市民にされても困ります。
・地元の太宰府の人達がそんな大切な条例を作ろうとしている審議会の事さえ知らない人が多いのはおかしいと思います。多額の税金が無駄になっているようでとても残念です。
・住民に自治基本条例を制定しようとしていること自体浸透していないので、まだ審議が必要だと思います。
・三年程も前から、この条例が作られていた事も知りませんでした。
・私は太宰府市民ですが、まずこの自治基本条例を講演会で初めて知りました。自分が住んでいるまちなので、よりよいまちにしていく為に自分達で決めていこうというのは、とても
魅力的な制度のように思いますが、本当に市民全員の意見を聞いてもらえるのか分からないし、市民同士で意見のすれ違いが生じると、それこそギクシャクして問題が増えそうな気
がして、不安の方が大きく感じます。そして、そもそも憲法を全て把握している訳ではないので、一般市民は憲法との境目がよけい分からなくなるのではと思います。
・自治基本条例が市民に浸透していないのにもかかわらず逐行されるのには疑問です。
・一般市民・住民の関心は低い。
・市議の方でさえ理解されていないものを性急に判定しようとするのはやめて頂きたいです。
23

条例制定が市民からの要望によるものなのか不明確である（7 件）

・ご意見の内容は、審議会が答える立

・そもそも一般市民から要望のないものを条例として制定すること自体が理解できません。

場にないため、回答は控えさせて頂

・自治基本条例を作って欲しいと言い出したのは市民からの要望なのか。どこの誰か明確にしてください。もしも太宰府市の住民だったら何人の意見なのか、はっきりとした人数を掲

きます。

載すべき
・この条例を考えたのはどこの誰ですか。明確にしてください。
・この条例は住民からの要望で制定されるのでしょうか。市民の意見を反映させる前に、まずは住民の意見をしっかり取り入れていくことが大事だと思います。
・この条例は住民からの要望で制定されるのでしょうか。市民の意見を反映させる前に、まずは住民の意見をしっかり取り入れていくことが大事だと思います。住民税を納めているの
は市民ではなく住民です。そのお金は住民のために使うべきです。また、住民を大事にできていないのに市民を大事にできているとは思えません。今求められていることは、新しい
条例の制定ではなく住民の思いを実現することができる存在なのではないでしょうか。
・そもそも太宰府市住民から制定の要望があったのでしょうか？数年前から会議が開かれているとのことですが、一般住民の関心は低いように感じます。
・そもそも一般市民から要望のないものを条例として制定すること自体が理解できません。有識者と言えば問題がないかのように進めていき、内容もほぼわかってない住民の賛成を得
たかのようにする市政の穴をついたやり方に断固として反対します。
24

税金の無駄遣いである（13 件）

・ご意見の内容は、審議会が答える立
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作成日：平成 27 年 10 月 27 日(火)

No

「たたき台」に関する意見
・この条例を成立するまでに１０００万円という多大な金額が掛かっているということを太宰府市の職員の方にお聞きしました。本当に税金の無駄遣いだと思います。そんなことより
ももっと太宰府市がより豊かになるような使い方をしてほしいと願っています。

回答
場にないため、回答は控えさせて頂
きます。

・多額の税金をかけてまで効果ないことをすることはないと思う。条例なんて、そんな簡単に上の人だけで作るものではないと思います。
・多額の税金をかけてまで作る基本条例ではないと思う。もっと太宰府市民の意思を聞くべきだと思う。
・この自治基本条例制定後の行政コストや職員人件費等を考えると財政破たんを懸念します。
・私共の税金はこんなものを作ってもらいたくて払っているのではない。
・私共の税金はこんなものを作ってもらいたくて払っているのではない！！ただでさえ高いのに！
・この条例を作成・成立させるのに今まで約 1,000 万円かかっているという事実を太宰府市職員に直接聞きました。こんな条例を作らなければならないほど、困った現状ではないと思
います。税金の無駄遣いだと思います。そんなお金があるのであれば、住民がより良い生活・安全な毎日を送れるような事に使用すべきです。
・この条例について今までに多額の税金が使用されていると伺い、驚いています。本当に必要なところに必要なことを取り組むべきだと思います。
・他の自治体がやっているからと言って制定してもだれのための条例なのかわからないし、成立するまでの予算や成立後のランニングコストが無駄にかかるだけだと思います。
・税金の無駄使いじゃないですか。
・この条例を制定するために多くの費用が必要になります。さらに、制定後も費用が掛かります。
・住民が望んでいないことに税金を使われるより、福祉・医療・教育に税金を使ってほしいと強く願います。
・この条例については、成立後のランニングコストも含めて、数千万という多額の費用が掛かるという調査結果が出ておりますが、この条例を成立させる目的は、市長のマニフェスト
実現だけのためであり、他の行政もやっているから追随するといった安易なもので、投資対効果はゼロです。市民のために検討いただくことの他にも大事なことがあるにも拘わらず、
市民を無視したこの条例の制定には反対です。
25

議員の方々に、より良い市政作りを行ってほしい（9 件）

・ご意見の内容は、審議会が答える立

・とにかく、あせることなく審議会の中で議論をし、市民を代表する市議会議員の公正な判断を求めます。

場にないため、回答は控えさせて頂

・選挙で市議会議員、市長を選んでいるのだから、もっとしっかりして欲しい。市政を市長や議員に任せているのだから。

きます。

・いつもは政治などに関心が有りませんが、少し自分の住んでいる市はどうなのか考える機会を持てました。有権者の代表は、もう少ししっかりして欲しいと思います。市役所の方、
市議の方、市長さんに頑張っていただきたいと思います。
・市民を代表する市議会議員のみなさんに、良く考えて良い町を作ってもらいたいです。
・市民の代表である市議会議員の皆様の正しい認識による判断を期待します。
・住民から選ばれた市議会議員に、尚一層の期待をこめて条例案の廃止を求めます。
・市議の方は有権者の意見を聞く事は大事ですが、選ばれて言うなれば有権者の代表なのだから、自分自身で勉強され、市政をよりよくしていけば良いのでは。市議はそれで給与をも
らっているし、私達会社員でさえ日々努力をしています。仕事はそんなに甘いものではないはずです。
・有権者でもないし、納税もしていない者が意見を書く事は望ましく有りませんが、通勤している者として無関心ではいけないので記入します。いつもは政治などに関心が有りません
が、少し自分の住んでいる市はどうなのか考える機会を持てました。有権者の代表は、もう少ししっかりして欲しいと思います。市役所の方、市議の方、市長さんに頑張っていただ
きたいと思います。ご自分達の力で！！よって反対です。
・議員の方々に、より良い市政作りを行ってほしい。
26

なぜ会長・副会長のたたき台なのか疑問である（8 件）
・太宰府市のホームページに載せている「太宰府市自治基本条例（仮称）
」がなぜ会長・副会長のたたき台なのか疑問に感じます。正しくは、審議会のたたき台を出すべきではないでし
ょうか。そのようなおかしな事をする人たちが作成した条例に賛成できません。

・ご指摘の内容は、12 回審議会で議論
いたしました。
・審議会で成案をとりまとめた後で実

・太宰府市のホームページに載せている「太宰府市自治基本条例（仮称）
」がなぜ審議会のたたき台ではなく、会長・副会長のたたき台なのか疑問に感じます。

施すれば、会長・副会長私案という

・太宰府市のホームページに載せている『太宰府市自治基本条例(仮称)』がなぜ会長・副会長のたたき台なのか疑問に感じます。正しくは審議会のたたき台を出すべきだと思います。そ

表現ではなくなったと思いますが、

んなおかしなことを平気でする人たちが作成した条例に賛成なんか出来ません。
・そもそも審議会が存在するにも関わらず、
「会長・副会長」によるたたき台とは一体どういうことでしょうか？他の審議会のメンバーのご意見はないのでしょうか？充分に審議会内で
のメンバー全員の意思の吸い上げはされているのでしょうか？
・太宰府市自治基本条例(仮称)会長・副会長たたき台(文案)となっていますが、そもそもなぜ会長・副会長のたたき台の段階で意見を募集しているのでしょうか。きちんと審議会で議論

第 1 に、時間的制約があり、急ぐ必
要があったこと、第 2 に、できるだ
け早い段階でご意見を伺った方が
審議会の議論に反映できると考え
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作成日：平成 27 年 10 月 27 日(火)

No

「たたき台」に関する意見

回答

して審議会としての文案を出して頂きたいと思います。これでは会長・副会長の個人的な案であり、制定ありきで進んでいるかのようにとらえられますし、審議会がきちんと機能し

たことから、
「私案」
（たたき台）と

ているのか甚だ疑問です。このような重要な条例は急ぐ必要はないと思いますので、審議会で十分に審議をつくしていただきたいです。

いう形でまとめ、意見を募集するこ

・今回のたたき台が何故、会長、副会長によるものなのか疑問です。審議会の中の賛成と反対の両方の意見で協議されたものですか。
・審議会のメンバーの人選決定は、どなたがどのような基準で行ったのでしょうか？その明示を是非お願いしたいです。

とになりました。
・案なしで意見募集するという方策も

・前文で記載されている「私たちの想いを実現するため」とありますが誰の想いかが疑問です。条例のたたき台を作成している審議会の会長は九州大学大学院の准教授と聞いています。

考えられないわけではなかったで

太宰府市に住んでもなく、太宰府市に納税もしていない人の想いを何故実現させなければいけないのかがわかりません。又、それを、何故、太宰府市以外に住む人たちと協力しなが

すが、「条例の形になったものがあ

ら、まちづくりを行っていかなければいけないのかがわかりません。

った方が、具体的に、より建設的な
議論できる」と考えました。
・市民への意見募集は「審議会自身が
市民の皆様からご意見を伺い、多様
な視点から審議を進めていくこと
が、新しい自治を考えていく上で有
効であろう」という試みでした。
・分かりにくい面があったかと思いま
すが、あくまで今回のパブリックコ
メントの実施主体は審議会であり、
行政が議会へ上程する前に行うパ
ブリック・コメントとは別のもので
した。
・皆様から集まったご意見を参考にた
たき台を審議し、答申書をまとめま
した。

27

条例制定の推進派と反対派の両方の意見を聞きたい（5 件）

・ご意見の内容は、審議会が答える立

・今回のたたき台は、会長、副会長の文案によるものですが、審議会の中で賛否があったと思いますが、推進派の意見ばかりが集約されているように思えます。

場にないため、回答は控えさせて頂

・自治基本条例のことをインターネットで検索すると反対するページが多く不安に思うからです。他の自治体では、この条例案が否決されていることが増えているそうです。しかし、
『会

きます。

長・副会長たたき台』を見ると他条例は載っているものの、否決された自治体の否決理由が載っていないのが疑問に思います。
・最近条例案が否決される自治体が増えているという事を耳にしました。なぜなのかを調査したかどうかを教えて欲しいです。調査したのであれば、その内容を教えて欲しいです。
・太宰府市民も両派のイデオロギーの討論会など企画してほしい。太宰府市はあまり急いで関わる事が無い方が良いのでは。
・太宰府市で現在検討が進められている自治基本条例には、市民参画という良い響きとは裏腹に多くの危険性が含まれていると思います。これまで多くの時間と労力を費やしてこられ
たとは思いますが、条例の反対意見にも耳を傾けて頂き、反対派の講演会や勉強会などを企画して頂き、市の広報などを利用して多くの方々に双方の考えを周知して頂きたいと思い
ます。
28

その他（12 件）
・開かれた議会運営とは何ぞや？血迷った事言うな。恥さらしの町にしたいのか！！

・条文審議には直接関係がないため、
回答は控えさせて頂きます。

・市役所職員組合が選挙協力のバーターとして市長に、この条例実現を迫っているという事実を聞きました。そんな理由で作られる条例には断固反対。
・大変美しい表現の文章にまとめられているようだが、言葉の意味を勘違いして、平和や安全を想像される巧みな美辞麗句が多い。
・日本人が日本を作っていくため、主体はすばらしい日本人を教育していく文化都市としての太宰府が望ましいと考えます。
・
「協働」の定義も市民に押し付けていいのか。
・参画と協働との違いをはっきりわかりやすく説明してください。
・条例の定義が曖昧でただきれいごとをつらつらと書いているような印象を受けました。
・条例のたたき台も抽象的な表現が多く、内容もわかりづらいのに、参画する権利を与えようとしている子どもたちが理解できるのか疑問です。子どもたちに理解させる場はどこにあ
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作成日：平成 27 年 10 月 27 日(火)

No

「たたき台」に関する意見

回答

るのでしょうか。学校で教えて頂けるのでしょうか？
・地方自治体はこれまで以上に主体性を持つ事になると言えば聞こえはいいですが、実際は利益や特権を得られる時に動くとされる、プロ市民と呼ばれる人達が実権を握るに等しい条
例だと聞いています。また、全国では約 1700 の内、300 を超える市町村で自治基本条例が制定されていると聞いています。13 年間でこの勢いなので、このままだと太宰府市のみな
らず、ゆくゆくは日本の統治機構そのものに問題をきたすことは間違いないと思います。私はこの条例制定に対して反対します。
・また以前より市政及び市議会は非常に閉鎖的であり、まちを担う地域住民の意見にもっと真撃に耳を傾けるべきではないだろうか。特に現市長になってからの市政の運営には大きな
不安を感じざるを得ない。この自治基本条例も詳細が見えないし、細かな説明がない以上、反対します。
・他の自治体がやっているから太宰府市も制定しようというアクセサリー感覚の条例ならやめてほしいです。
・この様な条例審議には反対であり、他の市町村でもやっているのでうちもという考え方は捨て、もっと慎重に市民サイド(本市納税者)に立ったものをすべきであります。
産経新聞の記事に基づいた意見
29

・この条例案には本年 4 月 23 日、産経新聞から痛烈な批判記事が掲載され、既に公知の事実ですが、同条例案には外国人住民投票権への道を開く意図が隠されており、極めて危険な条 ・ご意見にある新聞記事は、事実に反
例であると指摘されています。
（同記事を添付）
・上記記事には 12 名中の審議会員の一人が外国人住民投票権取り込みを画策しているとの指摘があります。この人物が仮に同審議会の会長であるとすれば、このような特別な考えを持
つ人物を審査会会長に委嘱した現太宰府市市長の政治責任は極めて重大です。

した憶測に基づく記事であります
し、誤った理解に基づく記述が散見
されます。

・加えて、私より更に深刻な考え方かも知れませんが、
「地方から国家解体を目指す勢力（自治労・部落解放同盟・民団）らの策謀に乗せられる基本ソフト」だという八木秀次教授の痛 ・前提になるご認識に違いがあること
烈な指摘も同記事中にあります。また、自民党筋もようやくこの種の基本条例の危険性に気づき始め各支部に注意喚起を促し、プロジェクトチームを発足させたという指摘もありま

を確認し、審議を行いました。

す。
・東京都知選挙にも出馬され政治的影響力もある田母神俊雄氏も、ご自身のツイートの中で、
「自民党が地方組織に外国人の住民投票参加を認める「自治基本条例」が制定されないよう
通達を出したそうです。大賛成です。外国人に参政権を与えてはいけません。戦後の日本は自治基本条例の制定のような形で、伝統的な日本が壊されていくのです。日本侵略は、軍
事的侵略ばかりではありません。
」という痛烈な批判もあります。
・仮に太宰府市が外国人住民投票権を取り込みたいと思うなら、私は、まずはそれのみを争点とした住民投票を行うかどうか、または、それを争点とした市長選挙をするのが先決だと
考えます。現状の争点隠しが見え見えの現太宰府市の意見聴取の手法は極めて姑息・卑劣というほかはありません。
条文以外のこと
30

第６条第４項 市議選の場合、各候補の選挙公約がよく分かりません。やりたいことは何か、分かりやすい表現を。

・審議を重ね、答申書の第 6 条第 5 項
のように修正しました。解説と合わ
せてご確認下さい。

31

・太宰府市の施策には何事においても市民の声が生かされておりません市民の声に対し真撃に耳を傾け、施策に反映させる。その事ができていなし、からこそ独りよがり的な太宰府の ・重要なご指摘だと思います。ご意見
施策となってしまうのではないでしょうか。

のような思いを持って、審議を行い
ました。

32

・市民の生活道路を確保できる、自治会条例（原文のまま）をお願いします。

・条文審議には直接関係がないため、
回答は控えさせて頂きます。
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（仮称）太宰府市自治基本条例 答申書（案）

平成２７年１０月

太宰府市自治基本条例審議会
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（前文）
四王寺山や宝満山等のみどり豊かな自然と文化遺産に恵まれた私たちのまち太宰府市
は、かつて「遠の朝廷(とおのみかど)」と呼ばれた九州の政治の中心であり、また外国
との窓口として歴史的にも重要な役割を果たしてきました。今日でも、太宰府天満宮、
特別史跡大宰府跡、水城跡、大野城跡をはじめとする歴史的・文化的遺産や、九州国立
博物館等の文化施設を有する全国屈指の観光都市であり、学問・文化交流の拠点として
の良き伝統を受け継いでいます。
先人たちが築いてきたこの歴史と文化、そして豊かな自然は、私たちの大きな誇りで
す。私たちは、こうしたこのまちの良さを守り、しっかりと育てていきたいと願ってい
ます。
一方、高齢化問題をはじめとして、さまざまな問題が生じています。私たちは、すべ
ての住民がこのまちで幸せに暮らせるよう、主体的に問題解決に取り組み、明るい未来
をつくりあげていきたいと考えています。
こうした私たちの想いを実現するためには、市民一人ひとりがこのまちの主人公であ
るという理念のもと、市民、コミュニティ、議会、市長等が、市民等の自主性及び自律
性を尊重しつつ、互いに協力しながらまちづくりを行っていく必要があります。
そこで私たちは、市民を主体としたまちづくりの実現に取り組み、
「太宰府に住んでよ
かった」と実感することができるよう、太宰府市にかかわるすべての人が笑顔あふれる
まちを目指して、ここに太宰府市自治基本条例を制定し、本市における自治の基本原則
を定めます。
○解説
・前文は、この条例の制定にあたっての私たち市民の想いを明らかにするものです。分
かりやすく、親しみをもってもらえるよう「ですます調」を用いました。
・第１段落は、太宰府市が、太宰府天満宮や４つの特別史跡などの歴史的・文化的遺産
や九州国立博物館等の文化施設などを有する全国屈指の観光都市であること、良き伝
統を有していることを述べています。
・太宰府天満宮につき、
「一宗教法人を条例に規定して良いのか？」といったご懸念が一
部にありましたが、宗教法人としての「太宰府天満宮」ではなく、観光都市・太宰府
が誇る屈指の観光地としての太宰府天満宮を取り上げています。誤解が生じないよう、
「歴史的・文化的遺産」としての位置づけを明確にしました。
・ 良き伝統 とは、太宰府が、さまざまな人々が行き交い、学問・文化の交流拠点とし
て、 開かれた場 であり続けてきたことを指します。
・第２段落と第３段落は、太宰府市の誇りである歴史・文化・自然を守り、育てるとと
もに、問題解決を通じて明るい未来をつくりあげるために、私たち市民が主体的に取
り組むことを宣言しています。
・第４段落は、
「市民一人ひとりがこのまちの主人公である」という理念、市民等の自主
性・自律性を大事にしていくことの大切さ、「協力なくしてまちづくりなし」というこ
との確認をするものです。
・第５段落は、自治基本条例を通じて私たちがどのような太宰府市の姿を実現したいと
考えているのかを明らかにしています。
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第１章 総則
（目的）
第１条

この条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を定めることにより、

市民、コミュニティ、議会及び市長等が、互いに理解を深め信頼しあう関係を築き、
市民を主体とした自治の実現を図ることを目的とする。
○解説
・この条例の目的は「市民を主体とした自治の実現を図ること」です。
この目的を実現するため、市民、コミュニティ、議会、市長等が、互いに不信感をも
って対立しあうのではなく、互いに理解を深め信頼しあう関係を築くことこそが大事
である、という本条例の基本的な考え方が示されています。

2

（条例の位置づけ）
第２条

議会及び市長等は、他の条例、規則その他の規程の制定改廃に当たっては、こ

の条例の趣旨を最大限尊重し、整合性の確保を図るものとする。本市の市政運営上必
要な基本構想その他計画を策定し、これらに基づく施策及び事業を実施し、又は法令
等（法令、条例、規則その他の規程をいう。
）を執行する場合も同様とする。
○解説
・自治基本条例は、まさに「自治の基本」を定めるものであり、その「基本」が軽視さ
れることはあってはなりません。そこで、これを最大限尊重すること、他の条例等と
の整合性を図ることを規定しました。いわば当然のことを確認するための「確認規定」
という位置付けになります。
・なお、この条例はあくまで法律の範囲内で定められるものであり、憲法のように最高
法規性を有するものではありません。
・法の形式上の効力においては、他の条例と違いはなく、この条例と他の条例との関係
は、国における基本法と個別法の関係と同様になります。国の基本法がそうであるよ
うに、その趣旨が尊重され、他の条例の解釈、運用の指針となる条例として位置付け
られるものです。

3

（定義）
第３条

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。
(1) 市民

市内に住所を有する者（以下「住民」という。）、市内の事業所等に通勤す

る者、市内の学校に通学する者、市内に不動産を所有する者又は市内で事業活
動その他の活動を行う者若しくは団体（以下、｢事業者等」という。）をいう。
(2) 市長等

市長、教育委員会、選挙管理委員会その他の執行機関並びに当該執行機

関等の事務等に従事する職員をいう。
(3) まちづくり

太宰府市を住みやすく、魅力あふれるまちにするためのあらゆる取

り組みをいう
(4) 市民参画

市の政策立案等の過程において市民が責任を持って主体的にかかわる

ことをいう。
(5) 協働

まちづくりにかかわる多様な主体が、それぞれの役割及び責務を自覚し、

市民及びコミュニティの自主性及び自律性を尊重し、対等な立場で連携し、協
力して課題解決に取り組むことをいう。
(6) コミュニティ

自治会等の地縁による団体及び地域社会の実現に資すると認めら

れる特定非営利活動法人その他これらに類する団体をいう。
○解説
・第１号で定義している「市民」は、①まちづくりは、住民だけではなく、本市に関わ
る多くの人々の協力のもとで進めることが必要であること、②住民以外の方々にも責
務があることを認識していただくことが必要であることに鑑み、太宰府市に関わりを
持つ一定の人々まで含める形で定義しています。
・第３号で定義している「まちづくり」とは、単に道路や公園等の整備だけではなく、
子育て、障がい児・者支援、高齢者支援、環境、教育、都市としての発展等、幅広い
分野における取り組みをいいます。
・第５号では、多様化する課題の解決を行うには、行政だけでなく、さまざまな主体の
協力が不可欠であるため、
「協働」という言葉を定義しました。
「協働」の名の下で、
「行
政によるＮＰＯの下請化」や「行政によるコミュニティへの業務の押し付け」等が生
じないよう、
「自主性及び自律性を尊重し」という文言を入れている点がポイントの一
つです。

4

（自治の基本原則）
第４条 市政は、住民の信託に基づき行われるものとする。
２

市民、議会及び市長等は、市政運営に関する情報を共有するものとする。

３

議会及び市長等は、市政への市民参画の機会を保障するものとする。

４

議会及び市長等は、市政を進めるに当たって、市民に対し、分かりやすい説明を行

うものとする。
５

市民、コミュニティ、議会、市長等は、協働してまちづくりを行うものとする。

○解説
・条例に定める目的の実現を目指し、まちづくりに係わる各主体が共有すべき原則を規
定しています。
・第１項は、 主権者としての日本国民が、日本国憲法を通じて、日本全体に関わる事柄
については中央政府に、身近な事柄については自治体に信託している

という日本国

憲法前文の含意を踏まえ、市政が住民からの信託に基づき行われるということを確認
的に規定しています。
・第２項から第４項は、第１項を担保するために求められる市政のあり方を規定してい
ます。
・第３項は、市民参画の機会の保障を定めていますが、市民参画の具体的なあり方は個
別の場面で違ってきます。市長等は、そのあり方についての市民の声も受け止めなが
ら、よりよい市民参画のあり方を模索していく必要があります。
・第５項は、第１条の趣旨を踏まえ、協働のまちづくりを規定しています。

5

第２章 市民
（市民の権利）
第５条

市民は、日本国憲法及び法令により定められた権利を有するとともに、次に掲

げる権利を有する。
(1) 市政運営に関する情報を知る権利
(2) まちづくりに参画し、意見を表明し、又は提案する権利
（市民の責務）
第６条

市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、知る権利を積極的に行使し、

及び互いの人権を尊重し、助け合いの精神をもってまちづくりに参画するよう努める
ものとする。
２

市民は、自治の主体として発言をし、又は行動するに当たっては、その発言及び行
動に責任を持つものとする。

３

市民は、相互の連携を図り、協力してまちづくりを行うよう努めるものとする。

４

前項の場合において、市民は、学生や若者等の意見及び活動を尊重するよう努める
ものとする。

５

選挙権を有する市民は、その行使に努めるものとする。

○解説
（市民の権利）
・第４条第２項で「情報共有」を自治の基本原則としていますが、第５条第１号が定め
る「情報を知る権利」は、
「情報共有」を図るための重要な権利です。また、「情報を
知る権利」の保障は、市民等がまちづくりや市政運営に参画し、市長等と協働してま
ちづくりを行うための前提条件となります。
・なお、ここでいう「市政運営」は、行政側の運営だけではなく、議会活動および議員
活動の全てが含まれます。
・第５条第２号は、まちづくりに対して「参画」「意見の表明」「意見の提案」を行う権
利が市民にあることを確認するものです。
（市民の責務）
・第６条第１項は、一人ひとりの日々の生活がそのまま「まちづくり」につながってい
るという考えに基づき、
「自治の主体」としての自覚、知る権利の行使、人権尊重、助
け合いの精神をもってまちづくりに参画すべきことを規定しています。
・第６条第２項は、無責任な行動・発言や「言いっぱなし」に陥らないよう、市民に自
覚を促すための条文です。
・本市には守っていくべき良き伝統がありますが、太宰府市をより魅力あるまちにして
いくためには、新たな発想も必要です。これまでも、さまざまな機会を通じて、学生
や若者の意見を取り入れてきましたが、第６条第３項及び第４項では、市民の具体的
な行動指針として、相互の連携を図ること、さまざまな個性をもつ学生等の意見や活
動を尊重すべきことをあらためて規定しました。
・第６条第５項は、一人ひとりの有権者が議員活動に関心を持ちつつ、意識を持って選
挙権を行使していくことが、よりよい市政運営につながると考え規定しました。
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（子どもの権利等）
第７条 子どもは、健やかに成長する権利を有する。
２

子どもは、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有する。

３

市民及びコミュニティは、子どもが未来を担う大事な存在であることを認識し、地

域における世代間交流や見守り活動等により、子どもの健全育成及び安全の確保に努
めるものとする。
４

市民及びコミュニティは、子どもがまちづくりの主体として学び育っていけるよう、

環境の整備に努めるものとする
５

議会及び市長等は、子どもたちが、自らがまちづくりの主体であることを自覚しな

がら成長できるよう、環境の整備に努めるものとする。
６

議会及び市長等は、子どもがまちづくりに関して自らの意見を表明できる環境の整

備に努めるとともに、表明された意見をまちづくりに活用する仕組みの構築に努める
ものとする。
○解説
・
「児童の権利に関する条約」
（日本は 1994 年４月 22 日に批准。同年５月 22 日に効力発
生）は、
「人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族
的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる
差別もなしに」、
「自由に自己の意見を表明する権利」など、同条約で定められた諸権
利が子どもに保障されることを定めています。
本条は、この条約を踏まえ、子どもを一人の人間として尊重するとともに、子どもは
太宰府市の将来を担う大事な存在であるという認識の下、市民、コミュニティ、市長
等、それぞれ規定しています。
・第６項に基づく具体的な取り組みとしては、「こども議会」の設置等が考えられます。
たとえば、島根県海士町では、小さい頃から自分達の地域の問題を解決する力を身に
つけてもらうため、小学６年生が卒業までの１年をかけて地域の課題を探し、インタ
ビュー等調査をし、解決するための提案をするという仕組みを設けています。

（事業者等の役割と責務）
第８条

事業者等は、地域社会の一員として、その社会的な役割を認識し、地域社会の

調和ある発展のために協力するよう努めるものとする。
○解説
・
「事業者」は、本条例の「市民」の定義の中に含まれていますので、あえてそれとは別
に本条を規定する必要はないのではないか、という意見もあるかもしれません。しか
し、まちづくりの成否にとって事業者の協力は決定的に重要ですし、他方で、とりわ
け民間事業者の場合、時として、利益追求との関係で協力が得られにくい面があると
思われます。そこで、太宰府市の調和ある発展を実現するためには、地域社会の一員
としての事業者の連携・協力を明記する必要があると考え、本条文を設けました。
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第３章 議会
（議会の役割及び責務）
第９条

議会は、市政上の重要な意思決定を行う機関及び執行機関を監視する機関とし

ての役割を果たすとともに、政策の立案に積極的に取り組むものとする。
２

議会は、市民参画の推進等、開かれた議会運営の実現に努めなければならない。

３

議会は、市民に対して議会の議決、審査又は議会活動について、その経緯、理由等
をより簡便に知ることができるよう説明責任を負うものとする。

（議員の役割及び責務）
第１０条

議員は、この条例を遵守し、住民の負託にこたえるために、多様な方法で市

民の意思を把握し、総合的な視点にたって、公正かつ誠実に職務を遂行する責務を有
する。
２

議員は、調査研究その他の活動を通じ、議会における審議及び政策の立案活動の充
実に努めなければならない。

３

議員は、自らの議員活動に関する情報を提供し、及び議会の議決に関する自らの見
解を市民に積極的かつ分かりやすく説明するよう努めるものとする。

４

議員は、前３項に定めるもののほか、この条例に規定する市民としての責務を遵守
しなければならない。

○解説
（議会の役割及び責務）
・第９条第１項では、議会は、市政上の重要な意思決定を行うことや、市政運営の監視
を行うことはもちろんのこと、政策立案に積極的に取り組むことが議会の責務である
ことを規定しています。
・第９条第２項の「開かれた議会運営」とは、一言で言えば、「誰もがアクセスしやすい
議会運営」のことです。これを実現するためには、①積極的な情報提供等により議会
運営の透明性を高め、また、②公聴会制度を活用するなどして議会の場で市民の意見
を聴く場を設け、③意見聴取会、出前議会等を行うことで、議会自らが市民のもとへ
出向き、市民意思の把握に努める必要があります。
（議員の役割及び責務）
・第１０条第１項の「総合的視点」とは、①個別行政分野間の調和と調整を確保すると
いう視点、②企画・立案、執行、評価という市政運営のプロセス全体に目を配るとい
う視点、③地域間バランスなど太宰府市全体の状況を見て判断するという視点の三つ
を意味します。
・第１０条第３項では、議員は議会の構成員として市民福祉の向上を目指して行動し、
その議員活動について、たとえば自らのホームページや会報誌、あるいは市政報告会
等を通じ、できるだけ数多く市民に説明する機会を設けることの必要性を定めていま
す。
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第４章 市長等
（市長の役割及び責務）
第１１条

市長は、市全体の代表者として、この条例を遵守し、市民の声を真摯に受け

止め、公正かつ誠実に市政運営を行わなければならない。
２

市長は、政策決定を行う際には、透明性と客観性を確保するように努め、市民に対
し説明責任を果たすよう努めるものとする。

３

市長は、前２項に定めるもののほか、この条例に規定する市民としての責務を遵守
しなければならない。

（職員の役割及び責務）
第１２条

職員は、全体の奉仕者として、この条例を遵守し、市民の声を真摯に受け止

め、市民ニーズに適切に対応し、公正かつ誠実に法令等を遵守し職務を遂行しなけれ
ばならない。
２

職員は、自らを研鑚することにより資質の向上を図り、市民の視点に立ち、意欲を
持って職務を遂行し、課題等の解決に取り組まなければならない。

３

職員は、前２項に定めるもののほか、この条例に規定する市民としての責務を遵守
しなければならない。

○解説
（市長の役割と責務）
・第１１条第 1 項から第３項は、市長に求められる責務を確認的に規定しています。
・なお、第１項では、
「この条例を遵守し」と規定していますが、憲法、法律、政令、府
省令を遵守するのは当然ですが、この自治基本条例もきちんと尊重して欲しい、とい
う思いを込めて、このように規定しました。
（職員の役割及び責務）
・第１２条第１項と第２項は、職員のあるべき姿を規定しています。当然の内容を確認
するものとなっていますが、特に、①市民の声を真摯に受け止め、市民ニーズに適切
に対応すること、②自らを研鑚することにより資質の向上を図るべきこと、③市民の
視点に立つべきこと、④意欲を持って職務を遂行することを規定している点が特徴的
です。
・第１２条第３項は、職員は市民でもあることから、積極的にまちづくり活動に参加す
るよう努めるなど、この条例に規定する市民としての責務も果たさなければならない
ことを規定しています。
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第５章 コミュニティ
（コミュニティ）
第１３条

市民は、コミュニティがまちづくりの担い手であることを認識し、積極的に

これに参画し、その活動に関わるよう努めるものとする。
２

コミュニティは、それぞれの特性を生かしつつ連携し、協力し、まちづくりの推進
に努めるものとする。

３

市長等は、まちづくりを推進するため、コミュニティの主体性を尊重しつつ、その
自主性及び自律性を損なわない範囲で、積極的にコミュニティの活動を支援するよう
努めるものとする。

○解説
・コミュニティには、さまざまな形態がありますが、いずれのコミュニティも、地域問
題解決にとって不可欠な存在です（たとえば、太宰府市において、最も住民に身近な
コミュニティである「自治会等」は、防災や防犯、子どもや高齢者の見守り活動、地
域の生活環境の維持改善等、公共的な課題を解決していく重要な役割を担っていま
す。）。また、コミュニティに参加することによって、公共的な精神が養われるという
面もあります。しかし、近年、自治会等については、その加入率の低下や実質的参加
率の低下（＝名目的な参加にとどまり、自治会等活動には参加しない人たちの増加）
が指摘されていますし、ＮＰＯ活動の広がりもまだまだ十分とは言えません。そこで、
第１項では、コミュニティに市民が積極的に参画し、また、その活動に参加すること
の大切さを明らかにするために規定しました。
・コミュニティ同士が協力しあわないと問題解決が図りにくいケースが少なくありませ
ん。たとえば、空き家バンクの取り組みをＮＰＯがしようとしても、自治会等の協力
を得られなければ、うまく進みません。そこで、第２項では、それぞれの連携につい
て規定しました。
・第３項は、市長等によるコミュニティ活動支援に関する規定ですが、それを行う際に
はコミュニティの主体性・自主性・自律性を損なわないようにしなければならないと
いうのが、この規定のポイントです。
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第６章 市民参画の原則
（情報提供及び情報公開並びに個人情報の保護）
第１４条

議会及び市長等は、市民が市政に関する情報を共有することがまちづくりの

基本であることを踏まえ、別に条例で定める情報公開にとどまらず、情報提供を積極
的に行うよう努めるものとする。
２

前項に規定された情報提供は、市民による理解が容易な形でなされなければならな
い。

３

議会及び市長等は、市政運営に有益な情報を積極的に収集するとともに、必要に応
じてその加工を行うことにより市民にとって有用な情報の創造に努めるものとする。

４

市長等は、自らが保有する情報が市民との共有財産であるとの認識に立ち、適切に
情報公開及び情報共有ができるよう、自らが保有する文書、図画及び電磁的記録に係
る情報の適正かつ効率的な管理、保存及びその運用について、総合的かつ体系的な仕
組みの整備に取り組むものとする。

５

議会及び市長等は、個人の権利及び利益を保護するため、それぞれが保有する個人
情報を別に定めるところにより適正に取り扱うものとする。ただし、その取り扱いに
際しては、他の保護すべき権利及び利益との権衡を欠かないよう十分に配慮しなけれ
ばならない。

○解説
・第１項は、情報公開と情報提供について規定しています。
「情報公開」というのは、情
報公開請求に基づいて情報を公開するという、いわば「受け身」のものです。それに
対し、
「情報提供」は「言われなくても公開する」というものです。
・第２項は、可能な限り行政用語等を使わずに、市民に理解しやすい表現で情報提供す
ることを指します。
・第３項は、①議会及び市長等は、常にアンテナを張り、市政運営にとって有用な情報
の収集に努めなければならないこと、②その情報を加工し、市民にとって有用な情報
を創り出すべきことを規定しています。
・第４項は、いわゆる「公文書等の管理」についてきちんと取り組むべき旨を規定して
います。国レベルでも平成２１年に「公文書等の管理に関する法律」が成立しました
が、その背景には、これまであまりに公文書等がずさんに管理されてきたという事情
があります。たとえば、ある政策について過去の経緯等を調べようとしても、それに
関する公文書が残されていなければできません。公文書等を管理することは、このよ
うに過去の検証に不可欠であるだけでなく、
「公文書がきちんと残る」ことを職員が意
識することによって、緊張感のある職務遂行にもつながります。
・第５項は、個人情報保護に関する規定です。すでに「太宰府市個人情報保護条例」が
存在していますので、本項のポイントは、むしろ但し書きにあります。これは、個人
情報保護制度へ過剰反応や無理解等に基づくさまざまな問題が生じていることに鑑み
て規定したものです。たとえば、東日本大震災に際して、「個人情報保護」の壁に阻ま
れて、被災者の住所や連絡先が自治体から民間団体に提供されなかったため、支援団
体による情報や支援物資が被災者本人に届かないといったケースが相次ぎました。こ
うした事態が生じないよう、十分な配慮を行う旨を規定します。
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（市民参画）
第１５条

議会及び市長等は、別の条例で定めるところにより、市政に関する計画又は

政策の立案の段階から、公正かつ透明な市民参加の機会を積極的に創出し、市民の意
見が市政運営に適切に反映されるよう努めなければならない。
２

市長等は、市民に対し、市民参画を有意義なものにするために必要な資料等を提供

するものとする。
３

市長等は、前２項に規定するもののほか、市民の意見、要望及び提案を受け付ける

とともに、意見等に対する処理の結果を明らかにする等、誠実に対応しなければなら
ない。
○解説
・第１項は、総合計画等の計画の策定や条例の制定等を行う際には、「立案の段階から」
市民参画の機会の積極的創出に努めるべき旨を規定しています。柔軟に市民の声を受
け止めることができるよう、“できるだけ早い段階から”市民参画を行うべき、というの
がその趣旨です。
・４条３項についての解説でも述べたように、市民参画の具体的なあり方は個別の場面
で違ってきますので、別途定める条例では、場面に応じて柔軟に市民参画のあり方を
構築する余地を残しながら、ベースとなる基本ルール等を定めることになります。た
とえば、市民参画の対象となる施策や、参画の方法（審議会等、パブリック・コメン
ト、住民投票、市民アンケート、住民説明会等）等を定めることが想定されます。
・第２項の「市民参画を有意義なものにするために必要な資料等」とは、たとえば、他
の自治体の参考事例や市の各種データ等、協議に必要な資料のことを指します。
・第３項では、計画の策定や条例の制定等の場合以外にも、通常の市民からの意見や要
望等についても市民参画の一つととらえ、市長等は、処理結果を明らかにする等、誠
実に対応しなければならないことを規定しています。
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（住民投票）
第１６条 市内に住所を持つ有権者（公職選挙法（昭和二十五年四月十五日法律第百号）
第９条第２項に規定する地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する者。以
下、
「有権者」という。
）は、市政の重要事項について、それぞれの事案に応じて別に
定める条例により、投票を通じて自らの意思を明らかにすることができる。
２

前項の条例は、投票に付すべき事項、投票手続、その他住民投票の実施に必要な事
項を定めるものとする。

３

議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

４

有権者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項に基づきその５
０分の１の署名により、第１項の条例の制定改廃を求めることができるほか、その６
分の１以上の者の連署をもって、市長に対して、住民投票条例案に関する検討委員会
（以下、
「住民投票条例案検討委員会」という。）の設置を請求することができる。

５

市長は、前項の請求があった場合、住民投票条例案検討委員会を設置するものとす
る。

６

市長は、住民投票条例案検討委員会による検討の結果を尊重しなければならない。

○解説
・本条で規定する「住民投票」は、地方自治法上の直接請求（議会の解散請求、議員・
長の解職請求）に係る住民投票等とは異なりますので、ご注意ください。
・第１項は、①市内在住有権者が住民投票を通じて自らの意思を表明できること、②た
だし、「常設型住民投票制度」を設けるものではなく、市政の重要論点（例：「大規模
公共施設の建設の是非」）について案件ごとに条例で設ける、「個別型住民投票制度」
でそれを行うことを定めています。
・条例に基づく住民投票制度の場合、投票結果に法的拘束力はありません。しかし、そ
の結果を無視することが容易でないことも事実です。そこで、住民投票の参加主体を
「市内の住所を有する有権者」に限定しました。したがって、「自治基本条例は、住民
投票を媒介に、外国人の参政権を拡充しようとするものだ」といった懸念が一部にあ
りましたが、そのような懸念は当たりません。
・第２項は、住民投票の仕組みを定める条例で規定すべき内容を規定しています。
・上述の通り、条例に基づく住民投票制度の場合、住民投票の結果に法的拘束力はあり
ません。しかし、投票結果が議会や市長によって無視されてしまうようでは、住民投
票を行う意味そのものが失われます。そこで、第３項では、
「尊重しなければならない」
という形で、尊重義務を明示しました。
・第４項から第６項は、①地方自治法上の条例制定改廃請求に加えて、市長に対し「住
民投票条例案検討委員会」の設置を有権者の６分の１の署名で請求できること、②請
求があった場合、市長は同委員会を設置しなければならないこと、③市長は同委員会
の検討結果を尊重しなければならないことを定めています。これは、条例制定改廃請
求だけでは住民投票条例の制定に結びつかない可能性を考慮して、規定したものです。
・なお、審議会では、この条文を規定することに慎重かつ消極的な意見も有力であった
一方、常設型住民投票を望む意見も有力にありました、条例見直しの際には改めて検
討事項としていただきたいと思います。
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（協働）
第１７条

市民、コミュニティ、議会、市長等は、市民による主体的な取り組みを基本

としつつ、まちづくりの推進に当たって協働を行うよう努めるものとする。
２

市長等は、前項の場合において、市民及びコミュニティの自主性及び自律性を損な

わないよう配慮するとともに、協働が行政の責任軽減を意味するものではないことに
十分留意しなければならない。
３

市長等は、協働の実態が前項の定めるところに合致しているかどうかを吟味し、協

働によるまちづくりを効果的に推進するための手続き等の整備及びその改善に努めな
ければならない。
４

市長等は、まちづくりの推進を目的として主体的に活動する市民及びコミュニティ

に対し、必要かつ適切な支援を行うよう努めるものとする。

○解説
・「行政は『協働』を都合よく使っているのではないか」「行政は協働に対する意識が低
い」といった市民意見が少なくないことに鑑み、「協働」のあり方を規定しています。
・第１項では、市民による主体的に問題解決に当たることが基本となることを示すととも
に、まちづくりを推進する際には協働に努めることを規定しています。
・第２項は、①協働に際して、市民及びコミュニティの自主性及び自律性を損なわないよ
うに配慮すべきこと、②協働は決して行政責任の軽減を意味しないこと、を確認的に規
定しています。
・第３項は、第２項で定めている配慮がきちんとなされているかどうか、協働が自治体
職員の責任軽減意識に結びついていないかどうかを吟味し、協働によるまちづくりを
効果的に推進するための手続き等を整備し、かつ、継続的に改善の努力を行うべき旨
を定めています。
・第４項は、①市民及びコミュニティが主体的な取り組みを継続的かつ効果的に行うこ
とができるよう、行政は「必要な」支援を行うべきであること、②ただし、それは市
民及びコミュニティの自主性及び自律性を損なわない「適切な」範囲で行われるべき
ことを定めています。
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第７章 市政運営の基本原則
（総合計画等）
第１８条

市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の目指すべき将来像を

定める総合計画のうち基本構想及び基本計画を策定する場合には、立案段階から市民
参画の機会を設け、議会の議決を受けなければならない。
２

市長は、各行政分野の基本的な計画（以下、「行政分野別基本計画」という。）を策
定するときは、総合計画との整合性に配慮するものとし、関連する他の計画との調整
を図らなければならない。

３

市長等は、総合計画及び行政分野別基本計画の目標及び期間を明示するとともに、
計画に係る進行の状況を適切に管理し、市民に分かりやすく公表するものとする。

４

市長等は、前項に掲げる各計画が社会経済情勢の変化に対応したものとなるよう、
市民参画の機会を設け定期的に検討を加えるとともに、必要に応じて見直すものとす
る。

○解説
・本条でいう「総合計画」は、基本構想、基本計画、実施計画の三つから構成されます。
このうち、基本構想については、平成２３年の地方自治法改正により法的な策定義務
はなくなりましたが、その重要性に鑑み、第１項では、これを含め、市民参画を通じ
て総合計画を策定し、議会の議決を経なければならないと規定しています。
・本条は、いわゆる「計画行政」の推進のための条文です。計画は、①取り組むべき課
題の順位づけとそれに基づく予算等の重点化を通じて、地域間・施策間・年次間資源
配分の指針を示し、②部局間調整を促進し、③諸施策の進行管理に寄与します。さら
に、④行政の説明責任を問う際の足掛かりにもなりますし、⑤その策定プロセスは、
市民参画の格好の舞台ともなります。こうした計画の諸機能を市政運営に組み込むた
めに、全４項の条文を規定しました。
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（政策法務）
第１９条

議会及び市長等は、地域課題に対応した自主的な政策等を実行するため、地

方自治の本旨に基づいて法令を解釈し、及び運用するとともに、主体的かつ積極的に
条例等を立案するよう努めるものとする。
２

市民は、自らも政策法務の主体であることを認識し、前項に規定された議会及び市

長等の取り組みについて、必要な意見を述べることができる。
○解説
・地方分権の流れによって自治体の果たす役割が大きくなる中で、前例踏襲型の発想を
転換し、市民目線でまちの課題を発見し、問題解決をすることが求められています。
そこで、第１項では、市長等が、問題解決のために、自治体が持つ法令解釈権を生か
し、積極的に地域の実情に合った法令解釈や条例制定等を行うべきことを規定してい
ます。
・第２項では、たとえば、職員が地域の実情に合った法令解釈を行うことなく、杓子定
規な法令解釈に終始しているような場合に、市民が異なる法令解釈の可能性を指摘し、
地域の実情に合った行政運営を行うよう意見を述べることができることを規定するも
のです。
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（財政運営）
第２０条

議会及び市長等は、中長期的な展望に立って、財政の健全性の確保に努める

ものとする。
２

議会及び市長等は、創意工夫による経費節減及び収入増に積極的に取り組むととも

に、経費節減が行政サービスの低下や市政運営の停滞等を招かないよう、常に検討を
行わなければならない。
３

議会及び市長等は、予算の編成過程の透明性に留意し、決算その他財政に関する事

項について、市民に分かりやすく公表するよう努めるものとする。
４

市長、教育委員会及び公営企業管理者は、その所管する財産の適正な管理及び効率

的な運用を行い、市長はその状況について分かりやすく公表するよう努めるものとす
る。
○解説
・第２項のポイントは、三つあります。第１に、経費節減だけでなく、収入増のための
取り組みを求めている点です。第２に、それは創意工夫に基づくべきだという点です。
第３に、経費節減が行政サービスの低下等を招かないようにしなければならないとい
う点です。つまり、経費節減は、あくまで「市政運営の手段」であり、「住民の福祉の
増進」
（地方自治法第２条１４項）という自治体の使命・目的を損なうものであっては
ならないということです。
・通常の予算書は｢事業名｣と｢金額｣の記載が主になっていて、実際にどのような事業が
行われるのか、その内容が一般市民には非常に分かりにくいものになっています。そ
こで、第３項では、予算等について、市民に分かりやすい資料作りと積極的な情報発
信に努めることを規定しました。たとえば、北海道ニセコ町では、毎年、｢もっと知り
たいことしの仕事｣という非常に分かりやすい予算説明書を作成し、全戸配布していま
す。この予算説明書では、事業は予算書の費目ごとに掲載するのではなく、総合計画
に基づいた区分(教育、環境、福祉など)で分類し、予算がどのように使われているの
かが一目で分かるような説明をしています。第３項は、こうした取り組みをうながす
ための足掛かりとして設けました。
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（組織及び人事政策）
第２１条 市長等は、柔軟な課題対応及び部局間連携を可能とする組織体制の整備・充
実に努めるものとする。
２

市長等は、第１２条に規定する職員のあるべき姿の実現及び組織力の発揮のため、
効果的かつ計画的な職員の採用、長期的な視点に基づく人材育成、並びに適切な人事
評価及びそれに基づく職員の配置及び昇任等人事政策の運用に努めなければならな
い。

○解説
・昨今の財政事情の中、削れる予算として安易に研修費用がカットされる傾向が全国的
にあります。また、適切な人事評価に基づく任用（人事）が行われないために、元々
やる気にあふれていたはずの職員がやる気を失ってしまうケースや、年功序列的な任
用（人事）により、組織運営が停滞しているケースも全国的に珍しくありません。ま
た、行政改革が複雑化していく中で求められるスキルは高まっています。そこで、第
２項では、①とかく軽視されがちな人材育成につき、長期的な視点に基づいてしっか
り行うべきこと、②適切な人事評価を行い、市民に寄り添い、課題等の解決に真摯に
取り組む、やる気のある職員や実力のある職員をきちんと評価すべきこと、③昇任・
昇格や人事異動も年功序列等にとらわれることなく行うべきことを規定しています。
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（行政評価）
第２２条

市長等は、市民に対する説明責任を果たし、効果的かつ効率的な市政運営を

図るため、行政評価を実施するものとする。この場合において、行政評価は、市民や
専門家等の参画を通じて実施されなければならない。
２

市長等は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表し、その結果を施策等に適切

に反映させるものとする。
３

職員は、必要な行政サービスを効果的かつ効率的に提供するため、行政評価等を通

じて事務事業等の改善に努めなければならない。
○解説
・一言で「行政評価」と言っても、①評価を通じた事務事業等の改善、②行政活動につ
いての透明性と説明責任の確保、③予算カット、④政策転換、⑤職員意識の向上（＝
市民目線による結果志向の強化）のうちのいずれを重視するかによって、そのあり方
はかなり変わってきます。第１項から第３項は、行政評価は、このうち①②⑤を重視
すべきということを含意しています。
・なお、第１項では「市民や専門家等の参画を通じて実施されなければならない」とし
ていますが、これは、行政内部の視点に基づく評価だけでは気づきにくい点も少なく
ないことに鑑みて規定しています。
・いわゆる「事業仕分け」
（外部評価）については、その弊害も少なくなく、また、本来、
議会こそがそうした役割を第一義的に担うべきとの考えから、今回は規定していませ
ん。今後の条例見直しの中で再度検討すべき点です。
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（外部機関その他第三者による監査）
第２３条

市長は、適正で、効率的かつ効果的な行財政の運営を確保するため、必要に

応じて、外部監査契約を締結した外部機関その他第三者（以下「外部機関等」という。）
に監査を実施させることができる。

2 有権者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７５条第１項の請求をする場合
において、併せて、当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて、前項の外
部機関等の監査によることを請求することができる。
○解説
・第１項は、地方自治法第２５２条の２７で定められている「包括外部監査契約」およ
び「個別外部監査契約」を行うためには条例で定めることが必要とされているため（地
方自治法２５２条の３６第１項第３号、２５２条の３９第１項など）
、それを定めるも
のです。
・第２項は、有権者が上記のうち「個別監査契約」に基づく外部監査を求めることがで
きることを定めています。なお、請求後の取り扱い（流れ）は、地方自治法２５２条の
３９第３項以下の規定に従うことになります。
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（審議会等）
第２４条

市長等は、審議会等（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０２条の

３に規定する附属機関その他これに準ずる機関をいう。
）の委員を選任する場合は、適
正な委員構成に努めるとともに、原則としてその一部を市民からの公募によって選任
するものとする。
２

市長等は、前項の公募を行うときは、選考過程の透明性及び客観性の確保に努めな

ければならない。
３

市長等は、原則として、審議会等の会議を公開するとともに、会議録及び資料を公

表するものとする。
○解説
・審議会等は、市政運営における民主性・専門性の確保といった大きな役割を果たして
います。諮問事項（テーマ・課題）に関係のある団体の代表や有識者がメンバーに加
わるのは、そのためです。しかし、そうしたメンバーだけでは得られない、一般市民
の視点もあります。そこで、第１項では、多様な視点を確保するため、「原則として」
市民公募委員を選任すべき旨を規定しています。
・なお、第１項の「適正な委員構成に努める」とは、審議会等における議論が多様な視
点から活発になされるよう、市民公募委員の人数を必要十分に確保する等、委員構成
に十分配慮すべきことを指します。
・第１項の「原則として」とは、法令等により委員の構成が定められている場合や、特
定の個人及び団体並びに行政処分に係る場合、高度な専門性が求められる場合等、市
民公募委員を選任することが適当でない場合もあることを意味しています。
・第２項の「選考過程の透明性の確保」とは、選考基準の事前明示のほか、たとえば、
選考方法として作文審査を行う場合において、専門家等の第三者を作文審査委員とす
るなどの方策を講じることで、選考の恣意性を排除することも意味します。
・第３項では、法令等に特別の定めがある場合や非公開情報を審議する場合、あるいは
会議を公開することで自由な発言が損なわれるおそれがある場合等を除き、政策過程
の透明性の確保や情報公開、情報共有の視点から、会議を公開し、また会議録及び会
議資料を公表することを規定しています。

21

（パブリック・コメント）
第２５条

市長等は、市政に係る重要な施策等を策定するときは、市長が別に定めると

ころにより、事前にその案及び論点を明確にした資料等を公表し、広く市民の意見を
求めるものとする。
２

市長等は、前項の規定により提出された意見を踏まえて政策等を定めるとともに、

提出された意見の取り扱いの結果及びその理由を公表しなければならない。
○解説
・パブリック・コメント制度は、さまざまな視点から政策案への指摘を行い、政策の質
を向上させていく仕組みです。太宰府市では、すでに、
「太宰府市パブリック・コメン
ト手続実施要綱」でこの仕組みが設けられていますが、その重要性に鑑み、本条例で
も改めて位置づけました。
・特にポイントとなるのは、第１項の「事前にその案及び論点を明確にした資料等を公
表」するという点です。これは、形式だけ意見公募しても意見は出てきにくいこと、
有益な意見が出てくるにはその前提としてポイントを明確に示した資料等が不可欠で
あることに鑑みたものです。

（公益通報）
第２６条

市長等は、適法な市政運営を確保するため、市政運営に係わる違法又は不当

な行為について、市の職員等から行われる通報を受ける体制を整備するとともに、通
報者が当該通報を行うことにより、不利益を受けないよう適切な措置を講じなければ
ならない。
○解説
・本市では、
「太宰府市公益通報の処理に関する規程（平成１９年１２月２０日 訓令第
１０号）
」がすでに存在していますが、市民への周知を図るため、確認的に規定してい
ます。
・「公益通報制度」（内部告発制度）とは、市の内部で不正な行為等が行われていること
を知った職員はその事実を通報すべきことを定めるものであり、また、それによって
通報した職員が不利益を受けることのないよう保護する仕組みのことです。
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（危機管理）
第２７条

市長等は、市民及び旅行者等の安全及び安心を確保し、災害等の発生時に適

切かつ迅速に対処するため、減災の基盤整備を行うとともに、危機管理体制を整備し、
その不断の見直しを行わなければならない。
２

市民は、日頃から災害等の発生に備えるとともに、災害等の発生時には、自らの安

全を確保するよう努めなければならない。
３

コミュニティは、日頃から地域における防災体制を整え、防災訓練等を行うととも

に、災害等の発生時には、地域の中で互いに協力して対処するよう努めるものとする。
４

市は、災害等の発生時及びその前後において、市民及び旅行者等の生命、身体及び
財産の安全を確保するため、市民、コミュニティ、関係機関並びに他の地方公共団体
及び国と相互に連携し、及び協力しなければならない。

○解説
・本条でいう「災害等」とは、台風、地震等の自然災害をはじめ、新型インフルエンザ
の発生やテロ行為・有事等により、市民の生命、身体及び財産に重大な影響を及ぼす
状況を言います。
・災害時には、
「自助」
「共助」
「公助」それぞれの取り組みが非常に重要であるため、第
１項から第３項の規定を定めました。
・「自助」「共助」「公助」の中でも基本となるのは「自助」、一人ひとりが自分の身の安
全を守ることです。災害が発生した時は、まず、自らが自分の安全を確保するという
ことが最も重要です。しかし、
「自助」や「共助」の強調が、行政の責務を見失わせる
ことにつながってはなりません。そこで、第１項では、市長等の責務を明記すること
にしました。
・災害時の行動等の防災計画のみならず、減災の基盤整備を行っていくことを規定して
いる点も第１項のポイントです。
・さらに、本市は、
「全国屈指の観光都市」であることから、第１項および第４項で、市
民と合わせて観光客の安全及び安心を確保することを規定しています。
・第４項では、市は、災害等が発生した時に、市民や自治会、消防団、警察等の関係機
関や、あるいは国、県、他の地方公共団体等と連携・協力し、市民及び旅行者等の安
全確保に努めなければならないことを規定しています。特に、国内外からの観光客の
安全確保は、地域住民をはじめ、さまざまな関係機関の連携を図ることが求められま
す。
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（他の地方公共団体及び国等との関係）
第２８条

市は、行政サービスの向上、又はまちづくりの推進、及び、広域的な課題を

解決するため、他の地方公共団体及び国並びにその他必要と認める団体等との積極的
な連携に努めなければならない。
○解説
・行政需要の多様化、政策課題の広域化等により、市における課題が市単独では有効に
解決できず、他の地方公共団体や国と連携・協力しなければ解決できない場合も多く
なっています。また、消防や水道などにおいても、各種団体と引き続き、広域的な連
携を図る必要があります。さらに、まちづくりの推進を図る上で、ＮＰＯ等の団体等
と協力する必要も高まっています。そこで、本条では、他の地方公共団体、国、ＮＰ
Ｏ等の団体等と積極的に連携していくべきことを規定しています。
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第８章 条例の見直し
（条例の見直し）
第２９条

市民は、この条例が適切に運用されているかについて、市長等に意見を述べ

ることができるものとする。
２

市長は、この条例が市民を主体とした自治の実現に寄与しているかについて、前項
の規定により提出された意見を参考に検証し、市民参画による検討を施行の日から４
年を超えない期間ごとに行うものとする。

３

市長は、前項に規定する市民参画による検討の結果を受けて、この条例の見直しが
適当であると認めるときは、必要な措置を講じるものとする。

４

市長等は、条例の見直しについて検討した結果等を、議会に報告するものとする。

○解説
・第１項では、市民が自治基本条例に関する意見を出すことができることを定めていま
す。自治基本条例は、市民自身が活動しながら普及を推進し、その中で出てくる不具
合を改善しながら、より良いものへと市民が主体的に育てていく条例であると考えて
います。
・第２項では、この条例の実効性を確保するため、条例の規定内容がどのように制度等
に反映され、市民主体の自治の実現が図られたのかを検証するとともに、その検証結
果を市民の参画により検討することを規定しています。
・第２項に定める「市民参画による検討」とは、市民が参画した委員会等を設け、条例
の見直しの検討を行うこと等です。
・第３項では、条例の内容について、市民の参画を得て検討した結果を受けて見直す必
要がある時には、条例改正案の策定等の措置を行うことを定めています。
・第４項では、市長が行った前項の検討結果、すなわち、条例見直しの必要性の有無に
ついてどのような判断を行ったのか、また、必要と判断した場合には、その条例改正
案の概要等について、議会に報告することを定めたものです。
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