
高浜市の未来を描く市民会議（第 5 回）資料【自治基本条例分科会】 

自治基本条例の全体像をみんなで考えよう！ 

  

「自治」＝自分たちのまちは自分たちで治める 

★ 自治基本条例は、「自分たちの住むまちを良くしていこう！」という目標に向かって、

市民・議会・行政 みんなで力を合わせるための「まちのルール」です。 

★ 自治基本条例分科会では、グループワークを重ねて、「自治基本条例」の「幹」を下記

のとおり導き出しました。 

★ 今後、分科会で幹（骨格）から枝葉（詳しい規定）を伸ばしていくにあたり、市民会議

に参画しているみなさんに、これからの高浜市のまちづくりを進めるにあたって、「特

にこれは大切」「これは欠かせない」と思うキーワードについて、アンケートでご意見

をお聞きしたいと考えています。 

★ 別紙「アンケート回答用紙」を、４月 16 日（金）までに、自治基本条例分科会メンバ

ーもしくは市役所地域政策グループへお出しください。 
 

１－１ 市民に期待すること（役割・責務） 

キーワード 自治基本条例分科会で出た意見・アイデア 

地域でできることは地域で行おう 

親方日の丸でない、市民対応が行き届いたまちにしよう 

選挙の時には投票に行こう （１） 

選挙の投票率が上がるといいなぁ 

まちづくりへの 

関心を高めよう 

市民は自分のできる範囲でまちづくりに参加しよう 

まずは地域の行事に参加しよう 

市民がまちづくりの役割分担を等しく担うまちにしよう（一部の人

に偏らないようにしよう） 

大人から子ども（小学生）まで、それぞれがまちづくりに役割を持

てる仕組みをつくろう 

子どもの参加を進めよう （２） 

障がい者の参加を進めよう 
役割を持とう 

高齢者の参加を進めよう 

危機管理（住民の協力）（まち協）をしよう 
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１－２． 事業者に期待すること（役割・責務） 

まちづくりへ事業者も社内展開をすると大きく活動も変わるし、企

業イメージも向上するよ 

事業者も参画できるしくみがあるといいなぁ 

事業者も地域社会の一員として活動に参画してもらいたい 

（１） 

地域の一員として 

事業者にまち協へ積極的に参加してもらえるようにしていきたい 

参画・貢献しよう 

企業も法人市民としてまちづくりに参画しよう（社会貢献しよう）

（２）事業者相互の 
市内の事業者全体で高浜の商品を開発したら先が楽しいよ 

連携を図ろう 

１－３． 議会・議員に期待すること（役割・責務） 

（１）チェック機能を 
議会の中でチェック機能を発揮してもらおう 

発揮しよう 

議員の説明責任を果たしてもらおう 

議会をより活性化しよう（議員が住民に説明責任を果たしてもらお

う） 

（２） 

説明責任を果たそう 

議会は市民にきちんと議会報告をしよう 

もっと見える議会になって欲しい （３） 

開かれた議会を 

議会の見学ＰＲをしよう 目指そう 

議員の資質を向上させよう 
（４） 

議員の資質を高めよう
明日への目標を絶えず持とう 

（５）議会の市民参加 
議員は市民の代表であることを認識し市民参加を拡充しよう 

を拡充しよう 
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１－４ 行政（市長・執行機関・職員）に期待すること（役割・責務） 

職員は地域へどんどん出向き、市民とたくさん話をしよう 

まちづくり協議会特派員を定着させよう 

まち協の特派員を規定するといいな 
（１） 

職員も地域の一員として地域活動に参画しよう 
地域に足を運ぼう 

町内会役員会への市・まち協の定期的参加があればいいな 

協働活動は行政参加の姿が大変有効ですね 

職員の進化が分かるものさしや目盛りがあるといいな 
（２）職員の能力を 

活かそう 
プロがいるととっても安心だな 

（３）行政責任を 
行政責任を明確に表現できたらいいな 

明確化しよう 

業務遂行では重要なポイントはチェックシートなどでミスを防止

すると安心ですね 
（４）ミスを防ごう 

チェックしすぎて遅れることのないようにしたいなぁ 

（５）市長の責務を 市長は市民の信託に対する責任を誠実に果たそう（多治見市の条例

を参考に） 明確にしよう 

１－５ まちづくりの主体相互の連携 

市民・議会・行政は『対等なパートナー』として力を合わせよう （１） 

市民・議会・行政 

まちづくりの主体同士のネットワークがあったらいいなぁ  相互の連携を図ろう

福祉では官・学連携が図れたらいいなぁ 
（２） 

産官学の連携を図ろう
産・官連携に加えて、学とも連携できたらいいなぁ 

将来を見据え、他の近隣自治体との協調を図れるようにしよう 
（３） 

広域連携を図ろう 
市町村合併反対 
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２．参画と協働 

意見交換する場（交流）を確保しよう 

市民の声を聞く方法はパブリックコメントより世論調査（択一式）

の方がベター 

市民の意見を集約するシステムをつくろう 

市民の声、市民の力を活かしたまちづくりをしよう （１） 

住民参加の方法として世論調査（アンケート調査）の実施を義務化

できればいいなぁ 

市民の声を聞こう・ 

活かそう 

小学生や中学生の意見を聞く機会が増えるといいなぁ 

料金着払いで市民の声を聞こう！ 

パブリックコメントが定着するといいなぁ 

住民が気持ちよく参加できるまちづくりをしよう 

たくさんの市民の方にまちづくりに関わってもらえるように（関心

を持ってもらえるように）しよう 

（２） 

意識・関心を高めよう

参加と協働を進めるために高浜市を好きになろう！ 

住民の行政への参画システムをつくろう 

市民参加条例をつくろう 

会議には必ず公募の市の委員がいるといいなぁ 

市民特派員制度で行政活動へ線化すると何かが変わるぞ 

家族みんなが街づくりに参加できる仕組みがあったらいいなぁ 

（３）参画の仕組みを 

整えよう 

地域計画策定委員会、市民会議が今後も継続されていく位置づけを

していこう〔再掲〕 

総合計画策定に当たっては今回と同じように市民会議の設置をす

るといいなぁ 

予算の策定にもっと市民の予定を取り入れることのできる仕組み

があったらいいなぁ 
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３．情報共有 

各団体との情報共有をしよう（コミュニティの充実を図ろう） 

情報を共有しよう 

身近な情報を知っている人がいっぱいいるといいなぁ 

（１） 

情報を共有しよう 

まちづくりに関する情報がそこにいけば全て分かる機関があったら

いいなぁ 

町の情報を早く知らせたい、早く知っている状態にしたい 

行政から住民への情報提供をしよう 

市民と一緒にまちづくりをするため、情報をどんどん出そう 

情報などが早く伝わる仕組みをつくろう 

住民サービスのメニューが知りたい時に、情報が手に入るようにしよ

う 

活動のＰＲ体制をつくろう 

（２） 

積極的に情報を 

情報伝達が早くできるしくみができるといいなぁ 

提供しよう 

情報が早く伝達できる場所があったらいいなぁ 

情報の発信に当たっては多様な情報であったらいいな 

議会・市の会議などへの案内を積極的に行っていきたい 

市民が直接解る項目や数値に直した情報は使いやすいと思うよ 
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４．地域自治 

地区ごとにいいところが違っていて、他の地区がいいなあと思える

まちにしていきたい 

地域内分権を進めよう 
（１）地域内分権を 

進めよう 

地域自治の活動を拡大させていこう 

まちづくり協議会の位置づけを明らかにしよう 

まちづくり協議会を規定しよう 

コミュニティを明確に規定しよう 

まちづくり協議会を位置づけよう 

（２） 

まちづくり協議会を 

まちづくり協議会の存在を位置づけよう 
位置づけよう 

住民がお互いに協働、支えあえるシステムをつくろう 

小学校区にまちづくり協議会をつくろう 

まちづくり協議会への支援をしよう 

各学区の伝統文化の良さを知り、継続して伝えていける仕組みづく

りをしよう（予算へ盛り込もう） 

市民全員がまち協の会員になるといいなぁ 

（３） 

まちづくり協議会を 

地域自治拡大の為の支援等（人・モノ・カネ）を充実させていこう 

支援しよう 

補助金をまとめて総合交付金制度を作るといいなぁ 

まち協の交付金（税）の使いみちや成果を公表していこう 

地域組織（まち協・町内会）への一般財源の交付基準を明確にした

らいいな 
（４）透明性を図ろう 

活動の実効は数値よりも達成感評価にしたいなぁ 

校区内の住民の声を聞いて地域計画を作ろう 

地域計画の策定根拠及び策定手続きを明確にしよう （５） 

地域計画策定委員会、市民会議が今後も継続されていく位置づけを

していこう 

地域計画を 

位置づけよう 

地域計画を総合計画に反映していこう 
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４．地域自治 

テーマによっては生徒代表、児童会代表、老人会などがまち協の活

動に参加できるような位置づけをしていこう 

子ども達の成長・自立を助ける大人が多いといいなぁ 

まち協の役員は選挙で決めるといいなぁ （６） 

役員をやりたい人がもっと多いといいなぁ 

まちづくりの 

担い手を増やそう 

まち協の参加者を増やそう 

地域活動テーマは子どもから高齢者まで誰でも活動に参加できる

といいな 

まち協同士の連絡協議会があるといいな 

まち協同士の交流がもっとあればいいな 

（７） 

まち協同士の 

交流をしよう 
地区対抗の市民運動会があるといいなぁ 

組織・団体間の共通事案を一元化できる仕組みをつくろう 

コミュニティ組織のあり方について市民が参加しやすい組織とし

よう 

中学校区を対象にした地域活動の条項を設けよう 

（８） 

連携の仕組みを 

地域・住民（コミュニティ）が連帯感を持てるような地域組織にで

きたらいいな 

つくろう 

地域活動はうまく使うなど知恵や協力があるといいなぁ 

（９）まち協の認知度 
まち協の認知度を高めよう 

を高めよう 

市→まち協→町内会との位置付け、協働の明文化があればいいなぁ

まち協・町内会との役割分担を明確にできたらいいな （10） 

まち協の事業と町内会の事業を分担できたらいいな 

まち協と町内会の 

役割を明確化しよう 

まち協と町内会の関係が分かりやすくできるといいなぁ 

町内会役員会への市・まち協の定期的参加があればいいな〔再掲〕

町内会との連携を密にしよう 

（11） 

まち協と町内会は 

連携しあおう 
まち協の町内会会議の定期的参画があればいいなぁ 
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４．地域自治 

町内会加入１００％条例をつくろう 

「協働」のの受け皿を明確に位置付ける基本となるコミュニティと

して町内会があるといな 

町内会がまちづくりの受け皿になれる仕組みがあるといいなぁ 

町内会に入るメリット、入らないデメリットをもっとアピールしよ

う 

（12） 

町内会を大切にしよう

町内会の班単位で集まれる機会があるといいな 

コミュニティの主体は全員が参加している町内会を中心とすると

いいな 

玄関表札掲示条例をつくろう 

市民あいさつ施行条例をつくろう 
（13） 

あいさつをしよう 
顔見知りになろう 

隣人との会話をしよう 
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５．市政運営 

安定的な財政運営をしよう 

財政計画は身の丈に合った重点施策にしよう 

（１） 

財政を健全化 

させよう 
財政バランスをより健全化したいな 

産業を振興しよう 

市民所得の増を目指そう 

瓦産業の復活ができたらいいなぁ 
（２） 

企業誘致で税収を増せたらいいなぁ 
産業を振興しよう 

地場産業を活用した補助制度（瓦）があるといいなぁ 

鬼みちにもっと観光客が呼べたらいいなぁ 

（３）総合計画に基づい

て運営をしよう 
市政運営は総合計画に基づいて運営しよう 

税金の使い方がわかりやすいまちにしよう 

小学校の社会授業のなかで市の予算が取り上げられたらいいなぁ 

誰もが分かりやすい予算書があるといいなぁ（子どもも分かる） （４） 

市民の関心を呼ぶような行政テーマと活動の見える化があるとい

いな 

わかりやすく 

透明な運営をしよう 

決算の報告の場所があるといいなぁ （総会） 

奥様家計簿の感覚でできたらいいなぁ 

ＰＤＣＡに基づく市政運営をしよう 
 

効果を期待できない事業は廃止しよう！ 

 

 

分かりやすい行政評価のシステムがあるといいなぁ 
 

（５） 

市の財政状況について財政の専門家のチェックを毎年受けるよう

な仕組みがあればいいなぁ 

行政評価をしよう 

最小の経費で最大の成果を挙げたい（財政） 

行き過ぎた行政サービスは止めよう！ 
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５．市政運営 

（５） 行政運営や地域組織の活動に当たっては常に「費用」対「効果」

を念頭におきたいな 行政評価をしよう 

効率的な組織運営ができるといいなぁ 

職員の時間外勤務を減らせるといいなぁ 

グループ制の良さを活かし、職員の能力が十分に発揮できる体制

を作れたらいいなぁ 

（６）組織運営 

職員はあまりシフトせず、専門職員を養成すると心強いなぁ 

迅速に動く危機管理システムがあるといいなぁ 

ハザードマップがほしいなぁ （７） 

避難場所が全市民登録されているといいなぁ 

危機管理体制を 

整えよう 

市民、関係機関で連携した危機管理体制があったらいいなぁ 

行政運営にあたっては、法令順守を徹底しよう 

市政の基本として法令（趣旨、目的も含めて）遵守を徹底できた

らいいな 

（８） 

法律・条例を守ろう 

職員は条例の精神を遵守し誠実・公正に公務を果たそう（多治見

市の条例を参考に） 

６．条例の表現・策定プロセス・推進体制 

かたくるしくなく、子どもでもわかりやすい条例にしよう （１） 

わかりやすい条例に 

子どもの意見も聞いて条文を作れたらいいなぁ しよう 

（２）具体的な表記に 「安全・安心」「住みたくなる町」など、言葉が一人歩きしない

ように具体的に表記しよう しよう 

条例の進捗状況の検証を公表するといいなぁ 

自治基本条例は高浜市の自治の基本ルールだから、市民・事業者・

議会・行政みんなで守ろう 

自治基本条例の精神にのっとり、市全ての条例、規則・計画を見

直し（点検）してみよう 

（３） 

条例推進の仕組みを 

条例をつくったあとの推進体制を市民・議会・行政協働で築いて

いこう 

整えよう 

時代等に合わせて適当な時期をあけて見直しをしていこう 
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