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自治基本条例の一般的な構造とこれまでの意見 静岡大学日詰教授資料をもとに 

 

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 

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 

他自治体との関係 

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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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／点在する観光資源 

           スポーツイベント、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 

 

 ●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  

・  ←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 

 ●制定意義 
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  ・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 

 

 

総則総則総則総則 〜全体に共通する一般的、総括的な定め 

 

目的目的目的目的 〜条例に規定すること、明らかにすること 

  ・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 

 

基本理念基本理念基本理念基本理念 基本的な考え方、方針 

 ●どういうまちにしていくか  〜基本的な考え方  

  ・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 

 



 H27.4.18 第５回自治基本条例を考える市民会議資料２ 

4 

 

基本原則基本原則基本原則基本原則  〜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  

  ・公平さ 

  ・透明性 

  ・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 

  ・ 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  ・

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） 

  

  ・皆が納得、皆に透明な条例が必要と思われる 

  ・具体化 

  ・（わかりやすく） 

  ・ルール 

  ・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 

  ・一定の範囲における必要性 

  ・住民の声、住民自治を保障する条例 

 

  ・独自性 

  ・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？ 

  ・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 

  ・いかに独自性を出していくかが重要 

  ・独自のルールづくり 

 

言葉の定義言葉の定義言葉の定義言葉の定義            

 

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 

 

●原則を具現化するしくみ 〜まちづくりの進め方 

  ・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 
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  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    

 

 参加・協働参加・協働参加・協働参加・協働    

 

 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 

 

 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 
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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  

  ・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 

 

 ●立場、果たす責任、自覚、ありたい市民像 

  ・主権（基本） 

  ・責任がある 

  ・住民にとっての責任がある 

  ・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 

  ・市民は主権者!!（私も主権者だった） 

  ・住民一人一人の主権性 

  ・自治会が市の基本となる 

  ・住民には自立するしかし関係をもつ 

  ・地域との関連性により、市民に身近なイメージを与えられる 

  ・地域の代表者に任せきりにならない 

  ・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？ 

  ・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 

  ・市民の意見を多く取り入れ、自己責任につなげられる 

  ・極端な住民自治は国益を害する 

  ・議会条例 知らなかった 議会への関心も必要 

 

  〜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） 
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  ・  ←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 

 

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  〜議会のあり方 

  ・市議会＝市民のことを考え議題を上程して議決する 

  ・議会との関係 

  ・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 

 

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  〜行政のあり方、仕事のしかた 

  ・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 

  

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        

 

実効性の確保実効性の確保実効性の確保実効性の確保 進捗状況の把握、検証、見直し、チェック体制 

 〜条例が身近なものとしてみんなの役に立つように 

  ・運用の課題 

  ・ずっとつづく 

  ・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 

  ・すべての条例の指針となるもの 

  ・チェックリスト機能 

  ・チェック 

  ・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 


