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第 5 回佐賀市協働指針策定市民会議内容 

 

１１１１        開催日時開催日時開催日時開催日時  平成 20年 12月 25日(木) 午後 6時 30分から午後 7時 30分 

２２２２        開催場所開催場所開催場所開催場所  アイ・スクエアビル 5階 大・中会議室 

３３３３        出席者出席者出席者出席者    

 〔佐賀市協働指針策定市民会議委員〕 7名 

上野景三会長、富吉賢太郎副会長、大野博之、川副知子、伊東史朗、多良淳二、 

白木紀好 

 〔事務局〕 9名 

市民生活部長 横尾徹 

  市民活動推進課 西川末実課長、木島愼治、広瀬徹、前田賢一郎、橋本京子 

  総合政策課 伊東博己課長、武富将志、松尾幸樹 

〔報道関係者〕 １名 

佐賀新聞社 

 

４４４４        議題議題議題議題    

・前回の(第4回)市民会議内容について 

・第4回庁内ワーキンググループ会議内容について 

・(仮称)佐賀市の参加と協働をすすめる指針(案)について 

 

５５５５        会議会議会議会議のののの公開又公開又公開又公開又はははは非公開非公開非公開非公開のののの別別別別  公開 

６６６６        非公開非公開非公開非公開のののの理由理由理由理由((((会議会議会議会議をををを非公開非公開非公開非公開としたとしたとしたとした場合場合場合場合にににに限限限限るるるる。。。。))))    

７７７７        傍聴者数傍聴者数傍聴者数傍聴者数((((会議会議会議会議をををを公開公開公開公開したしたしたした場合場合場合場合にににに限限限限るるるる。。。。)))) 0名 

８８８８    議事前議事前議事前議事前のののの進行進行進行進行    

①横尾市民生活部長あいさつ 

 ②上野会長あいさつ 

９９９９    発言発言発言発言のののの内容内容内容内容    

■前回の(第4回)市民会議内容について 

【事務局説明】 

・本編の指針案とは別に、Ｑ＆Ａと事例集を掲載した別編を作成する。 

※別編の内容(作成)については、事務局へ一任いただくことに決定。 

・「はじめに」の最後の部分に記載する発行主体は、「佐賀市」とする。 

・本編の構成を４編１０章構成にする。 

・指針(案)を各委員が所属団体に持ち帰り、指針(案)についてアンケートを実施し、意見

を取りまとめていただく。 

 

■第4回庁内ワーキンググループ会議内容について 

【事務局説明】 
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・本編の更新を４年としている理由は何かとの質問があり、マスタープランの更新にあわ

せて考えていると説明した。 

 

■(仮称)佐賀市の参加と協働をすすめる指針(案)について 

【事務局説明】 

今回の指針案の修正については、市民会議、庁内ワーキンググループ会議からの意見に

加え、各委員の関係団体へのアンケート結果、市役所若手職員による指針案検討会の意見

を集約し、反映させている。 

 

(変更、追加点の説明) 

・「はじめに」のページで、発信者を「佐賀市」と記載した。 

・13ページの『(4)佐賀市の「参加」と「協働」の考え方』の部分を全面的に見直した。 

・17ページの「非営利」の解説部分をさらに詳しく記載した。 

・21ページの『(4)市民・市民活動団体は今・・・』の部分をさらに詳しく記載した。また、

わかりにくいとの意見が多かった「従来の社会セクター」図を削除した。 

・40、41ページの“■”の部分を項目のチェックできるように“□”に変更し、表現も変

更した。 

・49ページの「第4編」のタイトルを「展望編」に変更した。 

・50ページに「(1)みんなで目指すこと」を追加した。 

・54ページの『(4)行政が目指すこと ④仕組みや制度を考える』の部分に、これまで行っ

てきた「参加」と「協働」に関する主な取組みや制度と、これから行っていく「参加」と

「協働」に関する主な仕組みや制度の部分の内容をさらに詳しく記載した。 

・事例やＱ＆Ａをまとめた付編を別の冊子とすることとし、指針本編の末尾に資料として

「協働指針の策定の経緯」、「市民会議設置要綱」、「市民会議委員名簿」を掲載した。 

 

(討議事項について) 

 ・説明した変更箇所についての意見。 

・指針タイトルの確定。 

※「(仮称)」をとり、「佐賀市の参加と協働をすすめる指針」でよいか。 

・本指針案にてパブリックコメントを実施すること。 

 

【討議】 

(会 長)「市役所若手職員による指針案検討会」とは何か。 

→(事務局)庁内ワーキング会議の中で、若手職員の意見も聞いたほうがよいとの意

見があり、主任級の職員を対象に公募し、20名ほどの職員で検討会を開

催した。 

 

●関係団体へのアンケート結果について 
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(会 長)各委員の関係団体へのアンケートの結果はどうだったか。 

→(事務局)全体的な傾向として、もっとわかりやすくしてほしいとのことだった。

この点については、本指針とは別に作成する簡略版で対応したい。 

→(委 員)所属団体が、中間支援組織として活動しているので、わかりやすい指針

であるとの意見だった。わかりにくいという意見はほとんどなかった。 

中には、非常に丁寧に説明されているので、もう少し簡単に説明した

方がわかりやすいのではないかとの意見もあった。 

また、公益法人制度改革に触れてはどうか、社会福祉協議会のボラン

ティアセンターに触れてもいいのではないかとの意見があった。 

→(委 員)構成員が60代後半から70代の方ばかりで、読んでも理解しづらかった、

もっと簡単にならないだろうかとの意見があった。 

→(委 員)協働は、行政の下請け化的な傾向にあるが、この指針はその点に配慮さ

れているのでいいのではないかとの意見があった。 

→(委 員)わかりやすいとの意見が多かった。先ほど、「くどい」との意見もあっ

たが、順を追って読んでいくとわかるように書かれていると思う。 

→(委 員) 文体が丁寧語で書かれている点は、一般の行政文書と比べて画期的だ。

また、噛み砕いて説明してあることが、わかりやすいとの回答につなが

ったのではないか。 

本指針は、各章のポイントが始めに書いてあるので、最初から通して

読んでもいいし、部分的に読んでも理解ができる。先ほど、「くどい」

との意見があったが、「こうだからつまりこうなんだ」と書かれている

ので、逆にわかりやすくなっているのではないか。 

→(委 員) タイトルの「（仮称）」を取ることについては、「佐賀市」の部分をわ

けて佐賀市「市民の参加と協働をすすめる指針」や佐賀市「市民が参加

と協働をすすめる指針」とした方が、やわらかくなりいいのではないか。 

(会 長)委員の所属団体の意見は、「くどい」との感想もあったようだが、概ねわかりや

すいとの意見だったようだ。 

地縁団体には高齢の方が多いので、読むだけでも大変だったと思う。わかりや

すかったという意見には、この指針への期待もあらわれているのではないか。 

 

●指針のタイトルについて 

(会 長)事務局から、タイトルについて「（仮称）」を取ってはどうかとの提案があった

が、先ほど委員からもう少しやわらかい表現がいいのではないかとの意見があっ

た。 

タイトルに「市民の」「市民が」などをつけるとか、やわらかい表現の副題を

つける形でもいいのではないか。 

→(委 員)副題として、「はじめに」で使われている語を用いて、「まちづくりを

する皆さんへ」はどうか。 
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→(委 員)タイトルを『佐賀市の「参加と協働をすすめる指針」』にしてはどうか。 

→(会 長)タイトルの「（仮称）」を取ることに、委員の中で異論はないと思う。

この指針に書かれている言葉を使いながら、タイトルをやわらかくする

には、たとえば、「参加と協働のまちづくり指針」や「市民の参加と協

働をすすめる指針」でいいと思うがどうか。 

→(委 員)確かに、男女共同参画条例を策定したときも、わかりやすいよ

うに通称名を「パートナーシップ条例」としている。 

→(委 員)「まなざし条例」も同じである。 

→(委 員)熊本県は、「パートナーシップ指針」としている。 

→(会 長)各委員の意見をまとめると、もう少しソフトで市民がわかりやすい名称

にしてはどうかということではないか。 

キーワードはいくつか出たので、それを使って事務局で案を提示して

ほしい。 

「はじめに」のところに書いてあるように、副題として「参加と協働

のまちづくり指針」というのもいいと思う。 

→(委 員)副題を「参加と協働のまちづくりのために」とすれば、タイト

ルは今のままでいいのではないか。 

→(会 長)タイトルと副題に同じ「参加と協働」が重ならないように、事務局で案

を検討し、次回の市民会議に提示してほしい。 

 

●修正内容について 

(会 長)変更箇所について、何か気づいた点はなかったか。 

→(委 員)17ページ8行目の「関係者（株主や従業員）だけ」と記述しているとこ

ろの「だけ」という表現は適当ではないのではないか。 

→(委 員)「基本的に」と記述すればいいのではないか。 

→(会 長)ここでは「株式会社」との違いの説明というよりも、「ボラ

ンティア活動」をしている人が、お金をもらって活動し、収

益を上げてはいけないわけではないことを説明したいので

はないか。 

→(委 員)17ページ8行目の「だけ」を外すだけでいいのではないか。 

→(事務局)「主に関係者（株主や従業員）で」と変更する。 

→(会 長)細かい表現は、事務局に任せたい。 

 

(会 長)他に気づいた点はないか。 

→(委 員)2ページ3行目の「概観した」と言う表現は難しいのではないか。 

→(事務局) 「概観した」を削除する。 

 

(会 長)他になければ、今回事務局が提示した指針(案)の中身について、市民会議として
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了承したい。 

⇒異論なし 

 

●パブリックコメントについて 

(会 長)明日12月26日から、パブリックコメントを実施するのか。 

→(事務局)そのように考えている。 

→(会 長)タイトルは、今日の会議の中で決定しなければならないのか。 

→(事務局)指針の内容を大きく変化させるものではないので、パブリッ

クコメント後に決定して構わない。 

 

(会 長)パブリックコメントは1月30日まで実施することで進めたい。また、パブリックコ

メント自体が、この指針を広めていくことにもなるので、各委員は事前アンケー

トに回答いただかなかった所属団体の方に、再度周知してほしい。 

⇒了承 

 

■今後の進め方についての確認 

(事務局)各委員から、本指針に対するいろいろな意見をいただきながら、この指針(案)を

まとめてきたので、パブリックコメント終了後の第6回市民会議には市長の出席を

願いたいと考えている。その際、会長から指針が完成したと、伝えてほしい。 

→(会 長)１月30日にパブリックコメントが終了したのち、2月中下旬に次回の市

民会議を開催するとして、パブリックコメントの意見についての修正、

公表は可能か。 

→(事務局)パブリックコメントの意見について、必要なものは指針を修

正し、結果について公表と回答を行うのは、4月になる予定

である。 

→(会 長)次回の第6回で市民会議は最後となるのか。 

→(事務局)最後と考えている。 

→(会 長)パブリックコメントで、どのような意見がでてくるかわからないが、

これまでのような考え方でパブリックコメントの意見を反映したもの

が、ほぼ正案として次回の第6回市民会議で事務局から提示される。そ

れを市長に提示するような場を設定するということか。 

→(事務局)そのように考えている。 

 

(会 長)事務局が提示した今後の流れについての意見はないか。 

→(委 員)パブリックコメント終了後、意見を反映した指針について、どこをど

のように変更したかを委員が確認してから、市長に提示すべきではな

いか。 

→(事務局)3月の議会が始まると市長の出席を求めることがスケジュー
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ル的に難しくなる。次回の市民会議で委員に修正内容を確認

していただき、その後市長に出席を願うということでどうか。 

→(委 員)パブリックコメントの意見が1月末に集中するとは限らない。意見が出

た段階で、順次修正を行えば、パブリックコメント終了後1週間程度で

修正が終了するのではないか。その上で、各委員に事前配布するなど

して内容の確認をとれば、第6回市民会議の前に委員を招集する必要は

なくなる。 

→(事務局)各委員に事前配布するなどして確認をとった後、第6回市民

会議を開催したい。 

(会 長)パブリックコメントの意見で指針(案)を修正した箇所について、委員の意見を言

う場を設定せず、市長に指針(案)を手渡すのはいかがなものか。市民会議で最終

確認したものを市長に手渡し、意見交換を行うようにしたい。 

 そこで、事務局はパブリックコメントで修正がかかった点について、事前にメ

ール等で各委員に送付し異論がないことを確認し、第6回市民会議で市長との時間

を取るという運びでどうか。 

⇒異論なし 

(会 長)この市民会議は諮問ではないが、市民会議の成果として、また、今後の協働推進

が円滑に進むように、各委員から市民会議で議論したことを直接、市長に伝えて

はどうか。 

→(委 員)この指針(案)を実践に結びつけてもらえるように、代表して会長から

市長に伝えたほうがいいのではないか。 

 

(会 長)では、第6回市民会議で始めに各委員で異論がないことを確認し、その後市長に登

場していただき、指針(案)を手渡す。 

 市長に渡した後に、この市民会議の経緯や盛り込まれていない各団体の意見を

会長から直接市長に伝える場を設け、その後、各委員からも今後の佐賀市政に対

する期待や意見を伝える場を設けてはどうか。 

⇒異論なし 

(事務局)了解した。市長のスケジュールを確認後、第6回市民会議の開催日を調整したい。 

 

(事務局)各委員には、改めて所属団体の方々にパブリックコメントの周知をお願いしたい。

なお、案の状態ではあるが、本指針(案)を使い、佐賀市の課長級以上の職員研修

を延べ5日間実施する予定である。 

 

１０１０１０１０    今後今後今後今後のののの日程日程日程日程    

・パブリックコメントを 12 月 26 日から 1 月 30 日の期間で実施する。 

・第６回市民会議は２月中に開催予定。市長のスケジュール確認後、日程調整を行う。 
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１１１１１１１１    問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

佐賀市  市民生活部 市民活動推進課 市民活動推進係 

担当  広瀬・前田 

電話番号  0952－40－7078 

 


