
 島田市自治基本条例案                                                     H28.9.17 第 21 回自治基本条例を考える市民会議（フォーマット１） 

島田市自治基本条例（案） 
第 20回 

これまでの意見 
事務局の考え 条文内容について 願いと不安 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、島田市におけるまちづくりの基本理念を定めるとともに、市民等、

議会及び市長等の役割等を明確にすることにより、協働のまちづくりを実現することを目

的とする。 

   

目的 

オールしまだ〜輪〜市民、議会、行政が協働し、将来の島田

市について考え、行動する 

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 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 市民 市内に住所を有する者をいう。 

(2) 市民等 市民、市内に通勤又は通学する者及び市内に事務所又は事業所を有し事業を

行う法人その他の団体並びに本市のまちづくりに参加する個人及び法人その他の団体をい

う。 

(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会、水道事業の管理者及び病院事業の管理者をいう。 

(4) 協働 市民等、議会及び市長等が自らの特性及び役割を自覚するとともに、それぞれ

の自主性を尊重しながら公共的な課題の解決に協力して取り組むことをいう。 

(5) まちづくり 生活環境の整備、安心及び安全の確保、地域福祉の推進その他住みよい

島田市の実現を目指して行われる活動をいう。 

   

言葉の定義 

市民…いくつかのトーンがある 

・住民票のある人 

・住民票がなくても住んでいる人 

・市内で事業を営んでいる法人および

個人、納税者 団体 

・市外から通勤通学 

あまり細かく（分類）しない わかりやすく 

第２章 まちづくりの基本理念 

（基本理念） 

第３条 本市におけるまちづくりの基本理念は、次のとおりとする。 

(1) 市民等の誰もが主体的に参加できるものであること。 

(2) 公益性を重視し、協働して行うものであること。 

(3) 相互に人格と個性を尊重し合うものであること。 

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。 

 ・市民と行政と議会との空

気が一緒か不安 

基本理念 

補完性 市民力の向上 自分ごとにする （お任せ、考えない、

ではなく）あきらめなくていい、考えなくてはいけない 

信頼の上の対等性 透明性 

ヴィジョン共有 

主体性 自主性を持つ 自立性 チャレンジ 

柔軟性（本音で・誠実さ・まじめに） よい妥協 歩み寄る『ア

ウフヘーベン』 

公共性、公益性（客観性） 公平さ 

位置づけ  

（まちづくりの原則） 

第４条 市民等、議会及び市長等が行うまちづくりの原則は、次のとおりとする。 

(1) 互いに信頼し合い、及び補い合うこと。 

(2) 積極的に情報を発信し、及び共有すること。 

(3) 十分な対話を行うこと。 

(4) 将来の展望を共有すること。 

(5) 課題を解決するに当たっては、発展的な解決策を模索し、合意形成に努めること。 

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。 

 ・「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 基本原則 

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） 

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（参加、協力） 

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 

アウフヘー

ベンの方策 
少数意見の尊重 歩み寄る努力 

ときづくり 

充実した時間（瞬間）を創る 

連続性のなかで〜積み重ね 

すみやかに 早い段階において 

時間の熟成（継続）をはかる 

練り上げる 手間暇かける 時を待つ 

（人材育成）＝（章を跨いだ）現在の案 

（市民等の役割） 

第６条 市民等は、自らまちづくりについて考えるため、次に掲げる事項を積極的に行う

よう努めなければならない。 

 (3) まちづくりの担い手となる人材を育成すること。 

 

（人材育成） 

第９条 市長等は、市民等がまちづくりに関する知識及び能力を習得するための機会を提

供しなければならない。 

２ 市長等は、まちづくりを進めるための専門的な知識及び能力を有する職員の育成に努

めなければならない。 

 

  ・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） 

ひとづくり 

育成によって求める力 

 ・各々の立場と役割を自覚する姿勢 

 ・ヴィジョンを明確にする力 

 ・意見や活動をコーディネートするスキル 

育成方法 ・互いに教えあう 

    



第３章 市民等の役割 

（市民等の権利） 

第５条 市民等は、まちづくりに参加する権利を有する。 

２ 市民等は、まちづくりに参加しないことを理由として、不利益な扱いを受けることは

ない。 

（市民等の役割） 

第６条 市民等は、自らまちづくりについて考えるため、次に掲げる事項を積極的に行う

よう努めなければならない。 

(1) まちづくりに関心を持ち、市政に関する情報を入手すること。 

(2) 相互に交流し、意見及び知識を交換すること。 

(3) まちづくりの担い手となる人材を育成すること。 

２ 市民は、選挙権等の権利を適切に行使するよう努めるものとする。 

３ 市民等は、納税等の義務を果たすことがまちづくりの基礎となることを認識しなけれ

ばならない。 

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。 

 

 

 

 

 

 

「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。 

受け取りたい姿

勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動に参加し 

疑問を呈する 

・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 

市民の役割 

ないし責務 

主権者である自覚を持つ 

市政、議会への関心を持つ 

自ら考え、行動する 

意見を表明する、意見を持つために学ぶ 

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 

まちづくりについて知る権利があることを正しく理解し、知

ろうとする姿勢を持つ 

意見や提案などを表明する機会をつくる 

行政や議会が開催する説明会等に参加する 

計画づくり、会議等で意見を述べる 

（関わる責任、利他の心）公益性を考え、行動する 

行政と対等 行政の下請け化しないしくみ 

  丸投げしない 

責任のある発言、行動を発信する 

情報収集は最大限取得できる 

行事、事業への参加は自発性による 

行事、事業への参加、不参加によって不利益を被らない 

自治会などの地域活動に参加する 
 

第７章 市民参加 

（市民参加） 

第 14条 市長等は、市政に関する計画の策定及び変更に当たっては、その検討段階から市

民の参加の促進に努めるものとする。 

 

 

 具現化する

しくみ 

《理想》（まちを構成するあらゆる立場、人）の努力（意識）

と工夫（システム）によって、各々の満足度が公平になるこ

とを目指し、それぞれの立場が互いに尊重しあい、誠実な対

応で対等に向き合い、（アウフヘーベンの姿勢をもって）対立

を乗り越える手立てをいとわず、相互の信頼関係に基づく（希

望と誇りをもって豊かに暮らせる）まちにしていく 

市民の参画を確実に保障で

きる条文を検討します。 
 ・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

（若いおかあさんの就

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 

参加 《方向性》信頼関係づくりにむけた相互理解を促し、まちづ

くりに参画する総量を上げるきっかけとして、関わり合いの

機会を設ける 

（・まちづくりへの参加の機会を保障する 市民—行政・市

民—議会（行政—議会、行政内、議会内） 

・参加における配慮（さまざまな人、弱者、誰もが参加でき

るように、気軽な雰囲気、場づくり）をする 

（住民投票） 

第 15条 市長は、市政に関し特に重要と認める事項について、直接、市民の意思を確認す

るため、条例で定めるところにより住民投票を実施することができる。 

２ 議員及び市長の選挙権を有する者は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 74条の

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る。 

３ 議員は、住民投票の実施について発議することができる。 

４ 市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。 

５ 住民投票の実施に関する手続、投票の資格その他必要な事項は、その都度条例で定め

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。 

 ・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 

 

 



る。 

第 8章 公益的活動等 それぞれの役割や責務では

行動について示しています 
 ・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） 

協働 

《方向性》公平な満足度をもたらすための方法として、互い

の立場を尊重しつつ、協力して公共的な課題解決に取り組む

（新しいスタイル）を創造する 

・公共的な課題発見のきっかけづくりを行う 

・主導のあり方、手順、評価方法を明確にする（実効性の保

障＝目的の共有、対等な関係、歩み寄り、身の丈理論（互い

の立場を理解、尊重） 例：横浜コード） 

（公益的活動） 

第 16条 市民等は、自治会活動等の公益的な活動に参加するよう努めるものとする。 

２ 市長等は、市民等が行う公益的な活動を支援するものとする。 

 

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。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 

〜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） 

③参加 

地域コミュ

ニティ 

島田市の地域コミュニティは、 

安心して暮らせるまちづくり を目指して、 

きめ細やかさ、公平さ を大切にして 

住民同士、団体同士の横のつながりや市との円滑なやりとり

ができるようにして、市民がまちづくりに参加するとともに 

市民の声を生かしたまち（地域コミュニティ）づくりを進め

る。 

そのためには、 

新しい組織（体制）システム（面でつなげる・わかりやすい

組織体制・（情報伝達ルートの明確化）・市役所職員の参加）

とリーダーシップの醸成（・広い視野・住民の話をよく聞く

（声を集める）・（市と地域・団体同士を）つなげる）が必要 

市は、市民に対して活動参加のきっかけづくり、意識啓発を 

議会は、地域との距離を縮めるようにつとめる 

市民は自分たちでできることは自分たちでという市民の自覚

をもち、協力しあう 

（命を守るまちづくり） 

第 17条 市長等は、市民等の生命、身体及び財産の保護を目的とする総合的かつ機能的な

活動を行うため、市民等及び関係機関と連携し、危機管理体制を整備するものとする。 

２ 市長等は、災害等が発生した時又は発生するおそれがあると認めるときは、速やかに

状況を把握し、対策を講ずるものとする。 

３ 市民等は、日頃から災害等に備え、災害等が発生した時又は発生するおそれがあると

認めるときは、自主的に避難等を行うとともに、互いに協力して避難所の運営その他の災

害時の自主防災組織の活動を行うものとする。 

   

危機管理 

「市長等は…」個人の生命、身体及び財産を保護するととも

に、緊急時に総合的かつ機能的な活動を行うため、危機管理

体制の確立を図る 

自然災害の発生に備える体制づくり・他団体との協力・（自治

体）連携 

「市民は」  災害等の発生において自主的かつ主体的に避

難、防災等の初動活動を行うとともに、互いに協力して対処

する 

防災に関心を持ち、自ら備える 自覚・協力・助け合い 

市内自治会及び市民は日常から連携を強化し、助け合いの精

神を持つようつとめる  

日頃から地域での訓練などへの活動に参加し、災害に強い地

域づくり 

（多様性を認めるまちづくり） 

第 18条 市民等は、まちづくりに当たっては、多様な価値観、生活様式等を理解するよう

努めるものとする。 

２ 市長等は、価値観、生活様式等の多様性に配慮したまちづくりを推進するものとする。 

 ①育成、支援 

②将来に生かす 

③市民等は〜 

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。 

 国際交流 

「 国 際 関

係」とした

らどうか 

・発展への可能性を入れたい 

・民間+行政 空港活用 

・外から取り込む人、情報 

・文化交流、多文化共生 

・行政はグローバルな視点を持って 

 

 

 

 

	


