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 島田市自治基本条例 市民案 ver.0 にむけて  

         自治基本条例の一般的な構造に沿って、これまで出された意見を分類しました。 

 

 

自治基本条例の一般的な構造 

 〜総合監修・静岡大学日詰教授の講話資料をもとに〜 
 

前文  制定の由来、背景   まちの歴史、文化、環境 

               理想とするまちの姿、かたち 

               どういうまちにしていくか 

               決意表明 

               制定意義 

総則 全体に共通する一般的、総括的な定め 

 

目的 条例に規定すること、明らかにすること 

基本理念 基本的な考え方、方針 

 

基本原則  どのようにまちをつくるか具体的な進め方 

       しくみを動かす原則 

       まちのつくり方を項目に整理 

 

具現化するしくみ 

 情報公開及び共有 

 参加・協働 

 市政運営 

  〜総合計画、政策法務、 

   行政評価、行政手続き、 

   危機管理等 

 住民投票 

 他自治体との関係 

言葉の定義 

位置づけ 

市民の役割ないし責務 

市議会及び議員の役割ないし責務 

市長及び職員の役割ないし責務 

実効性の確保 進捗状況の把握、検証、見直し、チェック体制 
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H27.10.17 第 11 回自治基本条例を考える市民会議（資料１） 



 

 

 

前文 

 

 

 

 

●まちの歴史、文化、環境   島田市の強み、独自性 

  ・豊かな自然環境 大井川／緑／穏やかな気候 

  ・島田市の魅力  歴史的価値／情緒／イベント／点在する観光資源、施設 

  ・利便性     人やモノの往来 

 

●社会的背景、動向 

  ・2000 年頃から地方と国の関係が変化している（上下主従→対等、協力） 

  ・自治体に求められる自己決定、自己責任 丸投げできない時代 

  ・人口の減少、少子高齢化 

 

●制定理由 「なぜつくるのか？」 

 

●理想とするまちの姿、かたち 理想の島田市、市民の想い 

希望と誇りをもって豊かに暮らせるまちをつくる 

    

循環できるまち 

大井川を1つの流れとして（＝上流から下流そして伏流水等も含めて）大切にする 

自然と寄り添える公害に強い町 

保存と開発の融合 

 

温かさのあるまち 

一人ひとりの思いが生かせるまち 

 

安心のまち 

市民の命や安全や健康を何よりも大切にする 

福祉環境の充実  障害者が安心して行動できる町 「子育て」を応援する 

 

世界に発信できる活気、元気、陽気な島田 

若者が集まり、人口増加していく魅力ある町 

人々が集まりやすいまち（勤労等） 

経済力のある島田 

平和 

 

●決意表明 

市民が自分たちの未来を自分たちでつくりあげる 

自分たちの力で未来を決めていく 

 

●制定意義 

どんな人でも理解できるような住民にとって身近な条例 

自分たちの、自分たちのためのものにする 

制定の制定の制定の制定の    

由来、背景由来、背景由来、背景由来、背景    
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前文前文前文前文  制定の由来、背景 

●まちの歴史、文化、環境   〜島田市の強み、独自性とは何か？ 

  ・豊かな自然環境 大井川／緑／穏やかな気候 

  ・島田市の素   大井川／茶 

  ・島田市の魅力  歴史的価値／独自性／情緒／イベント、スポーツイ

ベント／点在する観光資源、施設 

  ・利便性     人やモノの往来 

  ・産業の充実 

  ・世界とのつながり 

  ・可能性を持っている 

 

〈すばらしさを表しているもの〉宿題意見より 

自然・大井川・文化遺産・蓬萊橋・河原町の番宿・古い民家、城跡・富

士山が美しく見える・北アルプスの玄関口・温泉・島田大祭・野守まつ

り・金谷茶まつり・大井川鉄道、ＳL・文化・伝統・スポーツイベント・

しまだ大井川マラソン大会・スポーツ施設・交通の利便性・新東名、島

田金谷インター・東名高速にも近い・国道１号線・JR 東海道線・静岡空

港・お茶・お茶、みかん、梅などの栽培・木材、木製品や世界に羽ばた

いている産業・リッチモンド市にある SHIMADA PARK・観光ボランテ

ィアガイド・シマアツ（島田がアツいプロジェクト） 

 

 

●社会的背景、動向   

・2000 年頃から地方と国の関係が変化している（上下主従→対等、協力） 

・自治体に求められる自己決定、自己責任 丸投げできない時代 

・理想の島田市のまちづくりに障害になるもの：人口の減少 

・理想の島田市のまちづくりに障害になるもの：少子高齢化 

・困っていること：若者が減り、少子化が進んでいる 

 

 

 

「なぜつくるのか？」を 入れたらどうか 

 

 

●理想とするまちの姿、かたち 〜理想の島田市とは？市民の想い 

・作るうえで、どんな市にしたいか、ビジョンを元に制定する必要がある 

-希望と誇りをもって豊かに暮らせるまちをつくる 

安心して暮らせる市になることを期待 

生活、発展していく 

 

島田市民であることがうれしい、誇れるまち 

 

循環できる町 

 大井川を「水系」として（上流から下流まで）大切にする 

島田市は大井川を1つの流れとして（＝上流から下流そして伏流水

等も含めて）大切にすることを自治の基本にする 

 理由：島田を特徴づけるのは（文化も産業も）大井川に依っている 

また流域で主要な位置を占めていることで最も恩恵に浴している 

同時に、大井川用水によって下流域の（掛川等）への責任もあるから 

 大井川を大切にする島田市 

 自然と寄り添える公害に強い町 

 保存と開発の融合 

 

 

温かさのある町 

一人ひとりの思いが生かせるまち 

ご近所づきあいの復活！ 

住民間の心のつながりが実感できるまち 

自分のことより他人のことを思いやれる利他主義の向上 

個人を尊重 安心して生活できる島田市 

市民が身体の健康、心の健康を維持できるまち 

動物とふれあう学校教育 ホースセラピー いやし  

市民一体化 皆で楽しむ日とかがあったら…休日が一緒！ 

 

 

住み続けたいまち 

安心、安全 

島田市は市民の命や安全や健康を何よりも大切にするこ

とを自治の基本にする 

理由：大きな地震が予測される地域であることと、停止し

ているとはいえ浜岡原子力発電所がある。安全対策を講じ

ているとはいえ災害時には予測できないようなことがおこ

る。このためにできる限りの市民の安全を守ることを考え

て平時から施策をおこなうのが大事。 

暴力のない町 

清潔感のある町 

福祉環境の充実 住んでみたくなるまちづくり 

障害者が安心して行動できる町 

「子育て」を応援する 

若者が集まる町 

人口増加していく魅力ある町 

人々が集まりやすいまち（勤労等） 

住民がどんどん増えるまち、住みたくなる魅力あるまち 

 

 

活気、元気、陽気な島田 世界に発信できる島田 

経済力のある島田 

事業を興したくなるまちづくり 

経済の豊かな町 

後継者の不足 やる気のなさ 

 

 

・  ←理想の島田市のまちづくりに障害になるもの：漠然とした目

標のまま行動してしまう 

・開発と自然の融合 島田市の自然や伝統、文化を大切にするところ

と商業施設などが融合することによって、より多くの方々に足を運ん

でいただけると思います。 

  ・皆が幸せにくらせるために 

  ・住み良いまち〜住みやすさ／安心して住めるまち 

  ・「よいまち」 平和 

  ・「よいまち」 活気、元気／ホットなまち 

 町に活気のあるまち／交流・コミュニケーション 

 皆が朗らか／元気な人／笑顔があふれる 

  ・「よいまち」 創造 

     文化芸術のあるまち 創造的／思い充実 

  ・「よいまち」 夢 

 将来性のあるまち／発展思考／将来を考える／夢をもてる 

 子どもが多くいるまち／未来を見据える考え方 

  ・「よいまち」 満足 幸福を感じるまち  

 

 

 

 

 ●決意表明 

-市民が自分たちの未来を自分たちでつくりあげる 

自分たちの力で未来をきめていける 

「島田市はこのまちに生きるあなたのことを大切にするよ」 

 

 

 

 

 

 ●制定意義 

  ・条例は全市民のためにつくるものと思った 

  ・自分たちの住むまちの姿を自分たちで描くもの 

  ・自分たちの、自分たちのためのものにする 

  ・身近な条例 

  ・どんな人でも理解できるような条例 

  ・「身近な人たちと共有できる条例」しょっちゅう話題にのぼること 

  ・自治基本条例が住民にとってもっと身近になればいいな
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総則 

    

 

 

 

これからのまちをよりよいものにしていくためのルール 

独自のルールづくり 

市の独自性を特色として法制化 

 

長期的に発展していける内容 

 

すべての立場が関わる「まちづくり」を表す 

 

      市民 

 支える  ↗�  ↖� 

    議会・市役所 

 

 

 

 

 

 

目的目的目的目的 

 

 

 

 

「オールしまだ」の体制 

市民、議会、行政が協働し、将来の島田市について考える 

輪〜区切り、間を隙間なく埋める 

島田市の“市民（自治会）、行政、議会”が同じ「目標」に向かって進む。 

 

 

それぞれの立場と役割（責務）を明確にし、 

機能する（原則としくみ）を示す 

それぞれの立場と役割が明確で、きちんと機能しているまちをつくる 

 

 

    

全体に共通する 

一般的、総括的な 

定め    

条例に 

規定すること、 

明らかに 

すること    
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総則総則総則総則    

 

これからのまちをよりよいものにしていくための（条例）守るルール 

長期的に発展していける内容 

（続けていくことでよくなっていけるもの） 

 

 

すべての立場が関わる「まちづくり」を表す 

 

島田市自治基本条例の示す範囲 

      市民 

 支える  ↗   ↖  
    議会・市役所 

 

 

  ・独自性 

  ・島田市の独自性を表すもの 

  ・市の独自性を特色として法制化できる 

  ・自治体としての独自性をどうやって打ち出すか 

  ・島田市独自のものを作るにはどうすべきか？ 

  ・いかに独自性を出していくかが重要 

 

  ・自治体運営の基本的ルールの必要性 

  ・自治体における規則、決まり 

  ・住民の声、住民自治を保障する条例 

 

 

 

 

 

目的目的目的目的 

・指針である、指針になる 

・自治体→島田市の独立？（一本立ち）する基本となる条例が必要と思う 

・このまちが目指す所（理想の姿）をみんなで共有するためのよりどころ 

・市民条例の樹 

島田市の“市民（自治会）、行政、議会”が同じ「目標」に向かって進む。 

 

 

 

「オールしまだ」の体制 

輪〜市民、議会、行政が協働し、将来の島田市について考える 

輪〜区切り、間を隙間なく埋める 

 

それぞれの立場と役割（責務）を明確にし、機能する（原則としくみ）を示す 

それぞれの立場と役割が明確で、ちゃんと機能しているまちをつくりたい 
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基本理念 

    
 

 

 

 

 

 

基本的な基本的な基本的な基本的な

考え方考え方考え方考え方    
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基本理念基本理念基本理念基本理念 

市民が自ら考えてつくった基本理念 

・どのようなまちを目指すのかを表す指針 

 市民と理想の島田像を描くことを考える 

 

●どういうまちにしていくか 

  ・市民の「市」 

  ・市民、住民の意見を反映する 

  ・民意の反映のあるまち 

  ・民間が中心のまち 

  ・相互連携 

  ・お互いに意志が通じる 

  ・あたたかい 

  ・ぬくもり 

  ・環、和、輪 

  ・こころが通い合う 

  ・キャッチボールの心 

  ・血行がいい感じ 

  ・顔が見える関係 

 

  ・公平さ 

  ・透明性 

 

自主性と自立性を尊重したい 

進化させて“善意”を生かす、リスペクとされる土壌をつくる 

成熟した市民 

 

 

  ・皆が納得、皆に透明な条例が必要と思われる 
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基本原則 

 

 

 

 

 

情報発信、共有 

各々が持つ情報を互いに発信し、共有する 

日頃から市民、議会、行政が互いに情報発信をし、共有する。 

 

 

風通しのよさ、コミュニケーションの深化�（◀交流し、信頼関係を築く） 

風通し、心が通いあう〜コミュニケーション深化 

コミュニケーションを深化していくための工夫 

それぞれの関係が近く、風通しよく、あたたかいまちづくりを目指す 

 

 

連係し、協働する 

市民、行政、議会が連係するしくみ 

島田市 活発な意見、情報交換を可能とするシステムの構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

言葉の定義 

 

 

 

 

 

 

位置づけ 

「市（民）全体」の指針とする 

威厳が必要 
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基本原則基本原則基本原則基本原則 

  

情報発信、共有 

各々が持つ情報を互いに発信し、共有する 

・（そのためには、）日頃から互いに情報発信をし、共有する。 

市民、議会、行政が情報を共有していく 

・ 情報共有 ←理想の島田市のまちづくりに障害になるもの：まちを知らないこと 

        理想の島田市のまちづくりに障害になるもの：市民の認識不足と広報 

 

風通しのよさ、コミュニケーションの深化◀ （交流し、信頼関係を築く） 

心が通いあう 

コミュニケーションの深化（工夫） 

それぞれの関係が近く、風通しよく、あたたかいまちづくりを目指す 

・アイコンタクトでは難しい 

・コミュニケーション必要 

・意見の交流 

 

連係し、協働する 

協働、連係のしくみ 

市民、行政、議会が連係するしくみ 

島田市 活発な意見、情報交換を可能とするシステムの構築 

市民と市役所がよい関係 

市民、市役所、議会全体で「子育て」対策を考える 人口増 

 

 

・市民が望むことと、議会で話し合われていることのギャップを埋める役割 

・それぞれがやるべきことが互いに見える形（条文）だから、議論ができる（チェックリスト機能） 

 

 

 

  ・具体化 

  ・（わかりやすく） 

  ・ルール 

  ・独自のルールづくり 

  ・一定の範囲における必要性 

 

 

言葉の定義言葉の定義言葉の定義言葉の定義            

どこまで言葉の説明を書くかが難しい（B） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置づけ位置づけ位置づけ位置づけ    

・「市（民）全体」の指針とする 

・法的拘束力の力となる条例 

・『条例』を支える規則、要網、（詳細な事項）がある（市担当部署作成） 

・威厳が必要 

「自治基本条例」の位置付け（最高規範）をどこでどのような言葉で表現するか（焼津市、掛川市＝冒頭、

牧之原市＝巻末）（B） 

条例の位置付け 市民の受け止め方に関わること（B） 
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原則を具現化するしくみ 

 

 

 

 

 

持続的な幸福を支える社会づくりを目指すためのさまざまな場面での PDCA サイクル 

地域のために参画していく総量を増やす 

自助・共助・公助 

評価 

 

 

 

情報公開及び共有 

情報公開 

 

 

情報共有 

 

 

個人情報が守られるようなシステム 

 

 

 

参加・協働 

 

 

 

 

市政運営 

総合計画、政策法務、行政評価、行政手続き、危機管理等 

危機管理 

 

 

 

 

 

住民投票 

住民投票を効果的にするために、正しい知識が住民に求められる 

 

 

 

他自治体との関係他自治体との関係他自治体との関係他自治体との関係    

 

まちづくりの 

進め方 
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●原則を具現化するしくみ 

協働のまちづくりの手順、案内の方針を明記する 

持続的な幸福を支える社会づくりを目指すための PDCA サイクルをさまざまな場面でまわしていく 地域

のために参画していく総量を増やすことが求められている 

 議会と行政 ・ 企業、市民団体（NPO） ・ 自治会、個人、グループ 

自助・共助・公助 

    ┗行政だけでは限界がある。 

     対応できない部分は地域の人で協力しあうことが必要。 

そこから協働が生まれる。 

両面で評価する（利便性（＝効果）＝民／公益性、収益性＝行政）ことで継続性につなげる 

市民の要望、職員の気づきから問題を発見する 

よりよい方法を互いが歩み寄って発見する 

行政と市民で話し合う、意見を出し合う 市民の社会参加を促す 

  ・交流 声を掛け合う／話し合う 

  交流、コミュニケーション 

  人のつながり 

  人が集まる 

  世代間交流 

  ・共助→協働 支え合い、共助 

  清潔、清潔、清潔 

  ゴミのない（落ちていない）町 

  美しいまち 

  ・参加 協力する／参加する 

  参加（積極性） 

  教える／発信する   

  企画する／活動する／貢献する／守る／保つ 

  ・秩序（明確な仕組み、システム）秩序のあるまち 

  ・計画性 整備されているまち 

   歩きやすいまち 

   交通事故の少ないまち 

   運転しやすい町 

       環境（自然、社会）：観光資源がある／働く所、場所が多いまち／商業、工業が整っ

ているまち／良い環境 交通／水や空気がきれい、良い環境 水源 

  ・地域文化 伝統、地域行事／神仏を敬うまち／日本を大切にするまち 

  ・安全・安心：（犯罪が少ない）暴力の少ないまち（暴力団のないまち）／夜安心して外出でき

るまち／治安が良い 

 

課題の解決方法 

  ・理想の島田市のまちづくりに障害になるもの：支援不足（子育てや高齢介護等） 

  ・〈宿題で集めた声〉困っていること 

  ・高齢化による担い手不足 

  ・市民の（地域活動に対する）関心、理解不足 

  ・地域活動の担い手と資金不足 

  ・地域活動の組織体制が不明瞭 

  ・市民間の連携不足 

  ・行政の役割、コミュニケーション不足 

  ・観光への施策不足 

  ・中心地の求心力低下 

  ・災害への備え 

  ・活動の結実 

  ・移動の不便さ 

  ・親の再教育 

  ・本物離れ 

  ・良好な生活環境維持のための負担 

  ・安全対策 

 

 情報公開及び共有情報公開及び共有情報公開及び共有情報公開及び共有    

情報共有 

 情報を共有する 

・市民は市政に関する情報を共有することができる 

焼津市「１５条：市民参加」条例ができても市民がその存在を知り、意見を言えるような場が必要だと思

うので、広報誌、インターネットなど情報発信の場が必要だと思う（C） 

 

 参加・協働参加・協働参加・協働参加・協働    

（まちづくり）参加するにあたっては自分の発言と行動に責任を持つようにする 

島田市民が市民のために島田市を考えるチャンスがあれば… 

ボランティア活動義務化 例えば高校卒業後大学入学の間 

市民参加 市民と密接であること＝情報公開と個人情報保護（C） 

 

 

 市政運営市政運営市政運営市政運営    

  〜総合計画、政策法務、行政評価、行政手続き、危機管理等 

予見される災害は（天災、人災）できうる限り取り除く（住民の生命、生活を最優先） 

島田の市民を守ってくれるもの 権利、防災、経済??? 

危機管理（市民）が抜けている？いらない？ 

 

 

 住民投票住民投票住民投票住民投票    

  ・住民投票を効果的にするために、正しい知識が住民に求められる 

住民投票は載せない（地方自治法があるので） 

・市民投票制度は必要と思いますか？ 

住民投票は慎重に（C） 

 

 

個人情報が守られるようなシステムをつくる 

 

 

他自治体との関係他自治体との関係他自治体との関係他自治体との関係    

他市町との連携が重要（C） 
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市民の役割ないし責務市民の役割ないし責務市民の役割ないし責務市民の役割ないし責務    

    

    

    

    

●市民とは誰か？  

市民の範囲 

 

 

 

    

主権者である自覚を持つ 

自分のこととして問題意識をもって考える 

 

 

市政、議会への関心を持つ 

知ろうとする（情報 キャッチする） 

議員を活用 

意見の交流をする 

 

自ら考え、行動する 

意見を言う（アイディア、疑問…なんでも言うべき所へ言う） 

意見を集約、発信する 

行政、議会に任せるだけでなく、自らが将来の島田市について考え、行動する 

島田市の将来を考える人づくり 

選挙に行く 

自治会などの地域活動に参加、交流する 

 

行政と対等 行政の下請け化しないしくみ 

 

 

●権利 

 

 

市民市民市民市民のののの    

立場、責任立場、責任立場、責任立場、責任    

ありたいありたいありたいありたい姿姿姿姿    

12 



市民の役割ないし責務市民の役割ないし責務市民の役割ないし責務市民の役割ないし責務    

 ●市民とは誰か？ 

市民、住民の定義を明確にする 市民：住所を有する個人 

・市民＝住民登録が有る人／住民＝島田に働きにきている人（学生、外国人） 

・住民＝市内在住者 

・宿題で話を聞いた人々：コミュニティ／市民団体／公職／産業／個人 

・条例の対象者は誰がよいですか？（市民、住民、他方から通勤通学し

ている人、外国人など） 

市民投票に表されている住民、市民の範囲 権利と義務があるので、

わかりやすくする（B） 

「登録」してある人＝権利、義務 表現を区別したい（B） 

焼津市 住民、市民、コミュニティ 住民以外の個人、事業者等 多

く書き過ぎている。もう少しシンプルの方が良い（B） 

焼津市「第７条：子どもが育つ環境づくり」子育て環境づくりによる

大きな影響を明文化したい（C）子どもが育つ環境づくり 影響の大

きさを示したらどうか（C） 

 

市民の役割、義務 

・市民の役割ないし、責務をよりわかりやすくまとめていく 

市民は自分の義務と権利を大切にしたい 

 

  

主権者である自覚を持つ 

主権者として考える（自分のこととして問題意識をもって） 

・自分が主権者だということを理解（自覚）し、市政に関心を持

ち、行政、議会に任せるだけでなく、自らが将来の島田市につ

いて考え、行動する 

市民としての（自覚、責任）をそれぞれが持っているまち→目覚めた

市民 

 ・主権（基本） 

  ・責任がある 

  ・住民にとっての責任がある 

  ・市民は主権者!!（私も主権者だった） 

  ・住民一人一人の主権性 

・中央集権→地方分権という意識を市民の多くが理解しているか？ 

自分が主権者だということを理解する。自覚する 

市民にどんなまち（島田市）なりたいかを聞きたい 

将来の島田の位置付けを考えてほしい 将来像は何か？ 

問題点 身近にもてない 

まちづくりのプラン、方向性 今打ち出されているものを知り、一人

一人が意見をもつ 

都市計画の策定に意見、参加する 

 

「困っている」「こうしてほしい」バラバラに声を出してもみんなは

知らない 

ex 保育園、幼稚園、学童保育保護者 連絡会（島田市）で行政に

要望、情報提供する組織をつくる 

市民の声が行政まで遠い「届かない」系統立てて要望をまとめ、反映

させる 

 

細かい情報（行政）を流して関心をもってもらう（行政、住民自治） 

情報の収集、発信方法の確立（広報誌では読み取れない） 

市政に関心を持つこと 広報、新聞、ラジオ、HP 等を見る＝身近な

メディアを使って発信 

 

住民自治とは何かを知らせる（広報） 

地方自治のしくみについての学校教育または勉強する場 

 

市政、議会への関心を持つ 

市政、議会に関心を持つ 

市民がお互いに市政に関心を持つようにする 

・議会条例 知らなかった 議会への関心も必要 

議会、議員とはどのような場所なのか、どのようなことをして

いるのかを理解する 

ちゃんと投票に行く!!市政に関心を持つ 

（議会報告会以外で）個、団体の意見を議事、記録に残す懇談会や討

論会（全体にオープンにする） 

議員を活用 

 

●立場、果たす責任、自覚、ありたい市民像 

自ら考え、行動する 

・住民には自立するしかし関係をもつ 

・主権者として、自分たちのまちづくりにもっと関わっていく 

・市民の意見、声を届けることが大切である 

島田市の将来を考える人づくり、教育づくりを支える 

自ら考え、行動する （例：選挙） 

選挙に行く 

知ろうとする（情報 キャッチする） 

意見を言う（アイディア、疑問…なんでも言うべき所へ言う） 

意見を集約、発信する 

行政と対等 

行政の下請け化しないしくみ 

 

自治会及びコミュニティ 

自治会などの地域活動に参加する 

・自治会が市の基本となる 

・地域の代表者に任せきりにならない 

自治会などの地域活動に参加、交流 

自治会の活動他に参加、盛り上げる 

町内会行事への参加を増やし、横のつながりを大切に。 

地域活動に積極的に参加するようにする 

自治会を進化させる 

地域主体の組織づくり 

組長、自治会長は市からの連絡ルート 

自治会、町内会等での情報開示 

自治会機能の強化（地域での意見の集約） 

まちづくり、地域づくりに関する意見交換会（自主での） 

自治会と住民が直接討論する 

 地域のコミュニティを守る（促進する） 

 隣近所の顔が近く 

 

各種団体等への参加 

自治会単位での清掃活動やボランティア活動 

市政（市行事／町内消毒、体育大会、老人会、敬老会等）に参加する 

学生の発想や考えを聞く討論会を開催する 

市民のプレゼンテーションの場を創る（TED のような） 

市民参加 

市民同士の関係 

 お互いに（市民が）その人の特長を生かしあえる 

「昔は活気のあった島田市」という人がいる。今は元気ない島田とい

われたくない。交流して発展を考える市民を増やす 

意見の交流をする 

地域活動に参加して、お互いの交流をする 

要望を出す前に、地域のなかで話し合う 

市民が行政にニーズを伝える＝把握してもらう 

市民は行政に任せきりにならず、ボランティアなどで参画する 

（いきがい）自立して 

行政から市民へのお願い 市民ができることを協力してほしい 

 

・教育、道徳心の向上 

・常識的な生活の向上 

・利他精神 

・島田市の将来に向け、自分の関わりのなかで何を協力し、改善、要

望していきたいか（町内会、子供会など） 
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〜これからも島田市民として守っていきたいこと 

  ・市民の姿勢  文化、伝統を守る 

 

          ボランティア 

          つながり行動する 

          コミュニケーションのよさ 

  ・平和的な気質 協調性がある 

  仲良し 

  気取らない 

  温かい 

  ふるさと愛 

  もてなしの心 

  住んでいる人の素直さ 

〈宿題で見つけた島田市民のがんばり〉   

  ・自分たちのまちは、自分たちでよくしていこうと思う気持ち 

  ・まちをよくしようという思いをもって活動している  

  ・地域が潤うしくみづくりを考えている  

  ・地域愛を育てようとしている  

  ・人と人をつなげようとしている  

  ・伝統を守る努力をしている  

  ・地域のなかの交流がある  

  ・奉仕の精神がある  

  ・地道に、まちを俯瞰しつつ活動している  

  ・責任感がある  

  ・誇りを持って地域に貢献している 

  ・自分の町が好き 市民、住民が自分の町に誇りを持っている／町のプライド（誇り） 

 

  ・  ←理想の島田市のまちづくりに障害になるもの：島田市が好きじゃない人の気持ち（どう

でもいいとか思っている人） 

  ・  ←理想の島田市のまちづくりに障害になるもの：新しいものを取り入れることに抵抗する

気持ち、古いものを軽んじる気持ち 

  ・  ←理想の島田市のまちづくりに障害になるもの：人まかせの気風 

  ・  ←理想の島田市のまちづくりに障害になるもの：世代交代がうまく行われていないこと 

  ・  ←理想の島田市のまちづくりに障害になるもの：不平不満 

  ・  ←理想の島田市のまちづくりに障害になるもの：市民の積極派、消極派の意見が違い、一

致しない 

  ・  ←理想の島田市のまちづくりに障害になるもの：決まり、規則 

  ・納税意識の高揚 

 

 ●権利 

 

 

 

 

 

・極端な住民自治は国益を害する 

 

 

    

    

市議会及び議員の役割ないし責務 

    

    

    

    

 

（意思決定機関として）開かれた議会をつくる 

自分たちの活動を発信する 

 

 

 

市民の意思が反映される議会にする 

市民を代表する者として、市民に近づき、市民の声を聴き、知り、交流する 

島田市の現状を知り、市民の意見を的確に把握する 

問題や将来図の意見交換を行う機会をつくる 

 

 

 

市政をチェックする 

市民の立場に立って行政のまちがいを止める 

議会の議会の議会の議会の    

あり方あり方あり方あり方    
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市議会及び議員の役割ないし責務市議会及び議員の役割ないし責務市議会及び議員の役割ないし責務市議会及び議員の役割ないし責務 

 ・議員の役割 実態と希望 

 ・基本条例と議会条例とは？ 

 議会条例は議員が議員のための条例に思えた 

 

議会のあるべき理想の姿 

目的 

●市民の福祉の向上と市政の持続的な発展 

市民との距離を近づけ、福祉の向上と市政の持続

的な発展に寄与 

市民の幸福を実現 

市民と理想の島田像を描くことを考える 

 

●首長及び議員が「自立し自律した存在」となる

こと 

 

●公正性、透明性 

議会活動の原則 公正性及び透明性  

市長との立場及び権能の違いを踏まえつつ「自立

し、自律した存在」 

公正及び透明性 

 

 

 

原則 

（意思決定機関として）開かれた議会をつくる 

市民の意思が反映される市政にする 

 

・ 島田市の現状を知り、島田市の将来について、

市民と協議する場（開かれた議会）をつくり、

市民の意見を的確に把握し、市政に反映させる。 

 

 

議会、議員としての姿勢 

●市民の中にあって市民とともに行動する存在 

市民の声を聴く、知る、 

市民を代表する者として、聴く、知る 

市民に近づき、交流する 

問題や将来図の意見交換を行う機会をつくる 

市民を代表する者として、近づく 

小さな意見も大きくとらえて検討してほしい 

聴くこと 

島田市民の意見を聞く 

広く市民の声を聞くこと 

 

●市民との距離をより近づける 

市民との距離を近づけるよう不断の努力を 

 

広く市民の意見を聞き、政策に反映させる 

市民と協議し、反映させる 

 

●対等、協力（市民と議会） 

議員を使う 

信頼感  親来（信頼）関係 

対等関係 対等の関係（議会と市民） 

 

望む姿勢 

 会派にこだわらず議会に望んでほしい 

 保身ではなく行動を！ 

 議員のリーダーシップ 

 不平不満が内向しないこと 

 

すること（議会のしごと） 

政策形成、行政監視等の機能の更なる充実 

●チェック  

市政をチェックする（８、９、１０条） 

市民の立場に立って行政のまちがいを止める 

事務執行の監視 

尊重しつつ、監視する 

行政がまちがいそうになることを止めてほしい 

 

将来性と計画性 

市の将来を見据えた計画性 

資料を探し、理解し、現状を調査把握し、確認。

20 年、30年先を見越した施策を進めているか 

 

最善の道より次善の道を選ぶ 

・市民のことを考え議題を上程して議決する 

 

●市民の意思を反映した政策 

議会の活動原則の内「市民の意見を的確に把握し、

市政に反映させること」 

当たり前だが、多くの市民の意見を聞いた上で議

決してほしい 

 

●相互の討議 

議会が現在のみならず、将来にわたり、市民の幸

福を実現するための政策について話し合う合議体

であること 

言論の府としてその進むべき方向性を明らかにす

るため 

議員相互の討議を積極的に行う 

 

 

●市民に対する説明責任 

市民に対する説明責任を果たすこと 

討議、審議の経過についてもわかるように説明（結

果だけでなく） 

 

自ら発信 

・ 自分たちの活動を発信する。 

●情報発信 

発信する 

市民に公表 

議会の活動内容を積極的に情報発信すること 

会議への傍聴、インターネット中継 皆見ていた

だきたい 

 

 

市民と議会とが自由に意見及び情報を交換する 

意見交換（話し合い）の場 

意見交換の場 

 意見を交換する 

 意見交換の場づくりをする 

 互いのかかわり合いを深める→市民との意

見交換会の開催を充実 

     定期的な情報交換、報告会（小規模もほしい） 

 親睦会（バーベキューやツアー等）を開く 

 

理解しあう 

 

情報共有 

 情報を共有する 

 

参加型 

 各団体への参加 

市内を多く歩き、住民の思っていること、イ

ンフラ整備が行き届いているか見る．特に

裏通りの地域など 

市民活動への積極的な参加 

身近な人だけの意見とならず、多くの人と接

触してほしい 

地域にこだわらず多くの場に参加してもらう 

 

 

 

議会報告会への参加 

多くの意見交換の場を 

市民に開かれた議会を目指すため、議会と接する

機会を活用してほしい 

 

議会報告会への出席をお願いしたい 

議会、報告会 休日であれば傍聴できるのでは 

    仕事がある人でも参加しやすい報告会 

    堅苦しくない報告会 市民と協働で運営？ 

住民、市民でありながら初めて会う人がいる

のは残念です。出張議会をする 

 

議会審議を経て予算を確保し、事業を実施する 

 

 

市議会議員は敷居が高い 

地域の問題を発言、議論できる公開討論会（市、

議会、住民参加） 

議会の傍聴 議会、議員との話し合い 

議員と討議する場 
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『議会をもっと知ろう』意見交換のまとめ                                           市民会議委員／議員   ＡグループＢ グループＣグループ 

   

 

 

 

 

 

 

 

議会のある べき 理想の姿 

目的 

●市民の福祉の向上と市政の持続的な発展 

市民との距離を近づけ、福祉の向上と

市政の持続的な発展に寄与   

  市民の幸福を実現   

 

原則 

市長との立場及び権能の違いを踏まえつつ   

「自立し、自律した存在」 

●公正性、 透明性 

    



 

議会活動の原則   公正性及び透明性 

  公正及び透明性   

    



 

公正性及び透明性   

●自立し、自律した存在 

  自立し 自律し た存在 

  首長及び議員が「 自立し 自律し た存在」 と なる こ と  

姿勢 

●常に市民の中にあっ て市民と と も に行動する存在 

  市民の中にあって市民とともに行動する存在   

●市民との距離をより近づける   

    



 

市民との距離を近づけるよう不断の努力を 

 

議会基本条例のなかの大切なことば 市民と議会が互いに期待すること   かかわり合いを深める方法   

●対等、協力（市民と議会）   

    

信頼感 

  親来（ 信頼） 関係 

対等関係   

   対等の関係（議会と市民）   

する こ と  

●チェ ッ ク   

  尊重し つつ、 監視する 

  執行の監視   

  事務執行の監視 

  行政のチェック役（８、９、１０条）   

  政策形成、行政監視等の機能の更なる充実   

 

●相互の討議 

議会が現在のみなら ず、 将来にわたり 、 市

民の幸福を 実現する ための政策について

話し 合う 合議体であるこ と  

  言論の府としてその進むべき方向性を明

らかにするため   

  議員相互の討議を 積極的に行う  

●市民に対する説明責任 

  市民に対する説明責任を果たすこと   

    



 

市民と 議会と が自由に意見及び情報を 交換する 

  市民に公表   

    



 

討議、審議の経過についてもわかるように説明（結果だけでなく） 

●情報発信 

    



 

議会の活動内容を積極的に情報発信すること 

議会報告会への参加 

市民に開かれた議会を目指すため、議会と接する機会を活用してほしい   

会議への傍聴、インターネット中継   皆見ていただきたい 

議会報告会への出席をお願いしたい 

 

●市民の意思を反映した政策   

    議会の活動原則の内「市民の意見を的確に把握し、市政に反映させること」   

  広く市民の声を聞くこと 

将来性と計画性   

   市の将来を見据えた計画性   

資料を探し、理解し、現状を調査把握

し、確認。20 年、30 年先を見越した

施策を進めているか   

当たり前だが、多くの市民の意見を聞

いた上で議決してほしい   

最善の道よ り 次善の道を 選ぶ 

 

理解しあう   

議会、議員とはどのような場所なのか、   

どのようなことをしているのかを理解する   

市民と 理想の島田像を描く こ と を考える  

参加型 

 各団体への参加 

市内を多く歩き、住民の思っていること、インフ

ラ整備が行き届いているか見る．特に裏通りの地

域など   

市民活動への積極的な参加   

身近な人だけの意見とならず、多くの人と接触し

てほしい   

地域にこだわらず多くの場に参加してもらう   

 

聴く こ と  

 島田市民の意見を 聞く  

望む姿勢   

   小さな意見も大きくとらえて検討してほしい   

発信する 

 不平不満が内向し ないこ と  

望む姿勢   

   会派にこだわらず議会に望んでほしい   

   保身ではなく行動を！   

   議員のリーダーシップ   

意見交換（話し合い）の場   

意見交換の場   

   意見を交換する   

   多くの意見交換の場を   

   意見交換の場づくりをする   

互いのかかわり合いを深める   

→市民との意見交換会の開催を充実 

     定期的な情報交換、報告会（小規模もほしい）   

   親睦会（バーベキューやツアー等）を開く   

議会、報告会   休日であれば傍聴できるのでは   

仕事がある人でも参加しやすい報告会   

堅苦しくない報告会   市民と協働で運営？   

住民、市民でありながら初めて会う人がいるの

は残念です。出張議会をする

  

情報共有   

   情報を共有する   

   

議員を使う 

 

行政がまちがいそうになることを止めてほしい   
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市長及び職員の役割ないし責務 

 

 

 

行政の仕事のしかた 

 

聴く、伝える、発信する 

市政の現状をわかりやすく市民へ情報提供する。 

市の将来像を明確にし、市民に発信する 

 

職員は市民の声を公正、誠実に聞く 

市民の声、要望を反映させる 

 

 

市民とともに探る 

市民と二人三脚する 

市民のニーズに対して議会、市民と共に地域課題の解決方法を具現化する。 

 

 

公平な判断 

公平な判断、必要性の見極め 

 

 

効率的な運営をする 

情報、仕組みの効率化を図る 

 

 

 

市長 

 

 

 

職員 

 

 

 

組織 

行政のあり方、行政のあり方、行政のあり方、行政のあり方、

仕事のしかた仕事のしかた仕事のしかた仕事のしかた    
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市長及び職員の役割ないし責務市長及び職員の役割ないし責務市長及び職員の役割ないし責務市長及び職員の役割ないし責務 

市民の声を公正、誠実に受け止める 

公平な判断、効率 

 

聴く、伝える、発信する 

・市政の現状をわかりやすく市民へ情報提供する。 

市の将来像を明確にし、市民に発信する 

 

市民の意見を聞く（ニーズを知る） 

・市民の声を聴く機会を作り、市民のニーズに対して議会、市民と共に地域課題の解決方法を具現化する。 

市民の声、要望を聞く（行政はそれを反映させる） 

情報共有（聴くこと、発信すること） 

職員は市民の声を公正、誠実にし、反映させる 

職員が市民の声を聞く 

 

計画段階から市民の声を聞く、市民と一緒に考える 

行政と市民のコミュニケーションを深化させる 気長に、記録をとる 

 

市民のニーズと行政サービスのギャップを埋め、不満から満足にするためには、行政から市民に、（正し

い、細かい）情報を提供し、市民と共有していくことが必要。 

 

 

 

 

市民とともに探る 

市民と二人三脚する 

 

 

市民、行政との意見交換日制度等 

年に１回、数年に１日？住民に行政、政策のアンケートをとる（市全体に）結果をオープンにする 

新しいプロジェクトの立案、提言 

課題を解決するしくみ（合意形成のしくみ） 

市民が行政の下請け化しないしくみをつくる 

システム、手続きの簡略化 

市役所に来た市民が「あったらいいな、こうしてほしいな」と思ったことを提案できる場→行政からのフ

ィードバック 

行政職員の専門性アップ研修 市民の頼れる◯◯さん コンシェルジュ 

受付 相談所 案内所 スーパー総合窓口の開設 

住民目線で 一人ひとりに対応してくれる 効率的に、まとめて用が済む行政サービスの実現 

既存の条例の制度、形式などをリストラする 提案 

 

 

情報、仕組みの効率、展開を図る 

行政には公平な判断基準が必要 

公平な判断、必要性を見極める 

行政は市民の要望に対してできない根拠を示す 

優先順位によって事業を進める 

行政は行政としての必要性を見極める 

 

市民が求める公的な窓口（場）を提案、提供する 

事務的な仕事をサポートする（ML、FB、窓口） 

 

行政は住民のサポート役 

 

  ・市長＝市民の声と市議会の議題と対して検討すること  

  ・明るい行政をする（意見交流）  

  ・市役所＝市民の意見、声を吸い上げ、必要なものの実施に向ける  

  ・市役所＝住民のサポート役、専門実務的なアドバイス  

  ・首長、行政の監視が必要  

  ・住民、首長、議会とのつながり強化  

  ・首長、行政の一人歩きを見直すチャンス 

  ・理想の島田市のまちづくりに障害になるもの：やる気のない行政職員 

  ・財政が有富なまち 
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市民と行政のよりよい関係づくりを考えよう 

 

行

政

と

市

民

の

コ

ミ

ュ

ケ

ー

シ

ョ

ン

を

深

化

さ

せ

る 

 

 

 

地域のなかで話し合う 

 

 
行政から市民に、（正

しい、細かい）情報

を提供し、市民と共

有していく 

 

計画段階から市民の

声を聞く、市民と一

緒に考える 

要望を出す 

市民が行政にニーズ

を伝える 

 
職員が市民の声を聞く 

市民のニーズを把握する  

行政は住民のサポート役 

 

 

 

← 

↓ 

市民の要望、職員の気づきから問題を発見する 

↓     

行政と市民で話し合う、 

意見を出し合う  

↓     

よりよい方法を互いが歩み寄って発見する 

↓  ↓ 

対応できない部分は 

地域の人で 

協力しあうことが必要。 

 

市民は行政に任せきり

にならず、ボランティア

などで参画する 

 

行政だけでは 

限界がある。 

市民ができることを 

協力してほしい 

← 

行政は行政としての

必要性を見極める 

行政には公平な判断

基準が必要 

行政は市民の要望に

対してできない根拠

を示す 

優先順位によって事

業を進める 

 

↓ 

↓ 協働が生まれる 

 ↓ 

両面で評価する（利便性（＝効果）＝民／公益性、収益性＝行政）ことで 

継続性につなげる 

↓ 

市民のニーズと行政サービスのギャップを埋め、不満から満足にする 

持続的な幸福を支える社会づくりを目指すための PDCA サイクルをさまざまな場面でまわしていく 

↓ 

地域のために参画していく総量を増やす 

議会・企業、市民団体（NPO）・自治会、個人、グループ〜市民の社会参加を促す 

（いきがい・自立）自助・共助・公助 

 

 

 

実効性の確保 

 

 

 

 

 

 

条例が身近なものとしてみんなの役に立つように 

チェック機能 

「審議委員会」を設置し、定期的に確認 

 

検証、見直し、 

チェック体制    

議会審議を経て

予算を確保し、 

事業を実施する 

・気長に 

・記録をとる 

行政 

市民 
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実効性の確保実効性の確保実効性の確保実効性の確保 

 

条例が身近なものとしてみんなの役に立つように 

見直しをする条項 

 

  ・運用の課題 

  ・ＰＤＣＡの継続が大切 

  ・作成後、ルールとチェック機能 

  ・条例が果たして実効されるかたいへん疑問である 

  ・ルールやチェックは一般市民代表が監査し、市民のためのルールが＊＊なチェックが出来るよ

うにする 

  ・市民の意見内容を公表し、それに対する処置も市民に明らかにし、よりよいものにする 

 

  ・定期的に確認し、実行効果を知ってもらう 

  ・自治基本条例のなかに「審議委員会」設置条項をいれる 

  ・市民の声が市役所、市長へ届くため、「市民の声、窓口」の設置、町内会組織の活用（審議委員

会） 

  ・審議委員会は定例会（ex 年 2 回）とし、市民、議会と連絡を密にし、市民へ説明、啓発する 

 

 

 

 

 

牧之原市「第 27、28 条：実効性、推進会議 部長は推進会議へ諮問」会議の組織体型等 物

足りないか（C） 

焼津市「第２８〜30 条：実効性、見直し、推進委員会」見直しにあたって、市長と委員会の

位置付けを明文化しては？（C） 

見直し体制 見直し条件と体制の明文化が必要（C） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの人の声を聞く、取り入れる（A） 

イラストで条例の説明を表記した点がわかりやすい（A） 

まずは読みやすい 手にとってみたくなるような冊子にする（A） 

みんなに知ってもらいたい（A） 
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