
資料２ 
■第４回佐賀市自治基本条例検討会議 ワークショップ 

「協働のまちづくりに向けて、主語を私にして、「私は 市民として／市民活動に／行政と／など ○○していく」という 『私のまちづくり宣言』 について各班からの意見一覧 

１班 ２班 ３班 ４班 ５班  

○市民として考える（自覚）する 

・私は民間 NPO に関心を持ち、何かに参加するように

心がけます 

・私は行政と一緒に悩み、勇気づける 

・私は市民として自覚する 

・私は市民活動で何が出来るか考える 

・私は市民として近助にもう少し目を向けていきたい 

・私は市政にもっと関心を持ちます 

・私は行政と話して疑問のあることを納得する 

・私は行政と会話（相談）をする 

 

○佐賀市民として理念を持つ 

・高歳ですから、行政に対しては若い人達の力が

必要ですので、若い力にすがりたいです 

・共働には体力の続く限り守って、人に迷惑をかけ

ない様、協力したい 

・私は信念を持ってあきらめず続ける（市民として） 

・私は自分の為ではなくて人の為に（市民として） 

・私はこの会議を通していろんなことに関心をもつ 

 

 ○佐賀市民として関心を持ちます 

・私は市民として無関心から脱する 

・私は地域に自発的にかかわる 

・私は市民として自治活動を通して情報の伝達をする 

・行政と「共働」する 

○市民活動に関心を 

・私は行政と、どちらか一方的な要求にならない様、共

に条例づくりをする 

・私は市民活動でやれそうな事をまずやってみる 

・私は市民活動として NPO の動き（自発性）を観ていき

たい 

○佐賀市民は「自覚」します 

・私は市民としての存在、あり方を自覚する 

・私は市民に危機感を対話する 

・私は市民として自分に恥ずかしくない生活をす

る 

 

自

覚

・

関

心

 

  ○佐賀市民はルールを守ります 

・私は市民としてルールを守る 

  

ル

ー

ル

 

○市民として行動を始める 

・私は地域の老人会活性化のために動く 

・私は市民としてまちづくりの当事者になる（担

う⇒NPO 法人） 

・私は市民活動で障害者の声を聴く 

・私は市民として地域活動に参加する 

・私は「公」の志を持った若者を育てる 

 

 ○佐賀市民は行政と一緒に取り組みます 

・私は行政の人と対話をする（互いが１以上の掛け算にな

る） 

・私は行政と協働し、地域を守る 

・行政と分かりやすく話し合い協力したい思い込みを公正

に 

・私は行政と地域の情報を一緒に共有する 

・私は行政と色々な世代の人が便利な楽しい地域をつくる 

○市民としてリーダーとなる 

・私は地域のリーダーとなる 

・私は地域と行政とのつながりに積極的に関わる 

・私は行政とのパイプ役となる 

・私は現在の役割の中で、立場を鮮明にしていく 

・私は出来ることから自分達のコミュニティを作り上げる 

 

○佐賀市民は「提案」します 

・まちづくりの具体的課題について勉強し、新し

い価値の創造に努める 

・私は地域と共に提案していきたい 

・私は市への政策提言をしたいと思って学んでい

ることがある 

主

体

性

 

○市民として共働する活動に参加する 

・私は市民活動として佐賀市自治基本条例の必要性

を PR します 

・私は市民活動として防災について行政と一緒にすす

めていく 

・私は地方分権を担うプロ（人材）を育てる事業を手助

けする 

・私は女性の人権を守ることに力をつくす（弱い立場

に立つ女性を守りたい） 

・私は働く女性の地位向上のためにつくす（行政との

協力） 

・私は行政と、特に市長さんに佐賀の好きな所を聞い

てもっと好きになる 

・（子供の教育視点から）私は国際理解教育に目覚め

る子供、雰囲気を醸成したい 

○佐賀市民として活動に参加する 

・地域の行事に参加する 

・私は市民活動に積極的に参加する 

 

○佐賀市民は“地域”を大切にします 

・私は市民としてまず地域の行事に参加する 

・市民活動で積極的に公正をモットーとして共有したい、頑

張りたい 

・私はまちをきれいにする環境清掃活動などに参加する 

・私は市民活動を通して一人でも安心して住める地域をつ

くる 

○佐賀市民として絆を大切にする 

・人生は支え合いで生きられます。絆を大切にする（協

働）社会にします 

○佐賀市民は「活動に参加」します 

・私は協働の意味が少し理解できてきた 

・私は市民が楽しく生きがいを感じるように共に動

きたい 

・私は市民活動にすすんで参加する 

・地域のイベント等への参加の機会を確保する 

 

参

加

 

 ○佐賀市民として対話をする 

・市民活動では一人の市民として聴く話す事で支

えあいたいと思います 

・私は知らないことを人から学ばせて頂き、その経

験を伝えていく（市民として） 

・私は市民として地域住民との対話 

・私は市民として地域のちょっとした気がかりな事

など近隣の方々に話しかけてみる努力をしたい 

・私は行政と対話 

○佐賀市民はお互いに対話をします 

・私は市民として人との総和に努めたい。話を聞き、理解し

たい 

・私は市民活動で地域のコミュニティを図る 

・私は「助けてくれる人」「共有・共感」できる人を見つける 

・私は周りの人の話を聴く。（無関心から関心の掘り起こし

や発見をする） 

・私は住民同士の対話のある地域をつくる 

 

 ○佐賀市民は「コミュニケーション」の機会をつく

ります 

・私は市民活動でコミュニティの必要性を拡大す

る 

・私は市民活動で皆と一緒に住みよい佐賀市を

創るよう頑張る 

・私は市民が語り合える場所をつくりたい 

・世代を超えたコミュニケーションの機会をつくる 

 

コ
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ニ
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   ○市民として教育を重んじる 

・薄い紙も表と裏で 1 枚です。私は心と体の健康を願い

心の人間性ある、人材でなく財となる人財育成を目指

します 

・私はメリット、デメリット、損得より善か悪かで事に処する

社会の構築に力を注ぎます 

 

人

材

育

成

 

 ○佐賀市民として情報の発信受信をする 

・私は市民として情報を交換する 

・私は市民として情報発信 

・私は行政の情報に常に心がけて耳を傾けたい 

・私は行政との共働を意識して市民の立場から行

政へ、行政の立場を市民個人として受け止めら

れる様、努力したい。共有から始める 

  ○佐賀市民は「情報共有」します 

・私は行政と情報提供を行う 

・私は行政と市のあり方について積極的に相談・

提言する 

・私は行政と何らかのつながりを持ちたい 

 

情

報

共

有

・

発

信
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●ルール 

・私は行政と、どちらか一方的な要求にならない様、共に条例づくりをす

る。 

・私は市民活動で積極的に公正をモットーとして共有したい、頑張りたい。 

 

 

●教育（人材育成） 

・私は「公」の志を持った若者を育てる。 

・（子供の教育視点から）私は国際理解教育に目覚める子供、雰囲気

を醸成したい。 

・薄い紙も表と裏で 1 枚です。私は心と体の健康を願い心の人間性あ

る、人材でなく財となる人財育成を目指します。 

・私はメリット、デメリット、損得より善か悪かで事に処する社会の

構築に力を注ぎます。 

 

 

●情報共有・発信 

・私は市民として情報を発信しつつ、情報を交換する 

・私は市民として自治活動を通して情報の伝達をする。 

・私は行政の情報に常に心がけて耳を傾けたい 

・私は行政と地域の情報を一緒に共有し提供する。 

 

●コミュニケーション（市民として） 

・私は市民として知らないことを人から学び、その経験を伝えていく。 

・私は市民として地域住民との対話をします。 

・私は市民として地域のちょっとした気がかりな事など近隣の方々に話し

かけてみる努力をしたい。 

・私は市民として人との総和に努めたい。話を聞き、理解したい。 

・私は市民に危機感を対話する。 

・私は住民同士の対話のある地域をつくる。 

・私は「助けてくれる人」「共有・共感」できる人を見つける。 

・私は周りの人の話を聴く。（無関心から関心の掘り起こしや発見をする） 

・市民活動では一人の市民として聴いたり、話す事で支えあいたい。 

 

●地域活動（参加） 

・私は市民としてまず地域の行事や市民活動に参加する。 

・私はまちをきれいにする環境清掃活動などの市民活動に参加する。 

・私は地域のイベント等への参加の機会を確保する。 

・私は市民活動として防災について行政と一緒にすすめていく。 

・私は市民活動を通して一人でも安心して住める地域をつくる。 

 

●自覚 

・私は市民としての存在、あり方を自覚する。 

・私は市民として信念を持ってあきらめず続ける。 

・私は市民として自分に恥ずかしくない生活をする。 

・私は現在の役割の中で、立場を鮮明にしていく。 

 

●人権 

・私は女性の人権を守ることに力をつくす（弱い立場に立つ女性を守

りたい）。 

・私は働く女性の地位向上のためにつくす（行政との協力）。 

 

●協働 

・人生は支え合いで生きられます。絆を大切にする（協働）社会にします。 

・共働には体力の続く限り守って、人に迷惑をかけない様、協力したい。 

・私は市民が楽しく生きがいを感じるように共に動きたい。 

・私は行政と「共働」する。 

・私は行政と協働し、地域を守る。 

・私は行政との共働を意識して市民の立場から行政へ、行政の立場を市民

個人として受け止められる様、努力したい。共有から始める。 

●NPO 等 

・私は民間 NPO に関心を持ち、何らかの活動に参加するように心が

けます。また、NPO の動き（自発性）を観ていきたい。 

・私は地域活動で障害者の声を聴く。 

・私は地域活動を通して皆と一緒に住みよい佐賀市を創るよう頑張

る。 

 

●関心 

・私は市民として近助にもう少し目を向けていきたい。 

・私は市民として無関心を脱し、市政を含め様々のことにもっと関

心を持ちます。 

・私は市民として自分の為ではなくて人の為に。 

・私は市民活動で何が出来るか考える。 

 

●主体性（市民として） 

・私は市民としてまちづくりの当事者になる。（担う⇒NPO 法人） 

・私は地域のリーダーとなる。 

・私は市民としてルールを守る。 

・私は地域の老人会活性化のために動く。 

・私はまちづくりの具体的課題について勉強し、新しい価値の創造に

努める。 

・私は地域と共に提案していきたい。 

・私は市への政策提言をしたいと思って学んでいることがある。 

・私は地域に自発的にかかわる。 

●主体性（行政と） 

・私は行政とのパイプ役となる。 

・私は地域と行政とのつながりに積極的に関わる。 

・私は行政と一緒に悩み、勇気づける。 

・私は行政と分かりやすく話し合い協力したい。思い込みを公正に。 

・私は行政と色々な世代の人が便利で楽しい地域をつくる。 

●主体性（市民活動で） 

・私は市民活動でやれそうな事をまずやってみる 

・私は市民が語り合える場所をつくりたい。 

・私は出来ることから自分達のコミュニティを作り上げる。 

・私は市民活動で地域のコミュニティを図る。 

・私は市民活動でコミュニティの必要性を拡大する。 

・世代を超えたコミュニケーションの機会をつくる。 

・私は市民活動を通して皆と一緒に住みよい佐賀市を創るよう頑張

る。 

●感想 

・私は協働の意味が少し理解できてきた。 

●コミュニケーション（行政と） 

・私は行政の人と対話や相談をする。（互いが１以上の掛け算になる、疑

問のあることを納得する） 

・私は行政と市のあり方について積極的に相談・提言する。 

・私は行政と、特に市長さんに佐賀の好きな所を聞いてもっと好きになる。 

佐賀市民は市民としての役割を果たします！ 

佐賀市民は無関心を脱します！ 

佐賀市民は市民活動に参加します！ 

佐賀市民は教育（人財育成）をすすめます！ 

佐賀市民は基本的人権を尊重します！ 

佐賀市民は情報を共有し、発信します！ 

佐賀市民は主体的にまちづくりをすすめます！ 

佐賀市民は協働のまちづくりのルールをつくります！ 

佐賀市民は様々な人とコミュニケーションをとります！ 

佐賀市民は協働のまちづくりを進めます！ 
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