
●パブリックコメントの実施期間 (11月 12日～12月 28日まで) 

●地域説明会 (11月 22日 厚田総合センター) 

 (11月 26日 生振ふれあい研修センター)※自治懇話会 

 (11月 27日 浜益コミュニティセンター) 

 (11月 28日 八幡コミュニティセンター) 

 (11月 29日 親船会館) 

 (12月 3日  石狩市総合保健福祉センター) 

 (12月 4日  花川南コミュニティセンター) 

 (12月 5日  花川北コミュニティセンター) 

●市民フォーラム (12月 15日 石狩市総合保健福祉センター） 

―意見の検討経過― 

 

２月１５日：石狩市議会検討 

２月２５日：企画経済部検討  

２月２９日：石狩市市長決定（議会事務局合議）  

 

【石狩市自治基本条例要綱】 

―意見の対応― 

■採 用：意見に基づき案を修正するもの 

■不採用：意見を案に反映しないもの 

■既記載：既に案に盛り込まれているもの 

■参 考：案には盛り込めないが、今後の参考とするもの 

■その他：意見として伺ったもの 
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№ 意見の箇所等 意見の要旨 検討内容 

１ 前文 前文の７行目に「～等しくまちづくりの主体とし

て尊重される中で～」とある文章を「～等しくまち

づくりの主体として一人ひとりの人権が尊重される

中で～」に修正して、「人権」を尊重する町を印象付

けていただきたい。 

 

【不採用】 

「市民」には、個人だけでなく企業や団体も含まれ

ているため、「人権」という表現は使っていませんが、

市民の自立や躍動、平和・安心・安全等の表現で人権

を尊重する意思は伝えられるものと考えています。 

 

２  前文の最後に、「この条例を制定します。」とある

が、「この条例を制定する。」とした方が良いのでは

ないか。 

【不採用】 

条文は、一般的な法規の形式として馴染みのある「で

ある体」としていますが、前文は、市民に親しみやす

く、わかりやすい形での表現にするため、「です、ます

体」としています。 

 

３ 第 1 総則 1-1の「目的」のところに、「市民自治に立脚した

まちづくり」とありますが、「立脚」という表現を使

わなくても｢市民自治による｣という平易な表現で十

分意味は伝わると思います。 

 

【採用】 

ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。 

「市民自治に立脚したまちづくりを実現することを

目的とする。」を「市民自治によるまちづくりを実現

することを目的とする。」とします。 

 

４  1-2の「定義」に「協働」とあるが、市民との協

働ということは、いろいろな人がいろいろな場面で

使われてきている。現実にこのようなことが実現す

ればすばらしいと思うが、実際には協働の主体は町

内会ということになるのだろうが、現状を見ると、

【参考】 

この条例が制定されたからといって、すぐに全ての

市民の意識が変わるわけではありませんが、この条例

は、継続的な周知・啓発や協働によるまちづくりを実

践する中で、できるだけ多くの市民が主体的にまちづ
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№ 意見の箇所等 意見の要旨 検討内容 

町内会に入っていない人、入りたくない人もたくさ

んいる中では難しいと思われる。まずは、そのよう

な人たちの意識を変えることもこの条例が絵に書い

た餅で終わらないようにするためには必要ではない

か？ 

くりに参加することもねらいとしています。 

また、町内会等については、6-3「地域コミュニティ

組織」に規定しているとおり、まちづくりにおけるそ

の役割は大変重要なものと位置付けており、住民が、

その意義を認識して、自主的に活動に参加、協力する

よう、今後も周知・啓発を行っていきます。 

 

５  1-2の「ア 住民」の定義で、「石狩市に居住する

個人及び～」とした場合、漠然と大人だけを連想し

がちですが、次代を担う石狩住民である「こども」

も、ともに暮らすまちづくりのパートナーとして、

文章に明記していただきたい。 

６  1-2「定義」に「市民」が規定されており、市民に

は住民とあり、住民の中には子どもも含まれている

と思います。 

 子どもの考えや意見が活かされるまちづくりを進

める観点から、子どもは別に明記すべきです。 

市民＝住民の位置付けでは、市民の責務が子ども

にもあてはまることから、子どもは別に位置づける

べきです。 

７  「子ども」の位置づけについて 

1-2「住民」の定義の中に子どもが含まれているの

は理解できるところですが、自治基本条例中に「子

ども」の位置づけをきちんと明記すべきと考えます。 

【不採用】 

1-2「定義」にあるように「住民」とは、「石狩市に

居住する市民及び石狩市に主たる事務所を置く法人」

としているとおり、年齢にかかわらず市内に住民登録

又は外国人登録がある人は石狩市の住民です。 

また、2-1「市民の権利」の解説に、市民がまちづく

りに参加する場合は、年齢や障がいの有無、個人と団

体の別といった条件によって差別されることはないと

書いているように、子どもは、大人と同様にまちづく

りの主役であると考えています。 

このように、まちづくりの主体である「市民」の中

には、既に「子ども」も含まれていることから、「子

ども」だけを別に位置付けることは不適当と考えます。 
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№ 意見の箇所等 意見の要旨 検討内容 

国が批准している子どもの権利条約には子どもの

参加権と意見表明権が保障されていますが、石狩市

にはまだ子どもの権利を地域で保障するための子ど

もの権利条例がありません。市民ネットいしかりで

は、子どもの権利が保障される条例の制定が必要で

あると考え「子どもの権利条例」を制定した岐阜県

多治見市より講師を招いて学習会を開催し、子ども

の意見がまちづくりに活かされていることを知りま

した。「子ども」を地域社会の構成員として、また大

人社会のパートナーとしてとらえ、子どもが年齢に

応じてまちづくりに参加できるよう、子どもを自治

基本条例中に位置づけることが必要です。 

８  1-3「条例の位置づけ」の(3)、「～条例の見直しの

必要性が生じた場合は、遅滞なくその改正を行うも

のとする。」とあるが、見直しの必要性の判断基準が

あいまいになる可能性があるので、期間を決めて（札

幌市などは５年を超えない期間）市民の意見を聞い

てから、見直しの検討をするというように改めてほ

しい。 

【採用】 

ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。なお、条

例の段階ではこの部分を別項にすることとします。 

「市は、社会情勢の変化等により、この条例の見直

しの必要性が生じた場合は、遅滞なくその改正を行う

ものとする。」を「市は、５年を超えない期間ごとに

この条例が社会情勢の変化等に適合したものかどうか

について検討を行い、その結果に基づいて必要な見直

しを行うものとする。」とします。 

 

９ 第 2 市民  2-2「市民の責務」の(2)、「市民は、まちづくりに

参加するに当たっては、自らの発言又は行動に責任

【不採用】 

市民の責務では、まちづくりへの市民の参加を積極
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№ 意見の箇所等 意見の要旨 検討内容 

を持つものとする。」は、削除を希望します。協働に

努めて参加しようと思う市民は、言動発言には十分

責任を持って臨むので、敢えて明記しなくても心構

えがあっての活動だと思います。むしろ明文化する

ことによって、市民の豊かな発想や意見が出づらく

なる懸念があります。 

 

的に推進するとともに、参加しやすい環境を維持する

ために必要な行動原則について規定しています。さま

ざまな思いを持った市民が、「公」としてのまちづく

り活動に積極的に参加できるようにするためには、一

定のルールが必要だと考えています。 

10 第3 議会及び議

員 

3-1「議会の役割及び責務」の(1)では、「意思決定

機関」とあり、(3)では、「議事機関」と規定されて

いますが、用語の使い分けが、一般の人から見ると

わかりづらいと思います。 

【不採用】 

3-1(1)の「意思決定機関」、(3)の「議事機関」の使

いわけですが、「議事機関」とは、地方自治法上さま

ざまな権限を持つ「議会」の位置づけを示したもので、

憲法上の表記を使用したものです。また、(1)の規定で

は、その中でも大きな役割である「意思決定」機能を

特化して表現したものです。 

 

11  3-2「議員の責務」の(3)で、「議員は自らまちづく

りに対する考えを明らかにすることで議員の職責を

果たす」旨の規定をしていますが、議員の職責は、

まちづくりに対する考えを明らかにするのみでな

く、この条のほかの項に規定している誠実に職務を

行うことも職責といえます。このため、3-2(3)の規

定のみに職責として「政治責任」という用語を置く

ことは適当ではないと思います。 

 

【不採用】 

3-2(3)の「政治責任」の意味は、「自らの考えを明

らかにすること」に特化して政治責任としたものであ

りません。自らの公約や発言に対し、議員として責任

があるとの観点から、議会活動の推進に当っては、そ

の課せられた責任を果たすよう努めなければならない

という趣旨で規定したものです。 
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№ 意見の箇所等 意見の要旨 検討内容 

12  3-2「議員の責務」の(4)で、討議の活性化との規

定がありますが、この規定は、議員の議会における

活動を自ら充実したものとするよう義務付けている

規定であり、3-2(2)で規定する内容もその目的は同

じと思われます。3-2(2)の積極的な調査研究により、

の後ろを「議会における審議及び政策提言の充実」

とすることにより、類似の規定を整理することが可

能だと思います。 

【不採用】 

3-2(2)は、議会の政策機能を高めるため、各議員が積

極的に調査研究を進めることで政策提言を充実させよ

うという趣旨であり、また(4)は、議会は充分な議論を

尽くしたうえで結論を導き出す必要があるという趣旨

で規定したものであり、それぞれが議員の責務として

必要なものであると考え、あえて分けて規定していま

す。  

 

13 第3 議会及び議

員 

3-3「議会事務局機能」で、議会の役割を効果的に

するものとして、その機能を強化するため「議会事

務局の充実」を規定していますが、事務局の充実の

みを規定することについて消極的な印象を受けま

す。議会の役割及び責務には、議会そのものの機能

を充実し強化することも併せて規定することが適当

と思えますし、その手段は、委員会機能の充実、政

務調査制度の充実など諸制度の充実や議会活動に必

要な経費に係る予算措置など、議会事務局の体制の

強化のみに限られないので、あらゆる手段によって

機能の充実・強化が図られるような表現にしたほう

が良いと思います。 

 

【参考】 

3-3の規定は、3-1で明らかにした議会の役割や責務

を果たし、審議の充実を図るためには、議会事務局機

能の充実が必要であるとの観点から規定したもので

す。 

 ご提言の会議機能の充実強化に係る例示つきまして

は、3-1(5)に規定している「不断の議会改革」の取り

組みの中で必要に応じ対応されるべきものと考えてい

ます。 

14  議会が第 3「議会及び議員」で明記した事を推進

するためには附則に、策定年次を入れて推進計画の

【不採用】 

自治基本条例は、まちづくりの基本原則を定めたも
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№ 意見の箇所等 意見の要旨 検討内容 

策定を明記すべきです。 のであり、3-1 (5)に規定しているとおり、「不断の

議会改革」の中で取り組むべきものと考えています。 

 

15  定義のエ「市」には、石狩市の議会及び執行機関

と記載されています。 

条例のまちづくりの基本原則は、第 1の基本原則

を協働としていますが、議会の部分には協働があり

ません。3-1には協働を入れることができると考え

ます。 

【不採用】 

1-4まちづくりの基本原則の(1)で「～市民及び市又

は市民同士の協働により～」とうたわれており、ご指

摘のとおり「市」には議会も含まれることから、あえ

て 3-1には規定していません。 

16 第3 議会及び議

員 

3-1「議会の役割及び責務」の(1)に、「～執行機関

の市政運営を監視し、及びけん制する～」は削除す

べきです。 

 「議会は、石狩市の重要な政策決定などを行いま

す。」で良いのではないでしょうか。少なくともけん

制という言葉の持つ意味からして使用すべきではあ

りません。 

【不採用】 

議員と市長はともに住民の直接選挙で選ばれ、それ

ぞれが与えられた権限を行使し、上下関係がないこと

がいわゆる二元代表制の意義であります。したがって、

両者はそれぞれの意見を出しあいながら、お互いの権

限を尊重し均衡を保ち、行き過ぎがあれば抑制するな

ど、議会は常に執行機関の市政運営を監視、及びけん

制することが必要であることから、このような表現と

しています。 

 

17  3-2「議員の責務」の(1)に追加すべきこととして、

「議会の議員は、この条例の理念や原則を遵守し、

市民の信託に対する自らの責任を誠実に果たさなけ

ればなりません。」を入れる。 

【不採用】  

法令などを遵守することは、議員として当然の責務

であることから、あらためて明記する必要はないもの

と考えます。また、後段については、3-2「議員の責務」

の(1)に規定しています。 
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№ 意見の箇所等 意見の要旨 検討内容 

18  第 3「議会及び議員」のところで、栗山町が議会

基本条例を作成している。その中では、議会の積極

的な情報提供と言うのがあり、議員全員が市民の中

に入って意見交換するといったことが明記している

が、石狩市自治基本条例には具体的なことが何も書

かれていない。明確に書くべきではないか。 

 

 

【既記載】 

 3-1(2)と(4)に、ご意見にある趣旨のことを規定して

います。 

19 第3 議会及び議

員 

第３議会及び議員（関連第６-２協働によるまちづ

くりの推進）に市民のまちづくりへの参加が掲げて

いますが、市民の大多数は審議会・委員会等への参

加は限られており、市民の底辺からのより多くの意

見を議会及び議員を通して執行機関に反映すべきで

ある。そのために、この条例の実施細則や既存の議

会運営要綱などに、議員が市民からの意見を汲みあ

げする機会の設定など、議員自らの活動機会をやり

やすくするための項目を加えるべき。例えば、市内

どこの地域は何議員、この問題は何議員と担当を決

めたり、それぞれの担当別の市民の意見を聞く機会

を設けて（議会事務局が調整）、 

より多くの市民の声を議会・議員の意見考え方を

取り入れながら、市政に反映させるような仕組みは

出来ないものか。 

このことから、市民が直接執行機関の石狩市に提

【不採用】 

議会と市民との協働についての具体的な例示も含め

たご提言でありますが、3-1(5)に規定したとおり、議

会の活性化を図るため、不断の議会改革の推進を掲げ

ており、その中で検討されるものと考えます。 
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№ 意見の箇所等 意見の要旨 検討内容 

言することは従来の通り妨げないですが、全市民が

全議員を選んだことから、市民・議会(議員）・執行

機関三者一体となったつながりがより一層強まり、

この条例の設置目的に立脚した趣旨が活かされる者

と思います。 

 

 

20 第4 執行機関及

び職員 

4-1「市長の責務」の(1)に「この条例の趣旨を体

現しながら、～」という言葉はわかりやすい表現に

直すべきである。例えば「この条例の趣旨を踏まえ

ながら、～」  

21  4-1「市長の責務」の(1)に「～体現しながら～」

を「～体現し、～」にすべき。 

【不採用】 

ここで言う「体現」の主体は、執行機関と公共的団

体であり、それらがそれぞれの固有の役割を果たすの

みならず、さらに踏み込んで、「この条例の趣旨を具

体的な形で示す」ことを意味しているものであり、こ

のことを表現するためには、「体現しながら」と言う

表現が最も適切と考えています。 

なお、句読点の位置について次のとおり修正します。 

「市長は、石狩市の代表者として、住民の信託に応

えるとともに、執行機関及び市内の公共的団体がこの

条例の趣旨を体現しながら、それぞれの役割を果たす

ことができるよう必要な総合調整を適切に行わなけれ

ばならない。」を「市長は、石狩市の代表者として、

住民の信託に応えるとともに、執行機関及び市内の公

共的団体がこの条例の趣旨を体現しながらそれぞれの

役割を果たすことができるよう、必要な総合調整を適

切に行わなければならない。」 
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№ 意見の箇所等 意見の要旨 検討内容 

22  4-1「市長の責務」の(2)に「～その就任～」とあ

るが、「その」は不要。 

【採用】 

 ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。 

「市長は、その就任に当たり、～」を「市長は、就

任に当たり～」とします。 

 

23 第4 執行機関及

び職員 

4-2「執行機関の責務」の(1)に、「公正かつ誠実に、

透明性の向上が図られるよう～」とあるが、この表

現は「公正かつ誠実」と「透明性の向上が図られる」

が同格にも取れるし、「～図られるよう」の修飾とも

取れるし、しばらく悩みました。その後 10Pの解説

を読んだのですが、「公正、誠実で透明性の高い」と

いうように全く同格として市政執行にかかっていま

す。 

 「、」があるから文章として正しいとも思えますが、

「公正に、誠実に、かつ透明性の向上が図られるよ

う」のような言い回しの方が素直に同格として理解

できるのではないでしょうか。 

24  4-2「執行機関の責務」の(1)で「公正かつ誠実に、

透明性の向上が図られるよう市政を執行」とありま

すが、「公正かつ誠実」が「透明性の向上」に対して

求められるように読めます。 

 市政の執行に対しても、「公正かつ誠実」を求める

のであれば、適切な表現にしたほうが良いと思いま

す。 

【採用】 

ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。 

「執行機関は、公正かつ誠実に、透明性の向上が図

られるよう市政を執行しなければならない。」を「執

行機関は、公正に、誠実に、かつ、透明性の向上が図

られるよう市政を執行しなければならない。」としま

す。 
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25  4-2「執行機関の責務」の（1）「透明性の向上が図

られる～」の意味が理解できませんので違う文言か

消すかしたほうが良い。 

【不採用】 

透明性とは、執行機関が持つ情報や政策の内容、意

思決定の過程などが、どの程度市民に公表されている

かを示す言葉として広く使用されていることから、修

正の必要はないものと考えます。 

なお、ご意見を踏まえ、解説の中にこれらのことを

書き加えます。 

 

26 第4 執行機関及

び職員 

4-3「市職員の責務」の(2)に「市職員は、市民と

の協働に積極的に取り組まなければならない」とあ

りますが、1-4「まちづくりの基本原則」の(1)では、

「石狩市のまちづくりは、～協働により進めること

を基本とする。」と規定しているので、ここで再び規

定する必要はないと思います。 

【不採用】 

「まちづくりの基本原則」では、市民、団体、企業、

行政などのさまざまな主体が互いに協働してまちづく

りを進めていくことを規定しているものです。 

 中でも市の機関は、まちづくりの大きな部分を担っ

ているという現実があることから、その具体の業務を

担う職員には、あらゆる場面において、市民や団体、

企業などとの連携や協働の可能性を追求しながら職務

を遂行する責務があることを明確にするために別途規

定を設けているものです。 

27  「協働」という言葉が悪いこととは思わないが、

これまでの「協働」のイメージは、市から市民に求

めることばかりで、市民から市に求めても対応して

くれないイメージがある。この条例では、「職員の責

務」として、「市民の視点にたって公正誠実かつ能率

的に職務の遂行に努める」とあるが、実際には、既

【既記載】 

まちづくりの基本原則 4-3「市職員の責務」の（2）

に「市職員は、市民との協働に積極的に努めなければ

ならない。」と規定しており、また 6-1「協働による

まちづくりの推進」の（2）では、「市は、協働による

まちづくりの機会を積極的に創出するよう努めなけれ
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定の取り扱いや規則などを楯にして、協力しない状

況だけを言われることが多々見受けられる。実際に

職員が市民と協働する場合の明確な規定が必要では

ないか。 

ばならない。」としています。このことは、市（市職

員）が進んで協働に取り組むことを義務付けるもので

あり、市民から市職員に協力を求める根拠にもなるも

のです。 

 

28 第5 行政運営の

原則 

第 5「行政運営の原則」の 5-1(2)にあるとおり、

現行の条例等の関連項目の改正廃止の検討を速やか

に行い、この条例の施行日、平成２０年４月１日か

ら整合性が取れるよう配慮すべき。 

【既記載】  

本条例の制定にともなう現行の条例又は規則等のう

ち、改正が必要となるものは、附則の 2にある「石狩

市職員の服務の宣誓に関する条例」です。その他の条

例等に関しては、現状において不整合となるものはあ

りません。 

 

29  5-3「個人情報保護」は、「個人情報の保護」とし

てください。 

また、下記の文章を加えてください 

 「市民は個人情報の開示・訂正・利用停止などを

請求する権利がある。」 

 「市は個人情報の保護に努めなければならない。」 

【採用】 

ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。 

「市は、個人情報を適正に収集し、及び管理するた

めの措置を講じなければならない。」を「市は、個人

情報の適正な収集及び管理並びに適切な開示、訂正及

び利用停止を行うための措置を講じなければならな

い。」とします。 

 なお、見出しについては、既定の「石狩市個人情報

保護条例」の名称に合わせ、原案どおりとします。 

 

30  5-4「総合計画」の（1）「市長は、地方自治法～」

とあるが、地方自治法ではなく、もっと解りやすい

【不採用】 

総合計画とは、地方自治法第２条第４項に基づく基
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表現はありませんか。 本構想と施策の大綱を定めた計画を合わせたものを言

います。従って、このことを正確に表現するために原

案の表記としているものです。 

 

31 第5 行政運営の

原則 

市民がまちのあり方を選択し、自主的かつ自律的

に参加するために、どのようなまちづくりかが大切

です。5-4に書かれている総合計画に沿ってのまち

づくりを実践することになると思いますので、本自

治条例制定にあたっては、総合計画・基本構想もあ

わせて、あらためて広く市民に提示して理解を進め

てはいかがでしょうか？ 

  

（理由） 

 この自治条例を確固たるものにするにあたって、

第 5・第 6が重要と思います。情報公開・市民参加

の点で、日頃努力され石狩市は、自治体として進ん

でいるともいわれていますが、一方、一般市民に浸

透していない、一部関心のある層からの参加に偏り

があるとの見方もあります. 

この自治条例制定にあたっては、はば広い市民の

理解を得て、この町に住む魅力を感じさせるものに

してほしいと思います。だれのための何のためのま

ちづくりなのか？が、わかるように。 

 

【参考】 

 この条例の制定後には、あらためて条例の内容や関

連する事項について、あらゆる機会を通じて市民に周

知・啓発をしていく予定です。その際にはご意見にあ

るように、関連する「総合計画」や「市民の声を活か

す条例」なども含めた説明を行って参ります。 
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32 第5 行政運営の

原則 

5-5「行政改革」、5-6「行政評価」についての記述

はこれで良いと思いますが、民間の手法も取り入れ

るべきです。 

年間予算を立ててしまったから、一年間継続する

のではなく、実施しても効果が無く失敗と判断する

判断力が必要です。市の財政状況からも待ったなし

の改革、市民の努力と負担を無駄にすることはあっ

てはならないことです。各項目もっと厳しさが必要

です。 

【参考】 

 第 5は、「行政運営の原則」とあるように、執行機

関が行政運営を行う際の原則を規定しています。 

 具体的な基準等については、この条例を踏まえ、個

別条例や規則等で定められることになりますので、そ

れらを制定する際には、いただいたご意見を参考にさ

せていただきます。 

33  5-6「行政評価」の（1）に、「執行機関は、～でき

る限り客観的かつ効率的に～」というあいまいな言

葉は削除すべき。（特になくても関係ない）  

【採用】 

ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。 

「執行機関は、その実施する施策について、できる

限り客観的かつ効率的に評価を行わなければならな

い。」を「執行機関は、その実施する施策について、

客観的かつ効率的な評価を行わなければならない。」

とします。 

 

34  5-8「組織編制」では、他の条項はすべて主体者（だ

れがという実施者）が冒頭に記載されているが、こ

の条項には、だれが行うのか組織の編制者が判らな

いので、次のように改正すべき。 

「市長及び議長は、組織の編制にあたり、市民にわ

かりやすく～編制しなければならない。」 

【不採用】 

組織編成は、市長、議会だけではなく、各執行機関

が持つ権限であるため、本来であれば「市長、執行機

関の長及び議長」と言うことになりますが、編成権を

持つ者を記述しなくても、規定の趣旨が明白であるた

め、あえて記述はしていません。 

 



※網掛け部分は、地域説明会及び市民フォーラムで 

出された意見を示す 

 14 

№ 意見の箇所等 意見の要旨 検討内容 

35 第6 協働による

まちづくりの推

進 

第 6「協働によるまちづくりの推進」について、

附則として早期に、協働の推進の指針を策定するこ

とを明記する。 

【不採用】 

協働の形態や手法についてはさまざまあることか

ら、この条例の中では基本的な事項を規定するに留め、

細部の規定については必要に応じて整備することとし

ています。 

 

 

36  6-4「住民投票」に、「市民、議員、市長は住民投

票の実施を発議することができる」を入れる。 

【既記載】 

 6-4（1）に、「住民の意思を直接確認した上で決定

すべきと判断した事案については、別に条例を定め、

住民投票を実施するものとする。」とあるように、住

民投票を行う場合は、別に条例を制定することになり

ます。条例の提案は、地方自治法で市長、議員のほか、

直接請求により市民にも認められていますので、ご意

見の趣旨は含まれているものと考えます。 

 

 

 

37    6-4「住民投票」の（2）に、「結果を最大限尊重す

る」とあるが、「最大限」という文言が入ることで住

民投票の結果の重要性が弱く感じる。 

【不採用】 

単に「尊重する」と言うよりも「最大限尊重する」

とする方が、より拘束力が強くなることから、こうし

た表現としています。 
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38 附則 附則の 2に「市職員の服務の宣誓」についての規

定がありますが、「市民との協働」や「能力の向上と

自己研鑽」といった個別的なことを宣誓させるより

も、自治基本条例全体の趣旨を踏まえて職務を遂行

することを宣誓させたほうが、条例全体を職員に意

識させるうえで良いと思います。 

【不採用】 

 宣誓は、職員個人が行うことになるため、この条例

の中で個々の職員に義務付けている項目を宣誓させる

ことにしています。従って、ご意見にあるような、「条

例全体の趣旨を踏まえて職務を遂行する」という表現

は、逆に焦点を不明確にすることになるものと考えて

います。 

 

 

39 全体 条例要綱についてはいいと思います。 

ただし、市民は損得、あるいは罰則・罰金などに

は凄く敏感であり、関心を示すが、本条例において

はなかなか理解されないと思う。したがって、特に

「第６協働によるまちづくりの推進」にあっては、

前もって条例の関係部分の説明をした上で進めるの

が良いと考えます。それには、市職員もこの条例を

勉強しておく必要があるし、少なくとも町内会長・

役員の一部でもいいから理解してもらう方法も必要

ではないでしょうか。町内会ならびに各種団体の会

則≪憲法≫ の拡大版だと理解すればいいのではな

いか。「協働のまち石狩」となるよう出来ることから

やりましょう。 

 

 

【参考】 

条例のＰＲについては、条例制定後に市広報やパン

フレットなどを配布し、市民に周知・啓発を図るほか、

今後、協働の実践を積み重ねていく中で条例の浸透を

図っていきます。 
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40  あまり横文字を使われると理解できない。例えば

パブリックコメントとかフォーラムとかと言われる

と高齢者には理解しづらい。 

【参考】 

横文字や専門用語につきましては、テレビや新聞等

で一般的に使用されているものを使うよう心がけてお

りますが、今後、資料やパンフレットを作成する場合

には、日本語訳を添えたり、注釈を書き入れるなど工

夫します。 

41  この条例に書かれているように、一人ひとりが自

主的にまちづくりに参加することや発言に責任を持

つことは当然大切なこと。ぜひ、この条例をＰＲし

てほしい。 

【参考】 

条例のＰＲについては、条例制定後に市広報やパン

フレットで市民に周知する予定です。また今後は、市

民との協働を具体的な形で実践する中で、市民意識を

高めていくように努めます。 

 

42  条例文でしょうが、小学校高学年が読んでも理解

できる文章、漢字、言葉で書いてください。 

 

【参考】 

 条文は、一般的な法規の形式に準じています。なお、

条例制定後に配布するパンフレットでは、ご意見も踏

まえ、出来るだけ広範な市民が理解しやすい表現を工

夫します。 

43 その他 4-3「市職員の責務」の（1）「市職員は、全体の奉

仕者」とあるが、全体とは「市民」を指しているの

か？ 

 

【その他】 

「全体の奉仕者」とは、日本国憲法第 15条第 2項の公

務員の基本的な性格にあるように、一部の利益のため

にではなく、市民を含む全体の奉仕者として公共の利

益のために職務に当たるということを意味していま

す。 

 


