資料２－①
■第 6 回佐賀市自治基本条例検討会議 ワークショップ 「市民の役割・責務」 について各班からの意見一覧
２班

3班

○関心
・地域社会に関心をもつ
・地域社会に関心を持つようにする
・まちづくりに関心を持ち、意見を表明
する

○脱無関心
・無関心を追放する（脱無関心）
・今、自分に何が必要かを常に考え行動する
事をしなければならない
・佐賀市を意識する

6班
○情報を共有する
・行政にまかせず自ら行動・情報収集しなけ
ればならない
・行政と情報を共有する
・正しい情報を広げなければならない（地域
コミュニティ）

○情報収集する
・市報などをよく読み、情報収集する
・まちづくりに関する情報を積極的に得
なければならない
・行政に対する情報を知る権利
・行政の情報を積極的に知るよう努力す
る

○提案・提供する
・市民が参加しやすい場（雰囲気）を提案（供）
する（地縁型組織）
・市民が気軽に参加できるコミュニケーショ
ンの場所を日頃から提供する（志縁型組織）

○架け橋（市民と団体の架け橋）
・地域活動にも積極的に参加する
・地域コミュニティ活動に積極的に参加する
・向こう三軒両隣的な再構築が必要とされる
・ＮＰＯ等、志縁型組織に積極的に参加する

○互助
・地域の方々とお互い助け合いの精神を
共有する
・協働により、支え合う地域コミュニテ
ィ活動を行う
・互助の取組みを推進する

○団体（地縁型組織、志縁型組織）
・弱者に目を配り支援（協助）する
・「共感力」を高める
・協働で子どもを育て、安全・安心なまちづ
くりを行う
・協働型まちづくりの中核の役割を担う

○参加
(市民)
・地域行事に積極的に関わり共働する
・公共に対し、無関心の人々に何でも参
加してもらうようにする
・責任をもってまちづくりに参加しなけ
ればならない
（事業者）
・市民が地域の行事に積極的に参加する
（行政）
・地域の行事にできる限り参加する
・執行機関、議会と協働してまちづくり
に努めなければならない。
○相互尊重
・市民相互を大切にする
・お互いを認め、尊重し、自らの発言に
も責任を有する
・助け合う心を養う
・皆でやる、支え合うという意識を植え
付けるようにする
・我が身と同じ様にして他人に目を向け
る

○人と人の支え合い
・私の地域では若い人達とリサイクル活動、
土手の草取り等、協力している
・家庭、地域で輪を大切にする
・自己責任を持つ、ルールを守る
・周りの人達の話をよく聞くことが大切で
す。
・地域での高齢者、弱者に優しく接する町
にする

○助け合い
・互いに尊重し、同じ立場でまちづくりに参
加する
・助け合い（地域活動、近隣、etc）をする
・助け合いの精神を意識する
・地域のために行動する意識を持つようにし
なければならない
・支え合う人生「絆」の固い心を育成する

つながり・コミュニケーション

○コミュニケーション
・コミュニケーションをよくするように
ミニ集会に参加する
・行政に関心を持ち、対話を持つ

○まちづくりに参加する
・地域での協働に参加する
・社会の関わりを福祉的に持つ
・地域社会の発展に寄与する
・まちづくりに関心を持つようにする
・まちづくりに積極的に参画し、取り組む
ことに努力する

助け合い・支え合い

○まちづくりに参加する
・地域活動に参加する
・市政、まちづくりへ積極的に参画する
・地域社会などに貢献
・まちづくりに参加

○市民同士の連携
・相手の立場を尊重できる心を大切にする
・互いに意見を聞く
・人と人とのコミュニケーションを大切にす
る
・自分一人では大した事は、出来ないと自覚
する。
・連帯感を持つ
・信頼し合える関係を築ける様コミュニケー
ションする
・より良いまちづくりの為に考え、行動する
・人との関わりが必要である
・協働して地域社会の発展に努める
・活動する人を応援する

○人と人のつながりを回復する
・人と人とのコミュニケーションを強くし
なければいけない
・地縁の回復に努めることをしなければな
らない
・近隣友好を深める（向こう三軒両隣）
・隣組を大事にしなければならない、昔の
ようにしなければならない
・今は人の為、世の為の言葉が不足してい
る

○自己責任
・自らの発言に責任を持たねばならない
・個人１人１人の考えが地域社会を動かす原
動力になることを自覚する

責任・自覚

○市民は責任を持つ
・行政に対する意見、要望を適時発信する
・住みやすい町にするために自分の言動に
責任をもち行動する
・自分の言動に責任をもつ

５班

参加する

○市民は協働する
・お互いの価値観を認め合う
・個人主義にならず人と人とのコミュニケ
ーションを考え、そのつながりで生活しな
ければならない
・地域で生活していく上で行政に関心を持
ち、自主的に考え行動しなければならない
・子供、年寄りの集いの場や機会を多く作
り、互いの顔を覚えやすくする努力をする
・支え合わなければならない。
・住民が助け合う場、共に喜べる場づくり
をして参加する

4班

情報共有・関心を持つ

１班
○市民は関心を持つ
・地域に関心を持ち、公に対して責任と義
務を持って生活しなければならない
・市政に関心を持ち協力もするが、批判も
する
・自分の住む地域に関心を持つ
・自分が住んでいる地域に関心をもつよう
にする
・何よりもまず自助努力をする
・お互いに協働するという意識を持つよう
にする
・一心同体、今からは共に働き掛け合い、
学び合う、努力をする
・お互いに共助する
○市民は参加する
・地域コミュニティ活動に参加する（住民）
・情報を得るために色々な行事・集会に参
加する

２班

3班

4班

５班

6班

○自立・自助
・自立（自助の精神）する
・権利のみにとらわれず、責務を守る
→自分のことは自分でする

○行動規範
・同じ市民の手本となるような行動
○行政
・まちづくりに関する情報を伝えなけれ
ばならない
・市民との対話を
・市民と共に支え合い地域の課題を共有
する

○情報共有（行政）
・市民、事業者、志縁型組織と共に様々
な課題解決に向けて、機会・情報を惜
しみなく提供する
・まちづくりに関する情報を積極的に公
開し、共有しなければならない。

○行政
・まちづくりのリーダーを養成すべきです
・市民と情報を共有する

○事業者
○事業者
・当事者意識を持ち、まちづくりに協 ・佐賀市を構成するメンバーだと自覚する
・積極的に市民活動に参加する
力・協働する。
・まちづくり活動に積極的に参加する。
・地域の環境を守る取組みを実施する

○事業者（+団体）
・地域社会の環境の保全に努めなければ
ならない
・地域社会を構成する一員（市民）とし
て、事業と共に地域発展の一翼を担う
ものとする

○事業者（企業・団体）
・地域に還元をする
・万が一の時の危機管理（＝セーフティー
ネット）をする

行政

○行政の情報
・佐賀市を豊かにするために行政ビジネス
をする（行政と市民）
・情報共有化に努力する（行政）
・市民の意識向上のために積極的に広報活
動をする（行政）

その他

○愛を持つ
・賢くあらなければならない（歴代の方々を
誇りに）
・郷土愛を念頭に愛国心を養成する
・自然を守らなければならない
・人を敬い、心を正しく持たなければならな
い

○自然環境
・空から地下 全てにおいて考えを共調
する
・動かぬ物にも目を配る気心を持つ

自助・自立

１班

○行政活動
・市民がコミュニケーションがとれるきっ
かけ作りをする（行政は）
・市民が活動しやすい環境づくりをする
・佐賀市を住みやすくするために協働する
（市民と行政）

事業者
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資料２－②
○市民の役割・責務
○市民１人１人は地域を担う存在であると共に協働していくことの
大切さを自覚する。

意

【市民は】
・個人１人１人の考えが地域社会を動かす原動力になることを自覚する
・自分一人では大した事は、出来ないと自覚する。
・賢くあらなければならない（歴代の方々を誇りに）
・同じ市民の手本となるような行動

○市民は自分のことは自分でする（自立・自助）

○市民は自分の言動に責任を持つ。（自己責任）

【市民は】
・自立（自助の精神）する
・何よりもまず自助努力をする
・権利のみにとらわれず、責務を守る

【市民は】
・住みやすい町にするために自分の言動に責任をもち行動する
・自己責任を持つ、ルールを守る
・お互いを認め、尊重し、自らの発言にも責任を有する

自分のことは
自分でする

識
・

○市民は自分の住む地域や市政、まちづくりや行政など、周囲に関心（脱無関心）や意識を持ち、自主的に行動に移す。

関

【市民は】
・地域や社会に関心を持ち、公に対して責任と義務を持って生活しなければならない
・市政に関心を持ち協力もするが、批判もする
・まちづくりに関心を持ち、意見を表明する
・自分が住んでいる地域に関心をもつようにする
・地域のために行動する、またお互いに協働するという意識を持つようにする
・一心同体、今からは共に働き掛け合い、学び合う、努力をする
・行政に関心を持ち、対話を持つ。無関心を追放する＝脱無関心

-心

共
有
・
参
加

・今、自分に何が必要かを常に考え行動する事をしなければならない
・地域で生活していくうえで、行政に関心を持ち、自主的に考え行動しなければならない
・社会の関わりを福祉的に持つ
・我が身と同じ様にして他人に目を向ける
・より良いまちづくりの為に考え、行動する
・子供、年寄りの集いの場や機会を多く作り、互いの顔を覚えやすくする努力をする
・郷土愛を念頭に愛国心を養成する

・協働して地域社会の発展に努める、寄与する
・動かぬ物にも目を配る気心を持つ
・自然を守らなければならない

○市民は市政や広報、まちづくりに関する情報を自ら収集すると共に行政と共有する。

○市民は地域行事や集会、市民活動団体（地縁型組織、志縁型組織）の活動やまちづくりに積極的に参加する。

【市民は】
・行政にまかせず自ら行動・情報収集しなければならない
・市報などをよく読み、情報収集する
・行政と情報を共有する
・行政やまちづくりに関する情報を積極的に得なければならない（知るように努力する）
・行政に対する情報を知る権利
・行政に対する意見、要望を適時発信する

【市民は】
・情報を得るために色々な行事・集会に参加する
・地域行事に積極的に関わり共働する
・公共に対し、無関心の人々に何でも参加してもらうようにする
・責任をもってまちづくりに参加しなければならない
・地域での協働に参加する
・市政、まちづくりに積極的に参画し、取り組むことに努力する
・コミュニケーションをよくするようにミニ集会に参加する

○市民は人と人とのつながりやコミュニケーションを大切にする。
つ
つながり
【市民は】
な
・人と人とのコミュニケーションを大切にし、信頼し合える関係を築ける様にする
が
り
・個人主義にならず人と人とのコミュニケーションを考え、そのつながりで生活しなければならない
・
・連帯感を持つ。人との関わりが必要である
互
・活動する人を応援する
助
・周りの人達の話や意見をよく聞くことを大切にする
・
・向こう三軒両隣的な関係の再構築が必要とされる。＝近隣友好を深める。
協
・地縁の回復に努めることをしなければならない
助
・隣組を大事にしなければならない、昔のようにしなければならない

【市民は】
・相手の立場を尊重できる心を大切にする、お互いの価値観を認め合う
・互助の取組みを推進する人を敬い、心を正しく持たなければならない
・お互いに共助する
・市民相互を大切にする
・地域の方々とお互い助け合いの精神を共有する
・協働により、支え合う地域コミュニティ活動を行う
・皆でやる、支え合うという意識を植え付けるようにする

○事業者

【市民活動団体は】
○役割・活動、取組み
・
「共感力」を高める
・弱者に目を配り支援（協助）する
・協働で子どもを育て、安全・安心なまちづくりを行う
・協働型まちづくりの中核の役割を担う

【事業者は】
○自覚、意識を持つ
・地域社会を構成する一員（市民）であることを自覚し、
事業と共に地域発展の一翼を担うものとする
・佐賀市を構成するメンバーだと自覚する
・当事者意識を持ち、まちづくりに協力・協働する。

○提案・提供する
・市民が参加しやすい場（雰囲気）を提案（供）する
・市民が気軽に参加できるコミュニケーションの場所を日頃か
ら提供する

○活動、取組み
・地域の環境を守る取組みを実施する
・地域に還元をする
・地域社会の環境の保全に努めなければならない
・万が一の時の危機管理（＝セーフティーネット）をする

※地縁型組織＝自治会、子ども会、老人会などの地縁を基礎
にした団体
志縁型組織＝NPO 法人、市民活動・ボランティア団体

【住民は】
・地域コミュニティ活動に積極的に参加する

○市民はお互いを尊重し、助け合い、支え合いながら、同じ立場でまちづくりに関わる。

○市民活動団体（※地縁型組織、志縁型組織）

○情報
・正しい情報を広げなければならない

・地域活動にも積極的に参加する
・ＮＰＯ等、志縁型組織に積極的に参加する
・住民が助け合う場、共に喜べる場づくりをして参加する

○参加
・市民が地域の行事に積極的に参加する
・市民活動やまちづくり活動に積極的に参加する。

・互いに尊重し、同じ立場でまちづくりに参加する
・助け合い（地域活動、近隣、etc）をする
・助け合いの精神を意識する、助け合う心を養う
・支え合う人生「絆」の固い心を育成する
・若者がリサイクル活動や土手の草取り等に協力するような町にする
・家庭、地域で輪を大切にする
・地域での高齢者、弱者に優しく接する町にする

○行政の役割・責務
【行政は】
○情報提供及び共有を行う
・情報共有化に努力する
・市民の意識向上のために積極的に広報活動をする
・市民、事業者、志縁型組織と共に様々な課題解決に向けて、機会・情
報を惜しみなく提供する
・まちづくりに関する情報を積極的に公開し、共有しなければならない
・まちづくりに関する情報を伝えなければならない
・市民と情報を共有する
○行政活動、取組み
・市民がコミュニケーションがとれるきっかけ作りをする
・市民が活動しやすい環境づくりをする
・佐賀市を住みやすくするために協働する（市民と行政）
・佐賀市を豊かにするために行政ビジネスをする（行政と市民）
・まちづくりのリーダーを養成すべきです
・執行機関、議会と協働してまちづくりに努めなければならない。

○参加
・地域の行事にできる限り参加する
○対話
・市民との対話を行う
・市民と共に支え合い地域の課題を共有する
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○市民

○市民活動団体（地縁型組織、志縁型組織）

○事業者

○行政

○市民は自分のことは自分でする（自立・自助）
【市民は】
・自立（自助の精神）する
・権利のみにとらわれず、責務を守る

自分のことは
自分でする

○市民１人１人は地域を担う存在であると共に協働
していくことの大切さを自覚する。
意
識

【市民は】
・個人１人１人の考えが地域社会を動かす原動力になる
ことを自覚する
・同じ市民の手本となるような行動

・
○市民は自分の言動に責任を持つ。（自己責任）
関
心

【市民は】
・住みやすい町にするために自分の言動に責任をもち行
動する

○役割・活動、取組み
○自覚、意識を持つ
【市民活動団体は】
・
「共感力」を高める
・弱者に目を配り支援（協助）する
・協働で子どもを育て、安全・安心なまちづくりを行
う
・協働型まちづくりの中核の役割を担う

【事業者は】
・地域社会を構成する一員（市民）であることを自覚
し、事業と共に地域発展の一翼を担うものとする
・佐賀市を構成するメンバーだと自覚する
・当事者意識を持ち、まちづくりに協力・協働する。

○市民は自分の住む地域や市政、まちづくりや行政
など、周囲に関心（脱無関心）や意識を持ち、自主
的に行動に移す。
【市民は】
・自分が住んでいる地域に関心をもつようにする

等

○市民は市政や広報、まちづくりに関する情報を自
ら収集すると共に行政と共有する。

共
有

【市民は】
・行政と情報を共有する
・行政やまちづくりに関する情報を積極的に得なければ
ならない（知るように努力する）
等

○情報提供及び共有を行う
○情報
【市民活動団体は】
・正しい情報を広げなければならない

・
参
加

○市民は地域行事や集会、市民活動団体（地縁型
組織、志縁型組織）の活動やまちづくりに積極的
に参加する。
【市民は】
・地域行事に積極的に関り共働する
・ＮＰＯ等、志縁型組織に積極的に参加する

○参加
【事業者は】
・市民が地域の行事に積極的に参加する
・市民活動やまちづくり活動に積極的に参加する。

【行政は】
・情報共有化に努力する
・市民の意識向上のために積極的に広報活動をする
・市民、事業者、志縁型組織と共に様々な課題解決に
向けて、機会・情
報を惜しみなく提供する
・まちづくりに関する情報を積極的に公開し、共有し
なければならない
・まちづくりに関する情報を伝えなければならない
・市民と情報を共有する

○参加
【行政は】
・地域の行事にできる限り参加する

○提案・提供する
等

【市民活動団体は】
・市民が参加しやすい場（雰囲気）を提案（供）する
・市民が気軽に参加できるコミュニケーションの場所
を日頃から提供する

○行政活動、取組み

○市民は人と人とのつながりやコミュニケーションを
大切にする。

つ
な
が
り
・
互
助
・
協
助

【市民は】
・人と人とのコミュニケーションを大切にし、信頼し合
える関係を築ける様にする
・向こう三軒両隣的な関係の再構築が必要とされる。
＝近隣友好を深める。
等

○市民はお互いを尊重し、助け合い、支え合いなが
ら、同じ立場でまちづくりに関わる。
【市民は】
・相手の立場を尊重できる心を大切にする、お互いの価
値観を認め合う
・お互いに共助する
・助け合い（地域活動、近隣、etc）をする
等

○活動、取組み
【事業者は】
・地域の環境を守る取組みを実施する
・地域に還元をする
・地域社会の環境の保全に努めなければならない
・万が一の時の危機管理（＝セーフティーネット）を
する

【行政は】
・市民がコミュニケーションがとれるきっかけ作りを
する
・市民が活動しやすい環境づくりをする
・佐賀市を住みやすくするために協働する（市民と行
政）
・佐賀市を豊かにするために行政ビジネスをする（行
政と市民）
・まちづくりのリーダーを養成すべきです
・執行機関、議会と協働してまちづくりに努めなけれ
ばならない。

○対話
【行政は】
・市民との対話を行う
・市民と共に支え合い地域の課題を共有する

