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市民主役のまちづくりの実現に向けた検討会 

～第４回のまとめ～ 

 

日時：平成２８年３月１３日（日）９時～１２時  

場所：千葉中央コミュニティーセンター８３・８４会議室  

参加者：千葉大学法政経学部関谷昇准教授（アドバイザー）  

参加者：市民プロジェクトチーム１６名 

参加者：市民自治推進課５名  

 

◆前回までの内容を踏まえて事務局が作成した資料「（仮称）私のまちづくり条例  たたき台」に

ついてアドバイザーから助言をいただいた上で、グループワークで修正を行った。主な内容は、

以下のとおり。  

 

 

○アドバイザーからの助言 

・まずは自分たちでできることを考え、できないことを市が補完するという考え方が市民自治の

原点であり、原点に立ち返ることが必要。  

・市民自治では、信託という考え方がある。この信託の内容を捉え直すためにも、まずは自分に

何ができるかを振り返る必要がある。  

・自分たちにできることだけでなく、信託することを盛り込むのが条例のポイントでもある。 

・自分は「できない、やりたくない」という人もいる。そのような考え方も考慮しなければなら

ない。「参加できる自由」「参加しなくていい自由」が前提にあることを認めなければならない。  

・それぞれの考え方があっていい。重要なのは、市民が考えを出せるような開かれた場や機会（地

域運営委員会、ＮＰＯ、地縁団体など）があること。  

・市民が市に委ねる範囲は、流動化している。かつては公私に線引きがあったが、公が取り組む

だけでは解決できないこともある。両者の関係性の捉え直しが必要になっているのが今の流れ

である。  

・信託する側、される側のやりとりの回路を充実させるためには、それぞれが考えるのではなく、

両者がやり取りをしていくことで、誰が何をやるべきなのかを考える必要がある。  

・自治体は二元代表制であるため、行政だけでなく議会に何を委ねるかも含めて市民自治を考え

る必要がある。  

 

 

○前文（条例を制定する理由、条例に込めるわたしたちの想いを規定）  

（例） 

第１文  

わたしたちは、わたしたちの未来、子どもたちの未来のために、このまちを「誇りが持てるま

ち」「住み続けたいまち」「安心・安全なまち」、そして「将来に引き継ぎたいと思えるまち」にしたい。 

＜Ａグループ＞  
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＊「誇りが持てるまち」をわかりやすい言葉に修正するとの意見あり  

＊「幸せを感じられるまち」を追加  

→わたしたちは、わたしたちの未来、子どもたちの未来のために、このまちを「誇りが持てるま

ち」「住み続けたいまち」「安心・安全なまち」「幸せを感じられるまち」、そして「将来に引き

継ぎたいと思えるまち」にしたい。  

＜Ｂグループ＞  

＊「わたしたちの未来、子どもたちの未来」の未来が重複するため、「わたしたちと子どもたち

の未来」へ修正 

＊「誇りが持てるまち」「住み続けたいまち」「安心・安全なまち」と「将来に引き継ぎたいと思

えるまち」を並列とせず、３つのまちを将来に引き継ぐとするため、「」を削除  

→わたしたちは、わたしたちと子どもたちの未来のために、このまちを「誇りが持てるまち」「住

み続けたいまち」「安心・安全なまち」、そして将来に引き継ぎたいと思えるまちにしたい。  

第２文  

まちづくりとは、人と人のつながり（人の輪・環）が感じられる良いまちをつくること。  

＜Ａグループ＞  

＊修正なし  

＜Ｂグループ＞  

＊第３文と同様のため削除  

第３文  

わたしたちは、まちを良くしたいと思うからこそ、ほっとけない、ほどよくおせっかいの精神

で人と人のつながり（人の輪・環）を大切にし、助け合いながらまちを良くしたい。  

＜Ａグループ＞  

＊修正なし  

＜Ｂグループ＞  

＊参加しない自由を尊重し、「まちを良くしたいと思うからこそ、ほっとけない、ほどよくおせっ

かいの精神で」を削除  

＊「人と人のつながり（人の輪・環）を大切にし」と「助け合いながらまちを良くしたい。」が同

様のため、「助け合いながらまちを良くしたい。」を削除 

→わたしたちは、人と人のつながり（人の輪・環）を大切にしたい。  

第４文  

まちの課題を知っているのはわたしたち。まず、わたしたちの手でまちを良くしていきたい。  

＜Ａグループ＞  

＊修正なし  

＜Ｂグループ＞  

＊「まず、わたしたちの手でまちを良くしていきたい。」と第５文「わたしたちにできることは、

わたしたちがやる。」が同様のため、「まず、わたしたちの手でまちを良くしていきたい。」を

削除 

＊第５文の「わたしたちにできることは、わたしたちがやる。」を統合。  

→まちの課題を知っているのはわたしたち。わたしたちにできることは、わたしたちがやる。 
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第５文  

わたしたちにできることは、わたしたちがやる。わたしたちにできないことは、市や議会が果

たす役割を尊重し、委ねます。  

＜Ａグループ＞  

＊基本理念と同様のため削除  

＜Ｂグループ＞  

＊「わたしたちにできることは、わたしたちがやる。」は、第４文へ統合  

＊わたしたち、市、議会が三輪となって課題に取り組むため、「委ねます」を「力を合わせます」

に修正  

＊尊重するだけでなく、市民の主体性を盛り込むため「力を合わせます」を追加 

→わたしたちにできないことは、市や議会が果たす役割を尊重しつつ、力を合わせます。  

第６文  

わたしたちは、まちづくりへの想いを言葉にして共有し、住みよいまちの実現に向けて行動す

るために条例を制定する。  

＜Ａグループ＞  

＊修正なし  

＊条例の目的となるため、第６文ではなく、第１文にするとの意見あり  

＜Ｂグループ＞  

＊「住みよいまちの実現に向けて」を削除し、「まちづくり」を「良いまちづくり」へ修正  

→わたしたちは、良いまちづくりへの想いを言葉にして共有し、行動するために条例を制定する。 

その他の意見  

＊参加しない自由の尊重について、どこかに盛り込む必要があるとの意見あり  

 

 

○第１章  基本理念（まちづくりの基本的な考え方を規定）  

（例） 

（たたき台）  

わたしたちは、まちづくりの出発点はわたしたち自身だと考え、まずはわたしたちにで

きることはわたしたちがやり、できないことを市に委ねることをまちづくりの基本とします。 

＜Ａグループ＞  

＊第３回検討会の案をもとに全文削除、以下のとおり修正  

→・よりよいまちづくりとは、課題の解決や目的の達成のために、わたしたちと市と議会、みん

なでできることを話し合い、行動することと考えます。  

・わたしたちは、自分たちでできないことや本当に必要なことを市に発信し、限られた財源の

使い道を見守ります。  

・市と議会は、わたしたちと共に考え、活動できる環境を整え、その活動を応援します。  

＜Ｂグループ＞  

＊「まずはわたしたちにできることはわたしたちがやり、できないことを市に委ねることをまち

づくりの基本とします。」を削除  

＊「わたしたちは、まちづくりの出発点はわたしたち自身」は、まちづくりの重要な考え方とし、
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削除せず  

→わたしたちは、まちづくりの出発点はわたしたち自身だと考えます。  

 

 

○第２章 わたしたちにできること（自治を進めるために、わたしたちにできることを規定） 

＜Ａグループ＞  

＊参加しない自由を尊重するため、「できること」を「努めます」へ修正  

＊第１文以下を箇条書きの形式へ修正  

→わたしたちは、以下のことに努めます。  

＜Ｂグループ＞  

＊修正なし  

（例） 

第１文  

わたしたちは、身近な地域に関心を持ち、課題に気づきたいと思います。  

＜Ａグループ＞  

＊「身近な地域」をわかりやすく「自分の住んでいる地域」に修正  

＊箇条書きの形式へ修正 

→身近な地域に関心を持ち、課題に気づく。  

＜Ｂグループ＞  

＊修正なし  

第２文  

わたしたちは、地域の課題をジブンゴトとして捉え、共有します。  

＜Ａグループ＞  

＊箇条書きの形式へ修正 

→地域の課題をジブンゴトとして捉え、共有する。 

＜Ｂグループ＞  

＊修正なし  

第３文  

わたしたちは、自分や家族（自給自足）でできることから課題に取り組みます。  

＜Ａグループ＞  

＊（自給自足）がわかりにくいため削除  

＊箇条書きの形式へ修正 

→自分や家族でできることから課題に取り組む。  

＜Ｂグループ＞  

＊第５文と同様のため削除  

第４文  

わたしたちは、隣近所や地域と緩やかにつながりを持ち、その輪を広げ、信頼関係を築きます。 

＜Ａグループ＞  

＊箇条書きの形式へ修正 

→隣近所や地域と緩やかにつながりを持ち、その輪を広げ、信頼関係を築く。  
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＜Ｂグループ＞  

＊修正なし  

第５文  

わたしたちは、地域で力を合わせて地域の課題をみんなで解決します。  

＜Ａグループ＞  

＊解決する前に、取り組むことから始まる。そのため「地域の課題をみんなで解決します」を「解

決に向けて取り組む」へ修正  

＊箇条書きの形式へ修正 

→地域で力を合わせて地域の課題の解決に向けて取り組む。 

＜Ｂグループ＞  

＊修正なし  

第６文  

わたしたちは、地域活動やボランティア活動に、できるところから参加します。  

＜Ａグループ＞  

＊第５文と同様のため削除  

＜Ｂグループ＞  

＊修正なし  

第７文   

わたしたちは、市政に関心を持ち、市政に関する情報を得るよう努めます。  

＜Ａグループ＞  

＊「市政」をわかりやすく「市の動き」へ修正 

＊「市政に関心を持つ」と「情報を得る」が同様のため、「市政に関する情報を得るよう努めます」を削除 

＊第８文「できるところから参画します」を統合  

＊箇条書きの形式へ修正 

→市政に関心を持ち、できるところから参画する。  

＜Ｂグループ＞  

＊修正なし  

第８文  

わたしたちは、市の施策に、できるところから参画します。  

＜Ａグループ＞  

＊「できるところから参画します」を第７文へ統合し、削除  

＜Ｂグループ＞  

＊「参画」の意味が子どもたちに伝わりにくいため、「（仲間入り）」という言葉を追加  

→わたしたちは、市の施策に、できるところから参画（仲間入り）します。  

その他  

＜Ａグループ＞  

＊第３文と第４文の間に以下の文言を追加  

→わたしたちにできないことは、助けを求める。  

＜Ｂグループ＞  

＊第５文と第６分の間に以下の文言を追加  
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→わたしたちは、地域で解決できない課題を発信します。  

＊第７文「市政」と第８文「市の施策」の言葉の整理が必要との意見あり  

 

 

○第３章  わたしたちが市に期待すること（自治を進めるために、市に期待することを規定）  

＜Ａグループ＞  

＊「期待すること」を「求めます」へ修正 

＊第１文以下を箇条書きの形式へ修正 

→わたしたちは、以下のことを市に求めます。 

＜Ｂグループ＞  

＊修正なし  

（例） 

第１文  

わたしたちは、まちを良くするための主体的な判断や活動を尊重することを市に期待します。  

＜Ａグループ＞  

＊「まちを良くするための主体的な判断」がわかりにくいため、「わたしたちの考え」へ修正 

＊市民は市と共にまちを良くしたいとの想いから「応援」を追加  

＊箇条書きの形式へ修正  

→わたしたちの考えや活動を尊重し、応援すること。  

＜Ｂグループ＞  

＊「主体的な判断」の前に「市民の」を追加  

→わたしたちは、まちを良くするための市民の主体的な判断や活動を尊重することを市に期待します。  

第２文  

わたしたちは、まちづくりに必要な情報を蓄積し、わかりやすく提供することを市に期待します。 

＜Ａグループ＞  

＊箇条書きの形式へ変更 

→まちづくりに必要な情報を蓄積し、わかりやすく提供すること。  

＜Ｂグループ＞  

＊修正なし  

第３文  

わたしたちは、人と人のつながり（人の輪・環）をつくるための架け橋となることを市に期待します。 

＜Ａグループ＞  

＊「架け橋」をわかりやすい言葉へ修正するとの意見あり  

＊箇条書きの形式へ変更 

→人と人のつながり（人の輪・環）をつくるための架け橋となること。  

＜Ｂグループ＞  

＊修正なし  

第４文  

わたしたちは、地域の課題について話し合いや活動ができる場を作ることを市に期待します。  

＜Ａグループ＞  
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＊市民は市と共にまちを良くしたいとの想いから「市民と共に」を追加  

＊箇条書きの形式へ変更 

→地域の課題について話し合いや活動ができる場を市民と共に作ること。  

＜Ｂグループ＞  

＊修正なし  

第５文  

わたしたちは、市の施策に参画しやすくする工夫をするよう市に期待します。 

＜Ａグループ＞  

＊「参画しやすくする工夫」をわかりやすく「参加しやすい仕組みづくり」へ修正 

＊箇条書きの形式へ変更 

→市の施策に参加しやすい仕組みづくりをすること。  

＜Ｂグループ＞  

＊修正なし  

第６文  

わたしたちは、わたしたちで解決できない公共の課題の解決を市に期待します。 

＜Ａグループ＞  

＊「公共の課題」をわかりやすく「わたしたちと市の共通の課題」へ修正  

＊箇条書きの形式へ変更 

→わたしたちで解決できないわたしたちと市の共通の課題を解決すること。  

＜Ｂグループ＞  

＊「公共の」を削除  

→わたしたちは、わたしたちで解決できない課題の解決を市に期待します。 

第７文  

わたしたちは、行政と議会が両輪として力を発揮することを期待します。  

＜Ａグループ＞  

＊「行政と議会が両輪として」をわかりやすく「行政と議会がバランスよく、共に課題解決に向

かって」へ修正 

＊箇条書きの形式へ変更 

→行政と議会がバランスよく、共に課題解決に向かって力を発揮すること。  

＜Ｂグループ＞  

＊「行政と議会」だけでなく「わたしたち」も含め、三輪で「力を合わせる」とする。  

→わたしたちは、わたしたちと行政と議会が力を合わせることを期待します。  
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◆模造紙の写真  
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◆グループワークのあと、アドバイザーから助言をいただいた。  

  

  

 

前文、基本理念  

・前文、基本理念は条例全体に関わる重要な部分。ここに、補完の考え（市民自治の基本的な考

え方）が入るのが良い。  

・補完は、より小さな意思を尊重することから始まる。 

・医療の現場を例に挙げると、最後を在宅で迎えたいという個人の意思を尊重するため、家族が

サポートする、家族にできないことは医師や行政に任せるという形がある。つまり、まずは自

分や家族などの小さな単位で課題に取り組み、できないことは地域や行政などのより大きな単

位が補完していくことになる。 

・補完とは、小さな単位の意思を尊重するために、より大きな単位に何ができるかを考えていく

ことである。 

わたしたちにできること  

・「できる」と規定することで、「できない」「参加しない」という選択肢が出てくる。  

・「するものとする」「努める」と表現すると条例の性格上、強制的・義務的に捉えられる可能性

がある。  

・「できる」としたうえで「できる」人をどのように増やすかが重要。ここを市民同士で理解し合

うことにより、広がりが生まれる。  
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・意見表明しづらいこともあるが、意見を言えることが保障されていることは重要である。  

・資金や情報などの地域資源が集まることでわたしたちにできることが広がりを見せる。  

市に期待すること  

・市民が行政や議会に参加できる、参加したいという考えを持つことは大切である。その上で市

民にできないことを聞いてもらうことは重要である。 

・立場を超えて話し合うことは難しいため、初めに行政が機会をつくるといった「橋渡し役」と

しての働きが期待される。  

・市民には何ができて、市や議会に何を委ねるべきかについては、あらかじめ決まっていない。

市民と市の対話の中で見えてくるものである。そのため、市民が意思決定のプロセスに参加す

ることは必要であり、その機会はもっと開かれるべきである。決して議会軽視ということでは

なく、議会には最終的に決定を下すという重要な権限がある。  

市が取り組むべきこと  

・市民に共通の課題以外は、政治・行政がやるべきではない。  

・今後、人口減少などの要因から行政は市民に最低限必要な保障やサービスをしていく方向にな

らざるを得ない。実際に行政の取り組みの範囲はどんどん小さくなり、行政にできない部分は

市民がやってくれ、という流れが多いように感じる。この課題は行政が取り組む、ということ

を決めるべきではあるが、範囲はあらかじめ決まったものではなく、行政と市民が対話しなが

ら決めていく必要がある。対話を行うための環境を整備することが行政に求められる。  

 

◆市民自治推進課長から今後の予定について  

・多くの市民の意見をもとに検討した内容を踏まえ、今後市長や議会に報告する。また、年度末

には、附属機関である市民参加協働推進会議に諮問し、検討を重ねていく。  

・今後、パブリックコメントの前に意見募集を実施したり、市長を交えた意見交換会を行い、様々

なところで発信して、市民から共感が得られる条例を目指したい。  

・そのためにも、これまでの検討内容をできる限り尊重していきたい。  

・また、来年度は市民への普及方法の検討や新たな活動の展開につなげたいと考えており、市民

ＰＴの力を借りたい。来年度またお声をかけさせていただきたい  


