
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

平成２５年３月２３日（土） 

佐賀市総合政策課 

第１５回 

佐賀市自治基本条例検討会議 

【資料】 

資料１ 
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■日 時  平成２５年３月２３日(土)  ９：３０～１３：００(予定)  

■場 所  佐賀市役所本庁舎 ６階第２会議室 

■本日の目的 

 １．条文素案（最終案）について、検討する。 

２．提言書について、検討する。 

 

■次 第 

１． 開会                                           (９：３０) 

２． 議事                                      

（１） 前回の振り返り                資料２ 資料３ 

（２） 起草部会からの報告、会議形式での検討 資料４ 資料５ 資料６ 

       ①前文 

       ②第１章 総則 

       ③第２章 市民の権利並びに市民、議会、市長等の役割 

       ④第３章 情報共有、市民参加及び協働 

       ⑤第４章 市政運営 

       ⑥第５章 国及び他の地方公共団体との関係等 

       ⑦第６章 条例の検証 

   （３） 提言書の検討 

   （４） 条例の推進に関するワークショップ＜進捗に応じて実施＞ 

（５） その他 

３．事務局連絡 

４．閉会                                        （１３：００） 

１．本日の内容 
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１１１１．．．．ファシリテーターファシリテーターファシリテーターファシリテーターのののの紹介紹介紹介紹介    

「ランドブレイン株式会社福岡事務所」  山田

や ま だ

 快

やす

広

ひろ

 

   

２２２２．．．．ワークショップとはワークショップとはワークショップとはワークショップとは    

作業場や工房を意味し、まちづくりの分野では協働作業を通じて、立場や年齢の

違う人が合意形成していく会議形式を言います。 

 

３３３３．．．．ワークショップのルールワークショップのルールワークショップのルールワークショップのルール    

 

・ 自分の主張ばかりせず、相手の話を聞きましょう 

・ 人の意見を否定しないようにしましょう 

・ 相手の意見のいいところを見つけましょう 

・ 進行役の言うことをしっかりと聞きましょう 

・ 楽しく、積極的に参加しましょう 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２．ワークショップの開催 
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■ 市長への提言 

   ４月上旬（日程調整中） （市役所２階秘書課） 

 

■ 広報 

・シンポジウムの放映（ぶんぶんテレビ：３月 18 日（月）～31 日（日）） 

・市報さが４月１５日号に掲載 

 

■ パブリックコメント 

   ４月１５日（月）～５月１４日（火） 

 

■ 市民説明会 

５月 ９日（木）19:00～ 南川副公民館 集会室 

５月 11 日（土）14:00～ フォレスタふじ 多目的ホール 

５月 12 日（日）14:00～ アバンセ ホール 

 

■ 佐賀市自治基本条例検討会議への条例案の報告 

  ・日時  平成２５年５月中旬～下旬（予定） 

  ・場所  未定 

  ・目的  『条例案について、共有する。』 

  ・内容 

    ①議会に提出する条例案の説明 

    ②条例の推進についての検討 

    ③その他 

 

（※委員の方には、後日、開催通知を郵送します。） 

 

 

 

 

（連絡先） 

検討会議の欠席の連絡や各種お問い合わせは下記にご連絡ください。  

連絡先：総合政策課企画係 担当 白

しら

濱

はま

芳

よし

美

み

、林田

はやしだ

龍

たつ

典

のり

 

 TEL：0952-４０-7025  FAX：0952-２９-２０９５ 

 E-mail：sogoseisaku@city.saga.lg.jp 

３．今後の予定について 



 - 4 -

H24.10.12現在

氏名 ふりがな 所属等 備考

1 荒牧　軍治 あらまき　ぐんじ 佐賀大学　名誉教授 （会長）

2 小城原　直 おぎはら　すなお 自治会協議会　副会長

3 香月　道生 かつき　みちお 株式会社　北島　代表取締役

4 小林　紀 こばやし　みち 佐賀市ボランティア連絡協議会

5 下村　律子 しもむら　りつこ

佐賀市文化連盟川副支部

　大詫間趣味の会　代表

6 田中　夏代 たなか　なつよ 三瀬村農家レストラン　代表

7 奈須　祐治 なす　ゆうじ 佐賀大学　経済学部　准教授 （起草部会）

8 髙原　陽子 たかはら　ようこ 元　佐賀新聞社　編集局　記者 （起草部会）

9 松尾　和男 まつお　かずお

佐賀市市民総参加子ども育成運動

推進委員会　副委員長

（副会長／起草部会長）

10 山下　雄司 やました　ゆうし 地球市民の会　理事長

11 吉浦　英登 よしうら　ひでと 公募

12 西村　イサ子 にしむら　いさこ 公募

13 木塚　真由美 きづか　まゆみ 公募

14 田中丸　眞廣 たなかまる　まさひ ろ 公募

15 古賀　史明 こが　ふみあき 公募

16 森田　梨嵯 もりた　りさ 公募

17 武本　知子 たけ もと　ともこ 公募

18 江口　麗子 えぐち　れいこ 公募

19 堤　惟義 つ つみ　た だよし 公募

20 山口　洋昭 やまぐち　ひ ろあ き 公募

21 西村　健彦 にしむら　たけひ こ 公募

22 前田　治久 まえだ　はるひ さ 公募

23 徳永　竜也 とくなが　たつや 公募

24 野方　幹子 のがた　みきこ 公募

25 矢坂　博子 やさか　ひ ろこ 公募

26 吉村　レイ 子 よしむら　れいこ 公募

27 湯川　淳哉 ゆかわ　じゅんや 公募

28 江副　友美 えぞ え　ともみ 公募

29 川浪　京子 かわなみ　きょうこ 公募

30 島　剛 しま　たけし 公募

31 亀山　清美 かめやま　きよみ 公募

32 西村　康喜 にしむら　やす き 公募 （起草部会）

33 矢渡　高次 やわたり　た かじ 公募 （起草部会）

34 德永　浩 とくなが　ひろし 公募 （起草部会）

35 石橋　孝彦 い しばし　たかひこ 公募

佐賀市自治基本条例検討会議委員名簿佐賀市自治基本条例検討会議委員名簿佐賀市自治基本条例検討会議委員名簿佐賀市自治基本条例検討会議委員名簿

佐賀市自治基本条例検討会議委員　　３５名

 


