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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、安心して暮らせるようなまち 
・ 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 
（あずましいまち；保留） 
 

（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。 
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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、自治運営に関する基

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を規律する最高位の条例（最高規範）と

して位置づ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、市民会議では、執行機関の最高責任者である市長がこの条例の趣旨に則っ

た行政運営を進めていくことを公的な場において表明することや、市職員がこの条

例を遵守して職務を遂行することを宣誓することなどを盛り込むことについても検

討すべきではないかという意見も出されました。 
 
 
 

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外国人を

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。 

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）
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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。 
 
・市民の範囲は、提言全体を見渡してからフィードバックして妥当性を確認する必要

がある。 
・この定義だと、自治体としての石狩市も市内で活動する法人として市民に含まれる

ことにならないか？ 
・市外の人や法人・団体には選挙権がない（＝この条例制定に関わることができない）

ので、「わたしたち市民は」という表現は難しくなるのではないか？ 
 
 
（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、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「より良いまちを作る」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
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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、個人だけではできないこと

はコミュニティが、コミュニティでもできないことは行政が担う、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。 
 
 

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。 

 
【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、行財政面での国の関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おしよせ、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、その取組みの目的・目標や取組みが求められている背景、取組みを展開す
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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、協働の取組みそのものの透明性を高めて共感の輪を広げ

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。 
 
市民以外の 2 次的主体との協働については、「１０ 他の自治体等との関係」の

中にまとめた。 
これらのほかに、前文に掲げた「目指すまちの姿」「行動原則」から、まちづくり

の基本原則にふさわしい要素を取り入れてはどうか。たとえば「未来の市民への責

任を自覚して、持続性あるまちづくりを進めること」など 
 
 
 

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 
 

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 
石狩市民は、安全・安心に生活することができる 
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【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

でまちづくりに参加できます。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・性別・障がいの有無など）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、市が重要又は市民

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（安全安心権）は、個人が暮らす上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当たっては、自らの発言や行動に責任を持つ

ものとする 
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【考え方】 

一人一人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

べき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、そうした態度は、いわ

ばまちづくり参加権の放棄であり、自治基本条例の精神に照らせば望ましいもので

ないことは言うまでもありません。やはり、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るべきでしょう。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、自分の発言や責任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、市民からの直接選挙で選ばれた議員によって構成される意思決定機関で

あるとともに、執行機関の行政運営を監視し、牽制する機能をもっています。 
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なか、市の意思決定機関である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、議決する権限をもっていることから、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

に留めます。 
 

（１） 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

視機能の充実に向けた取り組みに期待します。 

（２） 議会の情報提供 
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議会は、市民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市民

にわかり易く、かつ、多様な手法を用いて、できるだけ多くの市民にその情報を提

供することが望まれます。 

（３） 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

（

な

（２

（３

【考

１

市

 

・政治倫理に関する記述をどうするか？ 

執行機関の責務について 

最高責任者として、計画的な財政運営と効率的な組織運営に努め

ければならない。 

ア 民の信頼を得られるよう、公正かつ誠実な市政の執行に努め

イ 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

ウ 執行機関、市制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。 

ア あることを自覚し、業務の遂行にあたっては、公正かつ

ウ 識又は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。 

 

 
）市長の役割と責務 

長は、執行機関の

 

）執行機関の責務 

）市の執行機関は、市

なければならない。 

）市の執行機関は、市民

めなければならない。 

）市の

 

）市職員の役割と責務 

）市職員は、全体の奉仕者で

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。 

）市職員は、業務の遂行に必要な知

 

え方】 
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
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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行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、税金の使い道や人事を任されている執行

機

行政運営全般にわたるマネージメ

ン

市民に信頼される市役所であるための基本的

な

の奉仕者としての職員に求められる姿勢と活動原則を明記するこ

ととしました。 

 

 

８ 市政運営に求められる制度・原則 

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。 

（

に応じ、又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。 

（

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。 

（

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。 

【考え方】 

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。 

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、執行機関のトップである市長には、

トを適切におこなう責務があるとしました。 

（２）は、協働のパートナーとして

事項を明記することとしました。 

（３）は、全体

 

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

１）情報公開制度  
市は、市政に関する情報を、市民の請求

２）個人情報保護制度  
市は、市政執行のために必要な個人

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、できる限り客観的・効率的に評価を行

うため

 

（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

（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
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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、その前提としては、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。 

・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。 

・

（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があります。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、これらのバラ

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

 
制度についての提言は重要なものだけにとどめ、それ以外は市の検討に任せるか？

それとも、他の条例などから必要と思われるものをピックアップするか？たとえば

行政組織、職員育成、財政運営、行政改革、行政手続、総合計画など 
 
 
 

９ 協働によるまちづくりの推進について 
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

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

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

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。 

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

 

）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

）市民意見の聴取 
執行機関は、市政の重要事項又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

）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
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【考え方】 

市民の負託を受けた市長を始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。 
 
（２）町内会等 

ア）町内会等とは、一定の地域に居住することを加入資格とし、防犯、防災、生活

環境の改善その他その地域における公共的課題の解決のために活動する団体をい

う。 

イ）石狩市民は、協働によるまちづくりを進めるに当たって町内会等が果たす役割

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】 

協働のまちづくりを進める上で、町内会や自治会（町内会等）、ボランティア団体、

ＮＰＯなど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、市内の隅々

までをカバーし、その区域に居住する者なら誰もが入会資格を持ち、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唯一種類の団体で、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の役割を果たすことが期待されます。

しかし、ほとんどの町内会等は法人格を持たず、まちづくりの中での位置づけも不

明確なまま今日に至っています。このため、今回、自治基本条例を制定する際には、

その位置づけや意義を明確にすることが必要と考えました。 

ア）は、町内会等（いわゆる単位町内会・自治会）の定義です。一般的に町内会

等の役割は、その地域内での「親睦」と「助け合い・良い地域づくり」に分けられ

ますが、ここでいう町内会等とは、少なくても後者の活動をしていることと、一定

の地域に住んでいれば誰でも加入資格を持つこと（実際には加入資格を持ち、会費

を負担する世帯が会員になります）の 2 条件を満たすものとしました。 

イ）は、石狩市民と町内会等の関係のあり方について定めたものです。近年、加

入率の低下に悩む町内会等が増えていると言われています。町内会等への加入は任

意であり、強制することはできません。しかし、町内会がまちづくりに果たす役割

の重要性を理解すれば、今は町内会等に加入していない人も自主的に加入し、町内

会の事業に参加、協力する気持ちも起きるのではないでしょうか。このように考え、
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町内会等の役割を認識することと町内会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 

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）の原則を認識した上で、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、町内会等、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上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上で、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上の原則です。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、協働に関わる主体は、それぞれ自主

的に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、別の主体である以上、それぞれの特性や事情がありま

すが、それらは尊重されなければならないこと、また、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。 

協働の目的や目標を共有し、相互理解と信頼関係を高める上で求められる「情報

の共有」については、まちづくりの基本原則に回したほうが適当と考えた 

イ）は、市民の責務として、協働のまちづくりを進める上での原則を認識した上

で、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。 
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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必要

な支援をすることは、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（例えば運営

費の助成をする代わりに団体の運営方法に介入するなど）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、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 

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

直接確認した上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や、よ

り良い決定のためにはより多様な情報が必要と考えます。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、厚田村・浜益村との合併を判断する

に当たり、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。 
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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 
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。 
 
 

（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。

いっぽうで、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上で、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。 
 
 
 

未整理の課題 
・まちづくりにおける子どもの権利に関する言及方法 
・条例タイトル（あずましいとの関係も含め） 
・協働を担保したり条例の見直しの必要性を検討する仕組み 
 


