
 

 

（（仮仮称称））石石狩狩市市自自治治基基本本条条例例にに関関すするる  

 

提提 言言 書書  
  

  

  

～石狩市にふさわしい自治基本条例への提言～ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

平成１９年４月 

 

みんなでつくる自治基本条例市民会議 
 

  

  



― 目   次 － 
 

はじめに ...................................................................................................１  
１ 前文について ......................................................................................３  

２ 自治基本条例の位置付けについて .......................................................４  

３ ポイントとなる用語の定義について ....................................................４  
（１）市民の範囲について  
（２）協働の意味について  

４ まちづくりの基本原則について ..........................................................６  
（１）協働によるまちづくり  
（２）まちづくりに関する情報共有  
（３）持続可能性あるまちづくり  

５ まちづくりを進める上での市民の権利と責務について ........................７  
（１）市民の権利  
（２）市民の責務  

６ 議会の責務について ...........................................................................９  

７ 執行機関の責務について .................................................................１０  
（１）市長の役割と責務  
（２）執行機関の責務  
（３）市職員の役割と責務  

８ 市政運営に求められる制度・原則 ...................................................１１  
（１）情報公開制度  
（２）個人情報保護制度  
（３）行政評価制度  
（４）総合計画  
（５）行政組織  
（６）職員育成  
（７）財政運営  
（８）行政改革  
（９）行政手続  

９ 協働によるまちづくりの推進について ............................................１４  
（１）行政活動への市民参加の推進  
 
 
 



（２）地域コミュニティ  
（３）協働によるまちづくりの推進  
（４）住民投票について  

１０ 他の自治体等との関係 .................................................................１７  
（１）市民以外の人々との協働  
（２）他の自治体等との協力  

資  料  

 



1 

はじめに 

２０００年（平成１２年）の地方分権一括法に基づく地方自治法の改正を契機とし

て、各自治体の憲法とも言うべき『自治基本条例』制定の動きが全国各地に見受けら

れるようになりました。最近の報道にもあるように夕張市の財政再建団体の指定など、

各自治体における財政は非常に厳しい状況にあり、これは、石狩市も例外ではありま

せん。従来のように十分な行政サービスなどを行うことはもはや困難な状況にありま

す。しかし少子高齢化、団塊世代の大量退職、地球温暖化、自然災害への対応など地

域にはさまざまな問題が山積しています。そのため、これらの問題を解消し、魅力あ

る地域社会を実現するためには、市民と市が対等のパートナーとして協働でまちづく

りを進めることが欠かせないものとなっています。このようなことから石狩市でも、

市民と市が協働でまちづくりを行うための基本的なルールである自治基本条例の制定

に向けた検討が始まりました。 

私たち「みんなでつくる自治基本条例市民会議」は、条例の検討にあたり、まちづ

くりの主体である市民が重要と考える事項を提言するため、２００６年の７月に設置

されました。市民メンバー・市職員のサポートスタッフ・事務局とで構成し、３班に

分かれてそれぞれのテーマ（①市民の権利や役割②市議会や行政のあり方③市民と行

政との協働）についてワークショップ形式で協議を行いました。最初は、みんながそ

れぞれの思いを述べ合い、和気藹々の中で進めていきましたが、各班が検討した結論

を持ち寄り、全体でのまとめの協議に入ってからは、それまでの雰囲気も一変、熱い

会議に変わっていきました。そのため、結論をまとめ上げるまでに時間を要し、当初

の予定を大幅に越えての検討となりました。しかし、これは、市民会議に参加した以

上、自分たちの手でまとめ上げたいという思いから来るものであり、時には互いの意

見をぶつけ合い、時に相手の意見を尊重し、また譲歩するなどして、それぞれが忙し

い中でも勉強しながらがんばったメンバー一人ひとりの石狩市に対する情熱の現われ

だと思っています。 

また、サポーター役あるいは事務局として私たちを支えてくれた市職員の方々には、
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法令の解説、参考資料や議事録の作成、会議の補佐・段取りなどといったコンサルタ

ントとしての役目を引き受けていただき、たいへん感謝をしています。まさにこのこ

とが自治の姿であり、市民と市役所との協働として、その実践を見た感じがしました。 

このような形で、関わった一人ひとりが苦労して作り上げた提言書ですので、先人

が作り上げた歴史とすばらしい自然を共有し、市民が安全で住みやすく、石狩の特徴

を生かした独自のまちづくりを目指すために、市民自らがまちづくに参加し、行政や

企業、団体などと協働しながら地域コミュニティ活動を進めていくための架け橋にな

ることを望んでいます。 

最高規範となる『（仮称）石狩市自治基本条例』の制定までには、まだ多くの解決す

べき課題があると思いますが、私たち市民の提言の内容を踏まえ、ご検討をしていた

だきますようお願い申し上げます。 

今後、地域に根ざした自治の推進に期待するとともに、その成果が実感できるもの

となるよう、心より願っています。               

最後になりましたが、今回、市民会議という形で検討を進めるにあたり、アドバイ

ザーとしてご指導をいただいた北海学園大学法学部教授の佐藤克廣氏には、心から感

謝を申し上げます。   

 

               みんなでつくる自治基本条例市民会議 

                 代表 加藤 英紀 
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１ 前文について 
 
他自治体の自治基本条例では、前文を置くことが一般的になっています。前文は、

これを設けることによって、自治基本条例全体の枠組みや、条例で定めようとする

事柄のイメージが明らかになるという効果があります。このため、石狩市の自治基

本条例においても、前文を置くことが適当と考えます。 
市民会議としては、自治基本条例を定めることによって目指そうとする「まちの

姿（まちづくりの目標）」や、目指す姿を実現するために必要になる「地域の行動原

則（まちづくりの理念）」などを簡潔に示すとともに、次のような要素を盛り込んだ

前文が望ましいと考えました。 
 
（１）石狩市の特徴をうたいこむこと 
・ 石狩湾、石狩川、夕日、みどりなどの要素を具体的に示しながら、厳しくも

豊かな自然に恵まれたまちであることを表現したい。 
・ 古い歴史や文化に培われたまちであることを表現したい。 
・ 道都札幌市に隣接し、石狩湾新港により発展していることを盛り込みたい。 
・ ３つの地域がそれぞれの特色を持ったまちであることを盛り込みたい。 
 

（２）目指そうとする「まちの姿」は次のような内容としたい 
・ 市民が、平和のうちに、安全に、安心して暮らせるまち 
・ まちづくりの中心に、自律的にいきいきと躍動する市民がいるまち 
・ より良いまちを創り上げ、それを次世代に引き継ぐ 
 

（３）「地域の行動原則」は次のような内容としたい 
・ 自治の主役である市民が、責任を持ち主体的にまちづくりに取り組むこと。 
・ 年齢、性別、障がいの有無等にかかわらず、市民が個人として等しく尊重さ

れること。 
・ 市民（個人、団体、企業も含む）・行政・議会が、まちづくりに関する情報を

共有し、それぞれの役割を果たしつつ補完し合いながら協働すること。 
 

（４）自治基本条例を制定する動機を、次のように盛り込みたい 
・ 地域の自治は、主権者である市民が、まちのあり方を選択し、実践する中か

ら生まれるもの。 
・ 本市は、市民の声を活かす条例をいち早く定め、行政活動への市民参加の実

践を積み重ねてきた。 
・ これをさらに広げ、協働のまちづくりを確固としたものとするため、この条

例を定める。 
 



4 

２ 自治基本条例の位置付けについて 
 

この条例は、自治の主体としての市民の権利と責務のほか、まちづくりに関する

基本的なルールを規定するものです。そのため、他の条例・規則を始めとする市の

すべての施策はこの条例と整合を図ることが必要と考えます。 

このことから、自治基本条例を他の条例等を規律する最高位の条例（最高規範）

として位置付ける必要があります。 

また、自治基本条例をこのように位置付けるなら、市民意識や社会情勢の変化な

どに対応して、必要に応じて見直しをすることも明らかにしておくべきと考えます。 

なお、後述するとおり、執行機関には、この条例の趣旨に則った行政運営、行政

活動を行う責務があることから、市長と市職員はそのことをしっかりと認識するよ

う、公的な場において宣言などをすることも必要と考えます。 

 
 

３ ポイントとなる用語の定義について 
 

（１）市民の範囲について 

市民とは、次に掲げるものをいう。 

ア）石狩市に居住する個人 

イ）石狩市に通勤・通学する個人 

ウ）石狩市内で事業を営み、または活動する法人または団体 

 
【考え方】 

自治基本条例は、石狩市の自治（まちづくり）の基本原則を定める条例ですから、

自治の主体となる「市民」をどの範囲と捉えるかということは大きな意味を持ちま

す。現在のまちづくりは、市内に住む人はもちろん、さらに広い範囲の主体の参加

が必要になっていることから、市民会議では、条例でいう「市民」の範囲は、地方

自治法でいう「住民」よりも広く設定することが適当と考えました。 

ア）については、石狩市に住民登録のある人と、外国人登録をしている人を指す

ものです。これらの人は、地方自治法でいう「住民」の範囲に含まれることから、

当然にして「市民」に含まれると考えます。 
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イ）、ウ）については、現実に石狩市のまちづくりにプラスマイナス両面の影響を

及ぼしていることに着目し、やはり「市民」に含むべきと考えました。なお、ウ）

のうち、市内に本拠地を持つ法人は「住民」に含まれます。 

なお、権利や責務などの主体を考える際には、一律に「市民」でくくることが不

適当な場合もあると考えられるので、この提言の中では、ア）からウ）までの全て

を指す場合は「市民」、ア）のみを指す場合には「石狩市民」と表記します。 
 

（２）協働の意味について 

協働とは、まちづくりに関わる主体が、より良いまちをつくるため、それぞれ

の役割を果たしながら、相互に補完し、協力することをいう。 

 
【考え方】 

前文でも明らかにしたように、これからのまちづくりは行政だけが担うものでは

なく、市民を始めとして石狩市を構成するさまざまな主体が協働して進めていくこ

とが必要となります。このため、自治基本条例では「協働」が非常に重要な概念に

なると思われますが、「協働」の意味を明らかにするためには、誰が、何のために、

何をする、の３要素を考える必要があると思われます。 

誰が＝まちづくりに関わる主体が 

協働を担うプレーヤーは、狭く考える必要はありません。（１）にいう市民や市は

もちろん、市内に資産を持つ者、石狩市出身者、近隣自治体住民、姉妹都市住民、

石狩市が好きな人、北海道、国など、石狩市のまちづくりに共感を持ち、石狩市の

まちづくりに積極的に関わる主体は誰でも協働の担い手になることができると考え

ました。 

何のために＝より良いまちをつくるために 

協働はさまざまな場面で使われる言葉ですが、自治基本条例の中で使う協働の目

的は、個人など一つの主体だけでは解決できない、公共的な課題を解決することと

考えることが適当です。こうした課題は多種多様ですが、それを解決することは、

最終的に「より良いまちをつくる」ということに行き着くと考えました。 

何をする＝各主体がそれぞれの役割を果たしながら相互に補完・協力する 

協働は「人任せ」では成り立ちません。例えば個人で担えることは個人がきちん

と実行する、というように、それぞれの主体が自分に求められる役割と責任を認識

し、それを果たすことがまず必要です。その上で、個人、コミュニティ、行政が役

割を分担し合う、というように各主体が補完・協力して公共的な課題を解決してい

くことが協働の要素になると考えました。 
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４ まちづくりの基本原則について 
 
まちづくりは、「どのような」まちを「どのように」作っていくかが問われます。

このうち「どのような」まちを目指すかということは、例えば福祉を重視する、自

然と共生するなど、そのときどきの市民ニーズにより変わることもあるでしょうが、

「どのように」作るかということについては、地方自治の本旨である住民自治の考

え方も踏まえた普遍的なあり方を考えることができると思います。自治基本条例に

は、このまちを「どのように」作るかということを、まちづくりの基本原則として

盛り込む必要があると考えました。 
 

（１）協働によるまちづくり 

石狩市のまちづくりは、市民が主役との共通認識のもと、市民と市、市民と

市民の協働により進めることを原則とする。 

（２）まちづくりに関する情報共有 

石狩市のまちづくりは、市民と市が、まちづくりに関する情報を共有しなが

ら進めることを原則とする。 

（３）持続可能性あるまちづくり 

石狩市のまちづくりは、現在の市民が未来の市民への責任を負うとの自覚の

もとに、持続可能性を確保しながら進めることを原則とする。 

 
【考え方】 

（１）は「協働によるまちづくり」の原則です。今後は、地方分権の一層の進展

により、行財政面での国のかかわりがさらに縮減されるとともに、石狩市にも人口

減少や少子高齢化の波が押し寄せ、市財政の基礎的条件は厳しくなる傾向にありま

す。しかし、公共的活動に対する市民ニーズの多様化や新たな公共的課題の発生は

これからも続くでしょう。地域社会の様相が大きく変わろうとしている今、公共的

な活動のすべてを地域社会に代わって行政が担うことが望ましいという考え方は限

界に来ていると思われます。こうしたことから、地域全体が自分たちのことは自分

たちで決めるという気概を持ちながら、石狩市で暮らし、活動するあらゆる主体（市

民）と市の「協働」を基本としてまちを作っていくことが必要になると考えました。 

（２）は、「まちづくりに関する情報共有」の原則です。複数の主体が協働するた

めには、その取り組みの目的・目標や取り組みが求められている背景、取り組みを
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展開するプロセスなど、必要な情報が各主体間で共有される必要があります。また、

協働の取り組みを地域に広げていくためには、協働している主体間だけでなく、そ

うした情報を広く地域で共有し、協働の取り組みそのものの透明性を高めて共感の

輪を広めていくことも必要です。こうした観点から、この原則が必要だと考えまし

た。 

（３）は、「持続可能性あるまちづくり」の原則です。今の石狩市は、過去にこの

まちで活動した多くの方々の営みの上に成り立っているとも言えます。そのような

石狩市を、より良いまちにして次代の市民に引き継いでいくことは、今の市民が過

去の市民から引き継いだ役割であり、市民が等しく自覚すべき大切なことではない

でしょうか。こうした考え方に立ち、自然や環境はもちろん、地域社会や財政のあ

り方に至るまで、今の市民のあらゆる活動は次代の市民に大きな影響を与えること

を十分認識しながら、その場限りでなく、将来にわたって持続性あるまちづくりを

進めることを原則にすることが適当と考えました。 
 

 

５ まちづくりを進めるうえでの市民の権利と責務について 
 
前章の基本原則で示したとおり、これからのまちづくりは、市民、事業者、市の

機関など、石狩市に関わるさまざまな主体が協働の基本のもとに補完協力して進め

なければなりませんが、その場合、これらの主体間の関係についての基本的なルー

ルを定めておくことが必要です。市民会議では、このルールを、大きく権利（他の

主体に対して主張したり、自由に行使したりできる資格・地位）と責務（権利を行

使するに当たり果たすことが期待される責任・役割）とに分け、次のように考えま

した。 
 

（１）市民の権利 

ア）まちづくり参加権 

市民は、平等かつ主体的にまちづくりに参加することができる。 

イ）情報を知る権利 

市民は、市政に関する情報を知ること、市政に関する説明を求めることができ

る。 

 

ウ）自己情報保護請求権 

市民は、市が保有する自己に関する情報の適切な保護を求めることができる。 

エ）安全安心生活権 
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市民は、市内において安全・安心に生活することができる。 

 
【考え方】 

第１の権利（まちづくり参加権）は、市民がまちづくりの主体であることから導

かれるものです。市民は、まちづくりの主体として、他からの干渉や強制によるこ

となく、自らの意思でまちづくりのためにさまざまな活動をしたり、石狩市民の負

託により市の機関が行うまちづくりの活動に対して意見表明や提案をするなどの形

で参加できます。この場合にどのような形で参加をするかということは、市民それ

ぞれの特性（個人・法人の別や年齢・障がいの有無等）に応じてさまざまなパター

ンがあり得ますが、まちづくりの主体としての市民はみな平等であり、特性により

差別されることはないという基本原則もしっかりと押さえたいと思いました。 

第２・第３の権利は、まちづくりへの参加に欠かせない情報に関するものですが、

権利を主張する相手方は主に市の機関になることが想定されます。 

第２の権利（情報を知る権利）は、市政に関する情報を知り、説明を求めること

です。石狩市では、既に市が保有する公文書の開示を求めたり、市が重要または市

民の関心が高い事項を決める場合の情報公表などを通して、市民が各種の市政情報

を知ることができるようになっていますが、第２の権利はこれらの制度の裏づけと

なるものです。これに説明を求める権利を加え、分かりやすい形で市政情報の提供

を求める権利もあることを明らかにしています。 

第３の権利（自己情報保護請求権）は、個人にとっての個人情報、法人等にとっ

ての事業活動情報の保護を求める規定です。市の機関は、行政執行のため、法令な

どで多くの個人情報や事業活動情報を保有することができることとなっているため、

それらの情報の本来の所有者は、その適切な保護を求める権利を当然持つものと考

えます。この権利は、個人情報保護制度などの裏づけとなるものです。 

第４の権利（安全安心生活権）は、個人が暮らすうえでもっとも大切な安全・安

心に生活する権利です。防犯、交通安全、環境などが守られることは、健全なまち

をつくるための基礎的な条件であると考えました。この権利は、行政に対してだけ

でなく、例えば個人間でも主張できるものです。 
 

（２）市民の責務 

ア）まちづくり主体としての責務 

市民は、まちづくりの主体としての役割を自覚し、互いを尊重しつつ、自ら行

うべきことを行うよう努めるものとする。 

イ）まちづくり参加の際の責務 

市民は、まちづくりに参加するにあたっては、自らの発言や行動に責任を持つ
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ものとする。 

 
【考え方】 

個々の市民がまちづくりにどのように関わるかということは、他者が決めること

ではありません。極端に言えば、まちづくりにはまったく関わらないという判断を

することも尊重されなくてはなりません。しかし、そのようなことばかりでは、よ

り良いまちづくりの実現も遠のくばかりです。やはり、すべての市民がまちづくり

に参加できる環境をつくり出す必要がありますし、まちづくりに何らかの形で関わ

ることは、一種のモラルとして市民に期待される役割と考えられます。このため、

ア）は、各自が、まちづくりの主体としての自覚を持ち、その自覚に突き動かされ

て自主的にまちづくりに関する役割を果たすとともに、他者の判断や行動を尊重す

るよう努めることとしました。 

イ）の責務は、自主的な判断に基づいてまちづくりに参加した場合に生じるもの

で、参加した以上は、自分の発言や行動に責任を持つべきということです。無責任

な言動は、他の参加者のまちづくりへの努力や意欲を損なうこと（他者のまちづく

り参加権の侵害）にもつながりかねないので、こうした規定も必要です。まちづく

りへの参加権を行使する際に付随する責任と捉えても良いと考えます。 
 
 

６ 議会の責務について 

 
議会は、有権者による直接選挙で選ばれた議員で構成される市の最高意思決定機

関であるとともに、執行機関の行政運営を監視し、牽制する機能を持っています。 
地方分権の流れの中で、「地域のことは地域で考え、決める」という自主自立の自

治体運営が求められる中、議会の果たすべき役割はますます重要であると言えます。 
このようなことから、自治基本条例には、議会についても、市民や市の執行機関

と同様にその役割と責務を明らかにしておくことが必要と考えます。 
ただし、議会は、自ら条例を提案し、議決する権限を持っていることから、この

条例での議会の役割、責務をどのように位置付けるかについては、議会の中で十分

な検討がされることを期待し、ここでは市民会議として議会に望むことを記載する

こととします。 
 
 

◎ 議会機能の向上 

議会には、議会機能をより一層向上させるため、利害調整機能、政策形成機能、監視
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機能の充実に向けた取り組みに期待します。 

◎ 議会の情報提供 

議会は、有権者の信託に基づいて活動をすることから、議会の決定過程の情報を有

権者にわかりやすく、かつ、多様な手法を用いて、できるだけ多くの有権者にその情報

を提供することが望まれます。 

◎ 政策提案と市民との情報共有 

議会は、議会主導による政策提案に積極的に取り組むことが望まれます。また、政策

を検討する際は市民と対話する機会を設けるなど、市民との情報共有にも努めるよう

期待します。 

  

 

７ 執行機関の責務について 

（１）市長の役割と責務 

市長は、市の統括代表者として、執行機関及び市内の公共的団体が一体として

この条例の趣旨を体現しながらその役割を果たすことができるよう、財政、機

構、その他の面で必要な総合調整を適切に行うよう努めなければならない。 

（２）執行機関の責務 

ア）市の執行機関は、市民の信頼を得られるよう、公正・誠実な市政の執行に努め

なければならない。 

イ）市の執行機関は、市民の意見を積極的に把握し、市政に適切に反映させるよう

努めなければならない。 

ウ）市の執行機関は、市政に関する情報を市民にわかりやすく提供しなければなら

ない。 

（３）市職員の役割と責務 

 ア）市職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、業務の遂行にあたっては、公正・

誠実でなければならない。 

イ）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。 

ウ）市職員は、業務の遂行に必要な知識及び技能の習得に努めるとともに、常に自

己の研鑽に努めなければならない。 

 

【考え方】 
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議会と同様に、執行機関が果たすべき役割も重要です。多様化する市民ニーズや

公共的課題に対応していくためには、より計画的で効率的な市政運営が求められま

す。このことから、市民の負託に基づき、具体的な行政活動を担っている執行機関

についても、その責務を明らかにすることとしました。 

（１）は、市長は、いわゆる市長部局と言われる執行機関の長であるばかりでな

く、地方自治法で「自治体を統括し、代表する」「執行機関相互の活動を調整する」

「市内の公共的団体の指揮監督をする」など、特別な地位や権限を持っています。 

市長の役割は、この権限を適正に行使することですが、その際には、各執行機関・

公共的団体の活動が一体となって自治基本条例に立脚したまちづくりが進むように

なることと、各機関等が本来の役割を十分果たすことなどに配慮すべきと考えます。 

（２）では、協働のパートナーとして市民に信頼される市役所であるための基本

事項を明記しています。執行機関である行政には、公正で誠実な対応が求められる

ことから、情報の公開はもちろんですが、市民にわかりやすく市政の情報を提供す

ることも必要となります。また、市民が考えていることや活動している内容などを

積極的に把握するよう努めることも大切です。 

（３）は、全体の奉仕者である職員は、市民にとって直接関わる機会が多い身近

な存在ですから、一つ一つの活動や姿勢が注目されています。どの市民に対しても

公正で誠実に対応することはもちろんですが、職員自らも知識・能力の研鑚に努め

ることが必要です。なお、市民会議では職員の宣誓についても議論となりました。

しかし、職員に関しては、すでに「石狩市職員の服務の宣誓に関する条例」によっ

て宣誓することが義務付けられていることから、宣誓文の中に、この条例の理念と

基本原則に則って職務を遂行する趣旨を加えてはどうかということになりました。 

 

 

８ 市政運営に求められる制度・原則 

自治基本条例で明らかにするまちづくりの基本原則や市民の権利、市政運営に一

般的に求められるあり方などを具体化するために必要な事項は、市の制度として確

立すべきと思われます。こうした観点から、市政運営に求められる制度、原則を検

討しました。 

（１）情報公開制度 

市は、市政に関する情報を市民の請求に応じ、または自ら積極的に市民に提供

するための措置を講じなければならない。  

（２）個人情報保護制度 

市は、市政執行のために必要な個人情報について、適正な収集及び管理をする

ための措置を講じなければならない。 
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（３）行政評価制度  

執行機関は、その実施する事業等について、適切に市民参加を求めつつ、でき

る限り客観的・効率的に評価を行うための措置を講じるとともに、評価結果を

踏まえて市政を運営しなければならない。 

（４）総合計画 

ア）市は、地方自治法に基づく基本構想を実現するための施策の大綱を定めた計画

を策定し、基本構想及びその計画（総合計画）に基づいて施策を展開するもの

とする。 

イ）総合計画は、この条例の理念にのっとるとともに、市民の考え方や社会経済情

勢の変化に応じて、適切に見直されなければならない。 

（５）行政組織 

執行機関の組織は、簡素で、効率的・機能的に施策を展開できるように編成さ

れるとともに、組織内での連携や情報交換を行い、総合的に活動の効果を上げ

るように努めなければならない。 

（６）職員育成 

市長は、市職員が専門的な知識・技能と高い倫理観を有し、市政の課題に的確

に対応できる能力を備えるよう、その育成のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

（７）財政運営 

市長は、総合計画に即して、健全な財政を確保するための計画を定め、財源及

び財産の効果的・効率的な活用を図るとともに、財政状況を市民にわかりやす

く公表しなければならない。 

（８）行政改革 

市長は、最少の経費で最大の市民福祉を図るために取組む行政改革の目標とそ

れを実現するための施策の大綱を定めた計画を策定しなければならない。 

（９）行政手続 

執行機関は、行政運営における公平性の確保と透明性の向上を図り、市民及び

利害関係者の権利利益を保護するため、処分、届出、行政指導等に関して、共

通する事項を定めなければならない。 

 

【考え方】 
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（１）の情報公開制度は、市民が市政に関する情報を知る権利を実現するために

は、その情報を持っている市が、請求に応じて、あるいは請求がなくても自ら、市

民に情報を提供するものです。情報の公開に関しては、既に情報公開条例を始めと

するさまざまな制度が整備されていますが、「協働のまちづくり」を実現するために

は情報共有が非常に大切になることから、情報の公開・提供に関する制度は、必要

に応じてさらに充実させることが望まれます。 

（２）の個人情報保護制度は、自己情報保護請求権のうち、個人情報を守るため

に必要な制度です。市政の円滑な執行のために、市は多くの個人情報を持つことが

認められていますが、その前提として市が個人情報の収集や管理（内容の正確性を

保つ、正当な理由なく目的外に使用しない、第三者に知らせないなど）を適正に行

うことが必要です。これらは個人情報保護条例で確立されていますが、プライバシ

ー保護に関する市民ニーズの高まりと、協働を進めるために必要な情報共有の間で、

適切にバランスを取りながら運用することが求められていると考えます。 

（３）の行政評価制度は、市の有限な予算・人員を効果的に活用してまちづくり

の成果を挙げるために必要な制度です。行政評価はできるだけ客観性が高いものと

することはもちろんですが、同時に評価自体にも効率や効果が求められます。例え

ば市民による評価は、広範にわたる事業を評価する困難性やそれによるコスト増嵩

も危惧されますが、行政の内部評価に比べて客観性は高くなるので、評価対象や手

法などに応じて適切な形態での市民参加を行うなど、バランスを考えた制度運用が

求められると考えます。また、行政運営は、評価結果を踏まえ、事業の継続・リニ

ューアル・中止などの理由を説明しながら進める必要があると考えます。 

（４）の総合計画は、地方自治法に基づき議会の議決を経て定められる基本構想

のほか、これを具現化するための各種施策の方向性や財政見通しなどを示す戦略計

画で構成されていますが、戦略計画は、まちづくりの基本となるにもかかわらず、

これまで便宜的に作成されてきたため、総合計画と自治基本条例との関係等も含め

て、この条例に盛り込む必要があると考えました。 

（５）行政組織は常に効率性と機能性を基本に編成されなければなりません。ま

た、市民からはよく「縦割り」ということを言われますが、組織内の連携を密接に

行い、情報交換などをすることで、市役所全体が有機的に活動し、総合的に効果を

上げられるよう配慮することも大切と考えます。 

（６）行政活動を効率的に進めていくためには、職員全体の能力の向上が重要と

なります。一人ひとりの職員が自己研鑽に努める責務を持つことは、７―（３）―

ウ）でも示していますが、市長も研修等の機会を設けるなどして職員の育成に努め

なければならないと考えます。 

（７）財政の健全性を確保するためには、計画的な財政運営が基本です。このた

め、その基本となる財政計画を策定することが必要と考えました。また、財政運営

の基本的な心構えとして市が所有する財産の有効活用も必要です。 
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（８）市民に対し、少ない経費で大きなサービスを提供することは、行政にとっ

ての重要な課題です。そのため、行政は常に自らの業務や活動を見直し、改善に向

けた取り組みが必要です。 

（９）市が条例等に基づいて行う許認可や届出、行政指導等の処分までの経緯を

透明にすることで、市民及び利害関係者の権利や利益を保護することが求められま

す。 
 
 

９ 協働によるまちづくりの推進について 
 
石狩市の自治基本条例は、協働によるまちづくりを自治の基本としています。こ

のため、このことを担保するような制度やルールが必要と考えました。 

（１）行政活動への市民参加の推進 

ア）市民参加の機会の確保 

執行機関は、制度や事業等の立案、実施、評価の各過程において、適切な市民

参加の機会が確保されるよう、必要な措置を講じなければならない。 

イ）市民意見の聴取 

執行機関は、市政の重要事項または市民の関心の高い事項については、検討の

過程で市民の意見を聴く機会を設け、提出された意見を真摯に検討するための

措置を講じなければならない。 

ウ）審議会等の運営 

執行機関は、審議会等に市民の多様な意見を反映するため、委員の公募、男女

比率への配慮、委員の固定化の防止など必要な措置を講じなければならない。 

 
【考え方】 

市民の負託を受けた市長をはじめとする市の執行機関は、まちづくりのための情

報、財源、人的資源を持ち、まちづくりの大きな部分を担っています。このため、

協働のまちづくりを進めるためには、まず市の執行機関が行うまちづくりの活動に

市民が参加することがスタートになります。 

制度等の立案過程への市民参加や審議会への多様な市民意見の反映の措置は既に

「市民の声を活かす条例」により制度化されていますが、協働のまちづくりを進め

るためには、事業の実施や評価などの場面でも適切な市民参加の機会を確保する必

要があると考えました。 
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（２）地域コミュニティ 

ア）地域コミュニティとは、市内の一定の地域を活動範囲として、その地域の関心

や課題などを共に解決するために活動する組織をいう。 

イ）石狩市民は、協働によるまちづくりを進めるうえで地域コミュニティが果たす

役割を認識し、その活動に自主的に参加・協力するよう努めるものとする。 

 

【考え方】 

ボランティア団体、特定非営利活動団体などと同様に、協働のまちづくりを進め

るうえで、町内会や自治会（町内会等）、ＰＴＡ、子ども会、高齢者クラブなどの地

域コミュニティ組織は大きな役割を果たすことになります。なかでも町内会等は、

地域に大きな影響力を持ちながら公共的な活動を行っている組織であり、今後、地

域単位での協働を進める場合の基礎的な単位として、これまで以上にその役割が重

要となるものと思われます。その一方で、ほとんどの地域コミュニティは法人格を

持たず、まちづくりの中での位置付けも不明確なままとなっています。このため、

今回、自治基本条例を制定するにあたり、これら地域コミュニティの位置付けや意

義を明確にしておくことが必要と考えました。 

ア）は、地域コミュニティの定義です。一定の地域を対象に活動する組織は、活

動の主目的や手法などに違いはあるものの、その地域を良くするための活動を行っ

ているという点では共通しています。地域で活動するこのような組織の果たす役割

は、今後ますます重要となることから、地域コミュニティとして位置付けることと

しました。 

イ）は、石狩市民と地域コミュニティとの関係について定めたものです。今後、

地域コミュニティの重要性が増すと予想されるにもかかわらず、近年では、加入率

の低下や活動の担い手不足に悩む組織が増えているとも言われています。組織への

参加は任意であり、強制することはできませんが、地域コミュニティがまちづくり

に果たす役割の重要性を理解すれば、今は加入していない人も自主的に加入し、そ

れぞれの組織の活動に参加、協力する気持ちも起こるのではないでしょうか。この

ような考えから、地域コミュニティの役割を認識することと、これらの組織の活動

に自主的に参加、協力するように努めることを石狩市民の責務としました。 

 

 
 
（３）協働によるまちづくりの推進 
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ア）協働によるまちづくりは、各主体が、自主・対等の立場で、互いの特性を尊重

しつつ、それぞれの役割を果たすことにより進めるものとする。 

イ）市民は、ア）の原則を認識したうえで、協働によるまちづくりに参加するよう

努めるものとする。 

ウ）市は、ア）の原則を体現することに留意しつつ、協働によるまちづくりの機会

を積極的に創出するものとする。 

エ）市は、地域コミュニティ、ボランティア団体、特定非営利活動団体など、より

良いまちづくりを目的として主体的に活動する市民の団体の自主性を尊重する

とともに、それらの団体に対して、協働によるまちづくりを進めるうえで必要

な支援を行うものとする。 

 

【考え方】 

このパートは、協働によるまちづくりを進めていくうえで、市民と市がともに認

識しなければならない事項と、それぞれの基本的な役割を明らかにしています。 

ア）は、協働によるまちづくりを進めるうえでの原則です。協働を進めるために

は、相互の理解と信頼が必要です。そのためには、協働にかかわる主体は、それぞ

れ自主的かつ対等の立場で参加する（誰かに強制されたり、押し付け・下請け関係

にならない）ことが大切です。また、相手が別の主体である以上、それぞれの特性

や事情について尊重されなければならないことや相互依存に陥らないようそれぞれ

の役割はしっかり果たすことが必要と考えました。 

イ）は、市民の責務として、協働のまちづくりを進めるうえでの原則を認識し、

義務としてではなく、自主的にその活動に参加するよう努めることとしました。 

ウ）は、市には、協働によるまちづくりの機会を積極的に作る責務があることを

明確にしたものです。市は、大きな権限・財源・マンパワーを持ち、まちづくりの

活動の大きな部分を担っているため、協働によるまちづくりは、市の機関がテーマ

に応じてさまざまな市民とともに進める場面が多くなります。この際に、行政側が、

「仕方なく」協働するか、必要性を認識して「進んで」協働するか、によって協働

の成果に大きな違いが現れると思われるため、こうした規定が必要と考えました。 

エ）は、協働によるまちづくりを進める以上、協働を担う市民団体に対して支援

をすることは、当然必要な行政施策になると考えたものです。支援をする場合でも、

協働の原則を踏まえると、団体の自主性を損なうような方法は当然避けなければな

りません。また、支援の内容としては、金銭的なものだけでなく、情報提供や情報

発信、人材育成、マンパワーや場の提供など、さまざまな態様が考えられます。 
 

（４）住民投票について 
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ア）市は、まちづくりに極めて重大な影響を及ぼす事案など、石狩市民の意思を直

接確認したうえで決定すべき事項については、別に条例を定め、住民投票を実

施するものとする。 

イ）市長及び議員は、住民投票の結果を最大限尊重しなければならない。 

ウ）住民投票の投票資格その他住民投票の実施について必要な事項は、その都度別

に条例で定める。 

 

【考え方】 

市長と市議会議員は、まちづくりの主体である石狩市民から一定のルールによっ

て選ばれた代表者としての立場で、市の意思を決定する権限を持っています。しか

し、これらの代表者は石狩市民から白紙委任を受けているわけではないことから、

より良い決定のためにはより多様な情報も必要と考えます。このため、この提言の

中では代表者が決定権を行使する際は、できるだけ市民の意見を聴くことが望まし

いとの観点から必要な事項を盛り込んでいます。 

しかし、中には石狩市の将来を大きく左右するような極めて重要な決定や、代表

者だけでは判断が難しいような決定が必要になることも考えられます。このような

場合には、まちづくりの主体である石狩市民の意思を直接確認した上で、代表者が

判断する仕組みも必要です。既に石狩市では、合併を判断するにあたり、直接請求

を受けて住民投票を実施しましたが、これからも真に必要な場合は、住民投票を行

うべきと考えます。法制度上は、自治基本条例で特に定めなくても住民投票を行う

ことはできますが、通常の意思決定プロセスを大きく変える住民投票の重要性を考

えると、自治基本条例の中で確認的に定めておくべきと考えます。 

ただし、住民投票の対象事案をあらかじめ詳しく定めることは難しいほか、投票

できる市民の範囲や開票の条件などについては、事案の内容に応じて適切に定める

ことが現実的だと思われます。このため、自治基本条例では、住民投票に関する基

本的な事項のみを定めることが適当と考えました。 
 
 

１０ 他の自治体等との関係 

（１）市民以外の人々との協働 

市民と市は、石狩市のまちづくりをより効果的に進めるために、必要に応じて市民

以外の個人・法人・団体などとの協働・連携関係を作り上げるよう配慮する。 

（２）他の自治体等との協力 
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市は、他の市町村・北海道・国と良好な対等・協力の関係を結び、共通する課題の

解決に努めるものとする。 

 
【考え方】 

（１）は、市民以外の主体との協働についての考え方を示すものです。協働の担

い手としては、４（まちづくりの基本原則について）に記載したように、市民（個

人・事業者・団体）と市が中心的な役割を果たすことは言うまでもありません。し

かし、人や情報などの流れが極めて活発になっている現在は、市民と市だけでまち

づくりを完結させるよりも、必要があれば市外のさまざまな主体にも協力を求め、

手を携えながらまちづくりを進めていくほうが、より良い成果につながっていく可

能性が高いと思われるので、こうした考え方を明確に示す必要があると考えました。 

（２）は、本市以外の行政機構と市との関係についての考え方を示すものです。

現代は、環境問題に代表されるように、まちづくりに関する課題が広域化し、石狩

市単独では対応が難しい課題も数多く発生しています。また、コスト削減とサービ

ス向上の両立を図るため、自治体連携なども活発に行われるようになっています。

一方で、2000年に施行された地方分権一括法をめぐる議論の中で、自治体と国とは
対等協力関係にあることが明らかにされましたが、この関係は自治体同士にも当然

当てはまるものと考えます。これらの現実を踏まえれば、市は、他の行政機構と対

等の立場に立ったうえで、相手側の動向を把握しながら連携するなどして、単独で

は解決できない課題、共同で当たることにより効果が見込める課題などの解決に努

める姿勢であることを明らかにすることが必要と考えました。 
 
 
 
 



  

  

  

資資    料料  

 

○ 石狩市自治基本条例策定組織設置要綱 

○ 市民会議の体制 

（みんなでつくる自治基本条例市民会議 検討体制） 

○ 市民会議の検討経過  



石狩市要綱第５０号 

 

石狩市自治基本条例策定組織設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、（仮称）石狩市自治基本条例（以下「条例」という。）の案の策定に当たる

組織に関して必要な事項を定めるものとする。  

 

（市民会議）  

第２条 条例案の骨子を策定する組織として、みんなでつくる自治基本条例市民会議（以下「市民

会議」という。）を設置する。 

２ 市民会議は、市長の依頼に応じ条例案の骨子を策定するほか、市が行う条例のＰＲ等に協力す

るものとする。 

３ 市民会議は、市内に在住し、又は通勤通学する満１８歳以上の者を対象として市長が行う公募

に応じた市民すべてで構成する。 

４ 市長は、市民会議の会員に対して会員証を発行する。 

５ 市民会議に代表その他必要な役員を置く。 

６ 市民会議は、条例案の骨子を市長に提出した後も、市が作成する条例案に対して、必要に応じ

意見を述べることができる。 

 

第３条  市民会議の事務を処理する組織として、運営会議を設置する。 

２ 運営会議は、市民会議の会員若干人及びサポートスタッフで構成する。 

３ サポートスタッフは、市長が指名し、又は公募により選考された市職員がその任に当たる。 

 

第４条  前２条に定めるもののほか、市民会議及び運営会議の役割、運営方法その他必要な事項は、

市民会議及び運営会議において定める。  

 

（自治基本条例検討アドバイザー） 

第５条 市長は、学識経験者を自治基本条例検討アドバイザー（以下「アドバイザー」という。）

として委嘱する。 

２ アドバイザーは、市民会議及び運営会議に対して専門的見地からの助言を行うものとする。 

３ アドバイザーの任期は、１年以内とする。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則  

この要綱は、平成１８年７月１０日から施行し、条例が公布された日限り、その効力を失う。  

 



 

◇ 市民会議の体制 ◇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

みんなでつくる自治基本条例市民会議 

代 表：加藤英紀 
副代表：田中裕紀子、松尾拓也、三島照子 

全体会議 

検討テーマ：            参加者： 

・私たちはこんなまちをつくりたい     延べ２２７名 

・グループ別テーマ 

・まとめの検討 ほか 

Ａグループ 

検討テーマ 

「市民の権利と役

割」 

ﾃｰﾌﾞﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ： 

三島照子 

参加者：５名 

 

Ｂグループ 

検討テーマ 

「市議会と行政のあり方」 

ﾃｰﾌﾞﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ： 

松尾拓也 

参加者：６名 

Ｃグループ 

検討テーマ 

「市民と行政との協

働」 

ﾃｰﾌﾞﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ： 

田中裕紀子 

参加者：７名 

 
運営会議 

役割： 

市民会議の効率的な運

営と議題の提起、論点整

理を行う。 
 
議長： 

加藤英紀 
 
メンバー： 

石丸千登勢、田中裕紀子 
羽田美智代、松尾拓也 
三上正一、三島照子 
 
サポートスタッフ： 

安達結立子、石澤 強 
新岡研一郎 

◆アドバイザー◆ 

北海学園大学法学部政治学科 

教授 佐藤 克廣氏 

◆事務局◆ 

石狩市企画財政部 

協働推進・男女共同参画担当 

助 言 
資料作成 

記録 

提起 
グループ会議 

役割：自治基本条例の骨子を策定し、市長に提言する。 

   自治基本条例にするＰＲ等を市と協働して行う。 

ファシリテーター：羽田美智代 

市民会議 

検討 



◇ 市民会議の検討経過 ◇ 

○市民会議○ 

回 日 時 議 題 出席者数 

第 １ 回 ７月１９日（水） ◆ワークショップ「自治基本条例に期待すること」 25名 
第 ２ 回 ８月２２日（水） ◆講演：「自治基本条例をめぐって」 

講師：市民会議アドバイザー 佐藤克廣氏 

    （北海学園大学法学部政治学科教授） 

◆ワークショップ「私たちはこんなまちをつくりたい Ⅰ」 

21名 

第 ３ 回 ９月２０日（水） ◆ワークショップ「私たちはこんなまちをつくりたい Ⅱ」 25名 
第 ４ 回 １０月１８日（水） ◆テーマ別ワークショップ 

Ａ班：「市民の権利と役割 Ⅰ」   

Ｂ班：「市議会と行政のあり方 Ⅰ」  

Ｃ班：「市民と行政との協働 Ⅰ」 

22名 

第 ５ 回 １１月１５日（水） ◆テーマ別ワークショップ 

Ａ班：「市民の権利と役割 Ⅱ」   

Ｂ班：「市議会と行政のあり方 Ⅱ」  

Ｃ班：「市民と行政との協働 Ⅱ」 

16名 

１１月２９日（水） Ａ班：「市民の権利と役割 Ⅲ」   5名 
１２月  ４日（月） Ｃ班：「市民と行政との協働 Ⅲ」 7名 臨  時 

１２月１４日（木） Ｂ班：「市議会と行政のあり方 Ⅲ」 6名 
第 ６ 回 １２月２０日（水） ◆提言の草案づくり（まとめ） Ⅰ 18名 
第 ７ 回 １月１１日（木） ◆提言の草案づくり（各班のまとめについての検討）  16名 
第 ８ 回 １月１７日（水） ◆提言の草案づくり（各班のまとめについての検討） 継続 16名 
第 ９ 回 ２月２３日（金） ◆提言案の検討 18名 
第１０回 ３ 月 ２日（金） ◆提言案の検討 （継続） 15名 
第１１回 ３月１２日（月） ◆提言案の検討 （継続） 21名 
第１２回 ３月２８日（水） ◆提言について（最終確認） 14名 
（市民会議全１２回＋臨時会議各班１回 延べ出席者数２４５名） 

○運営会議○ 

回 日時 議題 

第１回 ８ 月 ３日（木） ◆正・副代表、ファシリテーターの候補者の決定 

◆市民会議の今後の進め方について  

第２回 ８月３１日（木） ◆運営会議の進め方について  ◆第２回市民会議のまとめ  

第３回 ９月２８日（木） ◆第３回の市民会議のまとめ  

第４回 １０月１０日（火） ◆第４回の市民会議のまとめ  

第５回 １０月２６日（木） ◆第５回の市民会議のまとめ  

第６回 １１月２４日（金） ◆前回までのふりかえりと次回の進め方について  

第７回 １２月１８日（月） ◆各グループの討議内容について  

第８回 ２月１６日（金） ◆提言案について 

 



  

 

石狩市にふさわしい自治基本条例への提言 

 

みんなでつくる自治基本条例市民会議 

（事務局） 

 石狩市企画財政部協働推進・男女共同参画担当 

 ＴＥＬ  ０１３３（７２）３２４６ 

ＦＡＸ  ０１３３（７５）２２７５ 

Ｅ－mail kyoudou@city.ishikari.hokkaido.jp 




