
■ 第 16 回佐賀市自治基本条例検討会議 ワークショップ「条例の推進について」 各班からの意見一覧 

１班 ２班 ３班 ４班 ５班  

●“私”がやる 

・市民説明会で制定の説明と背景を言いたい。 

・中学生、高校生に判りやすく伝えたい、あるいは教

員にも 

・自治会、事業者、その他、誰でも良いから、私を呼ん

で、話を聞いて！！ 

・コンサートを通じて、来ていただいたお客様に伝えて

いきたい。（音楽と佐賀） 

・分かりやすく、幅広い年齢の方々に伝えていく。（身

近にいる方、であった方々） 

・NPO の立ち上げ等、友人仲間に言って、反応をみた

い。 

●個人努力 

・所属している団体等、身近な人へ 

・自治会の活動の中で広く周知を図るようにお願いをす

る。 

・自治基本条例について知り合いに話すこと。（自治基

本条例とは何か。） 

・自分の住んでいる地区、マンションの住民に説明して

関心を持ってもらう。 

●まず自治会！ 

・まず自分が住む。自治会に対して説明会を開催する。 

・自分の属する自治会で話を広めることから始める。 

・まずは身近なところから本条例が設定されたことを話し

広めていく。 

●伝達方法 

・家族、友達に伝える。 

・知らない、友人、知人に学んだことを話して広め

て、行きたい。 

・委員として家族に話して理解してもらう。 

・地区の自治会長の会議で説明したい。 

・地域、各種会議等を利用して条例の解説等をす

る。 

 

・ホームページの利用 

・会議等開催の周知 

私

が

や

る

 

●啓発 

・議会は公募で委員になられた人から話を聞いて！！

（絶対に面白いはず！） 

・経済団体や商店街組織を利用して企業・商店にも

浸透させる。 

・市民としての共通理解を深める 

・あるべき理念への啓発活動の推進を図る実践。 

・自治会、総会等々の機会がある毎に、説明とまちづ

くりを語りたい。 

●基本条例の広報と推進（特に自治会を通した

推進） 

・自治会への要望など、この自治基本条例との接

点をみつけてスタートする。私はまず地区婦人

会で、地方分権化の話題から入らねばと思って

いる。 

・自治基本条例とは？から発信してみたい。一人

でも多くの方に 

・広報活動  

校区自治会（３２）→単位自治会（643） 

→班長会→回覧 

・自治基本条例とは何か？ピンときていない市民

に最初のスタートは身近な事や話から入りたい。 

・地区の自治会に対する意見など、聞くことからス

タートする。 

・インターネットを活用した条例推進の検討 

・職員出張講座 

 

・具体例を掲げた条文例を出してほしい。Q and A 

・市民説明会の宣伝をメディアを使って、皆に知ら

せてほしい（NHK） 

●働きかけ 

・市民活動団体、事業者、市長等、各々に推進組織を

つくる。 

・大学・高校などの学校で、講義、授業のテーマとして、

取り上げてもらいたい。（講義として話す）ゲストティー

チャー 

・ポスターコンクール 

・作文、標語 

・小グループでもいいから出かけて説明する。 

●推進するには！ 

・協働、参加を推進し、まちづくりを積極的に行動させる

役を担う 

・条例検定試験（クイズ）の実施 

・検討委員を小グループに分割し、市内の説明会に参加

して廻る。 

・前文や内容を学校教材に 

●取組み 

・先ずは地区でまちづくりの組織体制を立ち上げ

市全体へ広めたい。 

・今まで気付かなかった事がたくさん、気付かされ

た会議に参加して、これからは地域で共有しなが

ら、暮らしていきたいと感じました。 

・地区をまちづくり特別区とし、取り組みたい。 

 

・本文を子ども対応のマンガ本につくる。 

周

知

・

啓

発

 

●やったらいいね！ 

・市報の 1 ページを使って各条を分かりやすく解説しよ

う。20 回程度できるはず。 

 

●条例の具体的推進（特に市民参加） 

・市民参加 

校区及び単位自治会行事への参加促進（自治

会、老人会、子ども会、運動会、等々） 

・まつり、さくらマラソン 

●広報 

・NHK テレビで取り上げてもらう。（広報活動） 

・ぶんぶんテレビでも取り上げてもらう。 

・市報で特集号を組んでみんなに読んでもらう。 

・自分の広報紙の中で 

 ●配布 

・条例前文を市内の各戸に配布する。 

・公民館、役所の窓口等に条例を冊子として作成

し常設する。 

 

・DVD の作成 

・市民に理解しやすい絵図を使った冊子をつくる。 

・展示冊子の作成 

広

報

 

 ●検討会議の情報共有 

・一定期間の経過後、検討会議をもう一度開き、

各委員の基本条例の成果を公表、共有する。 

・検討⇒すでに改訂の要望もある。 

・またいつか、委員の方々との情報共有が出来た

ら、勉強になります。 

 

●継続 

・この会を任意団体として残し、市民へアピールする。 

・市民等への常時啓発活動を行う団体として継続的に

活動していく。 

  

情

報

共

有

 

 ●検証委員会への意見反映 

・検証委員会が一定程度、進んだ後、この検討会

議を開く。 

・この検討会議の意見を検証委員会に反映 

・この検討会議で未達成だったことを、次の見直し

機会に反映させる工夫をする。 

   

検

証

 

●課題 

・佐賀市外の住民にどう伝えていくか（通勤、通学で

佐賀に行く人）佐賀の施設を利用する人 

  ●検討会議参加で 

・色々な話が聞けたこと 

・最初の話から終わりに近づき『やっと思っていた事が通じ

た』と感じられた事、時の嬉しさ 

・今後も市報だよりなどを積極的に読み、色々な事に参加

出来る様に取組みたい。 

・この検討会議で行ったワークショップ形式での話し合い、

意見のまとめ方などを参考にし、職場、地域の話し合いな

どでも取り込んでいきたい。 

 

感

想

・

課

題
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私がやる！ 

●情報共有 

 

・一定期間の経過後、検討会議をもう一度開き、各委

員の基本条例の成果を公表、共有する。 

 

●活動への参加 

 

・校区及び単位自治会行事への参加促進（自治会、老

人会、子ども会、運動会、等々）例えば、まつりやさくら

マラソン等 

・今後も市報だよりなどを積極的に読み、色々な事に参

加出来る様に取組みたい。 

 

●見直し検証の実施 

 ・検証委員会が一定程度、進んだ後、この検討会議を開く。 

・この検討会議の意見を検証委員会に反映 

・この検討会議で未達成だったことを、次の見直し機会に反

映させる工夫をする。 

・再度検討を実施する⇒すでに改訂の要望もある。 

 

 

＜説明会や会議で説明＞ 

・地域、各種会議等を利用して条例の解説等をする。 

・地区の自治会長の会議で説明したい 

・まず自分が住む、自治会に対して説明会を開催する。 

・検討委員を小グループに分割し、市内の説明会に参加して廻る。 

・市民説明会で制定の説明と背景を言いたい。 

・自治会、総会等々の機会がある毎に、説明とまちづくりを語りたい。 

 

＜学校教育＞ 

・中学生、高校生あるいは教員にも判りやすく伝えたい。 

・条例検定試験（クイズ）の実施 

・前文や内容を学校教材にしたい。 

・大学・高校などの学校で、講義、授業のテーマとして、

取り上げてもらいたい。 

・（講義として話す）ゲストティーチャー 

・ポスターコンクール、作文、標語の実施 

 

＜市外の人＞ 

・佐賀市外の住民にどう伝えていくか（通勤、通学で佐賀に行く人、

佐賀の施設を利用する人） 

 

＜議会＞ 

・議会は公募で委員になられた人から話を聞いて！！（絶対に面白

いはず！） 

 

＜商店街＞ 

・経済団体や商店街組織を利用して企業・商店にも浸透させる。 

 

＜その他＞ 

・実施するまちをまちづくり特別区として、取り組んでいき

たい。 

●感想 

 

・色々な話が聞けたこと 

・最初の話から終わりに近づき『やっと思っていた事が通じ

た』と感じられた事、時の嬉しさ 

・この検討会議で行ったワークショップ形式での話し合い、意

見のまとめ方などを参考にし、職場、地域の話し合いなどで

も取り込んでいきたい。 

・今まで気付かなかった事がたくさん、気付かされた会議に

参加して、これからは地域で共有しながら、暮らしていきた

いと感じました。 

・またいつか、委員の方々との情報共有が出来たら、勉強に

なります。 

・具体例を掲げた条文例を出してほしい。 

 

 

 

＜全体＞ 

・自治会、事業者、その他、誰でも良いから、私を呼んで、話を

聞いて！！ 

・市民としての共通理解を深める。 

・協働、参加を推進し、まちづくりを積極的に実施する役を担う。 

・条例の理念を啓発活動などで推進する、また、実践する。 

 

＜個人＞ 

・知らない友人、知人に学んだことを話して広めて行きたい。 

・委員として家族や友達に話して理解してもらう。 

・所属している団体等や身近な人に伝える。 

・自治基本条例について知り合いに話すこと（自治基本条例とは

何か） 

・身近なところから本条例が設定されたことを話し広めていく。 

・一人でも多くの方に自治基本条例とは？から発信してみたい。 

・分かりやすく、幅広い年齢の方々に伝えていく。（身近にいる

方、であった方々） 

・自治基本条例とは何か？ピンときていない市民に最初のスター

トは身近な事や話から入りたい。 

 

＜自治会＞ 

・自分の属する自治会で話を広めることから始める。 

・自治会の活動の中で広く周知を図るようにお願いをする。 

・自分の住んでいる地区、マンションの住民に説明して関心を持

ってもらう。 

・自治会への要望など、この自治基本条例との接点をみつけて

スタートする。まず地区婦人会で、地方分権化の話題から入ら

ねばと思っている。 

・地区の自治会に対する意見など、聞くことからスタートする。 

・コンサートを通じて、来ていただいたお客様に伝えていきたい。

（音楽と佐賀） 

 

 

 

＜テレビ・メディアの活用＞ 

・NHK テレビで取り上げてもらう。（広報活動） 

・市民説明会の宣伝をメディアを使って、皆に知らせてほしい。（NHK） 

・ぶんぶんテレビでも取り上げてもらう。 

・DVD の作成 

・インターネット（ホームページ）を活用した条例推進の検討 

 

＜冊子＞ 

・市民に理解しやすい絵図を使った冊子をつくる。 

・展示冊子の作成 

・公民館、役所の窓口等に条例を冊子として作成し常設する。 

・本文を子ども対応のマンガ本につくる。 

・条例前文を市内の各戸に配布する。 

＜市報・広報誌＞ 

・市報の 1 ページを使って各条を分かりやすく解説しよう。 

20 回程度できるはず。 

・市報で特集号を組んでみんなに読んでもらう。 

・自分の広報紙の中で取り上げる。 

 

＜回覧＞ 

・校区自治会（３２）→単位自治会（643）→班長会へ 

回覧として回す。 

＜会議、講座＞ 

・職員出張講座 

・会議等開催の周知 

 

●団体を作る 

 ・この会を任意団体として残し、市民へアピールする。 

・市民等への常時啓発活動を行う団体として継続的に活動していく。 

・先ずは地区でまちづくりの組織体制を立ち上げ市全体へ広めたい。 

・市民活動団体、事業者、市長等、各々に推進組織をつくる。 

・NPO の立ち上げ等、友人仲間に言って、反応をみたい。 

 

●伝えたい 

●周知・広報 


