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Ⅰ はじめに 
 

～「小牧市自治基本条例」策定に向けた提言書をまとめるにあたって～ 

 

わたしたち「自治基本条例のあり方研究会議」のメンバーは「広報こまき」平成

24 年 5 月 1 日号に掲載された公募記事を目に留めて応募して集まった 27 人で

す。27 人で議論を重ね、このたび「小牧市自治基本条例のあり方に関する提言書」

をまとめさせて頂きました。 

 

わたしたちの会議のメンバーの構成について、ご紹介させていただきます。 

年齢は 30 代から 70 代、男女の内訳は男性 22 名と女性 5 名、市内の各地域

に居住し、社会経験の異なる面々です。区長経験者はそれぞれ特色ある地域の細か

い事情や問題をご存知ですし、ボランティア団体や NPO の活動に参加している人

は、まちのあり方に頼もしいビジョンをもっています。主婦、ＰＴＡ会長経験者、

障がいに関わる人、アラフォー独身女性に子どもの頃から小牧に住んでいる人、最

近小牧に住み始めた人と様々です。 

 

発足当初メンバーが一同に会し、『「自治基本条例」って何？』というところから

会議が始まりましたが、背景や経験が異なるため、全く議論が噛み合わないことも

ありました。よくよく聞くと、同じ思いでも、切り口が違うと対立した議論になっ

てしまったり・・・。検討課題に予定の時間を超過してしまうこともありました。 

 

「小牧市自治基本条例」が策定されるにあたり、そのあり方を市民で議論するに

至った背景には、少子高齢化に伴う人口減少が招く課題があります。地方自治も過

去の経済成長のもとでのあり方から変化しなくてはなりません。この課題を解く鍵

は自治のあり方にあるようです。市民がこれからのあるべき自治について考えるこ

とは大切なことのようです。 

 

議論していく中で、人口減少して税収が減るという否定的な将来ではなく、新し

い価値を生み出し、充実した生活をいとなむまちづくりの実現を目指したいという

共通の認識が確認できました。 

 

充実した生活をいとなむまちづくりのために、市民、議会、行政が絶妙に協働す

る仕組みに寄せる想いをまとめました。身近なまちづくりの今の視点からこの提言

書を見たときに「理想はそうだけど、現実的でないのでは？」という感想をもたれ

る方も居られると思います。わたしたちも始めはそう思っていましたが、これから

変化するための提言として受け止めていただき、多くの市民のみなさまには、わた

したち 27 人の提言書を「ことはじめ」として、これからの充実した生活をいとな

むまちづくりの実現のために、ご議論頂けたらと思います。 

 

 

自治基本条例のあり方研究会議 

  市民・しくみ分科会リーダー 原田 めぐみ 
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～未来の我がまち小牧へ想いを寄せて（あり研の取り組みのご紹介）～ 

 

わたしたち、自治基本条例のあり方研究会議（通称、あり研）のメンバーは、「自

分たちの住むまちを良くしたい」、「これまで地域に関わってきた自分の経験を活か

したい」、「まちづくりに興味がある」など、それぞれの『熱い想い』を胸に集まっ

た市民で、２７人の有志が集まりました。同じ小牧市に住んでいてもこれまで面識

のなかった人たちによって始まったわけですが、回を進めるにつれ、本当に有意義

な議論を進めていく事ができていったと考えております。 

 

『将来にわたって使える「まちのルール」を考える』という、とてつもなく責任

の重いテーマについて議論する上で、メンバー一同、遠慮や妥協することなく議論

を重ねていくことができたと思います。しかし、それは、自分の発言が、後々、条

例はもとより、まちづくりの方向性に間違った影響を与えてはいけないというプレ

ッシャーとの闘いでもあったと思います。 

 

議論が進むにつれ、そのように考え抜いた意見を、他の市民の方々や議会、行政

にも大きく受け止めてもらいたいと強く思うようになりました。 

また、あり研だけでは議論が偏ってしまうのではないか、他の市民の方々はどう

思っているのか知りたい、と思うようになってきました。あり研だけでは気づかな

い点を補完するうえでも、何かしなければいけないと思い、メンバー同士で協力し

あって自主的な取り組みを始めることが決まりました。 

市民の皆様にアンケートのご協力をいただいたことや、市民活動団体や区長の皆

様、市長、市議会との意見交換をすることで、２７人だけの議論でなく、より大き

な見地に立った議論になったと自負する次第です。 

 

これまで、意識しないまま、自治体や多くの公共団体などが自分たちの生活を支

えてくれるのは当たり前だと考えていた人々も多いように思います。しかし、今か

らは、自分たちのまちは自分たちで守るという意識に変わっていかなくてはいけな

いと考えています。わたしたち１人１人は、まちをつくる担い手として、まずは、

我がまちを知り、考え、動き出すことが求められています。 

１人１人の『動き』は小さくても構いません。市民のみんなが、少しずつ力を出

し合えば、やがて大きなパワーを生み出します。 

 

あり研という小さな会議ではありますが、今後の我がまち小牧に大きな期待を寄

せた議論の成果は、今ここに提言書としてまとめることができました。メンバーの

想いとこだわりは、提言した‘ことば’に込めましたので、これを読んでいただい

た方やこの取り組みを小耳に挟んだ方には、是非、ご自身なりにこの議論の続きを

していただきたいと思います。 

 

 

自治基本条例のあり方研究会議 

議会・行政分科会リーダー 松本 幸樹 
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Ⅱ 提言の内容 

 

（提言書の読み方）（提言書の読み方）（提言書の読み方）（提言書の読み方） 

○各項目別に提言をしています。四角の枠内が提言の内容です。○各項目別に提言をしています。四角の枠内が提言の内容です。○各項目別に提言をしています。四角の枠内が提言の内容です。○各項目別に提言をしています。四角の枠内が提言の内容です。 

○補足意見については、次の２通りのものがあります。○補足意見については、次の２通りのものがあります。○補足意見については、次の２通りのものがあります。○補足意見については、次の２通りのものがあります。 

 （１）提言になる前の会議における発言や意見のうち代表的なものです。 

 （２）少数意見であっても残した方が良いと考えられるもの、また、提言

と相反する内容であったり、合意形成には至らないものであっても、

議論の過程を表現するために残しておきたい意見です。 
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１ 理念・目的・原則 

1-1｜前文 

 

※まちづくり・・・道路や公園などの「ハード面」と文化の継承や教育、産業育成、地域のつながり、人のつなが

りなど市民の生活に関わる「ソフト面」など、市民の暮らしを支えるすべてのものを良くしていく

持続的な活動のこと。 

 

【補足意見】 

・市民憲章は区長の間では浸透しているかもしれませんが、市民一般の間では浸透していないと

感じます。ただし、まちづくりの目標としては良い内容ですので、前文で触れることはいいと思い

ます。 

・前文に、市民憲章の趣旨と同じような内容を書けば、あえて触れなくてもかまいません。 

 

 

1-2｜理念・目的 

 

①条例の基本理念は、市民・議会・行政が課題を共有し、協働しながらま

ちづくりに取り組むことです。 

②条例の目的は、少子高齢化・人口減少が進行する中で発想を転換し、自

治を推進することにより、子どもから高齢者までが、充実した生活を送

ることができるまちを実現することです。 

①自治基本条例の必要性として、地方分権や人口減少、少子高齢化の進行、

市民自治意識の高揚などが挙げられます。そういった趣旨を伝える記述

が必要です。 

②小牧市の特徴、歴史についての記述が必要です。 

③理想の小牧市を実現するための、前向きでエネルギーを感じさせる記述

が必要です。 

④小牧市民憲章の内容を念頭においた記述が必要です。 

⑤条例の要点が、誰にでもわかる平易な表現によって記述され、前文を読

めばある程度条例の概要を理解できるように心がけることが重要です。 

⑥記述にあたっては、具体的にわかりやすく説明することが重要です。 

⑦まちづくりに参加したいが、参加の仕方がわからないという市民がたく

さんいます。そうした市民のニーズに応えたまちづくりを進めていく旨

を記述することが必要です。 
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【補足意見】 

・まちづくりの目的は、小牧市が誰にとっても暮らしよくなり、世代交代をしながら続いていくまち

にしていくことが大切です。 

・条例の制定により、市民からの課題の提示、協働の提案がしやすくなる等、これまでのまちづく

りの構造を変えていくことが大切です。 

・人口及び税収の減少という否定的な面だけではなく、地域のつながり、人のつながりを増やす

ことにより、新しい価値を生み出していくという面も強調することが大切です。 

1-3｜基本原則 

 

【補足意見】 

（自治の原則） 

・ア）小牧市全体、イ）地縁組織、ウ）NPO・市民活動団体、エ）企業・事業者やまちづ

くりに関わる団体、それぞれにおいて自治が行われていることが大切です。 

（参加の原則） 

・参加は強制されるものではなく、自主性を尊重することが大切です。 

・まちづくりへ参加することにより、市民の意識が変化し、市民が活動的で躍動感のある

まちになっていくことを望みます。 

（情報共有の原則） 

・まちづくりに関する情報は、市民も行政も原則公開し、共有します。 

・公開された情報は膨大な量になりますので、知りたい時に知りたいことが知れるよう、

入手しやすいしくみを整えておくことが必要です。 

（協働の原則） 

・市民が持っていないものを行政が持っており、行政が持っていないものを市民が持って

いる場合があるので協働が必要です。 

・市民は、企画段階から行政と協働することで、自らの意見を反映させることができます

が、同時に責任を持って発言・行動することが求められます。 

・協働することで、今までになかった新しいサービス・価値を生み出します。 

基本原則は次の４つとします。 

（自治の原則） 

①自分たちのことは、自分たちで決めること。 

（参加の原則） 

②市民がまちづくりに自主的に参加すること。 

（情報共有の原則） 

③市民、議会、行政がともにまちづくりに関する情報を共有すること。 

（協働の原則） 

④市民、議会、行政のそれぞれの違いを尊重し、特性を活かし、協力し 

 てまちづくりを行うこと。 
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２ 自治の仕組み 

2-1│自治の担い手 

 

【補足意見】 

・市民、議会、行政の三者が対等であることを確認します。 

 

 

2-2｜地域内分権 

 

【補足意見】 

・地域ごとに、少子高齢化の度合いや外国人の割合等、異なった課題を持っています。 

・現在、地域ごとの自治組織としては区がありますが、概ねの区長が１年で交代するため、

課題解決に向けた議論の継続が困難です。各区とも長年にわたり、地域の自治を担っ

てきた歴史がありますが、各区の規模はそれぞれ大きく異なっています。 

・まちをよくするために、地域で自治をよりよく機能させることが重要です。 

 

2-3｜地縁組織 

 

①地縁組織は、歴史的な活動の積み上げがあり、生活課題を共有する人々

からなる団体です。また、地域での交流の場であり、地域の発展に貢献

することを目的とします。 

②地縁組織は、行政と協力関係にある自律した自治組織です。 

③行政は地縁組織に対して支援する姿勢が必要です。その際、一律に支援

をするだけではなく、活動の状況等を踏まえた支援も必要です。 

①同じ小牧市内でも、地域ごとに課題が違うため、地域内分権を推進します。 

②地域内分権を推進するにあたり、自ら地域の課題を見つけ自ら解決するため

に効率的な規模で主体的に自治を行う組織があることが望ましいです。 

①自治は、市民、議会、行政が担います。 

市民※ 

議会 行政 

自治の担い手と協働 

それぞれの活動が重なりあ

う部分で協働する。 

※「市民」の定義は 3-1 を参照） 
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※地縁組織・・・区（自治会）、町内会、老人会、子ども会、女性会など。 

※自律・・・②の「自律」とは、自らの意思・判断で活動を始め、継続することができることを意味する。 

 

【補足意見】 

・地縁組織への加入は強制できませんが、加入を促進する必要があります。 

・地縁組織は、行政等が外からその役割・責務を規定することができません。また、自らの

ことは自ら規定して活動をしていく組織です。 

・区（自治会）は、地域のことについて一番よく知っている存在であり、地域課題の発見・

解決の主体となることのできる組織です。 

・災害に対しては、自助、共助、公助が必要になりますが、区（自治会）は共助を担う重要

な組織です。 

・区（自治会）は大きさがバラバラであり、役割・責務は一律ではありません。 

・現状では、区長への負担が大きく、概ねの区長が１年で交代するため、課題解決に向

けた議論の継続が困難です。役割・任期等を見直し、改革を進めていく必要がありま

す。 

 

2-4｜NPO・市民活動団体 

 

【補足意見】 

・NPO・市民活動団体は、自ら公共サービスを提供するまちづくりの主体である一方、まち

づくりへの参加を望む市民を、ボランティア等のかたちで受け入れるコーディネーターと

しての役割を担っています。 

・NPO・市民活動団体の存在はまだまだ市民に浸透しておらず、コーディネーターとして

の役割をさらに高めていくことが求められています。 

・行政と協働の主体となる役割も期待されており、公共性についての自覚も必要です。 

 

①NPO・市民活動団体は市民による自発的な公共サービスの提供主体であ

り、また行政と協働し公共サービスを提供する主体です。 

②NPO・市民活動団体は、公益的な目的を実現するために、市民が自ら活

動する組織です。活動にあたっては、行政その他の支援を前提とするの

ではなく、各団体の自主性・自律性に委ねられます。 

③行政は、NPO・市民活動団体に対して支援（ヒト・モノ・カネ・情報）

する姿勢が必要です。その際、一律に支援をするのではなく、活動の内

容によって支援すべきかどうかを判断します。 

④新しく NPO・市民活動団体を立ち上げたい人たちを支援する役割・機関

が必要です。 
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2-5│企業・事業者 

 

※企業・事業者・・・営利法人のほかにも、病院や学校、宗教法人など、営利・非営利を問わず幅広い法人・団

体をさす。また、 企業の範囲は大企業に限らず、中小企業も含む。 

 

【補足意見】 

・ＣＳＲやＩＳＯ２６０００の考え方に基づき、企業・事業者も地域社会に対する貢献を意識し

ています。そのため、企業・事業者をまちづくり及び協働の主体として位置付けることが

必要です。 

・企業・事業者に対して、まちづくりの主体であることを強く意識づけることが必要です。 

 

2-6｜協働 

 

【補足意見】 

・協働をすることによって、NPO・市民活動団体の側も活性化されます。 

・NPO・市民活動団体から、行政に協働を提案していくことが必要です。 

・協働を進めるにあたっては、「行政の財政軽減」だけでなく、「地域の絆」「市民のやりが

い」「市民としての誇り」につながっていく工夫を考えなくてはいけません。 

 

①まちづくりにおいて、地縁組織、NPO・市民活動団体、企業・事業者は

補完し合う関係にあります。行政は協働によるまちづくりを進めるとき

は、それらとの協働を考えることが必要です。 

②地縁組織は、地域社会と密接な関係にあるので、行政との協働の意義は

大きいといえます。 

③NPO・市民活動団体は、特定のテーマごとに目標を持って活動している

組織であるため、行政との協働がしやすいという利点があります。 

④協働する際には、それぞれの主体の特性を相互に理解し尊重して臨むこ

とが大切です。 

①企業・事業者は、まちづくりの重要な主体の一つとして、地域社会に貢

献します。 

②企業・事業者は、まちづくりにおいて、行政、議会、市民、NPO・市民

活動団体などと協働する主体です。 

③行政は、企業・事業者のまちづくり活動を支援します。 
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2-7｜情報公開・情報共有 

 

【補足意見】 

・行政の情報がすべて公開されているのか、常に疑問があります。 

・市はインターネットなどを活用し、情報公開に積極的に努めます。 

・情報が適切なタイミングで公開されているのかよくわかりません（例えば、公共施設の建

設などの市民生活に大きく関わる情報など）。 

・市民側の情報を、行政と共有する機能が弱いと感じます。 

・保育園や学校等とも、まちづくりの情報の共有が大切です。 

・高齢者等の見守りや災害に備え、地域で暮らす人の住所や名前、家族構成など必要

最小限の情報を把握できることが望まれます。 

 

2-8｜計画策定 

 

①まちづくりを効率的・効果的に実現するためには、計画の策定が必須で

す。 

②行政は、計画策定の際に地域単位で集約した意見は、計画に反映させる

よう努めます。 

③行政は、計画策定の理由を市民が納得できるかたちで進めます。 

④行政は、計画策定に参加する市民に対し、行政が有する情報をわかりや

すく、正確に伝え、市民の意見を尊重する姿勢が必要です。また、委員

の人選には、策定後に実施を推進できる人を選びます。 

⑤長期にわたる計画では、実施途中で変更することもありえます。市民の

意見を踏まえて柔軟に変更できるようにします。 

⑥行政は、計画策定が行われることを、市民によりよく伝わるよう努めま

す。 

①行政情報の公開対象は、市の関連法人を含め行政組織全体とします。 

②行政は、まちづくりの主体（市民、地縁組織、NPO・市民活動団体、企

業・事業者）と積極的に情報を共有します。 

③市民は、積極的に情報収集する姿勢が必要です。 

④市民から、行政へ積極的に情報提供していく姿勢が必要です。 

⑤災害等に備え、地域で世帯に関する情報を把握・共有していくことが必

要です。 
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【補足意見】 

・計画があるのは知っていますが、計画が策定されたときや、計画に書かれたことが実行

された時など、既に決まったことに情報が偏っていると感じます。 

・計画は、市職員のマニュアルであり、自分たちに関係があるものだとは思っていません

でした。 

・計画を含め市政には関わっていきたいと思っているが、関わり方がわかりません。 

・何度か、施策推進委員等に参加したことがありますが、行政側が着地点を決めてしまっ

ていると感じました。委員会の場で発言した内容が、反映されていないと感じます。「市

民が参加したよ」という裏付けが取りたいだけなのではないかと感じました。 

・１０年計画であれば途中で計画そのものが古くなる場合もあるため、途中で見直す姿勢

が大切です。 

 

2-9｜住民投票 

 

※「参政権」、「選挙権」、「住民投票権」について 

「参政権」・・・国民が国政に直接または間接に参与する権利。選挙権・被選挙権、国民投票、国民審査、住民

投票で投票する権利など。 

「選挙権」・・・議員その他一定の公職につく者を選挙する権利。参政権の一つ。その資格は公職選挙法により

定められ、国政選挙において日本国民で２０歳以上の者、地方選挙においては日本国民で２０歳

以上のその市町村区域内に引き続き３ヶ月以上住所を有する者とされている。 

「住民投票権」・・・直接民主制の一方式として住民の意思を問うための投票をする権利。日本国憲法の規定に

基づく住民投票、地方自治法の規定に基づく地方議会の解散あるいは首長・議員の解職請

求などに関する住民投票などは、その投票権に公職選挙法が準用される。

(※)

地方自治体が

定める条例に基づく住民投票は、その条例において投票権を定めることができる。 

（※）自治基本条例のあり方研究会議で議論の「住民投票」は、下線部分についてです。 

 

 

※住民投票条例について 

「個別設置型」・・・住民の意思を確認する必要が生じた場合、議員、長の提案又は住民の直接請求により、そ

の都度、議会の議決を得て制定される条例。条例制定のために、住民投票の対象とする案

件及びその制度設計（投票の手続き、成立要件など）についても議会での議決が必要とな

る。 

「常設型」・・・あらかじめ住民投票の対象となる事項や発議の方法などを条例化したもの。案件が生ずる前に

制度が用意されているため、迅速に対応することが可能となるが、十分な議論が行われず、安易

な住民投票の利用を招く可能性がある。 

①民意を問う手段として、住民投票が有効です。 

②住民投票は、現行の地方自治法に基づく制度よりは実施がしやすく、

かつ安易な実施がされないような条件が望まれます。 

③国籍及び年齢要件については、慎重な議論が必要です。 
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【補足意見】 

・合併、市役所の移転、大規模公共施設の建設等、市民生活に大きな影響を与える案件

では民意を確認する手段として住民投票は有効です。 

・市長や議員は選挙で選ばれていますが、重大政策に対して民意が異なる場合もありま

す。 

・住民投票制度を設けることにより、市民意識の向上と、行政・議会が職務の遂行にあた

り緊張感を持って臨む効果が期待できます。 

・市長及び議会が、選挙と選挙の間に民意を聞く手段として有効と考えられますが、一方

で、市長も議員も、選挙で選ばれています。常設型の住民投票制度を認めると、（地方

自治の）原則が崩れるのではないかとの懸念もあります。 

・市長・議会は、住民投票の結果とは違う判断を下すこともできますが、住民投票の結果

を最大限尊重する必要があります。 

 

2-10｜人材育成 

 

【補足意見】 

・まちづくりを担う人材像は、「発言に行動が伴う人」「問題意識をもって NPO・市民活動団

体、企業・事業者、地縁組織、行政を結びつける人」です。 

・年齢性別を問わず、きっかけがあれば動き出す市民が潜在的にいるので、社会貢献大

学のようなしくみが有効です。 

・まちづくりを担う市民を発掘する手段として、インターネットなどの活用も有効です。 

・人材育成は、行政依存ではなく、地域で育めるしくみがあるとよいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①まちづくりを担う市民を発掘し育成するしくみや機能が必要です。 

②行政は、まちづくりを担う市民の育成を推進することが必要です。 

③人材育成は、まちづくりの各主体も積極的に取り組む姿勢が必要です。 
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2-11｜行政評価・苦情・意見聴取 

 

【補足意見】 

・市政のことは市役所に任せておけばいいと考えている市民もおり、また、市役所と市民

の問題意識にずれも見受けられます。市民の納得のいく行政評価を行うために、市民

がうまく行政評価に関われるような工夫をすることが必要です。 

・目標値、指標、達成状況は、定量的なものだけでなく、定性的なもの（質の評価）も必要

です。また、市民に理解しやすいことが大切です。 

・行政の仕事は専門的であり、市民が全体を見て評価することが難しいものです。 

・年度ごとの評価だけでなく、中長期における評価も必要です。 

・計画・目標・指標を市民に理解してもらったうえで評価することが大切です。また、単年

度予算で事業を行うなかで、評価がきちんと次年度に反映されるようタイミングも考慮す

る必要があります。 

・タウンミーティングやパブリックコメントについては、工夫が必要です。 

・苦情の多くが個人的なものであり、市政に直接役立てにくいものであることが実情です

が、その背景（原因）に社会的な課題が存在することもありますので、行政は真摯な姿勢

で苦情を聞くことが大切です。 

・行政は、インターネットなどを活用し、積極的に意見をもらえるよう働きかけることが必要

です。 

 

 

 

 

 

 

（行政評価） 

①行政評価は、外部専門家、市民、議員、職員等の誰もが共通に評価でき

る仕組みが必要です。 

②誰もが共通に評価できるように、目標値、指標、達成状況の見える化が

必要です。 

③行政評価の結果が、次の取り組みに反映される仕組みが必要です。 

（苦情・意見聴取） 

④行政は、苦情を真摯に受け止める姿勢が大切です。 
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３ 市民 

3-1｜市民の定義 

 

※「市民」と「住民」について 

小牧市の人を指す言葉として、「市民」と「住民」がある。 

「市民」・・・法律上の規定はない。 

「住民」・・・地方自治法において「市町村の区域内に住所を有する者」と規定されている。 

自治基本条例において「住民」という言葉を使う場合、「①市内に住所を持っている者」しか該当しません。し

かし、小牧市に就学、就業している人や、法人・団体などもまちづくりの主体となり得ます。そのため、それら

の人々・団体を含めた幅広い概念を「市民」として条例で定義します。 

 

【補足意見】 

・企業・事業者、NPO・市民活動団体、地縁組織等は、まちづくりの主体として、団体の活

動及び役割と責任を認めることができます。 

・小牧市外に住所を有していても、市内を活動対象とする団体も考えられるため⑥につい

ても規定します。 

・小牧でまちづくりをする団体を考えた時に、市民の概念をできるだけ広く取ることは重要です。 

 

3-2｜市民の権利 

 

【補足意見】 

・「市民がまちづくりに参加する」ことは、「行政が用意したところに市民が参加する」という狭

い意味にとどまらず、市民は自ら積極的に参加する姿勢が必要です。 

・市民はまちづくりについて知る権利がありますが、行政も市民がまちづくりに関心を持っ

てもらえるように取り組む必要があります。 

・市民がまちづくりについて学ぶ内容として、行政・予算のしくみ、まちづくり活動のはじめ

方、これまでの小牧のまちづくりの歴史などが考えられます。 

・まちづくりについて体系的に学べる講座があるとよいです。 

①市民はまちづくりに「参加する」・「知る」・「学ぶ」権利があります。 

下記の 6 項目いずれかに当てはまる人・団体を市民とします。 

①市内に住所を持っている者 

②市内に居住する者 

③市内で就業する者 

④市内で就学する者 

⑤市内に事務所・事業所を有する法人、その他の団体 

⑥市内で活動する法人、その他の団体 



 

----    14 14 14 14 ----    

 

 

3-3｜市民の役割と責務 

 

【補足意見】 

・参加の仕方がわからない市民が多くいると思われます。そのため、市の責務として、市

民がまちづくりへ参加しやすいようにすることが必要です。 

・「まちづくりへの参加」は、大げさなことではなく、たとえば、地域活動に参加することも「ま

ちづくりへの参加」です。 

・参加を責務として規定することは必要ですが、「参加しなければなりません」「努めなけ

ればなりません」等の強制的な表現は控えます。 

・市民の中には意欲があっても参加ができない人もいます（病気等の理由により）。そのた

め、参加を強制されることがない旨の規定が必要です。 

 

3-4｜子どもに関する特記事項 

 

【補足意見】 

・「3-1．市民の定義」において、市民として定義されておりますが、自己の発言・行動の責

任を果たせない存在ですので、学ぶ機会を積極的に提供する必要があります。 

・行政も子どもたちにまちづくりについて学ぶ機会を提供しますが、特に、保護者、地縁

組織、NPO・市民活動団体、学校等の活動を支援することが重要です。 

 

 

 

 

 

①保護者、地縁組織、NPO・市民活動団体、議会、行政、学校等は、それ

ぞれの特性に応じて、子どもたちに、まちづくりについて参加し、学ぶ

機会を提供します。 

②行政は上記の活動を支援します。 

①市民は、まちづくりに興味関心を持ち、参加するように努めます。 

②前項で規定した権利の行使にあたっては、公共の利益に配慮すること、

公序良俗に反しないこと、まちづくりの主体者としての自覚を持ち、良

識ある発言と行動をすることが求められます。 

③まちづくりへの参加を強制されることはなく、また、参加しないことに

よって不利益を被ることもありません。 
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４ 議会 

4-1｜議会の役割と責務 

 

【補足意見】 

・行政は、議会で効果的な審議・判断ができるような資料を提供することが重要です。 

・市民は、インターネットなどによる情報収集だけでなく、傍聴する姿勢が大切です。 

・市民が傍聴しやすいよう議会の開催は、土日や夜などが考えられます。 

・小牧市の将来像として目指す方向は、議会と市長で共有することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①議会は、市政全般の重要事項を決定し、その責任を負います。 

②議会は、執行機関を監視します。 

③議会は、決算を十分精査したうえで認定し、予算を審議して議決します。 

④議会は、市民に説明責任を果たすため、積極的に情報を公開することに

努めます。 

⑤議会は、市民が参加しやすい開催日時を持つように工夫し、市民の傍聴

を促進します。 

⑥議会は、市民が議会と直接対話を行い、理解を深める機会を積極的に設

けます。 

⑦議会は、地域からの個別要望に対して、市民全体の利益を考慮し公正に

扱います。 

⑧議会は、市民・地域のニーズを十分調査したうえで集約を行い、適切な

政策提案を行います。 
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4-2｜議員の役割と責務 

 

【補足意見】 

・議員は、地域の意見をよく聞いて、市政全般に展開します。 

・議員の能力として、適切な質問をつくる力を持ちます。 

・議員間討論を行い、議会からの政策形成に努めます。 

・市民への説明に際しては、市民全般に関わる説明だけではなく、世代ごと（子育て世代、

シニア世代等）にわかりやすい説明を心がけます。 

・市の事業に対する考え方や議員としてどう関わっているのかを、市民に説明することを

心がけます。 

・議員の活動については、現場のニーズを探る活動も必要です。 

・議員の情報収集とは、特定の市民からの陳情を聞くことではありません。 

・選挙の際に方針・目標等議員の考えを明確に示せるものを提示する姿勢が必要です。 

・任期内でも定期的に活動の成果を市民にわかりやすく説明することが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①議員は、政策提案力と評価能力の向上に努めます。 

②議員は、議員としての役割を十分果たすよう資質を高めます。特に、財

政に関する知識の習得に努めます。 

③議員は、市議会だよりだけでなく、市民への説明責任を果たすため、自ら報

告を行います。 

④議員は、選挙の時のみならず任期中に市民の声を聞くことに努めます。

また、一部の市民の声だけではなく、対話集会の開催等により、より多

くの市民の声を聞くことに努めます。 
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５ 行政 

5-1｜行政の役割と責務 

 

【補足意見】 

・行政は利用者本位の事務の工夫が不足していることが見受けられます。（例：広報がわ

かりにくい、昼休み時の対応、足を何度も運ばなければならない等）。 

・通り一遍で形式的な対応ではなく、周辺情報を提供する等、「物事が解決する対応」を

する必要があります。 

・行政の仕事を民間に移すにあたっては、民間委託をどこまで市民が望んでいるか

現状を把握する必要があります。市民は行政頼みにしない意識改革を進める必要

があります。 

・行政の仕事は、市民が役割を持つことで、スリム化できることを考える必要があります。

最初から市民が受け持つことが無理だと判断せずに、「どうすれば市民が担えるか」を

考える姿勢が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①行政は公平、公正、公開、効率の原則に基づき、市民の立場に立ってサ

ービスを提供します。 

②行政は、営利を目的とせず、市民生活に大切で必要とされるものを提

供します。 

③公共サービスの提供については、地縁組織、NPO・市民活動団体、企業・

事業者と協働する姿勢が大切です。 

④行政は常にサービスの質的向上に努めます。 
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5-2｜市長の役割と責務 

 

（※）市長の多選について 

（あ）市長の多選に対して制限を設けることはしません。市長の評価は、市民の責任として行います。 

（い）民間企業でもトップは４年ほどで交代します。多選を禁止すべきだとは考えませんが、１２年ほどが限度だ

と考えます。 

 

【補足意見】 

・市長はリーダーシップ、その人独自のカラーをもって市政に臨むことが大切です。一方

で、市長が交代しても、変わらないものがあり、それが小牧市の基本的な姿であるといえ

ます。 

・小牧市の将来像として目指す方向は、市長と議会で共有することが必要です。 

・市長には、市職員の間、外部発注の業者の間に競争原理の導入を希望します。 

・市長の役割として、職員の評価基準を決め、人事評価を行うことが重要です。 

・一人の市長が長く続けると、行政組織内の人事の停滞、外部との癒着が発生しやすくな

る等の問題があります。 

・市長は、専門的、技術的な助言を行う外部ブレーンを積極的に活用します。 

 

 

 

 

 

 

①市長は大きいビジョンを実現する役職です。 

②市長は、トップマネジメント（指示して、実行させて、責任を取ること）

ができなくてはなりません。 

③市長は、公平、公正、公開、効率の原則に基づき、市民の立場に立って

サービスを提供する組織づくりに努めます。 

④選挙において、「小牧市がどのようなまちであるべきか」の判断を市民が

していることを、市長は念頭において執務します。 

⑤市長選挙立候補者は、選挙の際に具体的な方針・目標等を提示します。 

⑥選挙時に提示した方針・目標等の進捗・達成に対するチェックが必要で

す。そのためにも達成期間の明示が求められます。 

⑦

(※)

市長の多選については、補足意見の欄に示す（あ）及び（い）の意見

があり、それを踏まえた慎重な議論が必要です。 
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5-3｜行政運営 

 

【補足意見】 

・仕事量に対し適正な人員配置になっているか、見直しの機会が必要です。 

・行政サービスの質の向上のために、ＰＤＣＡが必要です。 

・市民が行政サービスについてしっかり理解したうえで、市民側からチェックをすることが

でき、改善していける評価できる仕組みが必要です。 

・職員は「窓口に来た人が満足のいく対応ができるように」という意識を持つことが必要で

す。 

・質の高いサービスを提供すれば、市民側に満足・感謝の気持ちが生まれ、行政と市民

の間に「感謝」と「やりがい」の好循環が生まれ、共感性が高まっていけば、よいまちづく

りの素地となります。 

・異動が頻繁な中、専門性を組織として担保するためには業務の研修・マニュアル化を徹

底することが必要です。 

・サービスの品質管理の意識等については、民間への研修制度を持つことも有効だと考

えます。 

・行政職員も一市民としてまちづくりに積極的に参加します。 

 

 

 

 

①将来の社会の動向を見据えて中長期の見通しを持って、組織編成・組織

運営を行います。 

②従来の縦割りではなく、横の連携を重視して、組織編成・組織運営を行

います。 

③組織の課題を謙虚に受けとめ、改善していくことで、変化に対応できる

組織づくりを行います。 

④各事業の目標と評価指標を明確に設定し、達成状況を市民・職員がチェ

ックすることで、サービスの向上を図ります。 

⑤行政と市民の間に「感謝」と「やりがい」の好循環を起こすことを目指

します。 

⑥今後は量より質が、行政サービスに求められるため、職員は専門的な知

識を備えた対応ができ、物事を解決する力の向上に努めます。 

⑦行政職員は、市長が動きやすいようサポートします。特に市長交代の時

は市政運営に支障がないよう努めます。 
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5-4｜財政運営 

 

【補足意見】 

・企業会計を理解している市民であれば決算書を読むことができますが、普通の市民で

は、「広報こまき」に掲載される決算の記事を見ても理解することはできません。市民に

わかりやすくするためには、普通の世帯所得に換算した表現などの工夫が考えられま

す。 

・行政サービスの減少を市民に理解しやすくするためには、他市との比較も有効です。 

・外郭団体の有する資産も含め、行政資産を正確に把握することが必要です。 

・効率的な財政運営を図るため、外部監査の実施が必要です。 

・行政の財政支出は地域経済に大きなインパクトがあるため、積極財政でいくべきです。 

・東海地震に対する地盤の強さなど、強みを活かして、企業誘致、特に本社の企業誘致

を推進するべきです。 

・今後の税収減を前提にすることが必要です。 

・市の各種補助金の見直しが有効です。事業の効果の有無を確かめるための「事業仕分

け」も有効な方法と考えられます。 

・監査委員や議会など、財政状況をチェックする仕組みは存在しますが、市民も関心を持

つことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

①財政運営の方針として、現在のサービスを前提とするのではなく、収入

を想定したうえで、分配額を決定することが必要です。 

②短期・中期・長期それぞれの計画を立て、その計画に基づき予算編成を

行います。 

③サービスの優先順位が市民の間で共有されていることが望ましいです。 

④総合計画と予算との関係をわかりやすく市民に示すことが必要です。 

⑤財政については、中長期的な計画を持ち、その情報をわかりやすく工夫

して情報発信することに努めます。市民は財政運営に対しても関心を持

ち、理解することに努めます。 
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６ 条例の運用方法 

6-1｜法令体系における位置づけ 

 

【補足意見】 

・最高規範という言葉は仰々しく感じます。内容がきっちりしていれば、あえて「最高規

範」などと表現しなくても、他の条例と比して上位にあることは明らかになります。 

 

6-2｜見直し期間 

 

【補足意見】 

・２年だと煩雑ですが、１０年だと長すぎます。４～５年程度が適切です。 

・最初に限り、２～３年程度で見直すことも必要です。 

・不断に見直すという方法もありえますが、ある程度のハードルがあったほうがよいと考えます。 

 

6-3｜市民への周知 

 

【補足意見】 

・市民委員会に相当するものが必要です。見直しの際に集める方法と、常設型とする方

法とありますが、どちらも一長一短があります。 

・条例を市民に知ってもらおうとするのではなく、市民活動の中で、条例の理念・目的と重

なる部分を伝えていくことが重要です。 

・市民委員が条例を読み解いて市民に広げる活動が必要です。 

・条例で書いてあることをベースに交渉できる、役立てる、評価できることが重要です。条

例の活用の仕方講座などが考えられます。 

・市民への周知活動を丁寧に進めていくことで、条例を活用することができ、評価が可能

になります。 

・協働を担う区（自治会）、NPO・市民活動団体などが評価を部分ごとに実施し、重ねるこ

とで全体を評価するという方法も有効です。 

①市民も身近なところからしか関心・理解がありません。条例全体ではなく、個

別の条文を協働や個別のまちづくり活動などの時機に応じて周知します。 

②区長、NPO・市民活動団体のリーダーなどのまちづくりの主体者に、ど

の条文に関わっているのかを広報や講座などを通じて伝えていきます。 

①見直し期間は 4 年とします。ただし、大きな状況の変化（合併など）に

合わせて途中で見直すことも可能とします。 

①他の条例も自治基本条例の理念・目的にのっとり運用されます。 

②自治基本条例は最大限に尊重されます。 


