
■第 7 回佐賀市自治基本条例検討会議 ワークショップ 「行政（市長、職員、執行機関など）、議会、事業者、市民活動団体の役割・責務」 について各班からの意見一覧 

１班 ２班 3 班 4 班 ５班  

○市長 

・この条例の趣旨・目的を尊重し、実効ならしめな

ければならない 

・執行機関・補助機関、相互のバランスに配慮する 

・市民が市政に参加しやすいよう情報の提供をする 

・「佐賀市」という船の船長の役割をする 

・方向性を決定し指示する 

・協働に関し、市民と職員それぞれの自発性を尊重

する 

・市民にとっては、遠い存在というのが、今までの

考え方としてある。如何に市民に近づくかアイデ

アを出してほしい。市民から公募しても良い 

・行政サービスの質を向上させて成功した他市町村

の例を掲示してほしい 

○政治的リーダーシップ 

・国や他の自治体（海外も含む）との交渉をリ

ードしなければならない 

・予算の透明性の確保に努めなければならない 

・市役所のトップとして、市の経営の改善に尽

力しなければならない 

・公平な考えの基、市民の為の決定権を確保す

る 

 

○職務範囲 

・まちづくりの方針を明確にし、市民に協力を

求めるよう広報しなければならない 

・市の役割範囲を明確に（行政の範囲、市民範

囲など）する 

 

○市民の関係 

・市民に対して平等でなくてはいけない 

・市民の権利を認めなければいけない 

・市民の幸福度の増進に努めなければならない 

○発信 

・市の方向性を常に持って行動や発言しなければなら

ない 

・市政に何を取り入れるか先取りして取り組むことが

大切である 

・市政に関する市民の意見提案を統合的に検討し、直

ちに市政に反映する 

・職員から市民の意見を聞く対応を市民に見せてほし

い 

 

○市長の職務 

・職員の能力を的確に評価し配置する 

・市政の代表者として公正かつ誠実に市政の執行に当

たり、まちづくりの推進に努めなければならない 

・行政活動の目的を活動内容の公開により、市民と情

報共有し透明性の確保に努めなければならない。 

○聞き話し合う 

・市民の意見、要望を集約する 

・市民の声を聞き的確な判断をする 

・市民及び議会と語り合う場を多く持つ（聞く、

話す）ようにする 

 

○未来を語る 

・佐賀市が進む方向性を明らかにする。（未来へ） 

・自分たちが定めた政策が佐賀市の未来を決め

るのだとの自覚を持ってほしい（地方分権時代

の市長・職員） 

 

○市民によりそう 

・市民の質問に対し、必ず回答（理解するまで）

する 

・市民に寄り添い、身近な存在になる 

 

○人を育てる、行動する 

・市の代表として適正な市政運営を行う 

・職員の教育に力を注ぐ 

・三現主義で判断する 

○公聴 

・町民の声を聞いてください。元、町長さんより話し

づらい 

・市政の推進にあたり、市民の意見を聴く機会を設け

る（パブリックコメント） 

・市民の意向を的確に把握する機会を設ける 

・市民の意見と提案を適切に市政反映させる 

 

○情報公開（共有化） 

・行政活動の目的と内容を公開に努めるように努力す

る 

・市民と対話し、情報を公開しなければならない 

・市民との情報を共有化する 

・市政に関する情報を積極的に公開する 

 

○適正な運営 

・条例の趣旨に則り公正かつ誠実に市政を運営する 

・市民の信託を受け、その責務を公正中立にしなけれ

ばならない 

・公正かつ誠実に職務を執行しなければならない 

・適正に効果的に市政運営をする 

・その責任と権限において公正かつ誠実に職務の執行

をする（行政委員会等） 

 

○環境の整備 

・市民の安心・安全を守らなければならない 

・市民の住みやすい環境をつくるべく努力しなければ

ならない 

 

○人材育成 

・市政を担う人材を育成する 

市

長

 

○職員 

・クレーマーにも正しく対処する 

・異動後、すみやかに専門的な知識を修得する 

・専門職にとどまらず行政の意識を持って貰いたい 

・市長の決定に従い事務（業務）を執行する 

・資料を集め、市長の決定を補佐する 

○行政の改善 

・研修や勉強会に積極的に参加し、行政の改善

に努める 

 

○市民との関係 

・市民に安全で安心な生活が出来る様に指導す

る 

 

○職務の執行 

・市長、行政委員の補助を徹底して市民の為の

業務を遂行する 

・市長の方針を尊重し、効率的な職務遂行に努

めなければならない 

・公平・公正にその職務を執行しなければなら

ない 

○情報 

・現在の取組み状況を公開する 

・市民に重点項目を情報発信する 

・市民の関心ごと、要望等の情報をつかむ 

・市民との対話により地域の状況を把握する 

 

○職務 

・自分も一市民だと常に思って行動する 

・市民ずつの要望があると視察するなり、なんらかの

行動を示し対応する 

・市民のリーダーとなる人だと意識しなければならな

い（行政マン） 

 

○協働 

・全てを計画せず、市民を活用する 

・市民を積極的に取り込む 

○職員は勉強しよう 

・正しい日本語で話す能力を高める 

・市長の主旨を理解し、市民に適切に対応する 

・プロとしての能力（分析・発信）を高める努

力をする 

 

○奉仕者としての職務遂行を 

・まちづくりの為に力を発揮し、市民の視点を

理解し、誠実に行動する 

・市民との協働を考え職務を遂行する 

・市民の視点にたって職務執行する 

・全体の奉仕者として誠実に職務を行う 

・市民とのコミュニケーションを大事にする 

 

○報告とＰＲの技をみがけ 

・地域の情報を正しく報告する 

・市の活動をＰＲする 

○職員と地域のコミュニケーション 

・自治の人々と話し合いしてほしい（空家・ゴミ屋敷） 

・町民と会話する事は難しいと思っている 

 

職

員

 

○市 

・地域と行政との対話を増やす（市は） 

・防災行政無線の設置をする。（市は） 

・防災の観点で要援護者を大切にする町づくりをす

る（行政は） 

・知るべき人のみ知れと言う態度では市民の関心は

高まらない。もっと広報のあり方を考えなおすべ

きである。（行政は） 

・市長の意に従い専門分野を担当する（各種委員会

は） 

○執行機関 

・住民の意見を十分に聞く仕組みを設けなけれ

ばならない（市長を除く） 

・市民の権利、役目を学校教育で指導（道徳）

する（教育委員会） 
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 ○すべて(市長、執行機関、職員) 

・協働の推進に努めなければならない 

 
  

す

べ

て

 

資料２ 



１班 ２班 3 班 4 班 ５班  

○議会 

・一部の意見、首長に偏り過ぎず、公平公正に情報

を収集する 

・市民の代表者であることを強く意識する 

・市民活動の推進の場に積極的に参加する 

・佐賀市全体の発展のために尽力する 

・議事等の審議（市執行部）結果でなく、検討内容

も公表する 

・議員の討議を尊重しつつ、議会全体の一体性を確

保する 

・市政運営状況を報告する場に多くの市民を入れる

べき、参加の人数を制限せずに。 

・市民参加を促す努力をしてほしい 

・自由な討論の場に積極的に参加して討論してほし

い 

○情報の公開 

・住民への情報の共有に努めなければならない 

・市民の声が反映される様、報告会の広報を積

極的にする 

・政策、予算について住民にわかりやすく説明

しなければならない 

 

○自由な討論 

・自由な討論の場であるようにしなければなら

ない 

 

○活動の改善 

・研修・勉強会に積極的に参加し、活動の改善

に努めなければならない 

・適切な判断を責任ある行動をする 

 

○公正性透明性 

・市全体の利益となるよう努めなければならな

い 

・公正性、透明性を重んじる 

・市民の為の公平な議論を優先する 

○議会（資質） 

・市民の代表であるので、市政運営評価する 

・市民の代表であることを常に自覚し公正性、透明性

及び信頼性を重んじ、開かれた議会にする 

・市政運営に適切な判断と責任ある活動をする 

 

○議員（資質） 

・市民の多様な意見等を市政に生かす 

・地域のことではなく市全体を把握し行動する 

・市政についての課題を把握し、その向上を目指して

活動する 

・私達の選んだ議員なのだからもっと活気を持って議

論してほしい 

○多くの人と話し合い意見を聞いてほしい 

・活発な意見交換の為にも様々な年代と話をす

る 

・代表として市民の身近な声に目を傾けると共

に情報の公開をする 

・アメリカ議会で良くみられる専門家を招いた

公聴会を数多く開催してほしい 

 

○代表者としての自覚をもって行動を 

・執行部へ市民代表で是非を問う 

・地域の代弁者との意識を持って対応する 

・対処する課題（ゴミ処理、廃棄物など）の解

決の方向で汗をかいてほしい 

 

○報告が大事 

・市民に十分な活動報告をする 

○総論 

・言論の府で市民の代表機関で、なおかつ執行機関を

チェックする 

 

○自覚 

・市民に選ばれた重要性を自覚しその職務の執行をし

なければならない 

・市民の代表機関としての自覚に立ち、市民参加を推

進する 

 

○公聴 

・課題及び市民の意見を聞いてほしい 

・市政に対する政策を進めるため市政の課題を把握す

るよう努力しなければならない 

 

○情報交換 

・市民の負託にこたえるため情報公開を推進する 

 

議

会

 

○事業者 

・市民を構成する一員としての自覚を強くする 

・市民であることを自覚する 

・職員が子育てし易い環境を提供する 

・利益の１％～３％の環境整備、文化芸術に援助を

する 

○事業者 

・市民の１人だと自覚する 

・市民社会の構成員であることを自覚しなけれ

ばならない 

・その事業を通して、佐賀市が発展に寄与しな

ければならない 

・環境の保全に配慮しなければならない 

・市民（従業者）が活動に参加しやすい様に配

慮する 

○事業者 

・市が実施する諸施業に協力する 

 
○事業者 

・地域社会の一員として、市政に対する理解を深める

よう努力する 

・その活動を通じ地域に還元する 

・積極的に行事に参加 

・環境保全に努め、諸施策に協力する 

事

業

者

 

○市民活動団体 

・市民と行政、議会に対して自らの活動内容実績を

説明報告する 

・生活環境の改善の為に努力する（自治会は） 

・若い人が参加（参画）できるように情報を提供す

る 

・自助、共助の働きを支援する（自治会は） 

・市民と行政の架橋をして相互に情報の提供をする

（自治会は） 

○市民活動団体 

・他の市民、団体、特に少数者の配慮をする 

・他の団体、行政、議会、市民との情報を共有

する 

・地域の市民の小さな事柄を聞き入れ、参加し

やすい活動を実行する（自治会は） 

・地域の人ができるだけ参加する様に広報する 

○自治会 

・市の定めではない職員を使ってほしい 

・個人情報保護法で活動が制限されている 

○協働できる情報を 

・地域活動の総括化を図る（自治会は） 

・住民に協働できる情報を公示する 

○市民活動団体 

・市民が参加しやすい場を提案しなければならない 

・会員相互のつながりを深めなければならない 

・行政で決められた共働、協力に気持ち良く参加する 

・市民のニーズをよくつかみ、行政と協働する 

・まちづくりの中核として、町民間の認知をはかる（自

治会は） 

市

民

活

動

団

体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■第 7 回佐賀市自治基本条例検討会議 ワークショップ 「行政（市長、職員、執行機関など）の役割・責務」 について まとめ 
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○市長 

○行政の役割・責務 

○職員 

【職員は】 

・現在の取組み状況を公開する 

・市民に重点項目を情報発信する 

・地域の情報を正しく報告する 

・市の活動をＰＲする 

【行政は】 

・知るべき人のみ知れと言う態度では市民の関心は高まらないため、広報のあり方を考えなおす 

○職員は、市民の必要とする情報発信を行う 

【職員は】 

・専門職にとどまらず行政の意識を持たなければならない 

・市民のリーダーとなる人だと意識しなければならない（行政マン） 

○職員は、行政（市民のリーダー）の意識を持つ 

・防災の観点で要援護者を大切にする町づくり（防災行政無線を設置するな

ど）をする（行政は） 

・行政サービスの質を向上させて成功した他市町村の例を掲示してほしい 

 

○その他 

・住民の意見を十分に聞く仕組みを設けなければならない（市長を除く） 

・市民の権利、役目を学校教育で指導（道徳）する（教育委員会） 

・市長の意に従い専門分野を担当する（各種委員会） 

 

○執行機関 

【職員は】 

・市長の主旨を理解し、市民に適切に対応する 

・プロとしての能力（分析・発信）を高める努力をする 

・異動後、すみやかに専門的な知識を修得する 

・研修や勉強会に積極的に参加し、行政の改善に努める 

・職員から市民の意見を聞く対応を市民に見せてほしい 

○職員は、研修・勉強会に積極的に参加し、自己の能力を高めるよ

う努力する 

【市長は】 

・市政に何を取り入れるか先取りして取り組むことが大切である 

・市政に関する市民の意見提案を統合的に検討し、直ちに市政に反映する 

・市政の推進にあたり、市民の意見や意向を的確に把握する機会を設ける（パブリ

ックコメント） 

・市民の声を聞き、的確な判断をすると共に意見や要望を集約する 

○市長は、市民の意見や提案を検討し、市政に反映する 

○市長は、佐賀市の進む方向性を明らかにして、指し示す。 

【市長は】 

・佐賀市が進む方向性を明らかにする。（未来へ） 

・方向性を決定し指示する 

・自分たちが定めた政策が佐賀市の未来を決めるのだとの自覚を持つ（地方分権時

代の市長・職員） 

・市民の幸福度の増進に努めなければならない 

・市民の安心・安全を守らなければならない 

・市民の住みやすい環境をつくるべく努力しなければならない 

・市の方向性を常に持って行動や発言しなければならない 

・まちづくりの方針を明確にし、市民に協力を求めるよう広報する 

【市長は】 

・市政を担う人材を育成する 

・職員の教育に力を注ぐ 

・三現主義で判断する 

・職員の能力を的確に評価し配置する 

・協働に関し、市民と職員それぞれの自発性を尊重する 

○市長は、職員の教育に力を注ぎ、人材育成を行う 

【市長は】 

・国や他の自治体（海外も含む）との交渉をリードしなければならない 

・市役所のトップとして、市の経営の改善に尽力しなければならない 

・公平な考えの基、市民の為の決定権を確保する 

・「佐賀市」という船の船長の役割をする 

・協働の推進に努めなければならない 

・執行機関・補助機関、相互のバランスに配慮する 

・市の役割範囲を明確に（行政の範囲、市民範囲など）する 

○市長は、佐賀市の政治的なリーダーとして、市を統率する 

【職員は】 

・自治の人々と話し合いを行う（例：空家、ゴミ屋敷など問題について） 

・自分も一市民だと常に思って行動する 

・市民とのコミュニケーションを大事にする 

・市民との対話により地域の状況（関心ごと、要望等）を把握する 

・地域と行政との対話を増やす（市は） 

・町民と会話する事は難しいと思っている 

・市民と共に支え合い、地域の課題を共有する 

○職員は、市民とコミュニケーションを積極的に行い、地域の状況を把握する 

 

【職員は】 

・まちづくりの為に力を発揮し、市民の視点を理解し、誠実に行動する 

・市民の視点にたって、市民との協働を考え職務を遂行する 

・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。 

○職員は、奉仕者として市民の視点にたって、まちづくりの為に力を発揮する 

【市長は】 

・条例の趣旨に則り公正かつ誠実に市政を運営する 

・その責任と権限において公正かつ誠実に職務の執行をする（行政委員会等） 

・市民の信託を受け、その責務を公正中立にしなければならない 

・市政の代表者として公正かつ誠実に市政の執行に当たり、まちづくりの推進に努

めなければならない 

・予算の透明性の確保に努めなければならない 

○市長は、公正かつ誠実に職務を執行し、適正な運営を行う 

【市長は】 

・市民に対して平等でなくてはいけない 

・市民及び議会と語り合う場を多く持つ（聞く、話す）ようにする 

・市民の質問に対し、必ず回答（理解するまで）する 

・市民に寄り添い、身近な存在になる 

・市民にとって遠い存在であるため、市民に接するためのアイデアを公募する 

・市民の権利を認めなければいけない 

○市長は、市民に対して平等であり、身近な存在になるように努める 

【職員は】 

・市長、行政委員の補助を徹底して市民の為の業務を遂行する 

・市長の方針を尊重し、効率的な職務遂行に努めなければならない 

・市長の決定に従い事務（業務）を執行する 

・資料を集め、市長の決定を補佐する 

○職員は、市長の方針を尊重し補佐すると共に職務を効率的に遂行する 
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人材育成 

尊重・補佐 

【市長は】 

・市民と対話し、市民、まちづくりに関する情報を積極的に公開する 

・市民との情報を共有化する 

・市民が市政に参加しやすいような情報の提供をする 

・行政活動の目的を内容の公開により、市民と情報共有し透明性の確保に努める 

・市民の意識向上のために積極的に広報活動をする 

○市長は、市民に情報を積極的に公開し、透明化を図る 

【職員は】 

・全てを計画せず、市民を活用する 

・市民を積極的に取り込む 

・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 

・地域の行事にできる限り参加する 

・市民がコミュニケーションを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 

○職員は、市民が参加する機会を設ける 

【職員は】 

・市民に安全で安心な生活が出来る様に指導する 

○職員は、市民に安全で安心な生活が出来る様に指導する 

【職員は】 

・公平・公正にその職務を執行しなければならない 

・クレーマーにも正しく対処する 

・市民ずつの要望があると視察するなど、何らかの行動を示し対応する 

 

○職員は、市民に対して、公平・公正、誠実に行動する 
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○議会の役割・責務 ○佐賀市議会基本条例（※以下に示すのは左のＷＳの結果（意見）に関連する条例本文の抜粋です） 

第５章 政治倫理 

（政治倫理） 

第２０条 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを自覚

し、市民の代表として良心及び責任感を持って、議員の

品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。 

第３章 市長等との関係 

（市長等との関係の基本原則） 

第９条 議会は、市長との立場及び権能の違いを踏まえ、市長その

他の執行機関（以下「市長等」という。）と常に緊張ある

関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに、

政策立案及び市長等への政策提言を通じて、市政の発展に

取り組まなければならない。 

第４章 議会の機能の強化 

（議員研修の充実強化） 

第１７条 議会は、議員の政策の形成及び立案能力の向上等を図る

ため、議員研修の充実強化を図るものとする。 

第２章 市民との関係 

（市民との関係の基本原則） 

第６条 議会は、議会の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。 

 

 

２ 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員 

  会を原則として公開するものとする。 

 

 

３ 議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の運営に当た 

り、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、専門的又は政策 

的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。 

 

４ 議会は、議会及び議員の政策形成能力を強化するとともに、政

策提案の拡大を図るために、議員の全部又は一部と市民等との

意見交換の場を設けることができる。 

 

市

民

と

の

関

係 

活

動

原

則 

第１章 総則 

（議会の活動原則） 

 

 

第３条 議会は、議会が、議員、市長、市民等の交流及び自由な討論の場

であるとの認識に立つものとする。 

 

 

 

２ 議会は、主権者である市民の代表機関であることを常に自覚し、 

公正性、透明性及び信頼性を重んじ、市民に開かれた議会とし 

て、市民参加を目指して活動するものとする。 

 

 

 

３ 議会は、市の施策に対する意思決定を行う議決機関として、市 

政運営状況の監視及び評価を行うとともに、適切な判断と責任 

ある活動を行わなければならない。 

 

【議会は】 

・市民に選ばれた重要性を自覚し、その職務の執行をしなければならない 

・市民の代表者であることを強く意識する 

・地域の代弁者との意識を持って対応する 

・市民の代表であることを常に自覚し公正性、透明性及び信頼性を重んじ、開かれ

た議会にする 

・佐賀市全体の発展のために尽力する 

・市全体の利益となるよう努めなければならない 

・適切な判断と責任ある行動をする 

・地域のことではなく市全体を把握し行動する（議員） 

・執行部へ市民代表で是非を問う 

○議会は、代表者としての自覚を持ち、佐賀市全体の発展のために行動する 

【議会は】 

・議員の討議を尊重しつつ、議会全体の一体性を確保する 

・言論の府で市民の代表機関で、なおかつ執行機関をチェックする 

○議会は、議会の一体性を確保し、執行機関をチェックする 

【議会は】 

・自由な討論の場であるようにしていくと共にその場に積極的に参加し、討論する 

・私達の選んだ議員なのだからもっと活気を持って議論してほしい（議員） 

○議会は、自由な討論の場に積極的に参加し、討論する 

【議会は】 

・公正性、透明性を重んじる 

・市民の為の公平な議論を優先する 

・一部の意見、首長に偏り過ぎず、公平公正に情報を収集する 

○議会は、公正性・透明性を重んじる 

【議会は】 

・市民の代表であるので、市政運営評価する 

・市政運営に適切な判断と責任ある活動をする 

○議会は、市政運営において適切な判断と責任ある活動を行う 

【議会は】 

・市民の負託にこたえるため情報公開を推進し、十分な活動報告をする 

・住民への情報の共有に努めなければならない 

・議事等の審議（市執行部）結果でなく、検討内容も公表する 

・政策、予算について住民にわかりやすく説明しなければならない 

・代表として市民の身近な声に耳を傾けると共に情報の公開をする 

○議会は、市民が必要とする情報を公開・報告し、共有する 

【議会は】 

・活発な意見交換の為にも様々な年代の人と話をする 

・課題及び市民の意見を聞く 

・市民の声が反映される様、報告会の広報を積極的にする 

・市政運営状況を報告する場に多くの市民をとりいれる。（参加の人数を制限せずに） 

・市政に対する政策を進めるため市政の課題を把握するよう努力する 

・市民の多様な意見等を市政に生かす（議員） 

・アメリカ議会で良くみられる専門家を招いた公聴会を数多く開催してほしい 

○議会は、市政に市民の多様な意見等を市政に反映する 

（議会報告会） 

第８条 議会は、議会報告会を必要に応じ行うものとする。 

【議会は】 

・研修・勉強会に積極的に参加し、活動の改善に努めなければならない 

 

○議会は、研修・勉強会の場に積極的に参加する 

【議会は】 

・市民活動の推進の場に積極的に参加する 

・市民参加を促す努力をする 

・市民の代表機関としての自覚を持ち、市民参加を推進する 

○議会は、市民参加を推進する 

第１章 総則 

（議員の活動原則） 

第４条 議員は、市民福祉の向上を目指して活動しなければならな

い。 

 

２ 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であ

ることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議を尊重す

るものとする。 

 

 

 

 

３ 議員は、自己の能力を高める不断の研さんに努め、市政全

般についての課題及び市民の意見、要望等を的確に把握し

なければならない。 
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○市民 ○事業者 ○市民活動団体（地縁型組織、志縁型組織） 

 

【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 

○市民は自分のことは自分でする（自立・自助） 

自分のことは 

自分でする 

 

【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１人１人は自治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。 

 

【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 

○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】 

・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 

○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】 

・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】 

・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           等 

○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】 

・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く 

・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。 

【市民活動団体は】 

・住民に協働できる情報を公示する 

・若い人が参加（参画）できるように情報を提供する 

・市民と行政の架橋をして相互に情報の提供をする（自治会） 

・市民と行政、議会などに対して自らの活動内容実績を説明報告すると共に情報を共

有する 

・地域の人ができるだけ参加する様に広報する 

・正しい情報を広げなければならない 

○市民活動団体は、若い人を含め地域の人が参加できるような情報を提供

し、共有する。 

【事業者は】 

・市民（従業者）が活動に参加しやすい様に配慮する 

・職員が子育てし易い環境を提供する 

・利益の１％～３％の環境整備、文化芸術に援助をする 

・市が実施する諸施業（環境保全など）に協力する 

・その活動を通じ地域に還元する 

・地域の環境を守る取組みを実施する 

・環境の保全に配慮しなければならない 

・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 

 

○事業者は様々な活動を通じて地域に還元できるようにする。 

【市民活動団体は】 

・地域の市民の小さな事柄を聞き入れ、参加しやすい活動を実行する 

・市民が参加しやすい場を提案しなければならない 

・自助、共助の働きを支援する（自治会） 

・地域活動の総括化を図る（自治会） 

・市の定めではない職員を使ってほしい（自治会） 

・個人情報保護法で活動が制限されている（自治会） 

・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 

・市民が参加しやすい場（雰囲気）を提案（供）する 

・協働で子どもを育て、安全・安心なまちづくりを行う 

○市民活動団体は、市民の意見を聞き、自助、共助の働きを支援し実行する 

【市民活動団体は】 

・協働型まちづくりの中核の役割を担う 

・会員相互のつながりを深めなければならない 

・まちづくりの中核として、町民間の認知をはかる（自治会） 

・他の市民、団体、特に少数者の配慮をする 

・市民のニーズをよくつかみ、行政と協働する 

・生活環境の改善の為に努力する（自治会） 

・行政で決められた共働、協力に気持ち良く参加する 

・「共感力」を高める 

○市民活動団体は、周囲（市民、団体等）に関心を持ち、相互のつながりを深

めると共に協働の活動を行う 

 

【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 

○市民は自分の言動に責任を持つ。（自己責任） 

 

 

【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。また市政に対する理解を深めるよう努力する 

・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。 

・その事業を通して、佐賀市が発展に寄与しなければならない 

○事業者は市民の一員であること自覚する 

【事業者は】 

・積極的に行事に参加 

・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。 

○事業者は地域活動やまちづくりに積極的に参加する 
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○市長（行政） 
○議会 ○職員（行政） 

【議会は】 

・議員の討議を尊重しつつ、議会全体の一体性を確保する 

・言論の府で市民の代表機関で、なおかつ執行機関をチェックする 

○議会は、議会の一体性を確保し、執行機関をチェックする 

【議会は】 

・自由な討論の場であるようにしていくと共にその場に積極的に参加し、討論する 

・私達の選んだ議員なのだからもっと活気を持って議論してほしい（議員） 

○議会は、自由な討論の場に積極的に参加し、討論する 

【議会は】 

・市民の代表であるので、市政運営評価する 

・市政運営に適切な判断と責任ある活動をする 

○議会は、市政運営において適切な判断と責任ある活動を行う 

【市長は】 

・市役所のトップとして、市の経営の改善に尽力しなければならない 

・協働の推進に努めなければならない 

・執行機関・補助機関、相互のバランスに配慮する 

・市の役割範囲を明確に（行政の範囲、市民範囲など）する      等 

○市長は、佐賀市の政治的なリーダーとして、市を統率する 

【市長は】 

・条例の趣旨に則り公正かつ誠実に市政を運営する 

・市民の信託を受け、その責務を公正中立にしなければならない 

・予算の透明性の確保に努めなければならない            等 

○市長は、公正かつ誠実に職務を執行し、適正な運営を行う 

【市長は】 

・市民と対話し、市民、まちづくりに関する情報を積極的に公開する 

・行政活動の目的を内容の公開により、市民と情報共有し透明性の確保に努める 

・市民が市政に参加しやすいような情報の提供をする         等 

○市長は、市民に情報を積極的に公開し、透明化を図る 

【市長は】 

・市民に対して平等でなくてはいけない 

・市民及び議会と語り合う場を多く持つ（聞く、話す）ようにする 

・市民の権利を認めなければいけない                 等 

○市長は、市民に対して平等であり、身近な存在になるように努める 

【市長は】 

・市政に関する市民の意見提案を統合的に検討し、直ちに市政に反映する 

・市政の推進にあたり、市民の意見や意向を的確に把握する機会を設ける（パブリ

ックコメント）                          等 

○市長は、市民の意見や提案を検討し、市政に反映する 

【市長は】 

・市政を担う人材を育成する 

・職員の能力を的確に評価し配置する 

・協働に関し、市民と職員それぞれの自発性を尊重する        等 

○市長は、職員の教育に力を注ぎ、人材育成を行う 

【職員は】 

・現在の取組み状況を公開する 

・市民に重点項目を情報発信する 

・市の活動をＰＲする                      等 

○職員は、市民の必要とする情報発信を行う 

【職員は】 

・市民とのコミュニケーションを大事にする 

・市民との対話により地域の状況（関心ごと、要望等）を把握する 

・市民と共に支え合い、地域の課題を共有する           等 

○職員は、市民とコミュニケーションを積極的に行い、地域の状況を把握する 

 

【職員は】 

・プロとしての能力（分析・発信）を高める努力をする 

・異動後、すみやかに専門的な知識を修得する 

・研修や勉強会に積極的に参加し、行政の改善に努める       等 

○職員は、研修・勉強会に積極的に参加し、自己の能力を高めるよう努力

する 

【職員は】 

・市長、行政委員の補助を徹底して市民の為の業務を遂行する 

・市長の方針を尊重し、効率的な職務遂行に努めなければならない   等 

○職員は、市長の方針を尊重し補佐すると共に職務を効率的に遂行する 

【議会は】 

・市民の代表であることを常に自覚し公正性、透明性及び信頼性を重んじ、開かれ

た議会にする 

・佐賀市全体の発展のために尽力する 

・市全体の利益となるよう努めなければならない           等 

○議会は、代表者としての自覚を持ち、佐賀市全体の発展のために行動する 

【議会は】 

・公正性、透明性を重んじる 

・市民の為の公平な議論を優先する                等 

○議会は、公正性・透明性を重んじる 

【議会は】 

・市民の負託にこたえるため情報公開を推進し、十分な活動報告をする 

・議事等の審議（市執行部）結果でなく、検討内容も公表する 

・政策、予算について住民にわかりやすく説明しなければならない   等 

○議会は、市民が必要とする情報を公開・報告し、共有する 

【議会は】 

・市民の声が反映される様、報告会の広報を積極的にする 

・市政に対する政策を進めるため市政の課題を把握するよう努力する 

・市民の多様な意見等を市政に生かす（議員）             等 

○議会は、市政に市民の多様な意見等を市政に反映する 

【職員は】 

・まちづくりの為に力を発揮し、市民の視点を理解し、誠実に行動する 

・市民の視点にたって、市民との協働を考え職務を遂行する 

・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。 

○職員は、奉仕者として市民の視点にたって、まちづくりの為に力を発揮する 

【職員は】 

・公平・公正にその職務を執行しなければならない 

・クレーマーにも正しく対処する 

・市民ずつの要望があると視察するなど、何らかの行動を示し対応する 

 

○職員は、市民に対して、公平・公正、誠実に行動する 

○市長は、佐賀市の進む方向性を明らかにして、指し示す 

【市長は】 

・市民の幸福度の増進に努めなければならない 

・市民の住みやすい環境をつくるべく努力しなければならない 

・市の方向性を常に持って行動や発言しなければならない       等 
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・
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方
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【議会は】 

・研修・勉強会に積極的に参加し、活動の改善に努めなければならない 

 

○議会は、研修・勉強会の場に積極的に参加する 

【議会は】 

・市民活動の推進の場に積極的に参加する 

・市民参加を促す努力をする 

・市民の代表機関としての自覚を持ち、市民参加を推進する 

○議会は、市民参加を推進する 

人

材

育

成 

【職員は】 

・専門職にとどまらず行政の意識を持たなければならない 

・市民のリーダーとなる人だと意識しなければならない（行政マン） 

○職員は、行政（市民のリーダー）の意識を持つ 

【職員は】 

・市民に安全で安心な生活が出来る様に指導する 

○職員は、市民に安全で安心な生活が出来る様に指導する 

【職員は】 

・市民を積極的に取り込む 

・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 

・市民が活動しやすい環境づくりをする              等 

○職員は、市民が参加する機会を設ける 


