
★議事（進行予定とおおまかな時間配分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ステップ すること 

おおまかな
時間配分 

１ ○自治基本条例の説明 ２０分 

２ 

○グループ作業 

 条文中の語句のわかないところ
．．．．．．．．．．

について

話し合おう 

９０分 

３ 
○発表 

 グループごと、２分程度で発表 
１０分 

４ 

○投票 

 発表を聞いて、理解度の確認をしよう 

・まだ理解できない点⇒赤のシールを貼る 

 

５分 

自治基本条例推進プロジェクトチーム ミーティング（第 1 回） 

第１回実施内容 

★今回の集まりの目標と進め方などについて （5～10 分） 

■日 時  平成２３年５月２３日（月）9:00～11:30 

■場 所  榛原庁舎４階 会議室１～３ 

★まとめと決定事項の確認等  （５分） 

※上記内容のほか、市長の挨拶あり 

例えば・・・ 

当日までにわかないところを 

ピックアップしてきてください！ 

（情報提供）  

第４条 市長等及び議会は、まちづくりに必要な情報について、

適切な情報伝達手段により、速やかに、かつ、分かりやすく市

民に提供するよう努めるものとする。 

適切な情報手段って

どういう手段をいう

のだろう？ 

まちづくりに必要な

情報ってどんなもの？ 

それほど深く考える必要はありません。

語句の意味など、単純な疑問点を様式に

書き出し、当日持参してください。 

それを使ってグループ作業しながら話し

合いをしたいと思います。 



　　Ｈ２３．５.２３（月）

９：００～１１：３０ 予定

牧之原市自治基本条例推進プロジェクトチーム

ミーティング（第１回）

政策協働部　地域政策課

１



牧之原市自治基本条例の実効性に向けた取組み(案)

１．趣　旨

２．関連条例等とは？

自治基本条例の制定に伴い、根幹的なものはそこに規定されたので、その実効性を確保するため、個々の手続的な　

条例や規則等（以下「関連条例等」という。）を「具体的に」どのように進めるのかについて検討を進めるとともに、

継続的な推進体制の確立を図るものとする。

　パブリックコメント制度など既に取り組みを行っているが、実施規程等はなく、通常の牧之原市の事業方法・執行

　　体制として、その実施が進められてきているもの

　市民投票制度など、現在、市ではその取り組みは行われていないが、今後、必要に応じて関連条例等の整備を必要

　　とするもの

２



３．自治基本条例制定に伴う
　　　　　　「自治基本条例推進プロジェクトチーム」の立ち上げ

庁内に「自治基本条例推進プロジェクトチーム（以下、
「プロジェクトチーム」という。）」を組織

自治基本条例　第 ８ 条　「参加機会の保障」

　　　　　　　第１３条　「市とコミュニティのかかわり」

　　　　　　 第１７条　「行政評価」　

これらについて、他市
の事例や制度に関わる
調査・研究を始める。

４．プロジェクトチームを組織する基本的な考え方等

【イメージ】

■　関連条例等整備は、全庁的に関わってくるものであり、全庁的に周知徹底を図り、職員の意識を醸成し、

　　各課等でそれに対応できる体制を整えておかなければならないため、その策定過程からできるだけ多く

　　の職員に参加してもらうことを基本とする。

■　プロジェクトチームの目的

　　・自治基本条例第30条「委任」規定に基づく関連条例等の整備と制度を構築する

　　・各課等で統一した対応がとれるよう各条例等の具体的な逐条解説を作成する

　　・視覚的に理解しやすいフローチャートやイメージ図を作成する

　　・さらに細かい手続きについては、施行規則を整備する

３



牧之原市
自治基本条例推進プロジェクト
チームミーティング（第１回）

政策協働部地域政策課

平成23年５月23日（月）9時～11時30分

榛原庁舎４階会議室



　　　前　文

第１章　総則（第１条・第２条）

第２章　情報の共有（第３条‐第５条）

第３章　市民参加の推進（第６条‐第14条）

第４章　市政運営（第15条‐第20条）

第５章　他の自治体等との連携・協力（第21条・第22条）

第６章　議会及び議員（第23条・第24条）

第７章　市長及び職員（第25条・第26条）

第８章　自治基本条例の実効性の確保（第27条‐第30条）

　　　附　則

牧之原市自治基本条例の構成

本日のグループ
ワークでは、ここ
の分からないとこ
ろを理解する

７月12日と７月26
日はこれをやる



自治基本条例で何を目指すか

この条例は、牧之原市のまちづくりに関す

る基本的な事項を定め、協働のまちづくり

を推進し、もって地方自治の本旨の実現地方自治の本旨の実現を

図ることを目的とする。

第１条　目的
地方自治の本旨の実現地方自治の本旨の実現

まちづくりを進める手法

定める 推進する

まちづくりに関する
基本的な事項

協働のまちづくり

第１条　目的



自治基本条例で何を目指すか

この条例は、牧之原市のまちづくりに関す

る基本的な事項を定め、協働のまちづくり

を推進し、もって地方自治の本旨の実現地方自治の本旨の実現を

図ることを目的とする。

第１条　目的地方自治の本旨の実現地方自治の本旨の実現

実現するための手段

定める 推進する

まちづくりに関する
基本的な事項

協働のまちづくり

　地方自治の本旨（憲法９２条）とは？

地方自治の２本柱

と による自治

住
　
民

団
　
体



自治基本条例で何を目指すか

主権者である市民の意思に主権者である市民の意思に

基づいて動く自治体行政基づいて動く自治体行政

自立した自治体行政とは？



地方自治体

執行機関

議
　
会
（
議
員
）

市　長

職　員

任命住
　
民

住
　
民

住　民

選挙 選挙

監
視
（
チ
ェ
ッ
ク
）

政
策
提
案

信
託

意見等の
把握

意見等の
把握

意見等の
表明

意見等の
表明

参加参加

協働 協働

行
政
サ
ー

ビ
ス
の

提
供

住民と地方自治体との関係

議案など
の提案

引用：財団法人自治体国際化協会　発行　第253号自治体国際化フォーラム11月号　Ｐ4
「地域主権改革と住民意思の反映」　政策研究大学院大学教授　井川　博　作成図（参考）



参加に関する規定

第８条　 参加機会の保障

第９条 　審議会等の運営

第15条　計画策定等にかかる原則



協働に関する規定

第３条　 情報共有の原則

第14条　対話の場とひとづくり

第26条　市の職員の役割及び責務



わかりやすく必要な情報を伝える

第４条　情報提供

　市長等及び議会は、まちづくりに必要な情

　　報について、適切な情報伝達手段により、

　　速やかに、かつ、分かりやすく市民に提供

　　するよう努めるものとする。



市民意思の反映

第８条　参加機会の保障

１　略

２　･･･略･･･適切に市の仕事へ反映するよう　
　　努めるものとする。

第９条　審議会等の運営

１　･･･略･･･広く市民の意見が反映されるよう
　　　配慮しなければならない。



市民意思の反映

第８条　参加機会の保障

１　略

２　･･･略･･･適切に市の仕事へ反映するよう　
　　努めるものとする。

第９条　審議会等の運営

１　･･･略･･･広く市民の意見が反映されるよう
　　　配慮しなければならない。

第17条　行政評価

１　略

２　･･･略･･･市の仕事に適切に反映させるものと　
　　する。

第22条　他の自治体との連携

１　略

２　･･･略･･･知恵や意見等を積極的に取り入れ、
　　まちづくりを行うものとする。

３　略



市民意思の反映

第８条　参加機会の保障

１　略

２　･･･略･･･適切に市の仕事へ反映するよう　
　　努めるものとする。

第９条　審議会等の運営

１　･･･略･･･広く市民の意見が反映されるよう
　　　配慮しなければならない。

第17条　行政評価

１　略

２　･･･略･･･市の仕事に適切に反映させるものと　
　　する。

第22条　他の自治体との連携

１　略

２　･･･略･･･知恵や意見等を積極的に取り入れ、
　　まちづくりを行うものとする。

３　略



意見を反映するとは？

意見を表明する市民とは･･･

「市民意見の平均値や
代表」としての立場

「個性ある市民」その人自身
が持つ意見を発言する存在



意見を反映するとは？

意見を表明する市民とは･･･

「市民意見の平均値や
代表」としての立場

「個性ある市民」その人自身
が持つ意見を発言する存在

　意見を反映させることとは･･･

　発言を取り入れる

　意見を報告書に記載する



意見を反映するとは？

意見１ 意見２ 意見３ 意見４
対立

議　　論議　　論

結　論

これが反映す
るということ。
（個人の発言は
残らなくても）



平成２２．９．２０

静岡新聞(日刊)

「一括交付金」の来年度からの導入
によって、「自治体の自由度拡大し、
創意工夫で･･･(以下省略）」



平成２２年９月２９日静岡新聞（日刊）



自治体の判断で自由に使える財源

自由に使
えるお金

道路

学校

市民

市民

批
判

道路優先
して

学校優先
して



対話する力

第14条　対話の場とひとづくり

１　市は、自由な立場でまちづくりについて意見

　　交換できる対話の場を設置するよう努めるも

　　のとする。

２　市は、協働のまちづくりを進めるための人材

　　の育成に努めるものとする。



地域のまちづくりや課題の解決
（補完性の原理）

国 県

　
　
　
　
市

コミュニティ
自治会･ボランティア団体等

個人・家族

第11条　まちづくりに
おける市民の責務

第12条　コミュニティに
おける市民の役割

第13条　市とコミュニティのかかわり

第21条　国・県等との関係



市民に説明責任を果たす

１　略

２　略

３　市長等及び議会は、前項の市民の知る権利

　　を保障するとともに、十分な説明責任を果

　　たすものとする。

第３条　情報共有の原則



第29条　
この条例の位置付けと体系化

市長等及び議会は、この条例に定める事項を

最大限に尊重し、各行政分野の基本方針等を

定める条例の制定に努めるとともに、他の条例、

規則その他の規程の体系化を図るものとする。



以下、参考



参考:自治基本条例検討の位置付け等

新市建設計画

１　新市建設計画とは

「新市建設計画」は、合併年度の平成17年度

からの概ね11年間において、目指すべき新市

の将来像とそれを実現する施策、財政計画な

どを示すものです。



参考:自治基本条例検討の位置付け等

新市建設計画

１　新市建設計画とは

「新市建設計画」は、合併年度の平成17年度

からの概ね11年間において、目指すべき新市

の将来像とそれを実現する施策、財政計画な

どを示すものです。

まちづくりビタミンプロジェクトまちづくりビタミンまちづくりビタミンプロジェクト

① 地域の一体性を高めるもの
② 市民・事業者・市が力を合わせて取り組むべきもの
③ アンケート調査などにより住民から要請が強いもの

まちづくりの活動拠点を整え、人材育成
や交流のプログラムなどの実施を図ります

。
主な取組　　　　　　　　　　　
●まちづくりセンター整備事業
●市民参画条例の制定　など

５　重点プロジェクト

重点プロジェクトとは

といった観点からとりまとめたものです。

７つの重点プロジェクト

市民参画条例の制定



参考:自治基本条例検討の位置付け等

新市建設計画

１　新市建設計画とは

「新市建設計画」は、合併年度の平成17年度

からの概ね11年間において、目指すべき新市

の将来像とそれを実現する施策、財政計画な

どを示すものです。

まちづくりビタミンプロジェクトまちづくりビタミンまちづくりビタミンプロジェクト

① 地域の一体性を高めるもの
② 市民・事業者・市が力を合わせて取り組むべきもの
③ アンケート調査などにより住民から要請が強いもの

まちづくりの活動拠点を整え、人材育成
や交流のプログラムなどの実施を図ります

。
主な取組　　　　　　　　　　　
●まちづくりセンター整備事業
●市民参画条例の制定　など

５　重点プロジェクト

重点プロジェクトとは

といった観点からとりまとめたものです。

７つの重点プロジェクト

市民参画条例の制定

　市長マニフェスト
　　○市政運営

　　　●市政運営基本条例の制定

　　　　まちづくりは市民が主体と言う基本理念のもと、

　　　　市民によるまちづくり活動、市民との情報共有、

　　　　市民の市政参画を条例で定めます。



参考:自治基本条例の位置付け等

　　　牧之原市総合計画

基本構想

Ｈ１９－２７

基本計画

Ｈ１９－２２（前期）
Ｈ２３－２７ (後期）

実施計画
（戦略プラン）

・Ｈ１９－２２
・Ｈ２３－２５

総合計画総合計画



参考:自治基本条例の位置付け等

　　　牧之原市総合計画

　私たちは、人と人のつながりを大切にし、

互いに支えあう協働による社会を市民が主

体となって創造していく「幸福実現都市」

をまちづくりの基本理念とします。

第1次牧之原市総合計画より抜粋

基本理念



参考:自治基本条例の位置付け等

　　　牧之原市総合計画



参考:自治基本条例の位置付け等

　　　牧之原市総合計画



参考:自治基本条例の位置付け等

第一次牧之原市行政改革大綱

牧之原市行政改革大綱

平成１８年３月

第２　行政改革推進のための重点事項

　　５　市民と協働のまちづくりの推進

　　（１）情報の共有化と説明責任

　　（２）市民参加と協働の推進　



参考:自治基本条例の位置付け等

　　　　集中改革プラン

牧之原市行政改革集中改革プラン

（平成１８～２１年度）

平成１８年１０月
牧之原市

５　市民と協働のまちづくりの推進

　（２）　市民参画と協働の推進

　・公的なサｰビスを行政のみが提供していく仕組みを見

　　直す

　 ・行政と公益的な市民活動団体とが協働して様々な課

　　題に対する提言やまちづくり活動を進める

・まちづくりは市民が主体という理念のもと市民の市民

　　参画のルールを定める条例等を策定する

（抜粋)


