
第８回自治基本条例を創る
会を開催しました

7/24(土)に、第８回目となる「創る会」を開催しました。

今回は、これまでの検討結果を踏まえて作成した試案について、第６章を中心に全
体を通して 、グループに分かれて話し合いを行いました。

意見交換の前には、活発な話し合いが行われるように静岡大学の日詰先生から
「地域主権とは」「先進地（静岡市）の事例」などについて講演をしていただきました。

当日資料及び参加者の意見のまとめは、２ページ以降をご覧ください。

・

１ 前回(7/5)の振り返り
２ 情報提供
３ 講話

講師：静岡大学教授 日詰一幸 氏
４ グループワーク（意見交換）
５ 発表
６ まとめ
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資料  創る会設置からこれまでの活動概要 

【自治基本条例を創る会について】 

 

 ●設置：平成 21 年 11 月 9 日 

 ●委員の構成：現在 25 名（会長：地区長会長、副会長：教育委員長、各種委員会・ 

              審議会委員、市民活動団体代表、公募市民など） 

 ●これまでの活動内容 

  【平成 21 年度】 

月 日 活 動 内   容 

11 月９日 第１回「創る会」 

「創る会」設置（委嘱状交付）、経過報告、「私の考える自治基本条

例の目的、基本理念」についてのグループワーク、日詰一幸静岡大

教授の講演など 

11 月 27 日 第２回「創る会」 
「条例に盛り込みたい内容」についてのサークルワーク、日詰一幸

静岡大教授の講演など 

12 月 12 日 自治基本条例フォーラム 

特別講演「自治基本条例をつくる意味」（講師：神原勝北海学園大学

教授） 

フォーラム「みんなで市を運営するためのルールを考えよう」 

（条例に盛り込む内容等についての意見交換会。コーディネータ

ー：日詰一幸静岡大教授） 

２月１日 市議会議員との意見交換会
自治基本条例の骨子案・討議用資料の内容について、議員との意見

交換を行った 

３月６日 第３回「創る会」 
「討議用資料全般についての疑問点・追加したい内容」「前文に盛り

込みたい内容」「条例の周知方法」についてのグループワーク 

 

 

  【平成 22 年度】 

月 日 活 動 内   容 

５月 31 日 第４回「創る会」 「市民の定義」「市民の権利」「市民の責務」部分の討議 

６月 14 日 第５回「創る会」 
「議会の役割と責務」「議員の役割と責務」「市長の役割と責務」「市

の職員の役割と責務」「総合計画」部分の討議 

６月 23 日 第６回「創る会」 「地域コミュニティ活動」「市民活動団体」部分の討議 

７月５日 第７回「創る会」 
「前文」「第１章」（目的・定義・最高規範性・自治の基本理念・基

本原則）部分の討議 

   

【市の行政改革推進本部との協力】 

  行政改革推進本部自治基本条例専門部会と協力して策定中 

  ※創る会幹事と専門部会の会合を 5/12 からこれまでに１０回実施 

 

【市民・市職員への説明について】 

 

 ●市民への説明・・・市内 25 区の定例会等の会合にて説明実施（7～8月） 

           市民活動団体への説明も実施予定 

 ●市職員への説明・・・5/17～6/4 の間に計 10 回、職位別に実施。参加者 358 名 

 ※その他、まちづくり協働推進会議条例専門部会の主催により、７月 18 日に自治基本条例セミナーを開催。

（講師：日詰一幸静岡大教授。「わたしたちの自治基本条例をつくるには」についてのグループワーク。） 



資料  創る会設置からこれまでの活動概要 

 

【今後のおおまかなスケジュール（案）】 

 

 8/20  ～  9/17  パブリックコメント 

 9 月中旬～10 月中旬  市民への説明 

 11 月までに      条例案作成 

 その後、市の法令審査等を経て議案を作成⇒上程 

 



第８回第８回 自治基本条例を創る会自治基本条例を創る会

平成２２年７月２４日（土）



条例試案の構成条例試案の構成

前文
条例制定理由等

総則

まちづくりの主体は市民。議会と市長等は住民自治
を確立し、市民と協働してまちづくりを進める

●目的：

●定義：

●条例の位置付
け：
●自治の基本理
念：
●自治運営の基本原則：

「市民」「市長等」「市」「参加」「協働」

最高規範性（尊重）

まちづくりを担う「市民」・「議会」・「市長等」の権利、役割
を定めることによる、市民主体による自治の実現

情報共有の原則・参加の原則・協働の原
則・ひとづくりの原則



条例試案の構成②条例試案の構成②

市民・議会・市長等の役割等

市民の権利と役割 議会の役割と責務

議員の役割と責務

市長の役割と責務 市の職員の役割と責務



条例試案の構成③条例試案の構成③

行政運営の基本

総合計画の位置づけと策定等 総合計画策定への参加

行政評価 組織体制 健全な財政運営

附属機関等の設置及び運営 情報共有 個人情報保護

説明責任 行政手続 危機管理



条例試案の構成④条例試案の構成④

基本原則に基づくまちづくりの推進

子どものまちづくりへの参加

区、町内会等の自治会活動

協働推進の施策整備

市民参加制度

市民活動団体



条例試案の構成⑤条例試案の構成⑤

他の自治体等との連携・協力

近隣自治体との連携 広域連携

条例の検討及び見直し

条例の検討及び見直し



市民参加制度市民参加制度

第24条 市長等は、条例の制定、改廃並びに重要
な施策の立案、実施及び評価のそれぞれの段階に
おいて、市民参加のための仕組みを整備します。

２ 市長等は、それぞれの事業に応じて効果的な
市民参加の手法を選択するとともに、これを公表
し、実施します。

３ 市長等は、市民参加により表明された意見や
示された提案を総合的に検討し、その経緯並びに
結果を市民に公表するとともに、適切に施策に反

映させるよう努めます。



市民参加の場面市民参加の場面



仕組み（ルール）をつくる仕組み（ルール）をつくる

市民参加における・・・

政策･施策･事業の名称や内容

参加の方法（市民意見公募・懇話会・市民会議・意見交換会・アンケート・シンポジウム等）

実施時期（企画立案、計画段階・実施段階・評価、改善段階）

出された意見への対応（市政への反映・結果等の公表）

所管部署

公表の方法（広報・ホームページなど）

情報共有



市民参加実施の例市民参加実施の例

○○
課

２月頃意見交換会・・・・・・・・・×××見直し
案の策定

○○
課

５月頃～９
月頃計５回

審議会等
（○○委員
会）

・・・・・・・・・△△△事業

○○
課

１０月、１２
月に計２回

市民ワーク
ショップ

・・・・・・・・・□□□計画の
策定

○○
課

８月頃パブリックコメ
ント

・・・・・・・・・○○○条例の
制定

担当
部署

実施予定
時期

市民参加の
方法

対象施策
の概要

市民参加の
対象事項

●●年度 市民参加の実施予定一覧



市民参加実施の例市民参加実施の例

公民館

公民館、
図書館等

広報紙

広報紙、
公民館等

公表方法

53人

ー

35人

12人

人数 部署意見数実施日

○○
課

ー1回（2/9）意見交換会×××見直し案
の策定

○○
課

ー5回（5/2、
6/3・・・・）

審議会等
（○○委員
会）

△△△事業に
ついて

○○
課

ー2回（10/2、
12/21）

市民ワーク
ショップ

□□□計画の
策定

○○
課

18件H23.8.1～
H23.8.31

パブリックコメ
ント

○○○条例の
制定

実施報告市民参加の
方法

市民参加の対
象事項

●●年度 市民参加の実施施策一覧（実施結果）



市民参加実施の例市民参加実施の例
静岡市市民自治推進審議会



協働推進の施策整備協働推進の施策整備

第27条

市民及び市長等は、市民との協働によ
る公共的な課題解決のため、協働を推進す
る施策を整備し、その体系化を図ります。



協働推進の施策整備協働推進の施策整備



地域の人材の力（事例紹介）地域の人材の力（事例紹介）

いわもと ようこさん作



地域の人材例（海岸ボランティ地域の人材例（海岸ボランティ
ア）ア）



地域の人材例（軒先運動）地域の人材例（軒先運動）

平成２１年１２月静岡新聞



地域の人材例（子育て）地域の人材例（子育て）

子ども一時預かりパ
ピー

さざんかでの預かり

託児ボランティア

細江コミュニティセン
ターでの運動会の様
子



地域の人材例（元気のある笑店）地域の人材例（元気のある笑店）

会合

→
「
元
気
の
あ
る
笑
店
」
と

「
読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
」
主
催
の
子
育
て
イ
ベ
ン
ト

平成２２年２月２５日（木）

静岡新聞

会合



地域の人材例（榛原里やまの会）地域の人材例（榛原里やまの会）



地域の人材例（自治会）地域の人材例（自治会）

平成２２年３月２９日（月）

静岡新聞



市民との協働の必要性市民との協働の必要性

児童虐待

ニート

母子・父子家庭

ひとり暮らしの高齢者

生活保護世帯

要介護認定者

医療保険

・・・・・

行政に対するニーズの多様化・複雑化



市民との協働の必要性市民との協働の必要性

長期借入残高
800兆円超 超高齢化社会

少子化による
人口減少

収入基盤
崩壊傾向

財政需要増加

地方自治体が抱える多くの課題



市民との協働の必要性市民との協働の必要性

★地方分権の本来の目的である「個性豊か
で活力に満ちた地域社会」を実現するた
めには、その地域の住民が主体的にまち
づくりに参加することが不可欠です。

★また、区や町内会、市民活動団体等の協
力や連携の下で各種施策が行われてきま
したが、今後も市民と行政との協働によ
るまちづくりの推進が、より一層求めら
れています。



市民との協働の必要性市民との協働の必要性

★地方分権の本来の目的である「個性豊か
で活力に満ちた地域社会」を実現するた
めには、その地域の住民が主体的にまち
づくりに参加することが不可欠です。

★また、区や町内会、市民活動団体等の協
力や連携の下で各種施策が行われてきま
したが、今後も市民と行政との協働によ
るまちづくりの推進が、より一層求めら
れています。



・市民参加制度

・協働推進の施策整備

今後、どのようにしたら進めら
れるだろうか？
こんな課題があるのではない
か？もっとこうしたらどうか？



H22.7.24 第 8 回「自治基本条例を創る会」資料 
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（仮称）牧之原市自治基本条例【試案】 

 

目次 

前文 

第１章 総則 

第１条 目的 

第２条 定義 

第３条 条例の最高規範性 

第４条 自治の基本理念 

第５条 自治運営の基本原則 

第２章 市民 

第６条 市民の権利 

第７条 市民の役割 

第３章 議会及び議員 

第８条 議会の役割と責務 

第９条 議員の役割と責務 

第４章 市長及び職員 

第１０条  市長の役割と責務 

第１１条  市の職員の役割と責務 

第５章 行政運営の基本 

第１２条  総合計画の位置づけと策定等 

第１３条  計画策定への参加 

第１４条  健全な財政運営 

第１５条  行政評価 

第１６条  組織体制 

第１７条  附属機関等の設置及び運営 

第１８条  情報共有 

第１９条  個人情報保護 

第２０条  説明責任 

第２１条  行政手続 

第２２条  危機管理 

第６章 基本原則に基づくまちづくりの推進 

第２３条 子どものまちづくりへの参加 

第２４条 市民参加制度 

第２５条 区、町内会等の自治会活動 

第２６条 市民活動団体 

第２７条 協働推進の施策整備 

第７章 他の自治体等との連携・協力 

第２８条 近隣自治体との連携 

第２９条 広域連携 

第８章 条例の検討及び見直し 

第３０条 条例の検討及び見直し 

「適法公平公正な市政運
営」は一時保留のため、現
段階では抜けています。 
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前   文 

わたしたちが暮らす牧之原市は、牧之原台地と駿河湾を見渡す自然の調和した美しく

温暖な地域です。この地域の産業、文化や人情は、長い歴史の中を多くの人々の活力と

英知、さらに、恵まれた自然環境によって育まれてきました。お茶をはじめとした農業

や漁業、また富士山静岡空港や相良牧之原インターチェンジ、御前崎港を拠点とした 

産業の発展もさらに期待されます。 

わたしたちは、このかけがえのない地域資源と互いを思いやるあたたかなこころや 

人と人のつながりと地域の絆を大切にし、いつのときも郷土を誇りに思えるまちを、未

来を担う子どもたちへ確実に引き継がなければなりません。そのためには、市民が自治

の主体としての役割を改めて自覚し、自ら考え、共に行動するという地域主権の精神に

基づき、まちづくりを進めていきたいと考えます。 

このような認識のもとに、わたしたちは、牧之原市の自治の基本理念を共有し、市民

主体のコミュニティに根ざした新たな自治を確立し、市民一人ひとりが心豊かに生活す

るため、市の最高規範として、ここにこの条例を制定します。 

 

【解説等】 

この条例は、牧之原市のまちづくりにおける基本となる制度や重要な事項につい

て定めています。その主旨を明確にするため、前文において条例の目標や理念を分

かりやすく示しました。 

はじめに、わたしたちが暮らす牧之原市の温暖な気候と豊かな地域資源、また先

人の活力と英知によって今のまちが育まれてきたことを謳いました。 

次に、この地域資源を大切に守るとともに、地域の絆をしっかりと時代を担う子

ども達へ引き継ぐこと、そのために市民が自治の主体者であることを自覚し、地域

主権の精神に基づき、まちづくりを進めることの必要性を謳っています。 

この認識を踏まえて、いつのときも市民一人ひとりが“心豊かに”生活できるよ

う新しい自治の確立を謳いました。また、この条例が牧之原市のまちづくりにおけ

る最高規範であることを宣言しました。 

 

「地域主権の精神」とは、国から地方へ権限を移す「地方分権」より一歩進んで、

地方自治体の主体性をより重視し、「地域のことは、地域で考え、地域で実行する」

という地方自治を目指す前向きな姿勢をいいます。 
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第 1章 総 則 

（目的）  

第１条 本条例は、牧之原市における自治の基本理念とまちづくりを担う市民・議会・

市長等のそれぞれの権利や役割を定めることによって、市民主体による自治の実現を目

的とします。 

 

【解説等】 

本条例の目的を定めたものです。 

本条例は、市民、議会及び市長等のそれぞれの役割を定めるとともに、参加と協

働によるまちづくりの基本原則を定め、この条例に基づく自治を推進することによ

って、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的としています。 

牧之原市では、平成１９年２月に市民委員６１人で構成される「まちづくり基本

条例を考える会」を設置し、条例についての検討を進めてきましたが、平成２０年

１月に市長に提出された『まちづくり基本条例を考える会 検討結果報告書』の４

ページには「私たち市民の想いが活かされるようなまちづくりが求められている今、

自分たちの生活を他人任せにするのではなく、「私たちはこうしたまちを造りたい、

こうしたまちに住みたい。」というそれぞれの想いや願いを実現し、そのための活

動を支援するために、まちづくりのルールを創っていくことが重要と考えます。」

との記述があります。 

また、『牧之原市総合計画基本構想 基本理念』には「私たちは、人と人とのつ

ながりを大切にし、お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 ふれあい ビタミン あいのまち」をまちづくりの基本理

念とします。」との記述もあります。 

 

 

（定義）  

第２条 本条例で使う言葉の意味は、以下のとおりとします。 

（１） 「市民」とは、市内に住所を持っている人、市内に住んでいる人、市内で働

く人、市内で学ぶ人、市内において事業活動又は公益的な活動を行う人と法人

その他の団体をいいます。 

（２） 「市長等」とは、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、公営企業管理者をいいます。 

（３） 「市」とは、基礎自治体としての牧之原市をいいます。 

（４） 「参加」とは、市民がまちづくりに主体的にかかわり、市政に対し意見を述

べることや、行動することをいいます。 

（５） 「協働」とは、同じ目的のために、それぞれが対等な立場に立ち、役割と責

任を担い、各自がお互いに相手の立場をよく理解し、より多くの力を合わせて

協力して活動することをいいます。 
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【解説等】 

この項目では、全体を通して使われている言葉のうち「市民」「市長等」「市」「参加」

「協働」について、定義します。 

（１） 市民 

狭義の住民だけではなく、市内に住所（住民届のある人）を持っている人、

市内に住んでいる人（住民届のない人）、市内で働く人（市外から通勤する人）、

市内で学ぶ人（市外から牧之原市内の学校に通学する人）、市内において事業

活動又は公益的な活動を行う人と法人その他の団体を含むことによって、多く

の人材がまちづくりに参加をできるようにします。 

（２） 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から成る市の執行機関を総称して「市長等」と定義し

たものです。 

    市が設置する公営企業（水道事業）は、執行機関である市長に含まれるもの

です。 

（３） 市 

    議会と、(２)で説明した市長等を併せて「市」と定義したものです。住民に

とって一番身近な「市」や「町」のことを、一般的に基礎自治体と呼びます。

これに対して、「国」や「県」のことを、広域自治体と呼んでいます。 

（４） 参加 

まちづくりの企画立案から実施及び評価までのすべての過程において、自発

的かつ主体的に市民が関わることをいいます。 

（５） 協働 

住民と行政、企業と市民活動団体、市民活動団体と行政など、それぞれ異な

る主体が同じ目的のために対等な立場に立ち、役割と責任を分担し合い、お互

いの特性等を尊重しながら協力していくことをいいます。 

 

 

（最高規範性） 

第３条 この条例は、市が定める最高規範であり、市は、他の条例等の制定及び改廃に

当たっては、この条例の内容を尊重し、この条例に定める事項との整合性を図らなけ

ればなりません。 

２ 市民、議会及び市長等は、この条例を尊重し、本市の自治の推進に努めます。 

 

【解説等】 

第１項は、他の条例、規則等の制定改廃、解釈及び運用や各種計画の策定、見直

し及び運用に当たっては、この条例に定める事項を最大限尊重するなど、この条例

が、本市の自治における最高規範性を持つことを定めています。 

しかしながら法体系上は、自治基本条例も他の条例と形式的に同じ「条例」であ
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り、日本国憲法のように他の法規の上位に位置するものではありません。そこで、

この条例の理念に基づいた本市の自治の推進を市政全般に浸透させていくために、

他の条例･規則、要綱、構想、計画、施策等の制定改廃から運用解釈までについて、

本条例との整合性を図ることを義務付けることで、実態として運用上の最高位に位

置する条例としたものです。 

 

第２項は、市民、議会や市長等は自治運営を担い、また、携わる者として、市に

おける最高規範としての基本条例の定めるところに従って、それぞれの役割を担い、

責務を果たす意思を明らかにしたものです。 
 
 

（自治の基本理念）  

第４条 まちづくりは、市民が主体です。 

２ 市政は、市民の信託によるもので、議会及び市長等は、住民自治を確立し、地方自

治の本旨に沿ったまちづくりができるよう市民と協働して進めます。 

 

【解説等】 

市民がまちづくりの主権者であることを住民自治の基本理念とします。 

市政は市民の信託によるものであり、議会と市長等はその信託のもと、協働によ

るまちづくりを推進することによって、牧之原市が目指す「幸福実現都市」の実現

を図ります。 

 

 

 

参考：牧之原市総合計画（抜粋） 

私たちは、人と人と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 ふれあい ビタミン あいのま

ち」をまちづくりの基本理念とします。 

 

参考：「まちづくり基本条例を考える会」検討結果報告書（抜粋） 

現在、牧之原市では、「市民にとってどうすることが、どんな方法で、税金をど

う使うことが、どんな方法でやることが、市民のために一番いいのか！」という、

市役所の判断基準として「市民のための市役所」を掲げています。 

また、地域の公共的課題や地域で困っている問題について、当事者、利害関係者

が一堂に会し、お互いの状況を理解し合い、議論しあいながら一番良い解決方法を

見出せるよう、市役所と市民が一緒になって取り組んでいくような事業展開(これ

を「フォーラムまきのはら」と呼んでいます)をしているところです。 

 

 

この解説で『地方自治の本旨』について説明するため、
「住民自治の原則」の解説内容を加えます。 
また、『信託』についても説明を加えます。 
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（自治運営の基本原則） 

第５条 まちづくりを行う際の自治運営の基本原則として、次に掲げる原則に基づき 

推進します。 

（１） 情報共有の原則 

（２） 参加の原則 

（３） 協働の原則 

（４） ひとづくりの原則 

 

【解説等】 

（１） 情報共有の原則 

市民がまちづくりに参加するためには、情報を共有する必要があります。  

市民・議会・市長等が互いに対等な関係で情報共有し、三者が一体となって

まちづくりを行います。 

（２） 参加の原則 

市民参加の位置づけを明確にするため、市民に対して参加の機会を保障す

ること、市民参加を図るための取組を積極的に進めることを原則として掲げ

ます。 

（３） 協働の原則 

市民活動団体と企業、行政とがそれぞれ「協働してまちづくり」に取り組む

ことを原則として掲げます。 
市民活動団体、企業と行政、それが市民活動団体と行政であったり、市民活

動団体と企業であったり、市民活動団体同士であったり、それぞれの責任と役

割分担に基づいて、お互いの立場や特性を尊重しながら協力し合いながらまち

づくりに取り組んでいこうというものです。すべての主体がその役割に応じて

社会への貢献を果たし、新しい「公共」を担っていく必要があります。 
 

参考：牧之原市総合計画基本構想 将来都市像（抜粋） 

市民が主体的にまちづくりを行っていくため、市民と行政による協働や市

民参画の仕組みを整えるとともに、市民と行政の相互理解を一層深め、それ  

ぞれの役割と責任で市民主体の自治を目指します。 

 

 （４） ひとづくりの原則 

 まちづくりの原点はひとづくりです。まちづくりのために、市民、議会、市

長等は積極的に人材育成と活動できる環境の整備を進めることが必要です。 

特に、少子高齢化が進展する中、次代を担う子どもが、早い段階からまちづく

りに参加していくことは重要だと考えます。 

また、地域の祭りをはじめ地域行事への参加等を通じて、学校・家庭・地域

住民等が一体となって、次代のまちづくりの担い手となる子どもたちの健全育

成を図っていくことが大切です。 

「住民自治の原則」はここに記載せず、
第 4 条「自治の基本理念」の解説内に
内容を盛り込みます。 
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第２章 市 民 

（市民の権利）  

第６条 市民は、まちづくりの主体者としてまちづくりに関する政策の形成・執行・  

評価など市政に参加する権利を有します。 

２ 市民は、まちづくりについて、市の保有する情報の提供を受け、自ら取得する権利

を有します。 

 
【解説等】 

   市民は、まちづくりの主体であり、より良いまちを目指して自発的にまちづくり

活動を行うことができます。この権利は、不当に侵害されてはなりません。 

   また、市民は、まちづくりに参加する権利を有します。政策の形成過程や執行、

評価の各段階において、さまざまな方法で市政に対する自らの意見の表明や提案を

行うことができます。この権利は、性別あるいは障害の有無などによって制約を 

受けるものではありません。 

   まちづくりについて、市民が自ら考え行動するためには、さまざまなまちづくり

に関する情報が市民に提供されなければなりません。 

   情報を提供することは、住民自治の推進という観点から重要で、情報の入手や 

共有をなくしては、市民の参画もありえません。また、情報を受け取るだけでなく、

市民自らも積極的に情報を取得する権利も重要です。 

 

 

（市民の役割）  

第７条 市民は、まちづくりの主体者であることを認識し、まちづくりに参加するに当

たっては、公共の福祉に反することなく、自らの発言と行動に責任を持たなければな

りません。 

２ 市民は、まちづくりに要する負担を自主的に分任しなければなりません。 

 

【解説等】 

   まちづくりに伴う経済的な負担や役務の提供などについて、まちづくりの主体で

ある市民が、自主的に各自の状況に応じた負担を負う義務があることを規定してい

ます。 

負担が一部の市民だけにかかってしまうのでは、結果を市民の誰もが享受し共有

する以上、望ましいことではありません。そこで、それぞれの市民が、できる範囲

で負担を分かち合うことが必要なのです。 

「負担」とは、地方税、分担金、使用料、手数料、受益者負担金など、法令や条

例に基づくもののみならず、地域の草刈りやあいさつ運動や防災活動に参加したり、

ごみの分別作業に協力したりするなどの役務の提供も含まれます。 

「分任」とは、等しく分けるという意味ではなく、まちづくりの主体と期待され
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る市民の役割として、各自の状況に応じた負担を自主的にしていただくという意味

です。 

 

第３章 議会及び議員 

（議会の役割と責務） 

第８条 議会は、憲法に定める地方自治の本旨を実現するため、市政について評価・  

監視すると同時に、時代に即応したまちづくりを推進するため積極的に政策を立案 

します。 

２ 議会は、市民に開かれ、市民が参加しやすいまちづくりができるよう公平性・透明

性・独自性を確保した運営に努めます。 

（議員の役割と責務）  

第９条 議員は、全市地域の課題や市民の意見を的確に把握し、市民全体の福利の向上

を目指して活動し、議会の機能を適切に果たせるよう努めます。 
 

【解説等】 

   地方自治法には、議会は条例の制定や改廃、予算の議決を行うことが定められて

います。また、議会には市長をトップとする行政機関との適切な緊張関係を保ち、

行政をチェックする役割があります。 

議会が市民に身近な存在となるためには、議員がどのような意見を持ち、審議を

行っているか、市民に積極的に示していくことが重要です。特に、争点となってい

る市政課題については、賛否双方の意見や理由、根拠などを市民に対して明確に示

す必要があります。 

市民の代表者である議員は、広く市民の意見や考えを積極的に収集して取りまと

め、議会での議論に反映することによって、市民との協調のもと、まちづくりを  

推進していきます。 

 

 

第４章 市長及び職員 

（市長の役割と責務） 

第 10 条 市長は、市民の信託に応え、市政の代表者として、この条例の理念を実現す

るため、公平･公正かつ誠実に市政を執行しなければなりません。 

２ 市長は、その権限の行使に当たっては、自治の基本理念及び自治の基本原則にのっ

とり、常に市民の権利を保障することを基本としなければなりません。 

３ 市長は、毎年度、市政運営の方針を定め、これを市民及び議会に説明するとともに、

その達成状況を報告しなければなりません。 

４ 市長は、市の職員を適切に指揮管理するとともに、その能力向上を図り、効率的な

事務の執行を行わなければなりません。 
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【解説等】 

本条は、市長が、市民から直接選挙によって選ばれた市の代表という地位にあり、

市民の総意として制定するこの条例の重要性、最高規範性を認識し、市政運営にあ

たる責務を改めて明らかにするために設けたものです。 

 

第１項は、市長は市民から信頼され市政を任された代表者であるという自覚を持

ち、市民の福祉向上を目指し、経営感覚とコスト意識を持って誠実に、公平かつ公

正な市政運営を行わなければならないことを定めています。 

また、市長は市民のまちづくりに参加する権利や知る権利を保障し、これを実現

するための施策を講じなければならないとともに、市民主体のまちづくりを進める

責務があります。 

 

第２項は、市長が権限を行使するに当たっては、市民の自発的、積極的な参加に

よるまちづくりを推進するため、常に市民の権利を保障することに努めなければな

らないことを定めています。 

 

第３項は、市民や市議会への市長の説明責任を明らかにしたものであり、市政運

営の方針や内容はもとより、その目的・目標の達成状況について説明する責務を定

めたものです。 

 

第４項は、市長は職員を統轄する立場であることから、効率的に事務を執行する

ため職員の人材育成に取り組み、能力開発に努めなければならないことを定めてい

ます。 

 

 

（市の職員の役割と責務） 

第 11 条 市の職員は、自治運営の基本原則にのっとり、職務を遂行しなければなりま  

せん。 

２ 市の職員は、自らも地域の一員であることを認識して市民との信頼関係づくりに 

努め、まちづくりに積極的に取り組まなければなりません。 

３ 市の職員は、市民自治によるまちづくりの推進及び市政の運営に必要な能力の向上

に絶えず努めなければなりません。 

 
【解説等】 

 本条は、市長等の補助機関として市政運営に携わる職員について、職務を遂行す

る上での役割と責務を明らかにするために設けたものです。職員は、市民が市長に

信託した市政を遂行する立場ですが、市民にとって日常的に関わる機会の多い身近

な存在です。行政の手続きや内部の仕組みに精通している職員は、行政の専門家と

して、その知識や経験を活かし、市民サービスの改善・向上に努めなければなりま
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せん。 

 

第１項は、第５条で規定する自治運営の基本原則に基づいて、職務を遂行しなけ

ればならないことを定めたものです。「市の職員」とは、いわゆる一般職の正規・

臨時の職員のほか、特別職である副市長や非常勤特別職である各種審議会の委員等

を含むものです。 

 

第２項は、職員も一市民として生活する中で、市民とともに考え、行動すること

により、市民の市政に対する理解や信頼を深めてゆきながら、率先してまちづくり

に取り組んでいくことを定めたものです。 

 

第３項は、地域主権の精神に基づいた市民自治によるまちづくりなどを進めてい

く中で市の職員には新たな能力や資質が求められることを踏まえ、職務の遂行に必

要な能力の開発と自己啓発に努めなければならないことを定めたものです。第２項

で述べたように、職員が市民との信頼関係づくりに努めることで、目指すまちの姿

を実現するための政策立案能力やコミュニケーション能力の向上につながり、市民

の視点を活かした、公正効率的できめ細やかな市政運営が行われることになると思

います。また、市民意見を市政に反映させる仕組みを、市民とともにつくり上げて

いくという姿勢も必要です。 

 

 

第５章 行政運営の基本 

（総合計画の位置づけと策定等） 

第 12 条 市は、この条例の目的及び理念に基づくまちづくりの具体化のため、市の最

上位計画として市議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、基本構想の実現を図

るため、基本計画及び実施計画から構成される総合計画（以下「総合計画」という。）

を策定します。 

２ 市は、総合計画以外の計画の策定に当たっては、総合計画との整合及び計画間の体

系化を図らなければいけません。 

３ 総合計画の進行管理に当たっては、市民参加の手続きのもと、行政評価を実施し、

その結果を広く市民に公表するとともに、総合計画に反映させます。 

 

【解説等】 

   第 12 条は、総合計画に関する規定です。 

 

第１項は、総合的で計画的な市政の運営を行うための行政計画である基本構想を

始めとする総合計画は、この条例の理念等にのっとったものでなければならず、自

治基本条例に基づき主体的に基本構想を策定する姿勢を明らかにしたものです。ま
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た、総合計画が自治基本条例を生み、今度はその自治基本条例に明確に位置づけら

れることによって、自治体の政策展開の根幹たる地位を確立することができます。

同時に、この条例との整合を図った上で、総合計画を策定する旨を定めています。

この条例と行政計画はお互いに役割分担をして車の両輪のように本市のまちづく

りを支えるべきものであると考えています。 

 

第２項は、まちづくりや健康福祉などの個別計画は、基本構想や基本計画と整合･

連動を図られるようにしなければならない旨を定めています。 

 

第３項は、総合計画の進行管理に当たっては、総合計画において定める実施計画

（通称：戦略プラン）などの進行管理を行うもので、今後、適切な行政運営に資す

るため、市民参加の手続き等に関する制度構築を進め、行政評価の結果を広報まき

のはらやホームページを始めとする市の広報手段を活用して周知を図るとともに

総合計画に反映することを定めています。 

 

 

 （計画策定への参加） 

第 13 条 市は、総合計画の策定に当たっては、広範な市民が参加する機会を保障しま

す。 

 

 【解説等】 

   第 13 条は、総合計画を策定する際の市民参加、意見の反映を定めています。総

合計画における市民参加には、市民アンケートや審議会などがありますが、具体的

な参加手法については、今後、24 条に基づいてその仕組みを整備し、それに則して

行われることになります。 

 

 

（健全な財政運営） 

第 14 条 市長は、総合計画に基づいた財政計画を定め、財源の確保やその効率的、   

効果的な活用を図り、健全な財政運営を行います。 

２ 市長は、市の保有する財産の適正な管理や、効率的な運用に努めます。 

３ 市長は、財政や財産の状況をわかりやすく公表します。 

 

【解説等】 

この条は、主語を市長としていますが、これは、地方自治法で予算の調製や決算

の議会の認定に付することなど、予算の執行から決算までは、市長の権限で行われ

ることが規定されているためです。健全な財政運営をしていくためには、長期的な

視野に立った運営が必要です。 

総合計画に基づき、事業を着実に推進するため、財源の裏づけとなる財政計画を

旧第 14 条「進捗状況の評価・見直
し」の内容は、この第 3 項と行政
評価の第 3 項に入れました。 
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策定し、実効性を確保していくことが必要です。 

民間の会計制度を取り入れた公会計制度改革の一環として、資産債務改革が求め

られています。市の所有する資源を効率的、効果的に利活用するため、資産と債務

の実態を把握し、財産の適正管理及び効率的な運用が必要であることを規定してい

ます。 

財政状況の公表については、地方自治法にも規定されていますが、今後、限られ

た財源のもとでまちづくりを進めていくためには、さまざまなアイディアや提案な

どを生み出し、市民と行政とともにまちづくりについて考えていくことが必要だと

考えます。そのためには、市の財政状況をわかりやすい情報提供をすることが必要

です。 

 

 

 （行政評価） 

第 15 条 市は、総合計画の着実な実行に基づき、効率かつ効果的な行政運営を行うと

ともに、市政に関し市民に説明する責任を果たすため、行政評価を実施し、これに関

する情報を市民に公表しなければなりません。 

２ 市は、行政評価に関する市民の意見を適切に市政に反映させるよう努めます。 

３ 評価の指標等は市民の視点に立脚したものとし、評価の結果は市民にとって分かり

やすいものとするとともに、予算編成、組織及び機構の整備並びに総合計画の進行管

理に反映させるものとします。 

 

 【解説等】 

 第 15 条は、行政評価について規定しています。 

 

第１項は、行政評価とは、行政が行っている様々な活動の結果や成果を一定の基

準、視点に則して評価を行うものです。「事業の成果が本当に上がっているのか」、

「効率的に仕事がされているのか」、「投入コストに対して効果は妥当なのか」、「ど

れだけ成果が上がり、どこまで目標に到達しているのか」を明らかにするため、行

政評価を実施し、評価制度の透明性を確保するため、その結果を公表しなければな

らないことを定めています。 

 

第２項は、市民が実質的に行政を評価することができ、市政へ反映することが必

要であることを定めています。 

 

第３項は、その結果に基づいて、施策を統廃合したり、逆に拡充するなどの見直

しを行ったりするとともに、予算編成、組織及び機構の整備、総合計画の進行管理

への反映など行財政運営に活用していくことを定めています。また、どのような成

果があったのかを市民が理解できなければ市民が主体的に評価に参加することは

できませんので、指標などのあり方を示しています。 
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（組織体制） 

第 16 条 市は、広く人材を求め、適材適所の人事配置や効果的な人材育成に務め、職

員と組織の能力が最大限発揮されるよう努めます。 

２ 市の組織は、市民に分かりやすく、効率的かつ機能的なものであるとともに、社会

経済情勢の変化や市民のニーズに的確に対応できるよう編成します。 

 

【解説等】 

   職員の養成と配置は、市民が市長に信託した市政への信頼の基盤となるもので 

あり、透明性、公平性が求められていると思います。 

   また、市が、国や県と対等な関係で自立的な自治体運営を進めていくためには、

意欲のある人材を全国的に広く募集し、必要に応じて中途採用や経験者採用等も取

り入れて人材を確保するとともに、市民の声を受けとめ政策に生かしていく意欲と

能力を持った職員を養成し、効果的に配置することが必要となります。 

   

 

（附属機関等の設置及び運営） 

第 17 条 市長等は、市民、学識者等の意見を市政に反映させるため、附属機関等を設

置することができます。この場合において、市長等は別に必要な指針等を整備するも

のとします。 

２ 市長等は、前項の規定により附属機関等を設置するときは、設置目的等に応じて委

員の公募を行うとともに、広く各界各層及び幅広い年齢層から適切な人材を選任する

よう努めます。 

３ 市長等は、法令、条例等に特別の定めがあるものを除き、原則として附属機関等の

会議を公開します。 
 
【解説等】 

   本条は、附属機関等について規定していますが、附属機関等の新設や統廃合、委

員の構成等、委員の公募、会議の運営及び公開等については、今後、具体的な基準

を別に定めていきたいと考えています。 
 
   第１項は、附属機関等の設置及び目的について規定しています。 
   附属機関等は、本市における附属機関等の機能の充実及び合理化等による行財政

運営の効率化を図るとともに、市民の知る権利を保障し、市民参加の推進と公正で

透明な開かれた市政運営を図るため設置するものです。 
 
   第２項は、委員の構成等について記載しています。 
   市長等は、開かれた市政の推進及び簡素で効率的な行財政運営の確保等を図るた

め、その機能が十分に発揮されるよう、委員の選任に当たっては、公募枠を設ける

ことや、男女の比率の均衡に努めるものとし、年齢構成及び選出区分が著しく不均

「附属機関等」について
の内容を追加しました。
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衡にならないように留意し、同一の委員が著しく長期にわたって就任し、又は同時

期に多数の附属機関等の委員に就任することのないように努めなければならないこ

となどを規定しました。 
 
   第３項は、市政運営の重要事項などを審議し、施策の企画立案などに重要な役割

を担っている審議会等が行う会議については、事前に開催日などの周知を行うとと

もに、原則として会議を公開しなければならないことを規定しています。 
 

 

（情報共有）                       

第 18 条 市は、まちづくりに関する情報を市民と共有するために、市民にわかりやす

く保有する情報を提供するとともに、市民が迅速かつ容易に情報を得ることができる

ように、多用な媒体の活用その他総合的な情報提供の体制整備に努めます。 

２ 市は、市民の知る権利を保障し、まちづくりについて市民に説明する責任を十分に

果たすよう、保有する情報の公開を公正かつ適正に進めていきます。 

 

【解説等】 

   市長等や議会が保有する情報は、市民との共有財産です。市民が自ら考え、的確

な判断が下せ、行動できるためには、正しい情報が欠かせません。情報を共有する

ことによって、まちづくりへの理解が広がります。 

   市では、広報やホームページのほかに、登録した方に定期的に電子メールで情報

を発信するメールマガジン（＝電子メールを使った情報配信サービス。簡単に多数

の読者に配信でき、即時性に優れているなどの特徴を持ちます）、携帯電話を活用 

した携帯メール配信等の媒体を活用しながら情報提供を進めています。 

 

 

（個人情報保護）                    

第 19 条 市は、個人情報の重要性を認識し、その収集や利用、提供、管理などについ

ては、別に条例の定めるところにより適切に行政手続きを行い、これに基づいて取り

扱わなければなりません。 

 

【解説等】 

   市が保有する情報には大量の個人情報が含まれており、コンピュータやネット 

ワークなどの利用によって、日々処理されています。高度情報化に伴って、こう  

した取り扱いは更に拡大していくと考えられます。 

   このような中で、個人情報は誤った取り扱いがなされると、個人に取り返しの 

つかない被害を及ぼす恐れがあります。そのため市は、情報通信技術の利用にあた

っては、運用基準や組織体制の整備など、個人情報の適正な取り扱いを確保する  

仕組みや措置を講じる必要があります。 



 15

   平成 17 年 10 月に、「牧之原市個人情報保護条例」が制定されましたが、個人    

情報の取り扱いについては、この条例に基づいて適正に行わなければなりません。 

 

 

（説明責任）  

第 20 条 市長等は、施策の立案、実施や評価のそれぞれの段階において、その必要性

及び妥当性、内容、効果及び手続きを明らかにし、市民に広く意見を求めるとともに、

わかりやすく説明しなければなりません。 

 

【解説等】 

市民への、市長等の説明責任について定めます。協働推進のまちづくりは、相互

の信頼関係の構築が基本であり、そのため、市長等は市民に対して、施策の立案、

実施や評価のそれぞれの段階において、その必要性や妥当性及び手続きを明らかに

し、市民に広く意見を求め、市民が抱く疑問についてわかりやすく説明しなければ

なりません。 

 

 

（行政手続）                    

第 21 条 市長等は、別に条例の定めるところにより適切に行政手続きを行い、まちづ

くりの運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利と利益の保護に努

めます。 

 

【解説等】 

   行政手続きについて定めます。行政運営の公正と透明性を確保することによって、

市民の権利利益の保護を図るために重要な手続きです。「別に条例の」とあるのは、

平成 17 年に制定した「牧之原市行政手続条例」のことを指します。 

 

 

（危機管理） 

第 22 条 市は、緊急時に備え、市民の身体、生命、財産及び安全性の確保に努めると

ともに、総合的かつ機動的な危機管理の体制を確立するために、市民、地域、事業者

等関係機関との協力、連携及び相互支援を図らなければなりません。 
 

【解説等】 

   防災を含む危機管理に関する体制整備を図ることを定めるものです。 

   平成 21 年８月 11 日に、駿河湾沖を震源地とした大きな地震が発生し、今後発生

が予想される東海地震をはじめ、台風や土砂崩れなどの災害に対応する防災体制の 

充実を望む声が、一層高まってきています。 

市民の身体、生命、財産等を災害から保護する責務を持つのは、第１次的には  
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市であって、市は、地震や水害などの災害が起きた場合、どのように対応すれば  

被害を最小限に押さえることができるか、又、多くの市民の生命を守れるかを考え

ておかなくてはなりません。そのためには日ごろから防災訓練等を通じて市民・地

域・事業者等、関係機関との連携を確認しておけなければなりません。大規模災害

の場合、牧之原市だけでの対応では限界があることから、近隣市町や遠隔の友好都

市等との連携を図る必要があります。そういった意味で、防災は、今日の自治体に

課せられた使命としては、最優先事項のひとつとして重要なものです。 

 

 

第６章 基本原則に基づくまちづくりの推進 

（子どものまちづくりへの参加）  

第 23 条 子どもは、個人として尊重され、まちづくりに参加する権利を有します。 

２ 市民及び市長等は、子どもがその年齢にふさわしいまちづくりへ参加する機会を保

障し、適切な支援に努めます。 

 

【解説等】 

   第 23 条は、20 歳未満の人がまちづくりに参加する機会を保障することについて

条文化しています。未成年で参政権がない青年から小学生、幼児までを含みます。 

   この条文では、子どもたちが、その理解力・判断力に応じて、その年齢にふさわ

しいまちづくりへ参加する機会を保障します。 

   子どもたちは次の牧之原市を担う世代であり、市民及び市長等はさまざまな機会

をとらえ、子どもたちがまちづくりに関心を持つように工夫する必要があります。 

  
 
（市民参加制度）  

第 24 条 市長等は、条例の制定、改廃並びに重要な施策の立案、実施及び評価のそれ

ぞれの段階において、市民参加のための仕組みを整備します。 

２ 市長等は、それぞれの事業に応じて効果的な市民参加の手法を選択するとともに、

これを公表し、実施します。 

３ 市長等は、市民参加により表明された意見や示された提案を総合的に検討し、その

経緯並びに結果を市民に公表するとともに、適切に施策に反映させるよう努めます。 

 
【解説等】 

第 24 条は、市民参加制度について定めたものです。市民が自治を進めるために

は、参加の機会が保障されなければなりません。これまで市では、参加の手段とし

て「市長のおでかけトーク」、「市民アンケート」、「審議会等への市民委員参加」、「市

民ワークショップ」、「市民討議会（通称：男女協働サロン）」などを実施してきま

した。したがって、このような多様な参加の機会が、参加を求める事業の内容、性

今後、解説に支援につい
ての内容を入れます。 

旧第 26 条「施策への反
映」をこの第 3 項に入れ
ました。 
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質等に応じて確実に市民に保障されるような整備、体系化の必要性について定めて

います。 

 

第 1 項は、広く市民生活全般に影響を及ぼすような市政の重要な施策の立案、実

施及び評価のそれぞれの段階に応じ、適切な市民参加の仕組みづくりについて定め

ています。 

重要な施策とは、単に大きな計画づくりにかかわるものだけでなく、広く市民生

活全般に直接的に影響を及ぼすようなものをいいます。また、施策とは、政策とい

う大きな目標を達成するための個々の方策のことをいいます。 

「市民参加のための仕組みを整備します。」の文言は、今後、具体的な規定を別

に定めていこうと考えています。 

この規定で市政への参加の具体的なルールなど（「市民意見提出手続＝一般的に

はパブリックコメント手続と呼ばれています。」、「意見交換会＝タウンミーティン

グ、説明会などの名称で実際に広く行われている方法です。」、「市民ワークショッ

プ＝進行役の進行のもとに、市民の自由で多様な意見を引き出し、一定の方向性を

見出すための会議形式の方法です。」、「審議会等への付議＝地方自治法第 138 条の

４第３項の規定に基づき設置する附属機関等への付議による方法をいいます。」、

「住民投票＝市政の特に重要な事項について、市議会の議決を経て住民投票の実施

に関する条例を制定し、その条例に基づき実施する住民投票など）を定めていきた

いと考えています。 

 

第２項は、市民参加には、様々な手法があり、それぞれの事業の性質（ハード、

ソフトなど）や段階（立案、実施、評価など）に応じて最も効果的な手法を選択し、

その選択された参加の手法に対する市民の参加手段などについて公表し、実施する

について定めています。 

 

第３項は、市民意見の施策への反映を定めたものです。 

市長等は、施策や事業を時代に即したより良いものとしていくために、市民参加

によるものをはじめ、市民から表明された様々な意見や提案を個々に整理し、様々

な観点から総合的に検討を行い、施策に反映させるよう努めなければなりません。 
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（区、町内会等の自治会活動） 

第 25 条 市民は、区、町内会等が自治の担い手であることを認識し、互いが地域の中

で安心して暮らし続けることができるよう、自主的に自治会活動に参加し、交流しな

がら、相互に助け合うとともに、身近な地域課題の解決に向けて協力して行動するよ

う努めます。 

２ 市長等は、区、町内会等の果たす役割を尊重し、その活動を支援するために必要に

応じて、情報や活動場所の提供、活動資金の援助、専門家の派遣などの支援に努めま

す。 

３ 区、町内会等の代表者は、その構成員の意思を尊重し、意見を取りまとめ、市との

協働を円滑に図るよう努めます。 

 

【解説等】 

   第 25 条は、区、町内会等の活動について定めています。 

 

第１項は、区、町内会等は、これまで行政と地域住民を結ぶ基礎的な組織として、

地域の防犯･防災･防火、環境衛生、美化活動等の身近な公共的活動を担っています

が、昨今の防犯･防災、環境、教育、福祉など地域を取り巻く課題が増大、多様化

する中、区、町内会に代表される自治会の活動にますます活発な展開が期待されて

います。 

一方で、ライフスタイルや意識の変化などから近隣との関係が希薄化する中、区、

町内会等の活動に参加し、活動する人が少なくなってきているという現状がありま

す。 

このようなことから区、町内会等を住民自治の基礎的な単位として、市民生活の

上で重要な役割を担うものと考えていることから、市民と区、町内会等とのかかわ

りについて明らかにするために定めていますが、市民生活は、人と人のつながり、

助け合いの中で営まれるものであり、市民が、区、町内会等の活動に主体的に参加

することを通じて、一人ひとりに自治（＝まちづくり）の当事者としての意識が醸

成され、自ら考え、責任ある行動をとることへつながることを期待するものです。 

 

第２項は、区、町内会への財政的な支援について定めています。具体的には、区

や町内会の事務経費の一部を助成する自治振興事務費交付金、集会所等の整備･修

繕の助成をするコミュニティ施設整備事業費補助金、防犯灯やごみステーションの

設置補助、防災資機材の整備などへの支援について定めています。 

 

第３項は、地域における公共的な活動を担う主体として重要な立場にある区、町

内会等の代表者は、その構成員の意見を取りまとめ市へつなげることなどにより、

区、町内会等と市との協働が円滑に図れるよう努めることについて定めています。 

また、市と市民とが直結した市政の運営と円滑な行政執行を図るため、本市に自

「地域コミュニティ」を
分かりやすい表現に変え
ました。 
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治振興協力委員（区長、区長代理、町内会長）を置くことを「牧之原市自治振興協

力委員設置規則」により定めています。 

 

 

（市民活動団体）  

第 26 条 市民は、市民活動団体がまちづくりの重要な一員であることを理解し、その

自主性及び自立性を尊重し、その活動を守り育てるよう努めます。 

２ 市長等は、市民団体が果たす役割及び重要性を認識し、その活動を守り育て、必要

に応じて、情報の提供、相談、専門家の派遣などの支援に努めます。 

 

【解説等】 

 市民の公益活動団体への支援について定めたものです。 

   本市においては、地域における活動や、環境保全や健康福祉分野などのテーマに

基づいたボランティア活動団体やＮＰＯ等の活動も盛んになってきています。 

   このような公的利益や社会貢献につながる市民自らによる自主的・自発的な取り

組みこそが、住民自治の基本となるものであり、今後、協働のまちづくりを進める

にあたっては、このような市民活動団体との連携が不可欠であり、こうした活動に

対する市長等のＮＰＯ法人設立のための情報提供など活動分野ごとの情報提供や

相談のほか、市有公共施設の使用料減免や資源回収活動への助成など、各種活動に

対する支援を定めています。 

   これまで行政の役割と考えられていた分野においても、それぞれの得意分野を生

かし、市民活動団体と市が協働しながら、それぞれが公共的なサービスを提供して

いくことも、これからの新しいまちづくりには必要です。 

   

 

（協働推進の施策整備） 

第 27 条 市民及び市長等は、市民との協働による公共的な課題解決のため、協働を

推進する施策を整備し、その体系化を図ります。 

 

【解説等】 
第 27 条は、行政が協働を推進するための施策を整備することを定めています。 

この条例における基本理念からは、市民との協働による市政への取組を通じての

地域のまちづくりや公共的な課題の解決が重要です。また、既に地域で活動してい

る市民活動が支えられ、更に、活動や事業が創出されることを担保する施策の推進

が求められています。 

具体的には、今後、市民活動の支援等の考え方をまとめ、その考え方をもとに、

公共をそれぞれの主体が、ともに知恵と力を出し合い、手を携えて地域の課題解決

に取り組んでいくことができる環境を整備していくことが必要であることを定め

ています。また、市民と協働し、自治活動の発展を支える人材を育成するための機

「協働」についての内容
を追加しました。 
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会を提供するとともに、体系的な育成に努めなければいけないことも同時に定めて

います。 

 
 

第７章 他の自治体等との連携・協力 

（近隣自治体との連携） 

第 28 条 市は、近隣自治体との情報の共有を進めるとともに、相互の理解のもとに

連携してまちづくりを推進します。 

  

【解説等】 

市民の様々な活動は、交通機関の発達や利便性の向上から、市域に限定されるこ

となく、広く近隣の地域に広がりつつあります。そのような中で、情報の共有や相

互理解、公共施設等の相互利用など近隣自治体との連携・協力を進めながら行政サ

ービスや共通課題の解決を図ることを定めています。 

 

 

 （広域連携） 

第 29 条 市は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を推進します。 
 

 

【解説等】 

本条は、近隣自治体間での連携のみならず、さまざまな分野で状況に応じてその

他の自治体や国、県、地方公共団体で組織する一部事務組合や広域連合などの機関

と広域的な連携や協力を進めながら、自治体運営を行う上で市単独で取り組むこと

が難しい、広域的な課題の解決を図ることを定めています。 

 

 

第８章 条例の検討及び見直し 

（条例の検討及び見直し）  

第 30 条 市は、この条例の施行後５年以内ごとに施行状況を勘案し、検討の上、その

結果に基づいて必要な措置を講じることとします。 

２ 市は、この条例を改正しようとするときは、市民の意見が反映できるように適切な

処置を講じなければなりません。 

 

【解説等】 

   第 30 条は、この条例の検討及び見直しに関する方法を明らかにするために定め

たものです。 
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第１項は、昨今の状況を踏まえると、今後の社会情勢や経済情勢の変化は、予想

できない状況です。そこで社会情勢に適合し自治のあり方をより進んだものにして

いくとともに、第 1次市総合計画との整合性を図るために、５年以内ごとに条例の

見直しを行い、適切な措置を講じることを定めました。 

 

第２項は、この条例は市政に関する重要な条例であるため、制定までのプロセス

と同様に、その見直しを図る場合においても簡単に行政だけで検討し判断すべきも

のではありませんので、第 24 条の「市民参加制度」に則して市民参加の手続を取

ることを定めています。 

なお、審議会のような調査審議機関による見直しの場合は、第 17 条の「附属機

関の設置及び運営」に即して行うこととなります。また、附属機関等の設置に当た

っては、情報公開など制度運営の重要事項について調査審議するための審議会が既

に設置されているものもありますので、効果ある運営を図るため、当該附属機関等

の「設置目的」、審議事項及び委員構成等の同一性又は類似性等などについて十分

な検討を行い、その必要性を判断します。 
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前文 

条例制定理由 

総則 

 

目的・・・まちづくりを担う「市民」・「議会」・「市長等」の権利、役割を定める

ことで、市民主体による自治の実現。 

定義・・・「市民」「市長等」「市」「参加」「協働」 

条例の位置付け・・・最高規範性（尊重） 

自治の基本理念・・・まちづくりの主体は市民。議会と市長等は住民自治を確立

し、市民と協働してまちづくりを進める。 

自治運営の基本原則・・・情報共有の原則・参加の原則・協働の原則・ 

ひとづくりの原則 

市民・議会・市長等の役割等 

市民の権利と役割 議会の役割と責務 

議員の役割と責務 

市長の役割と責務 市の職員の役割と責務 

行政運営の基本 

総合計画の位置づけと策定等 

健全な財政運営 組織体制 

個人情報保護 

説明責任 行政手続 危機管理 

行政評価 

情報共有 附属機関等の設置及び運営

「(仮称)牧之原市自治基本条例」（試案）構成図(案) 

総合計画策定への参加 

裏面あり
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基本原則に基づくまちづくりの推進 

子どものまちづくりへの参加 市民参加制度 

区、町内会等の自治会活動 市民活動団体 

他の自治体等との連携・協力 

近隣自治体との連携 広域連携 

条例の検討及び見直し 

条例の検討及び見直し 

協働推進の施策整備 



 7/24「創る会」意見交換での意見抜粋

第23条
子どもの

まちづくり
への参加

・解説　前回討議し、提案したことが反映されていて良かった。

第24条
市民参加制度

・解説文が長い。より解り易くすべき(箇条書き等)

・日詰先生のご指摘「情報や～派遣など」を再考したらどうか。

・２項　解説の下から8行目「町内会等」にすべきではないか。

・解説　　18ページ下から14～９行「このようなことから～期待するものです。」の文の主旨が長い
せいもあり、わかりにくい。

・これを解説に書くと一方の地区から反論が出る。

・せっかく基本条例をつくるのに、この重要問題が未整理であるのは問題である。

・区・町内会はみんなが関わり大きな関心であるだけに解説の最後の３行の書き方は見直してほ
しい。

・条文中「自主的に自治会活動に参加し・・」→こういう意識を住民が持つことが重要。責務では
ないか。強制ではなくても協働(協同)の意識が必要。

・区・町内会←(コミュニティ)　言葉の置き換えはわかりやすい。

・市の支援が入っているので良い。

・補完性の原則で区・町内会で出来ないことは市が積極的に行なう旨の記載が欲しい。(解説で
も)区等におしきせされても困る。

・第２項も25条と同じ。その活動を以下「その様な団体が活動し易い環境や仕組みを整えます。」
にしたらどうか。

・１項と２項に「守り育て」が出てくるのが気になる。

・専門家の派遣は具体的すぎる。解説に書くようなことではないか。

・支援＝お金をくれるように見えてしまうかも。

・２項　「その活動を守り育て」・・・現状でも良い。

  　　　「必要に応じて」→必要は誰が判断？

・市民及び市長等市民との協働⇒「市民との」は不要では？

・施策を整備し、その体系化・・」⇒「どのように整備・体系化」するのか、もう少し具体的にならな
いか。

・「市民との協働による・・」を削除したらどうか。

【案１】　市民及び市長等は、公共的な課題解決のため、協働による施策を整備し、

【案２】　市民及び市長等は、公共的な課題解決のため、協働による施策を整備し、その体系化
を図ります。

・外国との連携も入れてはどうか。

・29条は一つにしたらどうか。

・国際交流について入れこむ(解説の中に)←時代の流れ

・全体的に「解説」がていねいだが、もう少し簡潔にしてもらいたい。

・条例での約束事をいつまでにやるのか明らかにするように条例に書いて欲しい。設置日等を記
載して欲しい。

※　委員の皆様からたくさんの意見をいただきましたが、今回掲載するのは、条例内容に直接関わりがある意見

　　とさせていただいています。

　　また、重複している意見や書いた方の意図が明確に示せないものについては掲載しておりませんので

　　ご了承ください。

全体

第25条
区、町内会等
の自治会活動

第26条
市民活動団体

第27条
協働推進の施

策整備

第29条
広域連携


