
































































































































第5回佐賀市協働指針策定市民会議

追加資料①

場所(ページ等) 変更内容 備考

1 「はじめに」 発信者を「佐賀市」と記載
第4回市民会議での
決定事項

2
１３ページ
(前回提示した指針案では１４ページ)

『(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
アンケート、若手職
員検討会指摘事項

3
１７ページ
(前回提示した指針案では１８ページ)

「非営利」の解説部分をさらに詳しく記載
若手職員検討会指
摘事項

4
２１ページ
(前回提示した指針案では２２ページ)

・『(4)市民・市民活動団体は今・・・』の部分をさらに詳しく記載
・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

5
２２ページ
(前回提示した指針案では２３ページ)

わかりにくいとの意見が多かった「現在の社会セクター」図を削除

6
４０、４１ページ
(前回提示した指針案では４１、４２ページ)

項目をチェックできるようにチェックボックス型に変更し、表現も修正
( ■ → □ )

第4回市民会議での
指摘事項

7
４６～４８ページ
(前回提示した指針案では４７、４８ページ)

『第4章　「なじみやすい取り組み」を知る』の内容、表現を全面的に見直し

8
４９ページ
(前回提示した指針案では５０ページ)
※あわせて目次の部分等も変更

「第4編」のタイトルを「展望編」に変更
(「解決編」 → 「展望編」)

第4回市民会議での
指摘事項

9
５０ページ
(前回提示した指針案では５１ページ)

「(1)みんなで目指すこと」を追加
第4回市民会議での
指摘事項

10 ５４ページ

『(4)行政が目指すこと　④仕組みや制度を考える』の
　・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
　・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

アンケート指摘事項

11 本編最後

付編を別の冊子とすることとし、最後に「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　　を記載

第4回市民会議での
決定事項

■(仮称)佐賀市の参加と協働をすすめる指針(案)　主な変更(修正)項目一覧表



「（仮称）佐賀市の参加と協働をすすめる指針」案に関するアンケート結果集約一覧 第5回佐賀市協働指針策定市民会議

追加資料②

分野 年代 性別 理解度
分かり
やすい

具体例
分かり
にくい

具体例 改善方法 協働事例 その他

男性 2 2-1

佐賀市の場合、これまでそれなりに協働に
関する取組みをしてきており、それを踏ま
えたうえでの今回の「指針」なので、この指
針を進めるために市が（市職員が）どうい
う体制で、どういう取組みをしていくという
具体的な仕組みを示してほしいように思い
ます。まったくの初歩なら「この指針によっ
て市も体制を作っていきますよ」でいいと
思いますが、アイ・スクエアができてもうだ
いぶ経ちますしね。「レストランを共同経営
する」ための市の窓口（現時点でしたら「協
働推進窓口」にあたると思いますが）を、
もっと前面に出してほしいと思います。

女性 1 2-4 3-4
字がかなり多いので、少し読む気
が萎えるかなと…。視覚的にもう
少しメリハリがほしい。

5Pのアンケート結果の文章で、現
状に対する評価～「まったくあるい
は概ねその通りになっている」とあ
るが『その通り』の意味がわからな
い。何がその通りなのかわからな
いので、質問文を明らかにしてほし
い。

・55Pに佐賀市がこれまで行ってきた主な
環境整備について列記されています。ここ
については、1P分くらい割いて、もう少し詳
しく説明してもいいのではないかと思いま
す。入門編として読んでいる方には佐賀市
の現状を知る手がかりになると思います。
・今回の指針策定を受けて、今後策定され
るであろう協働の運用ツールの構築がとて
も大事だと考えています。その際は、ぜひ
多くの市民を巻き込んでじっくり議論を行
い、佐賀市のまちづくりに資するものを
作ってもらいたいと思っています。
・策定委員会はこれで終了すると思います
が、今後も（横断的な）検討委員会的なも
のを作って、指針策定後も佐賀市の協働
のあり方を検証する組織があればいいな
と思います。

4
市民活動団体
（テーマ型組織）

40 男性 1 2
なし。全体的には、くどい感じがす
る。

通学路の安心・安全事業（内閣府、
佐賀県、県教育委員会、佐賀市、
学校）

・外郭団体、社協との関連性
・SR（各団体）の表示

2

3

5

市民活動団体
（テーマ型組織）

30 2
参加と協働とは何かが分かった。
具体的にどのように動いていくの
か例が示されていた。

3-4
2-1
2-4

1編1章は言葉（参加と協働）の意
味を知ってから読むと分かりやす
くなると思う。3編1章と3編3章は具
体的な姿が見えにくいように思え
た。

1-1
3-1
3-3

具体例を細かく示せばわかりやすく
なるのではないか。

・更生保護活動として施設との連携
・ボランティア教室に地域の名人に
参加してもらう

40 女性 2
2-1
4-1
1-1

最近よく耳にする言葉の意味を
しっかりと理解できた（参加、協働

など）

3-2
3-3
3-4

組織同士の関係が複雑で把握し
にくい

市民活動団体（ボ
ランティア団体）

市民活動団体
（テーマ型組織）

50 女性 1 特にありません
04突風災害（北川副）時のニーズ
対応の連携

これからの行政との協働について、理解で
きていない人（知らない人）へ協働する必
要性を理解してもらうための短くてわかり
やすい内容になっている文面（長いと聞き
入れていただけないし理解してもらえな
い）　「これ一枚あれば」といった内容のも
の

2-1
2-2
2-3

参加し協働し、主体性を持ち、変
化に対応し、自分たちの住む町を
共に（協力して）良くしていこう。

市民活動団体
（テーマ型組織）

30

女性の会実施の中で、環境問題・
食生活・介護までの連携がとれて
いけたらと思う。

60 女性

1

6

2-3
2-4
3-1

特になし
市民活動団体
（テーマ型組織）

1

1
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追加資料②

分野 年代 性別 理解度
分かり
やすい

具体例
分かり
にくい

具体例 改善方法 協働事例 その他

13
市民活動団体（ボ
ランティア団体）

80
～

男性 3

「協働」の経験が無いし、理詰めにやかま
しく考えたことも無いのでよくわからない
（残念です）

7

8

9

10

11

市民活動団体（ボ
ランティア団体）

60 2
2-1
2-2
3-1

一大佐賀都市圏の指針として将
来展望を開く素晴らしいものが策
定（案）されております。希望として
スペースに余裕があれば、現状写
真、補足説明等のイラストを掲載
してもらいたいと思います。

4-1
3-3

市民活動団体（ボ
ランティア団体）

60 3
3-1
4-1

「これからの歩み」…熱意とチカラ

文章を短く分かりやすく、少し字を
大きく（個人的に目が悪いので申し
訳ありません）

市民活動団体（ボ
ランティア団体）

70 1
3-2
2-4
1-1

分かりやすく説明してある ふれあい学級事業

市民活動団体（ボ
ランティア団体）

50
～
70

2
1-1
2-2
3-1

佐賀市の協働に関する現状と認
識。
協働を進める際の目的と原則に
ついての理解

2-3
2-4
3-3

行政の押しつけという感じが強い

総体的にレベルの高い視点での説
明が多く、対象者の目線を意識し
て、具体的な事例等わかりやすい
表現にしたら（文字表現が多い）

・傾聴ボランティア（高齢者認知症
対象者へのお話相手ボランティア）
活動
・NPO法人国際下宿屋による外国
人留学生への宿舎の提供、及び市
民との交流活動
・日中友好協会による私費留学生ｈ
ｒの支援と市民との交流活動

市民活動団体（ボ
ランティア団体）

70 女性 2
2-1
3-4
4-1

3-3 協働サイクルのイメージのイラスト

市民活動団体（ボ
ランティア団体）

70 男性 2

・佐賀南ロータリークラブとのシチメ
ンそうヤードの清掃活動
・園芸ボランティアグループを干潟
公園周辺の花樹の植栽運動

指針の体系を要約した一覧表がほしい

公的機関（例：市役所・社協・施設・
レストラン・食堂等）の広報・発行物
の点訳

70 男性 2

NPO～市民活動団体～自治会
（地縁団体）の活動範囲や目的の
とらえ方

2-1
2-4

参加と協働の共通点・相違点や
自主性・自立性などを分かりやす
くのべてある。

2-2

市民や地域の人々に、この立派な
指針を周知させるのは至難のワザ
と思う。方法は短時間では結論を
出せない。

現在､小学生も含めて「花いっぱい
活動」を実施中であるが、特に高齢
者が参加、或いは協働することは
現状として限られた人数である。

いきなり、立派な指針が出来たからといっ
てすぐ実行できるものではないと思われる
ので、日教組の影響を受けていない子供・
若年層への取組み方を内容に含ませるべ
きではないかと思う。

2-1
2-3

・参加と協働を具体的に説明され
ておるところは解りやすい。
・なぜ必要かということ。

2-4

・ここが変わると位置づけている
が、全体の意識を変えられるか？
・無責任、わがままの多い中年層
を理想に向かわせるのは指針の
ように行けるか？

市民活動団体（ボ
ランティア団体）

12

14

2
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分野 年代 性別 理解度
分かり
やすい

具体例
分かり
にくい

具体例 改善方法 協働事例 その他

15
市民活動団体（ボ
ランティア団体）

70 2 3-4

活動内容が具体的だった。 【子どもフェスタ】少子化や社会環
境の変化の中で、地区単位での子
ども会活動が困難となってきてい
る。そこで、我々は平成17年より
“未来へつなごう地域と知恵の輪”
をテーマに子どもフェスタをボラン
ティア推進協議会加盟団体などで
作る実行委員会が主体となり、社
会福祉協議会の支援のもとに行っ
てきた。今年度より新たに味の素九
州事業所、味の素冷凍食品、家具
振興組合青年部や商工会青年部
など企業の参加を得た。フェスタは
行政からの協力も受けながら規模
拡大をみせている。
【町民グランド植込みの剪定】諸
富っ子見守り隊の研修会を開いた
折、警察官OBの方より、町民グラ
ンドの植込みが栄え､見通しが悪く
死角となっているという指摘を受け
た。そこで諸富っこ見守り隊と常時
グランドを使用しているグランド協
会が協働して下枝の伐採を行い、
地域環境の整備に協力した。

指針としては十分であるが、具体例を多く
していかなければ市民への浸透は難しい
のではないだろうか。

17
市民活動団体
（地縁型組織）

70 1
「じっくり読み｣｢関心を持って読
む」ことで理解できるものであり、
順位をつけるのは少々難しい。

「分かりにくい」というより「理解で
きたか」ということが大切であるの
で、指針はこれでよいのではない
か。

市民向けに「実践編」を簡略化した
ものを作成し、PR用として活用を呼
びかけたらどうか

「校区ふれあい夏祭り・冬まつり」
「子どもへのまなざし運動」（取組
済）自主防災組織「北川副地区自
主防災実践本部」を公民館運営協
議会が主体となって設立すべく準
備会の協議を進めている。

地域のリーダーが意識的に団体活動の中
で実践していくことが大切であり、行政は
各種団体の組織会議等に対し、頻繁に提
唱していく必要がある。

19
市民活動団体
（地縁型組織）

70 2 2-3

変りゆく社会で個人を尊重する風
潮が次第に強くなっている為、地
域住民のつながりを弱めて、地域
の力を低下させている。佐賀市を
組織の力で共同運営して行うとの
意味か

70
市民活動団体
（地縁型組織）

男性 2

2-1
2-3
2-4

変わり行く私たちの社会は常日頃
聞かされていることではあるがあ
らためてここに掲載されると取り
組まなければならない前提がよく
理解できる。ほかも常識を裏づけ

された感じを持った。

3-2
3-3
4-1

個々に読んでいる段階では理解
できるが読み終った直後でも具体
的に頭に残らない。

従って少し具体例をあげて説明さ
れておれば理解度も高く記憶に
残っているかも知れないと感じた。

1）違法広告物撤去ボランティア
2）県道並木根元枡に花壇
3）アダプトプログラムに参加し河川
の中のゴミ拾いを始めた

「やさしさと活力にあふれるまち　佐賀」の
中身が同時に提示していけば具体的イ
メージがより湧いたかもしれない。
2）協働はまちづくりの戦術段階での効率
的取り組みになると思うが「やさしさと活力
あふれるまち　佐賀」を実現する中味とい
う戦略段階での参加協働が佐賀のまちづ
くりの最大重要なポイントだと思う。

市民活動団体
（地縁型組織）

60 2～3
2-1
2-3
2-4

参加ー責任を持って自発的に関
わること
協働ー相互の自主性、主体性を
持つ、又持ち味を活かす、役割分
担など理解ができた。地域コミュ
ニティ作りの基本、協働を事業と
してみる-手段　レストラン経営

佐賀県地域交通支援モデル事業
（川上校区●●バス運行）20年10
月1日～21年3月31日期間限定試
行運行（行政、自治会、ロイヤル観
光バス）

16

18

3
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分かり
やすい

具体例
分かり
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具体例 改善方法 協働事例 その他

22
市民活動団体
（地縁型組織）

60 男性 3 3-4 具体例を掲げてある
はじめ
に

初めて読む人にいきなり「参加」
「協働」では分かりにくいし、取り付
きにくい。市の現状、まちづくりに
対する考え方、参加・協働とはどう
いうもので、その取組み必要性を
先ず記載すべきと思う

・一市民として総合計画に基づくまちづく
り、或いは地域の公共的課題について発
案・意見・要望　取組みする場合の手順等
を示して欲しい。又、参加することはできる
が、まちづくり等の組織づくりは消極的に
なると思うが、市民総参加という事からも
行政の指導、関わりが必要と思う。
・企業との協同事例を多く記載してはどう
だろうか

23
市民活動団体
（地縁型組織）

70 男性 3
全体的にあまり理解できませんで
した。書いてある活字の意味など
難しく難しく書いてある

協働という意味・内容がわかりにく
くもう少し具体的に実例をあげて
解説してもらいたい。なぜ必要か
はなんとなく分かるが、実際にどう
するかがわからない

参加とは…、協働とは…と具体的
に示すこと（大学の講義のように理
論ばかりです）

今回アンケートの意味がわからない

25
市民活動団体
（地縁型組織）

70 2

内容を読み解きたく思いました
が、文言なども多岐に渡っており
早急に理解（全体）不足のため、
このまま提出します。

27
市民活動団体
（地縁型組織）

70 3
参加部分は案外分かりやすい、
「言葉の意味」等

協働部分の「求められる理由」「さ
まざまなカタチ」「取組みの手順」
等よくわからない

26

市民活動団体
（地縁型組織）

70 男性 2
1-1
2-1
2-2

わかりやすい表現である
3-2
3-3
3-4

具体的なイメージがなかなか結び
つかない。（理論的にはイメージで
きるが）

市民活動団体
（地縁型組織）

2
1-1
2-1
2-3

参加、協働の必要性がある程度
理解できた

2-2
2-3
3-3

NPO、NPOの範囲などわかりづら
い

簡単な説明書にしてほしい
地区内の企業との清掃活動を検討
中

全体に字ばかりでなく、絵を書き込んだ物
が見やすい

市民活動団体
（地縁型組織）

70 男性
2-1
2-2
2-3

市民活動団体
3-2
3-3
3-4

協働に馴染み難い取組みの記載
がない

市民活動団体
（地縁型組織）

60 男性 2
1-1
2-2
2-3

今まである程度の知識はあるの
で理解出来る文章になっている

3-2
3-3
3-4

抽象的、理論的に流れてピンとこ
ない

今まで実施された例（成功例）を具
体的に紹介したらどうですか

・自主防災組織
・子供見守り隊

高齢者になると長文の文章を読破するの
が苦痛です。本指針（案）ももう少し簡素化
し短文にできませんか

21

24

20

4
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分かり
やすい

具体例
分かり
にくい

具体例 改善方法 協働事例 その他

28
市民活動団体
（地縁型組織）

60 4

分かりやすいところは全編ナシ
（仮称）を変えればどこにも合う。
文字の羅列では分からない。現代
社会ではDVD等で製作して見て
分かるものにする事

全編
現代社会では、文章ではなくDVD
等で見る指針を制作すべし

昔に帰ること
向こう三軒両隣

29
市民活動団体
（地縁型組織）

60 3

特になし
毎日ぎりぎりの時間で地域活動を
やっている中、こんな分厚い文章
を読むのは大変。もっと要点を
絞ってまとめ、短時間で理解出来
る工夫をしてください。これでは今
後下部へは落とせません

レストランの事例が載っています
が、繁盛した！　利益があがっ
た！　ではその利益は協働した市
民に分配されますか。なんか行政
の財政難時代に向けての自分達
の人件費確保の方策ではないか
と勘ぐります。例、公民館民営化
が実施され、それに携わる人の精
神的・時間的負担は膨大でも完全
なボランティア。行政は人員削減
等の改革は行ったでしょう？

何のためにやるのかがよく見えな
い。参加・協議ありきの文書で、し
かも行政向きの表現で市民から見
た場合はもっと違うと思う。もっと立
場を変えて見直してほしい。時間を
設け説明会くらいはすべき

公民館運営協議会
各種行事の実行委員会等

実例（私どもに分かる様に）
＊第１章で、新聞やテレビで取り上げられ
る事が多くなって来ているとありますが、
私はまだ見たことがありません。この様な
ところが一人よがりな気がします。

32
市民活動団体
（地縁型組織）

70 2 2-1

・参加と協働の関係、位置づけが
ある程度理解出来る。
・NPO民間非営利組織は市民活
動団体であり、ボランティアの無
償性とは若干異なっている点。
・地域の実情に合わせる取組み
（なじみやすい取組み）は分かり
やすい。

3-1

市民と行政の接点づくりが基本だと
思うので、協働出会いフェスタ等、
小地域でも実施されたら如何かと
思う。

33
市民活動団体
（地縁型組織）

70 4

30

34

31

市民活動団体
（地縁型組織）

70 男性 2

2-1
3-1
3-2

3-4
4-1

1-1
3-4
4-1

「参加」と「協働」の意味と、「協
働」の押さえておきたい８つのポイ
ントと、P13の「参加」と「協働」のイ

メージ図

1-1
4-1
3-4

市民活動団体
（地縁型組織）

70 2

多少説明がくどすぎる 箇条書きの説明で簡素化すること
循誘ふれあい・ふるさと祭り文化祭
の取組み
おひな様文芸賞への取組み

協働を考える場合は、やはりゼロベースに
なって考えてもらいたい。特に行政側にお
いて。これまでのようなお役所意識を払拭
しなければ、協働は進まない。対等の立場
でと言いながら、アンケート結果は相手方
の信頼性に関する割合が最も多いのは、
最初から色メガネで見ているのではない
か？
・積極的な情報発信により「参加」の輪が
広がる仕掛け、あるいは仕組みづくりが必
要。
・第４編展望編において「――しましょう」と
いう表現に少し違和感を持った。参加は自
発的が大切といいながら、「しましょう」とい
うのは、何かお役所の発想のような気がす
る。
・佐賀市の指針案、ざっとですが一応拝読
いたしました。ボリュームのある内容で、委
員の方々の苦労が推察されます。
・全体的によくまとめられていると思いま
す。

企業・市民等
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第 5 回佐賀市協働指針策定市民会議 

追加資料② 

仮称「佐賀市の参加と協働をすすめる指針」（案）に関するアンケート 

このアンケートは、指針（案）をみなさまの意見をできるだけ反映していくために 

実施するものです。みなさまのご意見をお願いします。 

 

 

 

 

１．全体を通して読んでみて、「参加」と「協働」に関して理解できましたか？  

  ①理解できた          ②ある程度理解できた 

  ③あまり理解できなかった    ④理解できなかった 

 

２．読んでみて、分かりやすかったところはどこでしたか？上位３つまでお答えください。 

  ①(   )編(   )章    ②(   )編(   )章    ③(   )編(   )章 

 ※具体的にはどのような点ですか？ 

 

 

 

 

２．読んでみて、分かりにくかったところはどこでしたか？上位３つまでお答えください。 

①(   )編(   )章    ②(   )編(   )章    ③(   )編(   )章 

 ※具体的にはどのような点ですか？ 

 

 

 

 

３．分かりにくかったところはどうすれば分かりやすくなると思いますか？ 

 

 

 

 

４．現在取り組んでいる、または過去に取り組んだことのある「協働」の事例があれば 

ご記入ください。（現在検討中の事例でも結構です。） 

 

 

 

 

５．他に記載して欲しい内容やご意見があればご記入ください。 

 

 

 

 

  ご協力ありがとうございました。 

 

団体名：（                          ） 

年代：①10代 ②20代 ③30代 ④40代 ⑤50代 ⑥60代 ⑦70代  ⑧80代以上 

性別：①男性 ②女性 

 

 

 

 


