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これまでの意見との照合による条文内容の確認、検討（第 20 回市民会議まとめ） → に、対する事務局の考え（決定ではありません。今後庁内で調整を進めていきます。） 

島田市自治基本条例（要旨案） 条文内容について 事務局の考え 願いと不安 事務局の考え 

第１章 総則 

（目的） 

 島田市に関わる人たちが、協働するための基本的な考え方やそれぞれの役

割や責務を定めて、協働のまちづくりを実現することが自治基本条例を定め

る目的です。 

    

（定義） 

 この条例で使う言葉の意味は次のとおりです。 

市民…島田市に住所がある人のこと。 

市民等…島田市に住所がある人、島田市に通勤・通学している人、島田市に

事務所や事業所のある会社や団体、島田市でまちづくりをしている人や団体

のこと。 

市長等…市の関係している行政機関全般のこと。 

まちづくり…住みやすい島田市を実現するための全ての活動のこと。行政の

仕事のみでなく市民活動も含まれます。 

協働…島田市に関係する人が互いを尊重しながら、それぞれの特性を活かし

て公共的な課題解決に取り組むこと。 

    

第２章 まちづくりの基本理念 

（基本理念） 

 まちづくりの基本理念（根本的な考え方）は次のとおりです。 

・市民等が主体的に行えること 

・互いに信頼できること 

・互いに補い合えること 

・将来のビジョンが共有できること 

  ・市民と行政と議会との

空気が一緒か不安 

自治基本条例の目的はみんなが協働し

てまちづくりを実現することです。要

旨案では省略していましましたが、条

文案の定義の「協働」には「協力して

取り組む」と謳っていますが、「同じ方

向性で」という趣旨の追記を検討しま

す。 

（まちづくりの原則） 

 まちづくりの基本的なルール 

・情報発信し、共有すること 

・公益性を重視し、協働して行うこと 

・十分な対話を行うこと 

・課題解決の際は、発展的な解決策を探して、合意形成に努めること 

  ・「まちづくり」が誰の

ため？何のためのも

のか、どういう意味が

あるかと市民に言わ

れないか不安 

まちづくりは「住みやすい島田市を実

現するため」のものと定義しています。 

（人材育成） 

市長等は、まちづくりを進めるための専門的な知識や能力を有する職員の育

成に努めます。 

市長等は、市民等にまちづくりに関する知識や能力を習得するための機会を

提供します。 

市民等は、まちづくりに関する知識をお互いに教えあいます（交換します）。 

  ・気軽に話しあえる「チ

ャネル」を複数作る→

人材育成（職員、市民） 

市としても職員・市民に限らず人材育

成が最重要事項だと考え、第２章に並

べています。その趣旨が伝わるような

条文への修正を検討します。 
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第３章 市民等の役割 

 
（市民等の権利）庁内未協議 
・市民は、まちづくりに参画する権利を持っています。 
・市民等は、法律などの特別な定めがある場合を除き、まちづくりに参画する権利を
持っています。 
・市民等は、まちづくりに参画しないことなどによって不利益を受けることはありま
せん。 

 

（市民等の役割） 

 市民等は、自らまちづくりについて考えるために、次のことを積極的に行

います。 

  ・自治会活動など、公益

的な活動に積極的に

参加する人材（特に若

者）がいっぱいいてほ

しい 

・市民がまちづくりに対

して積極的でないこ

と 

 

・（市民の）自ら取り組

む姿勢 

・負担増のみに対する反

対 

 

 

・市民等が自治基本条例

に関心をもってくれ

るか、理解してくれる

か 

市としても職員・市民に限らず人材育

成が最重要事項だと考え、第２章に並

べました。その趣旨が伝わるような条

文への修正を検討します。 

市民のみなさんにまちづくりに興味を

持っていただけるように、積極的に情

報を提供する旨を定めています。 

今後の社会情勢の動向の予測から負担

増は避けられない問題です。すでにマ

スコミ等を通じて周知のこととは思い

ますが、市としても具体的に説明し、

理解を得ていきたいと思います。 

・まちづくりに関心を持ち、市政に関する情報を 

 入手します。 
受け取りたい姿勢 行政側としても市民のみなさんが情

報を「受取りたい姿勢」を持っていた

だけることは大変ありがたいと思い

ます。しかし理念条例ですので、これ

以上強制的な条文にすることは難し

いかもしれません。 

 

・市民同士で 

 交流し、意見交換します。 
活動に参加し 

疑問を呈する 

「活動への参加」については第６章の

「公益的活動」で書いています。「疑

問を呈する」は疑問を投げかけるだけ

で、自発性に欠ける印象があります。

主体となって参加をお願いします。 

・市民は、選挙に行くなどの権利を行使し、納税などの義務を果たします。  

第４章 議会及び議員の責務 

（議会及び議員の責務） 

 議会は、市政をチェックするために機能の充実と強化に努めます。 

 議員は、市民の意見を的確に把握し、市政に反映するよう努めます。 

 議会は、議会活動のことを積極的に市民等に発信し、意見交換する機会を

設けたりするなど開かれた議会運営に努めます。 

    

第５章 市長等の責務 

（市長等の責務） 
  ・まちづくりを進める時

に、多くの人が知らな

い間に決まっている

こと 
 

・なるべく広い間口でオ

ープンに話し合える

しくみができるとよ

い（一部の人が情報を

握って、都合よく決め

ない） 

・市民の声がどこまで、

どの程度伝えられる

か 

・市民等にどう伝えられ

るか、どう伝えていく

か 

 

市民の参画を確実に保障できる条文を

検討します。 

 市長等は、市政の現状と 

 将来像をわかりやすく提供・発信します。 
中長期の 

市長が代わっても持ち続けるビ

ジョン 

短期的なビジョンを持つことも重要

だと考えていますので、期間を制限し

ていない原文のままにしたいと考え

ています。 

 市長等は、市民等や議会の声を公正・誠実に聴き、地域課題の解決方法を

政策に反映させます。 

 市長等は、市民等がまちづくりに参加しやすいよう、様々な機会を設け、

幅広い市民等の声を反映し、多様性に考慮したまちづくりに努めます。 

 

（職員の責務） 

 市の職員は、全体の奉仕者として誠実・公正に職務を遂行します。 

情報提供する 「情報の発信」は市としても最重要事

項と考えていますので、この条例で第

２章の「原則」に大きく掲げています。

「原則」は他の条文全てに掛かってい

る（大前提）と考えていただければと

思います。 

 市長等は、市民等がまちづくり

に参加しやすいよう情報提供す

る 

なお、さまざまな機会を設け、

  

市も全力で周知に努めますが、委

員のみなさまも周囲に伝えてい

くなどできる限りご協力いただ

ければ助かりますし、協働してい

ける１つの分野であると考えま

す。 
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幅広い市民等の声を反映し、公

平な判断、必要性を見極めたま

ちづくりに努めます。 

 

 

・現実問題として、市役

所を中心とした半径

500m 内に集中したま

ちづくりを考えるよ

うな計画が持ってい

けるような条文 

会議の公開や市民参加を保障しますの

で、政策段階からお伝えします。また

広報紙・ホームページ・SNSなど様々

な方法を使用しますので、その旨の条

文の追加を検討します。 

コンパクトシティの理念は今後の都市

整備のあり方を考える際に有用なもの

だとは思いますが、理念条例である自

治基本条例に盛り込むことはふさわし

くないと考えます。 

 

・活性化、発展させる 

  〜にむけて 

・大きな目標がほしい 

自治基本条例はまちづくりの基本的

なルールを示す条例で、いわばまちづ

くりの取組みの姿勢を示すものです。

姿勢運営の大きな目標を示す最上位

の計画として「総合計画」があります。

第２回市民会議の資料にもあるよう

に、それぞれに役割があることをご理

解ください。 

  

第６章 市政運営   ・本当に必要としている

人のところに手をさ

しのべてくれる行政

サービスの実施（なさ

れているか不安、そう

してほしい願い） 

・子育て支援体制の充実

（若いお母さんの就

業支援） 

・若者が働ける職場を増

やす 

・若者（夫婦）が集まる

「まちづくり」に向か

うこと 
 

・「とりあえず」とか「実

績をつくるため」でな

く、本当に市民のため

になる行政運営をし

てもらえるかまだち

ょっと不安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの市民と行政の信頼関係の結

果から来るご意見かと思います。市長

等や職員の責務で市民のための市政を

明記していますので、今後信頼を得ら

れるようにしていきたいと思います。 

（情報の提供） 

 議会と市長等は、 
情報公開とは違う 現行の「情報公開」制度は開示請求が

前提となっていますので、行政側は受

身です。積極的な情報提供を趣旨とす

る原案のほうがより一歩踏み込んだ

ものとなっていると考えています。 

・行政、議会のみの政策

立案（市民に対して情

報の少なさ） 

 

・情報公開の公平さ（流

れのなかでの情報の

公開） 

 

左欄の回答と同じです。 

 積極的に市政の情報を提供します。 公平かつ 現在では従来の広報紙に加え、ホーム

ページや SNSなどのツールや、広報

紙の点訳、ホームページの音声読み上

げなどの配慮もされており、より広く

多くの方へ情報を提供できるような

左欄の回答と同じです。 

（市民会議）規定す

るなら細則等で反

映することではな

いか？ 
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取組みを行っています。その旨の条文

の追加を検討します。 

（会議の公開等） 

 議会と市長等は、附属機関等の会議を公開し、会議録を公表します。 
   

（個人情報保護） 

 議会と市長等は、個人に関する情報を適切に取り扱います。 

現在は政策過程も知っていただける

ように、附属機関等の会議の公開の要

綱を設けています。この条例にも会議

の公開について記載することで更な

る担保をしたいと考えています。 

 

     

（総合計画） 

 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、総合的な指針となる計

画を策定します。 

 市長は、その計画を策定するときは、幅広く市民等の意見を聞けるように、

様々な機会を設けます。 

    

（組織） 

 市長等は、社会情勢の変化に適切に対応できるように組織を編成します。 

 市長等は、組織を編成するときは、市民等にわかりやすいものになるよう

に努めます。 

    

（財政運営） 

 市長は、財源の確保や効率的・効果的な活用によって、財政の健全性の確

保に努めます。 

    

（行政評価） 

 市長等は、行政の成果や達成度などを評価し、その結果を分かりやすく市

民に公表します。 

 市長等は、前項の規定による評価の結果を行政運営に適切に反映します。 

    

（行政手続） 

 市長等は、処分、行政指導や届出に関する手続について、公正の確保と透

明性の向上を図ります。 

    

（公益通報） 

 市長等は、公正な運営を確保するために、違法・不当な行為についての市

の職員からの通報を受ける体制を整備し、通報した職員が通報によって不利

益を受けないように適切な措置をします。 

 市長等は、通報を受けたときは、速やかに適切な措置をします。 

    

（外部機関との連携） 

 市長等は、まちづくりの課題を解決するために、国や他の地方公共団体と

連携します。 

 市長等は、教育機関や事業所などと連携を図り、その知恵や意見をまちづ

くりに活用します。 

    

  

（附属機関等の運営） 

 市長等は、附属機関などの委員を選任するときは、委員の全部または一部

を市民から公募するように努めます。 

    

（公共施設の適正管理） 

 市長等は、公共施設（建築物、インフラなど）の品質、保有量や管理費の

適正を図ります。 

 市長等は、前項の規定に基づき適正化をする場合は、財政や人口の状況を

考慮します。 

    

・広報だけではわからない 

・決まったことだけでなく、

過程を知りたい 

公開している 
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（住民投票） 

 市民は、法律の規定に基づき住民投票を実施するための条例の制定を請求

することができます。 

 議会が、市政に関する特に重要な事項について、住民投票の実施を発議す

ることができます。 

 市長は、市政に関する特に重要な事項について、住民投票をすることがで

きます。 

 住民投票の実施する場合の手続、投票できる人などは 

  ・住民の意見の聴取（住

民投票）が協働のまち

づくりに影響し、将来

の島田市の方向を間

違えてしまう方向に

行ってしまうことも

あるのではないか 

そうなることのないように日頃から市

の情報提供と市民の情報入手、それに

よる対話を行う姿勢が重要だと思いま

す。その理念を定めるのが自治基本条

例であると考えています。 

 その都度別に条例で定めます。    

第７章 ●●●● ←どんな標題がよいかアイデアください 

 

 

  ・理論ばかりいうだけが

おのおのの責務とな

ってしまうように思

える 

・なるべく広い間口でオ

ープンに話し合える

仕組みができるとよ

い（一部の人のみが情

報をにぎって都合よ

く決めない） 

それぞれの役割や責務では行動につい

て示していますので、その旨を尊重し

ていただきたいと思います。 

 

（公益的活動） 

 市民等は、自治会活動などの公益的な活動の参加に努めます。→③ 

 市長等は、市民等が行う公益的な活動を支援します。→① 

②市長等は公益的な活動に参加

する市民等の意欲を高め、人材

を育成します。（市でリーダーを

育てる。参加者のモチベーショ

ンを上げる） 

 

 

 

 

 

 

市長等が市民を支援＝丸投げ？ 

 

市民がリーダーシップとれる

か？ 

総量、ボトムアップを目指して 

① 市長等は支援します 

② 意欲を高め、人材育成 

③ 参加 

「人材育成」は市としても最重要事項

だと考えていますので、第２章に大き

く掲げています。「人材育成」は他の

条文全てに掛かっている（大前提）と

考えていただければと思います。「公

益的活動」「危機管理」「国際化の推進」

全てにおいて「人材育成」は重要だと

考えていますが、各条文にそれぞれ

「人材育成」の趣旨を加えると、章あ

るいは条文全体で考えたときにくど

くなってしまうかもしれませんので、

原文のままにしたいと考えます。 

市民の参画を確実に保障できる条文を

検討します。 

 

 

これまでもリーダーシップを発揮し

てくださっている市民の方はいらっ

しゃいますので、可能かと思われま

す。 

（危機管理） 

 市長等は、市民等や関係機関と協力・連携し、危機管理体制を確立します。 

 市長等は、災害発生時や災害が起こるおそれがあるときは、速やかに状況

を把握し、対策を講じます。 

 

 市民等は、日頃から災害に備え、災害発生時や災害が起こるおそれがある

ときは、自主的・主体的に避難等の初期活動を行い、互いに協力して避難所

運営等のそれ以降の活動に対処します。 

    

（国際化の推進） 

 市民等は、外国文化の理解を深めるために、国際交流を推進することに努

めます。 

①育成、支援 

②将来に生かす 

③市民等は〜 

「公益的活動」と同じ考えです。   

 市長等は、国際感覚をまちづくりに取り入れるために、市民等が行う国際

化推進の活動を支援します。 
市長等は市民の国際感覚を育成

し、活動を支援し、将来に向け

たまちづくりに生かします。 

  

これからのまちづくりで強めていきたいこと 

今後の社会情勢の予測を踏まえると「市民でで

きることは市民に」は避けられないことかと思

います。これまでの市民と市との関係性が反映

されているご意見だと思いますが、この条例を

制定することによって、互いの役割を再認識

し、よりよいまちづくりが進めばと思います。 
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第８章 自治基本条例推進委員会 庁内検討中 
（自治基本条例推進委員会） 
 この条例の趣旨を推進するために、島田市自治基本条例推進委員会をおきます。 
 推進委員会では次のことを検討します。 
"・条例の普及啓発に関すること。 
・条例の推進に必要な情報の収集や調査に関すること。" 
・条例の円滑な実施や総合調査に関すること。 
・その他、条例に係る重要な事項に関すること。 
 推進委員会について必要なことは、別に規則で定めます。 

  ・各取り決め規約等がま

ず基本条例のっとっ

て、きめてあるかが第

一のチェックである

べきではないか 

 

・まちづくりが市民に定

着するか不安である 

新規の条例は既存条例との整合性を図

りながら作りますので、特別な心配は

いらないかと思いますが、チェック項

目の１つには入れたいと考えます。 

 

 

条例全体を読む（読んで使う）か？ 

それぞれの項目で言葉、文章を加えておきたい 

 

 

 

 

 

 

 

■今後のスケジュール（予定） 

 ９月中    庁内で条文の調整 

 ９月 17 日  第 21回市民会議 

 ９月 27 日  第１回制定委員会 

 ９月 30 日  議会へ素案を報告 

 10月～   市民アンケートの実施 

 来年２月   市民アンケートの結果を踏まえ、方針決定 

 

  

条例をどのように読んでいただくかは、それぞれのケースがあるかと思います。 

島田市の条例の原則では同じ条例内に同じ意味を持つ文章は書かないという姿勢があります。各

項目に同じ説明を何度もするとくどくなり、また文章の量が多くなることから、読んでいただけ

ないという恐れもありますが、一部分だけを読まれてこちらの本旨が伝わらないという恐れもあ

ります。どちらがよりよい方法であるか、事務局としてもまだ迷っており、今後の調整課題の１

つです。 

９月 30日に議会へ素案を提出し、素案を基にアンケートを行いますが、

事務局としては市民会議のみなさんと作成した素案は最終案ではなく、議

会や市民アンケートによる意見を踏まえ、更なる検討を経たいと考えてい

ます。 

市も努力していきますが、委員のみなさまもできる限りの

ご協力をお願いいたします。 


