
⾃治基本条例について

第３回⾃治基本条例（仮称）
策定専門部会



STEP１・２の専門部会のまとめ



第１回ワークショップのまとめ R2.7.21 3

多くの町民の理想
反映できるか

テーマ︓今のまちづくりの問題点は︖

役場の文書わかり
にくい

町民の巻き込み方
が不十分

情報受け手の手段
が多様化

参加する町民が
偏る

情報のアナログ発
信の必要性

役場に言っても
「変わらない」

議員と話す機会
がない

町内会組織体系の
有効性

市街地と郊外で
参加負担の相違

町民提案への
フィードバックない

会議で町民の発言
の場がない

役場と町民の距離
遠い

役場職員の町民活
動への積極参加

町民提案事業の
有効性

ＨＰ発信方法の工
夫

まず町民の幸福度
を上げる

町民が住み続けた
いと思える

財政的視点の欠如

農業景観の保全

もっとＳＮＳを有効
活用

ありきたりでなく特
色ある条例

町民がまちづくりを
する実感

様々な立場の人の
課題共有

産業のコロナの影
響

遠慮なく意見を
出し合う

まちづくりを網羅で
なく尖らせる

子どもの遊ぶ場が
少ない

障がい者支援の遅
れ

今まで町民が参加
していない

今の暮らしで満足

共助の地域づくり

人口問題、働く場
がない

民生委員の担い手
がいない

町内会加入率が
低い

まちづくりに無関心

源津委員グループ

瀬野委員グループ

両グループ共通

町民参加 情報共有

課題

理想・将来像

※様々な角度からの意⾒が出たので集約して⾒える化しました



第２回ワークショップのまとめ R2.8.17 4

ワークショップで「情報共有」「町⺠参加」「町⺠が主役のまちづくり」
の課題のつながりを共有した

町⺠が主役の
まちづくり

①〜⑤の⼩課題に分解できる
①

伝える
伝わっている

② 説明する
判っている

③

意⾒を聞く
意⾒を言う

④

⑤

結果を共有

評価を共有

理想、将来像、課題



STEP３ ⾃治基本条例を知る（勉強会）



【１】４つのまちづくりの方向性について
（2019（令和元）年）

【２】⾃治基本条例の概要について

【３】住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例について
（2003（平成15）年）

【４】他⾃治体の条例との⽐較

【５】町⺠参加の仕組みについて

お話しさせていただくメニュー 6



【１】４つのまちづくりの方向性について
（2019（令和元）年）



４つのまちづくりの方向性について（2019年） 8

「未来につなぐ」まちづくり

角和町⻑の掲げるまちづくりの４本の柱

「世界に誇れる」まちづくり

「みんなでつくる」まちづくり

「しあわせな」まちづくり



４つのまちづくりの方向性について（2019年） 9

①人口が減少する中、⾏政と町⺠が⼀体と
なったまちづくりが必要です。

②町⺠が⾏政に参加し、意⾒を反映できる
仕組みをつくります。

③そのために、役場組織を⾒直し、情報公
開をすすめ、「みんなでつくる」まちづく
りを実現します。

「みんなでつくる」まちづくり



４つのまちづくりの方向性について（2019年） 10

【令和元年度の新たな取り組み】
■びえい未来トーク（９回実施）
・団体を対象に、町⻑と直接意⾒交換をする。
・町⺠の皆さまのご意⾒、ご提⾔をお聞きする。

■町⻑へのメッセージ
・町⻑へ直接メールで意⾒や思いを伝える。
・内容を十分検討し、可能なものは実施する。

■町⺠まちづくり提案事業（５５件）
・町⺠の⽅であればだれでも提案できる。
・令和２年度に事業化された提案は６件。

■SNSアプリを活用した情報発信
・Line（ライン）を活用して防災無線情報の発信。



４つのまちづくりの方向性について（2019年） 11

予算編成改革

「みんなでつくる」まちづくり

地域マネジメント型⾏政

オープンで対等な町役場

町⺠参加の促進



４つのまちづくりの方向性について（2019年） 12

・⾃治基本条例を制定し、町⺠の皆さんが
⾏政に参加する仕組みを作ります。

・地域に密着した⾏政を⾏うために、⾏政
区など地域組織の再編、地域担当の配置、
地域戦略の策定、地域予算の配分を⾏いま
す。

地域マネジメント型⾏政
地域のみんなで
まちをよくして
いこう︕

創造的な未来を
子どもたちに
残そう︕



【２】⾃治基本条例の概要について



⾃治体運営の

基本理念、基本原則等

を定めた基本ルール

⾃治基本条例の概要について 14

⾃治基本条例とは⼀般的に

といわれている



⾃治基本条例の概要について 15

■全国の制定状況

・全国で約390の市町村が制定

・ニセコ町の「まちづくり基本条例」
が全国初制定（平成13年施⾏）

・名称や内容は各⾃治体によって様々
（まちづくり基本条例、⾃治基本条例など）



⾃治基本条例の概要について 16

■条例制定の背景

・2000（平成12）年 地⽅分権⼀括法施⾏

・国と地⽅が上下関係・主従関係にある
「機関委任事務」が廃止された。

・法律上、国・都道府県・市町村の関係が
「対等」の関係であるとされた。

・国から地⽅へ権限や財源の移譲が進められた。



⾃治基本条例の概要について 17

住民

国

【旧】機関委任事務制度下の関係（上下・主従の関係）

都道府県

市町村

命令

⾏政サービス

⾏政サービス

命令



⾃治基本条例の概要について 18

住民

【新】地⽅分権時代の関係（対等・協⼒の関係）

都道府県市町村

⾏政サービス 住⺠意思住⺠意思

⾃治体の⾃由度が拡⼤



⾃治基本条例の概要について 19

これまでは国の命令に基づき⾏政が
仕事をしていたが権限移譲が進むと…

・地⽅⾃治体は、⾃己決定・⾃己責任に
基づいた⾃治が求められるようになった。

・住⺠⾃治の拡充を図り、住⺠意思を十分に
反映した運営が必要になった。

美瑛町独⾃の
⾏政サービス

18歳まで
医療費無料

高校存続の
独⾃支援

廃校校舎の
利活用



⾃治基本条例の概要について 20



【３】住み良いまち美瑛をみんなでつくる
条例について（2003（平成15）年）



住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例について（2003年）22

【現⾏条例の制定経過】
◆平成12年 策定の検討を開始

◆平成13年 総合開発促進委員会での議論
庁舎内検討会での議論

◆平成14年 ⾏政区⻑会議での説明
まちづくり懇談会での説明
議会での説明

◆平成15年 4月1⽇に条例施⾏

景観条例と
ともに検討

まちづくり
委員会の前
身となる

（2003年）



住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例について（2003年）23

【2003（平成15）年当時のパンフレット抜粋】

◆どうしてこの条例が必要︖

もっと住み良く、住んでいる人が誇りを持てる町にするには、
みんなで考え、みんながまちづくりに関われるような体制づく
りが必要です。

情報を積極的にお知らせし、町⺠の皆さんの声に⽿を傾け、
総合的に判断したうえで、町⺠の皆さんの思いがまちづくりに
活かされるような「仕組み」が必要となります。

本条例は、その仕組みを「きまり」として明確に位置付け、
今後のまちづくりの基本とするものです。

全町⺠に
配布



住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例について（2003年）24

◆意⾒の把握に努めます。

重要な計画や町⺠⽣活に関わる重要事項を決める際に、町⺠
の皆さんのご意⾒をお聴きし、適切に反映していく制度を取り
入れます。（町⺠コメント制度）

町⺠の皆さんのご意⾒を把握するための取り組みを必要に応
じて⾏います。（まちづくり町⺠集会、地区まちづくり懇談会、
町⻑への⼿紙、町政モニター制度等）

町⺠の皆さんがまちづくりに関わることができる体制づくり
に努めます。（審議会等の公開など）

【2003（平成15）年当時のパンフレット抜粋】

パブリック
コメント

議事録の公
表など



住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例について（2003年）25

◆意⾒の反映に努めます。

町⺠の皆さんからのご意⾒、ご提案について役場内部で十分
な検討を⾏い、その検討結果を公表します。

反映できない場合は、なぜ反映できないのかご理解いただけ
るよう役場が「説明責任」を果たしていきます。

◆適正な評価をします。
町の仕事の適切な評価を⾏い、その結果を公表します。

◆町⺠の皆さんの公益的な活動に支援します。
町⺠活動を⾏いやすい環境づくりに努めます。

【2003（平成15）年当時のパンフレット抜粋】

まちづくり
評価



住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例について（2003年）26

【現⾏条例が作られた背景】
①地⽅分権化により住⺠参加・住⺠公益
活動の重要性の高まり

②当時のリゾート開発への規制を背景
として「美瑛町景観条例」を制定

このような時代背景から、美瑛町の美し
い景観を守り、⾏政と町⺠が⼀体となっ
たまちづくりが求められた。



住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例について（2003年）27

【現⾏条例が作られた主な理由】
①⾏政の情報を町⺠へ公開
（議事録、HP、広報等）

②町⺠の意⾒を把握・反映
（町⺠コメント、まちづくり委員会等）

③⾏政活動の適正な評価
（まちづくり評価制度）

⾏政と町⺠が⼀体となった
まちづくりを進める



住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例について（2003年）28

【現⾏条例に盛り込まれている主な仕組み】
①町⺠参加
推進の原則

②町⺠と⾏
政の役割を
定義

③情報の提
供・公開の
推進

④町⺠意⾒
等の把握と
反映

⑤⾏政の評
価

⑥町⺠公益
活動の推
進・支援

⑦まちづく
り委員会の
設置

町民自らの意志と責
任において

町民はまちづくりの
主体、町長は町民信
託に応える、職員は
公正誠実に執務遂行

町民がまちづくりに
参加できるよう、町
民に提供

町民コメント、まち
づくり町民集会

まちづくり評価

団体・地域・個人が
行う環境づくりなど
の活動推進及び支援

町民参加を推進する
ため



【４】他⾃治体の条例との⽐較



他⾃治体の条例との⽐較 30

■他⾃治体の⾃治基本条例との⽐較
①北海道旭川市（平成26年）
②北海道ニセコ町（平成13年）
③北海道下川町（平成19年）
④北海道余市町（平成30年）
⑤⻑野県⼩諸市（平成22年）
⑥岐⾩県海津市（令和元年）
⑦岩⼿県滝沢市（平成26年）



他⾃治体の条例との⽐較 31

【北海道旭川市】
■選定理由
・美瑛町近郊の都市・美瑛町⺠の⽣活圏

■条例の主な特徴
・市⺠の定義に通勤通学者や事業者を含む。
・まちづくりに参加しない人が不利益な扱いを
受けないことを定義

・議会基本条例で定められた議会の責務を定義
・地域活動団体（町内会）の活動＝地域主体の
まちづくりを定義

・総合計画を最上位計画に位置付けている。
・災害対応について明記
・広域連携について明記
・５年以内に条例の点検をすること。

平成26年制定
人口︓339,605人



他⾃治体の条例との⽐較 32

【北海道ニセコ町】
■選定理由
・全国初、⾃治基本条例を制定（平成13（2001）年）

■条例の主な特徴
・参加、不参加を理由とした差別的扱いを受けない。
・満20歳未満の町⺠（⻘少年、子ども）のまちづくりに
参加する権利を保障

・議会の役割と責務を定義
・町⻑、職員、組織の役割と責務を細かく定義
・計画の策定過程や進⾏状況の公表等を細かく規定
・予算編成や財産管理の⽅法を規定
・町⺠投票制度を規定
・広域連携について明記
・本条例は最⼤限尊重するものと位置づけ
・４年以内に検討及び⾒直しをする。

平成13年制定
人口︓4,958人



他⾃治体の条例との⽐較 33

【北海道下川町】
■選定理由
・SDGs未来都市に指定。木質バイオマス事業の先進地

■条例の主な特徴
・町⺠憲章の理念を⼤切にすることを明記
・本条例を最高規範と位置付ける。
・町⺠投票を明記
・基本構想と計画で構成する総合計画の策定を明記
・予算編成と財政計画を明記
・⾏政改革⼤綱の策定を明記
・議会の役割と責務を定義
・広域連携について明記

平成19年制定
人口︓3,547人



他⾃治体の条例との⽐較 34

【北海道余市町】
■選定理由
・道内で最も新しく⾃治基本条例を策定（平成30年）

■条例の主な特徴
・事業者やまちづくりについて定義
・年齢、性別、国籍、⼼身の状況、社会的⼜は経済的環境等の違いに
関わりなく、尊重し認め合うことを明記

・従業員等が地域活動に参加することに配慮する。
・参加、不参加によって不利益な扱いを受けない。
・議会と議員の責務を定義
・基本構想と基本計画を策定することを明記
・財政計画、災害管理体制を定義
・まちづくりを「ひと」「くらし」「しごと」「情報共有」
「意⾒交流」と節⽴てし、子育てや教育、保健、医療、福祉、
産業振興などを明記

・住⺠投票を明記 ・広域連携について明記
・４年以内に検討、⾒直しをする。

平成30年制定
人口︓19,607人



他⾃治体の条例との⽐較 35

【⻑野県⼩諸市】
■選定理由
・地域⾃治組織である「区」の役割が明記されている。

■条例の主な特徴
・本条例は⾃治に関する最高規範
・市⺠活動団体を地域社会の担い⼿として役割を明記
・区の役割は共通課題の解決と福祉の向上
・本市に住む人は区へ加入しなければならない
・市⻑は区に事務事業を委ねることができる
・議会と議会事務局の責務を定義
・市⻑の公約を総合計画に反映させ、達成状況を公表
・総合計画の策定を明記
・住⺠投票を明記

平成22年制定
人口︓42,512人



他⾃治体の条例との⽐較 36

【岐⾩県海津市】
■選定理由
・全国で最も新しい⾃治基本条例で理念条例としている。

■条例の主な特徴
・市⺠⾃治、まちづくり、地域コミュニティを定義
・議会の役割と責務を定義
・市⺠の地域コミュニティへの参画を明記
・住⺠投票を明記
・総合計画を最上位計画と位置づけ
・本条例を⾃治の基本理念を定めるものであり尊重する
ことを明記

令和元年制定
人口︓35,206人



他⾃治体の条例との⽐較 37

【岩⼿県滝沢市】
■選定理由
・まちづくり委員からの情報による
・盛岡市のベッドタウン、平成26年「村から市へ」

■条例の主な特徴
・「住⺠⾃治⽇本⼀」を目指すことを宣⾔
・市⺠憲章を条例に明記しまちの理念としている。
・⾃然、協働、保健、福祉、医療、防災、教育、産業、
歴史、伝統、⽂化、市⺠参画の各分野における目指
す地域の姿を明記している。

・地域コミュニティ基本条例、議会基本条例、⾏政基
本条例をそれぞれ策定し、⾃治基本条例に紐づけ

・パンフレット、逐条解説の作成

平成26年制定
人口︓35,206人



他⾃治体の条例との⽐較 38

【現⾏条例にはない仕組み（例）】
①住⺠投票
②まちづくり総合計画の位置づけ
③議会の関わり
④広域連携について
⑤地域活動組織（地域⾃治区、⾏政区）
⑥条例の点検・⾒直し
⑦危機管理・災害対応
⑧逐条解説



【５】町⺠参加の仕組みについて



町⺠参加の仕組みについて 40

【現⾏条例に明記されている仕組み】

◆町⺠コメント制度（パブリックコメント）
◆審議会等の公開（議事録の公開）
まちづくり委員会、景観審議委員会、農業委員会、
教育委員会など

◆まちづくり町⺠集会
◆まちづくり評価（事業評価、評価検討委員会）
◆まちづくり委員会
◆地区まちづくり懇談会
◆町⻑への⼿紙
◆町政モニター制度
◆町⺠意⾒等検討委員会（町⺠意⾒の検討と結果公表）

現在⾏われていない
仕組みもある
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【近年のまちづくりにおける主な仕組み】

◆未来トーク（団体が町⻑と話し合う）
◆町⺠提案事業（個人が町に要望する）
◆町⻑へのメッセージ（町⻑に直接メール）
◆LINEの活用（防災無線情報をLINEで発信）
◆SNS情報発信（FB・Instagramで町情報を発信）
◆町⺠ワークショップ（共有ビジョン、専門部会、異業
種研修、総合戦略）
◆広報誌・ホームページ
◆⾏政区⻑会議

〜情報共有・町⺠参加〜

既存条例の範囲内で
対応可能
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・町に関わる重要事項を決める際に、町⺠投票を
することができる制度

・投票資格は「●●歳以上の住⺠」など⾃治体に
よって様々である。

・投票の請求⽅法は「町⺠の●分の●以上の請求
がある時」「議員定数の●分の●で発議された
時」など⾃治体によって様々である。

・投票結果は「尊重」するとされる。

①住⺠投票
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・町の最上位計画とされる「美瑛町まちづくり総
合計画」を条例上、規定された計画としての位
置づけ

・総合計画に基づいた⾏政運営・予算編成等を
⾏っていくことを規定するもの。

・「基本構想」と「総合計画」で構成され、町⺠
の意⾒が反映されたもの、数年に１度の⾒直し
を⾏うことなどが規定される。

②まちづくり総合計画の位置づけ

美瑛町共有
ビジョン
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・議会（議員、事務局）のまちづくりへの関わり
⽅を明記する。

・議会の責務（意思決定機関である、町政の監
視・評価を⾏う、町⺠の意⾒把握を⾏う、政策
⽴案と提⾔をするなど）を明記する。

・議員の責務（審議能⼒・政策提案能⼒の向上に
努めるなど）を明記する。

③議会の関わり

議会基本
条例
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・国や都道府県、他⾃治体との交流や連携を図っ
ていくことを明記する。

・町外の人々との交流や連携を図っていくことを
明記する。

・国際交流（姉妹都市等）や地域間連携を図って
いくことを明記する。

④広域連携について

美しい村
連合

定住⾃⽴圏

⼤学・企業
との連携
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・⾏政区や町内会等の活動組織の役割を明確にす
る（共通課題の解決、福祉の向上など）。

・町⻑は地域活動組織に事務事業（予算執⾏、事
業⽴案など）を委ねることができる。

・地域活動組織は⾏政や議会に意⾒を述べること
ができる。

⑤地域活動組織(地域⾃治区、⾏政区)

⾏政区規則
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・⾃治基本条例を数年に１度、内容の⾒直し・検
討を⾏うことを明記する。

・必要がある場合、条例改正を⾏う。

・町⻑の任期である４年に１回の場合が多い。

⑥条例の点検・⾒直し
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・危機管理体制の確⽴と災害等への備えを明記す
る。

・緊急時、協⼒体制の整備と連携を明記する。

・別途、市町村の防災計画で詳しく示されている
ため、条⽂化していない⾃治体も多い。

⑦危機管理・災害対応
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・条⽂をより詳しく、よりわかりやすく町⺠に読
んでもらうため、逐条解説を作成する。

・条⽂の意味や設けられた背景・理由などを、⼀
条ずつわかりやすく解説⽂を付ける。

・冊子やハンドブック形式で作成される例が多い。

⑧逐条解説
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【その他の気になるポイント】

▼⾔葉の表現
地⽅分権時代の表現、他と⽐べると厳しめ「●●しなけ
ればならない」⇒「●●に努めます」

▼町⺠参画の⽅法
まちづくり町⺠集会、町政モニター制度など、現在⾏わ
れていない仕組みがある。

▼まちづくりの参画者
町内への通勤者や事業者をどう捉えるか︖

▼まちづくりの理念
町⺠憲章、まちづくり共有ビジョン、総合計画などをど
う位置付けるか︖

条⽂はなじみの持て
る「ですます調」



END
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①全体説明についての意⾒や感想
について
（理解度・必要性・その他）

②STEP1・2を踏まえ、今後の
STEPをどう取り組んでいくか︖
（勉強・発信・策定・その他）


