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【解説】 

  前文では、杉戸町の自然環境や歴史、社会環境の変化など、条例制定の背

景を述べるとともに、まちづくりの主役である町民の町政への参加と協働の

必要性を明らかにした上で、自治の実現を図ることを決意してこの条例を制

定することを宣言しています。 

第１段落では、杉戸町の自然環境や歴史等に触れながら、杉戸町がどのよう

なまちなのかを簡潔に紹介しています。 

第２段落では、先人の英知と努力により、脈々と受け継がれてきた杉戸町の

素晴らしさを更に次世代に継承していくことは、現代に生きる私たちの責務で

あることを述べています。また、社会経済状況の変化に加え、町民意識の多様

化などにより、杉戸町を取り巻く環境が大きく変わってきていることを述べて

います。 

第３段落では、私たちの願いである「安心して心豊かに暮らせるまち」を実

現するために、町民が町政に主体的に参加し、協働することによって、町民の

意思を町政に反映させる仕組みが必要であることを述べています。 

第４段落では、最初にまちづくりは町民が主役であるとの基本認識を述べて

います。ここでいう「町民」とは、杉戸町という区域における唯一の基礎的自

治体として、町内に居住する住民はもちろん、町内に在勤、在学する人々など

 前文 

私たちのまち杉戸町は、東に江戸川、西に大落古利根川が流れ、四季折々

の美しい自然と田園風景が広がる、水と緑に囲まれたまちです。古くから日

光街道の宿場町として栄えた歴史と伝統のあるまちとして発展してきまし

た。 

私たちには、豊かな自然、歴史に培われてきた文化など、先人の英知と努

力により守り育まれてきた杉戸町の素晴らしさを受け継ぎ、未来を担う次世

代に継承していく責任があります。一方、地域社会を取り巻く環境は、少子

高齢化の進行や高度情報化の進展、社会の成熟化による町民意識の多様化な

ど、大きく変化しています。 

私たちの願いである「安心して心豊かに暮らせるまち」を実現するには、

人と人との絆を大切にし、お互いを尊重し助け合うとともに、社会の変化に

的確に対応していけるよう、このまちに暮らす町民自らの意思と責任によっ

てまちづくりを進めることが必要となります。そのためには、私たち一人一

人がまちづくりの主役として、自らの役割を自覚しなければなりません。そ

して、町政に主体的に参加し、協働することによって、町民の意思をより一

層町政に反映させていくことが必要です。 

私たちはここに、まちづくりは町民が主役であることを確認するとともに、

町民、議会及び執行機関がそれぞれの役割と責務を果たしながら、参加と協

働によるまちづくりを進めることによって、自治の実現を図ることを決意し、

杉戸町自治基本条例を制定します。 
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も含めています。次に、町民、議会及び執行機関がそれぞれの役割と責務を果

たしながら、参加と協働によるまちづくりによって、自治を実現していく決意

を、条例制定の目的として示しています。 
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第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、杉戸町において町民が主役のまちづくりを進めていく

ための基本理念及び基本原則を明らかにし、町民の権利及び役割、町の責

務、町政運営の基本的事項、情報の共有及び管理並びに参加及び協働によ

る仕組みを定めることにより、自治の実現を図ることを目的とする。 

 

【解説】 

第１章（第１条－第３条）は、この条例の目的、位置付け及びこの条例で使

用する用語の定義を定めています。 

 

第１条は、この条例を制定することで達成しようとする目的を規定していま

す。 

この条例の目的は、杉戸町における自治の実現を図ることであり、そのため

に、まちづくりの基本理念及び基本原則を明らかにした上で、①町民の権利及

び役割、②町の責務、③町政運営の基本的事項、④情報の共有及び管理、⑤参

加及び協働による仕組みを規定しています。 

なお、この条例において「まちづくり」とは、道路や上下水道等の都市基盤

整備のようなハード面だけではなく、福祉、環境、産業、教育などのソフト面

をも含めたすべての分野での公共的な活動をいいます。つまり、快適な生活環

境や地域社会を築くために、町のみならず、町民を含めた各主体が行う活動の

総体です。 

 また、ここでいう「自治」とは、地方自治の本旨である「住民自治」と「団

体自治」の２つの要素から構成されています。「住民自治」とは、地方におけ

る行政を行う場合に、その地方の住民の意思と責任に基づいて処理する原則、

つまり、町政運営が町民の主体的な意思に基づいて行われることです。一方、

「団体自治」とは、一定の地域を基礎とする国から独立した団体を設け、この

団体の権限と責任において地域の行政を処理する原則、つまり、国から独立し

た地方公共団体である杉戸町が自らの意思と責任において地域における町政を

営むことです。すなわち、「住民自治」と「団体自治」が、一方の実現のため

には他方の拡充が求められるといった、密接不可分な関係にあるといえます。 
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【解説】 

第２条は、まちづくりにおけるこの条例の位置付けについて規定しています。 

 第１項では、この条例が、まちづくりの基本理念及び基本原則、各主体の役

割・責務、町政運営の基本原則、情報の共有及び管理、参加及び協働の仕組み

など、まちづくりの基本を定めていることから、この条例の趣旨を町民及び町

が最大限に尊重することを規定しています。 

 第２項では、条例間に上下関係はありませんが、第１項でこの条例の趣旨を

最大限に尊重するものと規定したことに伴い、町は他の条例、規則等の制定、

改廃及び運用や計画等の策定、改定及び実施に当たっては、この条例の内容と

整合を図らなくてはならないとしています。 

 

（条例の位置付け） 

第２条 この条例は、まちづくりの基本を定めるものであり、町民及び町は、

この条例の趣旨を最大限に尊重するものとする。 

２ 町は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用並びに計画等の策定、改

定及び実施に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。 
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【解説】 

 第３条は、この条例を解釈する上で共通に理解しておきたい用語の意味を定

義しています。 

（１）「町民」とは、地方自治法第１０条第１項に定める本町の区域内に住所

を有する者（住民）をはじめ、町内で働く人や学ぶ人、事業及び活動を行

う個人、法人（企業、ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）等）又はその他

の団体も含めています。団体とは、自治会・町内会、町民活動団体、ボラ

ンティアグループ、趣味のサークルなど、広く個人の集合体を指していま

す。このように「町民」の範囲を広く捉えて定義したのは、本町に居住す

る住民だけではなく、町内の会社や学校に通勤、通学する人や、町内で事

業活動を行う人たちなど、幅広い人々の協力・連携によりまちづくりに取

り組む必要があると考えるためです。 

（２）「執行機関」とは、地方自治法第１３８条の４に定める「町長、教育委

員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評

価審査委員会」をいいます。なお、執行機関としての町長には、町職員等

の補助機関も含みます。 

（３）「町」とは、この条例では議会及び執行機関をいいます。 

（４）「参加」とは、町民が自らの役割を自覚し、町の政策等の企画や立案段

階から評価等に至る過程に主体的に関わり、行動することをいいます 

（５）「協働」とは、共通の目的の達成のために、町民及び町がそれぞれの果

たすべき役割及び責務を認識し、お互いの特性を尊重しながら、対等な立

場で相互に連携し協力し合うことをいいます。つまり、町民及び町がお互

いの意見や考えを尊重しつつ、自立したパートナーとして協力し合いなが

らまちづくりに取り組むことです。 

 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

（1） 町民 町内に居住する者、町内に通勤する者、町内に通学する者並び

に町内で事業及び活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。 

（2）執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員  

会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

（3） 町 議会及び執行機関をいう。 

(4) 参加 町が行う政策の立案、施策の実施、評価等の各過程において、

町民が町に対して意見を述べ、提案し、活動等を行うことをいう。 

 (5) 協働 町民及び町がそれぞれの役割及び責務に基づき、互いを尊重し

ながら、対等な立場で共通の目的の実現に向けて協力してまちづくり

に取り組むことをいう。 
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第２章 まちづくりの基本理念・基本原則 

 

【解説】 

 第２章（第４条・第５条）は、この条例に基づきまちづくりを進めていく上

で最も基本となる「まちづくりの基本理念」及び「まちづくりの基本原則」を

明らかにしています。 

  

第４条は、本町におけるまちづくりの基本的な考え方や方向性、すなわち基

本理念を規定しています。本条は、まちづくりを進める上で、最も重要な柱と

なる考え方を規定している部分です。 

 第１項では、町民及び町は、町民がまちづくりの主役であることを認識し、

それぞれの役割と責務を果たし、共に協力し合い、自治の実現を図っていくこ

とを基本理念として位置付けています。 

第２項では、自治の実現を図る上で、まちづくりの担い手である町民及び町

が、個人の尊厳及び自由を尊重すること、また、法令等の規定を遵守すること

を規定しています。 

第３項では、町が町政を進めるに当たって、町民の意思を反映するよう努め

ること、また、意思決定や行政サービスの提供等が公正かつ公平に行われるべ

きこと、そして、町民の町政への参加機会を確保するとともに、意思決定の過

程や内容を明らかにするなど、開かれたまちづくりを推進することを規定して

います。 

 

 

 

 

（まちづくりの基本理念) 

第４条 町民及び町は、町民がまちづくりの主役であることを認識し、それ

ぞれの役割及び責務を果たし、共に協力して自治の実現を図るものとする。 

２ 町民及び町は、自治の実現において、個人の尊厳及び自由を尊重すると

ともに、法令及びこの条例等の規定を遵守しなければならない。 

３ 町は、町民の意思を町政に反映するよう努めるとともに、公正かつ公平

で開かれたまちづくりを推進するものとする。 
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【解説】 

 第５条は、前条に定める「まちづくりの基本理念」を踏まえ、町民及び町が

まちづくりを推進する上での３つの基本原則を規定しています。 

（１）「情報共有の原則｣は、町民及び町が町政に関する情報を共有するとい

う原則です。町が持っている情報を町民に公開し、町民の求めに応じて提

供するなどして、情報を共有することから参加と協働によるまちづくりが

始まります。 

（２）「参加の原則」は、まちづくりの主役である町民の「参加」のもとで、

町民の意思に基づく町政運営を推進していくという原則です。 

（３）「協働の原則」は、町政運営の課題及び一定のまとまりのある地区、つ

まり自らの地域の課題の解決に当たるため、町民及び町が、お互いの特性

を尊重し、対等な立場で相互に連携し協力し合いながらまちづくりに取り

組むという原則です。 

 

（まちづくりの基本原則) 

第５条 町民及び町は、次に掲げる基本原則により、まちづくりを推進する   

ものとする。 

（1） 情報共有の原則 町政に関する情報を共有すること。 

（2） 参加の原則 町民の参加により、町政運営が行われること。 

（3） 協働の原則 協働して町政運営及び地域の課題の解決に当たるこ

と。 
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第３章 まちづくりの主体の役割・責務 

 第１節 町民 

 

【解説】 

 第３章（第６条－第１２条）は、まちづくりの主体である「町民」、「議会」、

「執行機関」のそれぞれについて、担うべき役割や責務を定めています。 

 

第６条は、まちづくりの主役である町民の権利について規定しています。 

第１項では、町民が町政運営に参加したり、町と協働するためには、その判

断材料として十分な情報を得ていることが必要であり、情報の共有が前提とな

ることから、町民の知る権利について規定しています。この権利は、杉戸町情

報公開条例により保障されています。 

第２項では、「参加」と「協働」をまちづくりの基本原則とする本条例の制

定趣旨を踏まえ、町民が町政に参加する権利を有することを規定しています。

第３条の定義で定めるとおり、参加には、町政に対して意見表明や提案を行う

こと、あるいは町の事業に参加し活動することなどが含まれます。 

第３項では、町民が行政サービスを受けるに当たって、町政への関心や参加

の程度に関わらず、公正・公平かつ誠実な扱いを受ける権利を有することにつ

いて規定しています。 

 

（町民の権利） 

第６条 町民は、町政に関する情報について、知る権利を有する。 

２ 町民は、町政に参加する権利を有する。 

３ 町民は、行政サービスを受けるに当たって、公正・公平かつ誠実な扱い

を受ける権利を有する。 
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【解説】 

 第７条は、まちづくりの主役である町民の役割について規定しています。 

第１項では、町民は、まちづくりの主役として、地域社会の活性化を図ると

ともに、自ら主体性を持って町政運営及び地域の課題の解決に取り組むことを

規定しています。 

第２項では、町民は、互いの権利や利益を尊重しながら、相互理解を深め、

互いに助け合う（共助）よう努め、参加の機会を積極的に活用することを規定

しています。 

第３項では、災害等に備え、まず、自らの生命、身体及び財産は町民自らが

守ることを十分意識し、家庭内等でできる取組を自ら行うこと（自助）、また、

日頃から地域における町民相互のコミュニケーションを密にし、定期的な防災

訓練に参加するなど、地域でできる取組を行うよう努めること（共助）を規定

しています。 

なお、ここでいう災害等とは、町民の生命、身体及び財産に直接的かつ重大

な被害を及ぼす事件、事故（風水害などの自然災害、大規模な火災や爆発等）

や、町民生活に重大な被害を及ぼす事件、事故（インフルエンザ等の感染症、

食中毒などの健康危害等）をいいます。 

 

 

 

（町民の役割） 

第７条 町民は、まちづくりの主役として、地域社会の活性化を図るととも

に、町政運営及び地域の課題の解決に主体的に取り組むものとする。 

２ 町民は、相互理解を深め、互いに助け合うよう努めるとともに、参加の

機会を積極的に活用するものとする。 

３ 町民は、災害等から自らの生命、身体及び財産を守ることを意識し、必

要な取組を積極的に行うよう努めるものとする。 
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第２節 議会 

 

【解説】 

 第８条は、直接選挙により選ばれた代表者である議員により構成される町議

会の基本的な責務について規定しています。 

第１項では、議会がその最も基本的な役割である議決権を行使することで、

本町の議事機関としての役割を担っていることから、町民の意思を適正に判断

し、その意思が町政に反映されるよう努めなければならないとしています。 

第２項では、議会が執行機関による町政運営を監視し、評価機能を果たす立

場から、十分な調査・研究を行うとともに、政策の立案・提言に努めなければ

ならないことを規定しています。 

第３項では、議会が町民へ積極的かつ分かりやすく情報を提供し、町民と情

報の共有を図るとともに、開かれた議会運営に努めなければならないことを規

定しています。なお、ここでいう「開かれた議会運営」とは、①議会活動に関

する情報を積極的に提供し、説明責任を果たすこと、②会議を原則公開とする

こと、③町民の多様な意見を把握するため、意見交換の場を設けること、④議

案等に対する質疑の内容や議員個人の賛否（議員別表決結果）の状況などを、

議会広報、議会ホームページ、会議録等で公開することをいいます。 

 

（議会の責務） 

第８条 議会は、直接選挙により選ばれた議員によって構成される議事機関  

として、町民の意思が町政に反映されるよう努めなければならない。 

２ 議会は、町長その他の執行機関の事務についての監視・評価機能を果た

すとともに、積極的に調査・研究を行い、政策の立案・提言に努めなけれ

ばならない。 

３ 議会は、議会に関する情報を町民に積極的かつ分かりやすく提供すると

ともに、開かれた議会運営に努めなければならない。 
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【解説】 

第９条は、直接選挙により選ばれた町議会議員の基本的な責務について規定

しています。 

第１項では、議員は、議会の構成員として、自らの政治的責任を果たすため

に、公正・公平かつ誠実に職務に当たらなければならないことを規定していま

す。 

第２項では、議員は、日々の議員活動を通じて町民の意見を把握するととも

に、その意思を町政に反映すべく、自ら資質の向上に努めなければならないこ

とを規定しています。 

 

 

 

 

 

（議員の責務） 

第９条 議員は、前条に規定する議会の責務を認識し、公正・公平かつ誠実

に職務を遂行しなければならない。 

２ 議員は、町民の意思が町政に反映されるように、町民の意見を把握する

とともに、自らの資質向上に努めなければならない。 
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第３節 執行機関 

 

【解説】 

 第１０条は、町の代表者として権限を有する町長が負うべき責務を規定して

います。なお、町長の責務は、町長以外の執行機関と比較してその責任が重い

ことから、町長以外の執行機関とは別に定めています。 

 第１項では、町長は、直接選挙によって選ばれた町の代表者として、町民の

様々な意見に耳を傾け、町民の意思を適正に判断し、公正・公平かつ誠実に町

政運営に当たらなければならないことを規定しています。 

 第２項では、町政を総合的に運営する立場から、他の執行機関や国、県、関

係団体など、町内外の関係機関等との連携に努め、リーダーシップを発揮して、

町政全体の一体的かつ円滑な運営に努めなければならないことを規定していま

す。 

 第３項では、地方自治法第１５４条において、町長による職員の指揮監督に

関し規定がありますが、ここでは、町長が所管する職員を適切に指揮監督する

とともに、人材育成に努めなければならないことも規定しています。 

 

（町長の責務） 

第１０条 町長は、直接選挙により選ばれた町の代表者として、町民の意思

を適正に判断し、公正・公平かつ誠実に町政運営を行わなければならない。 

２ 町長は、他の執行機関及び関係機関等との連携を図り、リーダーシップ

を発揮して町政の一体的かつ円滑な運営に努めなければならない。 

３ 町長は、職員を適切に指揮監督するとともに、その人材育成に努めなけ

ればならない。 
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【解説】 

 第１１条は、町長を除く他の執行機関の責務について規定しています。 

 町長を除く他の執行機関は、それぞれの権限が及ぶ事務を行うに当たり、公

正・公平かつ誠実に対応するとともに、相互に連携を図り、一体となって行政

機能が最大限効果的に発揮できるようにしなければならないことを定めていま

す。 

 これは、各執行機関は、それぞれが分立し、その執行の分野は各々別個では

あるけれども、各執行機関の事務の執行が、全体としての調和をもって無駄な

くその効果が発揮されるようにしなければならないことを意味しています。 

 

 

（他の執行機関の責務） 

第１１条 町長を除く他の執行機関は、その権限に属する事務を公正・公平

かつ誠実に執行するとともに、執行機関相互の連携を図りながら、一体と

して行政機能を発揮しなければならない。 
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【解説】 

 第１２条は、町職員の責務を規定しています。 

 第１項では、町民全体の奉仕者である町職員の基本的な責務として、公正・

公平かつ誠実に職務を遂行しなければならないことを規定しています。 

 日本国憲法第１５条第２項では、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、

一部の奉仕者ではない。」、また、地方公務員法第３０条では、「すべて職員

は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っ

ては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定されています。 

 第２項では、町職員は、職務の遂行に当たり、行政サービスの向上のために、

職員個々が自ら必要な知識及び技能の向上に努めなければならないことを規定

しています。なお、杉戸町では、「杉戸町人材育成基本方針」を基本とし、そ

れぞれの職階に応じた研修を実施しています。また、公務員として必要な基礎

的・基本的な研修のほか、業務にかかわる専門的な研修も実施しています。 

 

 

 

 

 

（職員の責務） 

第１２条 職員は、町民全体の奉仕者として、公正・公平かつ誠実に職務を

遂行しなければならない。 

２ 職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めなければならな

い。 
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第４章 町政運営の基本的事項 

 

【解説】 

 第４章（第１３条－第１９条）は、執行機関が町政運営を行っていく上での

基本的事項を定めています。 

  

第１３条は、町政運営全般において共通して遵守すべき基本原則を規定して

います。 

 第１項では、執行機関が、この条例の目的である「自治の実現」を図るため

に、政策や事務事業について、企画立案（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、

改善（Action）のいわゆる「ＰＤＣＡサイクル」を確立させ、これらの各過程

において、まちづくりの基本理念及び基本原則に照らしつつ、的確な町政運営

に努めなければならないことを規定しています。 

 第２項では、執行機関の町民に対する説明責任及び応答責任について規定し

ています。 

 執行機関にとって説明責任とは、町民との情報共有を図る上で、最も基本的

な原則です。執行機関が行う政策等に関しては、町民が十分理解できるような

説明が必要となります。 

 また、町政運営に関する町民からの意見等について、執行機関は、迅速かつ

適切に応答する責任があることを規定しています。 

 

（町政運営の基本原則） 

第１３条 執行機関は、自治の実現を図るために、政策等の企画立案、実施、

評価及び改善のそれぞれの過程において、まちづくりの基本理念及び基本

原則に照らしつつ、的確な町政運営を行わなければならない。 

２ 執行機関は、町政運営に関する情報を町民に分かりやすく説明するとと

もに、町民からの意見等については、迅速かつ適切に応答しなければなら

ない。 
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【解説】 

 第１４条は、本町の総合的かつ計画的な町政運営の指針となる総合振興計画

の策定とその見直し等について規定しています。 

 なお、総合振興計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」の三

層構造となっていますが、ここでは、議会の議決を経て定めることとする「基

本構想」及び「基本計画」のみを「総合振興計画」と定義付けしています。 

 第１項では、基本構想と主要な施策を定めた基本計画からなる総合振興計画

を策定することを規定しています。 

 第２項では、平成２３年５月２日に「地方自治法の一部を改正する法律」が

公布され、市町村による基本構想の策定については法的な義務条項がなくなり、

個々の市町村の自主的な判断によることとなりましたが、総合的かつ計画的な

町政運営を行うため、この条例において総合振興計画の策定を義務化し、議会

の議決を得る旨を定めています。 

 第３項では、総合振興計画に基づく施策の定期的な進行管理を行うとともに、

社会・経済情勢の変化に的確かつ柔軟に対応するため、総合振興計画の見直し

を行うことを規定しています。 

 第４項では、執行機関は、総合振興計画を効果的かつ着実に推進するために、

適切な進行管理を行い、その結果について町民に分かりやすく公表することを

規定しています。 

 

 

（総合振興計画） 

第１４条 町長は、町政の総合的かつ計画的な運営方針を定めた基本構想及

び主要な施策を定めた基本計画（以下「総合振興計画」という。）を策定

するものとする。 

２ 前項に基づく総合振興計画の策定、変更又は廃止に当たっては、議会の

議決を経て定めなければならない。 

３ 町長は、総合振興計画に基づく施策を着実に実行するために、定期的な

進行管理を行うとともに、社会・経済情勢の変化に応じて総合振興計画の

見直しを行うものとする。 

４ 町長は、総合振興計画の達成目標、進捗状況及び評価結果を町民に分か

りやすく公表するものとする。 
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【解説】 

 第１５条は、行政手続に当たっての町民の権利利益の保護について規定して

います。 

 第１項は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、透明性、公正性及

び公平性を確保し、町民の権利利益を保護しなければならないことを規定して

います。 

 ここで「処分」とは、執行機関が条例等に基づいて行う処分その他公権力の

行使に当たる行為をいいます。「行政指導」とは、一定の行政目的を達成する

ために行う指導、勧告、助言などをいいます。「届出」とは、条例等に基づい

て執行機関に対して通知が義務付けられているものをいいます。 

 また、「透明性の確保」とは、執行機関には常に説明責任があること、「公

正性及び公平性の確保」とは、執行機関は常に公正かつ公平に対応しなければ

ならないことを意味しています。 

 第２項では、行政手続に関し必要な事項について、別に条例で定めることを

規定しています。 

ここでいう「別に条例で定める」とは、杉戸町行政手続条例のことです。杉

戸町行政手続条例は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する

事項を定めることにより、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、

もって町民の権利利益の保護に資することを目的としています。 

 

 

（行政手続） 

第１５条 執行機関は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、透明

性、公正性及び公平性を確保し、町民の権利利益を保護しなければならな

い。 

２ 前項に規定する行政手続に関し必要な事項については、別に条例で定め

る。 
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【解説】 

 第１６条は、行政評価の実施及びその活用について規定しています。ここで

「行政評価」とは、企画立案・実施・評価・改善というマネジメントサイクル

に沿って、各種施策・事務事業の成果や達成度などを判断することをいいます。 

第１項では、執行機関は、主要施策等について行政評価を実施し、その評価

結果を施策等に反映させることで、効果的かつ効率的な町政運営につなげるこ

とを規定しています。 

第２項では、執行機関の職員だけではなく、町民も参加して行政評価を実施

することで、より客観的な評価につなげることを規定しています。 

第３項では、執行機関は、行政評価の結果を町民に分かりやすい形で公表す

ることを規定しています。 

 

 

 

 

 

 

（行政評価） 

第１６条 執行機関は、効果的かつ効率的な町政運営を行うため、主要施策

等について行政評価を実施し、その評価結果を当該施策等に反映させるよ

う努めなければならない。 

２ 前項の規定に基づく行政評価の実施に当たっては、町民参加の手法を用

いるものとする。 

３ 執行機関は、行政評価の結果を町民に分かりやすく公表するものとする。 
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【解説】 

第１７条は、健全な財政運営と町有財産の適正な管理等について町民の目線

に立った基本的な考え方を規定しています。 

第１項では、町長は、単年度だけではなく、中長期的な視点、展望を踏まえ、

財政収支見通しを十分考慮した予算編成を行うとともに、併せて行財政改革に

取り組み、様々な創意工夫のもとに健全な財政運営に努めなければならないこ

とを規定しています。 

第２項では、町長は町民に対して、毎年度の予算及び決算その他町の財政状

況に関する情報を、分かりやすく公表しなければならないことを規定していま

す。これは、財政状況に関する情報は、町政運営の根幹に関わる事柄であり、

参加と協働によるまちづくりを進める上で、町民及び町が当然共有すべき情報

であることから、公表を義務付けるものです。 

第３項では、町長は、町有財産について、適正な管理と効果的かつ効率的な

運用に努め、その保有状況を明らかにしなければならないことを規定していま

す。町有財産は基本的に公費を投入して取得したものであり、十分な利活用が

図られるよう、それらを適正に管理することはもちろん、財産の取得や利用、

他の用途への転用、処分などに当たり、効果的かつ効率的な運用を図るべきこ

とから、この規定を定めたものです。 

なお、本町では既に、杉戸町財政事情の作成及び公表に関する条例を施行し

ており、財政事情の公表を毎年７月１日及び１２月１日に行っているほか、財

政状況に関する各種資料を作成し、町ホームページ等で公表しています。 

 

 

 

 

（財政運営及び財産管理） 

第１７条 町長は、中長期的な視点から財政収支見通しを十分考慮した予算

編成を行うとともに、行財政改革に取り組むことにより、健全な財政運営

に努めなければならない。 

２ 町長は、毎年度の予算及び決算その他財政状況に関する情報を、町民に

分かりやすく公表するものとする。 

３ 町長は、町の財産について、適正な管理及び効果的かつ効率的な運用に

努め、その保有状況を町民に公表するものとする。 
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【解説】 

 第１８条は、町政運営を行う上で必要となる組織の編成について規定してい

ます。 

 執行機関は、町民のニーズに的確に対応した町政運営を着実に行っていくた

め、町民にとって分かりやすく、将来を見据えた簡素で効率的な組織の編成を

行い、適材適所の職員配置に努めなければならないことを規定しています。地

方自治法第１５８条において、内部組織の編成に関し、事務事業の運営が簡素

かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならないことが規定されてい

ますが、これに加えて本条で、組織の編成や職員の配置が「町民に分かりやす

く、将来を見据えた」ものであることを定めています。 

 

 

 

 

（組織の編成） 

第１８条 執行機関は、町民に分かりやすく、将来を見据えた簡素で効率的

な組織の編成を行うとともに、職員の適正配置に努めなければならない。 



21 

 

 

【解説】 

第１９条は、危機管理体制の整備等について規定しています。 

第１項では、執行機関は、災害等の発生時における町民の生命、身体及び財

産の安全確保を図るため、事前に危機管理体制を確立しておくことを規定して

います。執行機関が、町民の生命、身体及び財産を守ることは町民の切実な願

いであり、災害等の不測の緊急事態による被害を最小限に留めることは、まち

づくりに当たって執行機関の責務として最優先に取り組むべき課題です。 

第２項では、執行機関は、町民による自主防災組織の設立や運営に関して必

要な支援を行い、地域防災力の強化を図らなければならないことを規定してい

ます。 

第３項では、災害等に対応する執行機関の危機管理体制を整備し、更に、①

町民、自主防災組織、消防署や消防団をはじめとした関係団体、②国、県及び

他の地方公共団体、及び③ライフラインに関わる業界（建設業界、運輸業界等）

との連携、協力により危機管理体制を強化することを定めています。 

なお、ここでいう災害等とは、町民の生命、身体及び財産に直接的かつ重大

な被害を及ぼす事件、事故（風水害などの自然災害、大規模な火災や爆発等）

や、町民生活に重大な被害を及ぼす事件、事故（インフルエンザ等の感染症、

食中毒などの健康危害等）をいいます。 

 

 

 

（危機管理） 

第１９条 執行機関は、町民の生命、身体及び財産を保護するため、災害等

の緊急事態に迅速かつ適切に対応できる危機管理体制の確立を図らなけれ

ばならない。 

２ 執行機関は、町民による自主防災組織の設立及び運営に関して必要な支

援を行い、地域防災力の強化を図らなければならない。 

３ 執行機関は、危機管理体制を強化するため、町民及び自主防災組織その

他関係団体との連携及び協力を図らなければならない。 
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第５章 情報の共有及び管理 

 

【解説】 

第５章（第２０条－第２２条）は、この条例に定めるまちづくりの基本原則

（第５条参照）の一つである情報の共有と、その情報の適正な管理について規

定しています。 

 

第２０条は、参加と協働による町政運営を推進するための前提となる、町民

と町との情報の共有について規定しています。 

町が持っている町政に関する情報を、積極的かつ分かりやすく町民に情報提

供するための仕組みを整備し、町民と町が同じ情報を共有するよう努めなけれ

ばならないことを規定しています。 

 

 

 

 

 

（情報の共有） 

第２０条 町は、町政に関する情報を町民に積極的かつ分かりやすく提供す

る仕組みを整備し、町民と情報の共有に努めなければならない。 
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【解説】 

 第２１条は、町は、町民への説明責任を果たし、町民の理解と信頼を深める

ために、町が保有する情報の公開をすること、いわゆる情報公開制度について

規定しています。 

 ここでいう「別に条例で定める」とは、杉戸町情報公開条例のことです。杉

戸町情報公開条例は、町民の知る権利を保障するとともに、町の保有する情報

の一層の公開を図り、町の諸活動を町民に説明する責務を果たすこと、また、

町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政への参加を促進し、公正で

分かりやすいまちづくりの推進に資することを目的としています。 

 なお、本条における情報公開は、町民からの情報公開請求の有無に関わらず

情報を提供する、第２０条における情報の共有とは意味が異なります。 

（情報の公開及び提供） 

第２１条 町は、町政に関して町民に説明する責任を果たすとともに、町政

に対する町民の理解と信頼を深めるため、別に条例で定めるところにより、

町の保有する情報を原則として公開しなければならない。 
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【解説】 

 第２２条は、町政に関する情報の取扱いについて、町は、個人情報を厳格に

保護しなければならないことを規定しています。 

 ここでいう「別に条例で定める」とは、杉戸町個人情報保護条例のことです。

杉戸町個人情報保護条例は、町民の自己に関する個人情報の開示、訂正等を求

める権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要

な事項を定めるところにより、個人の権利利益を保護することを目的としてい

ます。 

 また、高度情報化社会の中で、町民等の情報へのアクセス度合いを高めれば

それだけ情報流出等の危険性が生じる恐れがあるため、町民の権利利益が侵害

されることのないよう、万全な情報セキュリティ対策を講じなければならない

ことを規定しています。 

 

（個人情報の保護及び情報管理体制の整備） 

第２２条 町は、町民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところ

により、町が保有する個人情報を適正に取り扱うとともに、情報セキュリ

ティ対策の構築等について、必要な措置を講じなければならない。 
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第６章 参加及び協働 

 第１節 参加 

（参加の推進） 

第２３条 町は、町民が町政に参加できる多様な機会を提供し、参加の推進

に努めなければならない。 

 

【解説】 

 第６章（第２３条－第３０条）は、この条例に定めるまちづくりの基本原則

（第５条参照）のうち、「参加」と「協働」に関わる基本的なルールを規定し

ています。 

 

 第２３条は、「参加の原則」に基づき、町は、町民が主体的、積極的にまち

づくりに参加する機会を確保し、参加の推進に努めなければならないことを規

定しています。 
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（パブリックコメント手続） 

第２４条 執行機関は、重要な条例の制定又は改廃及び計画の策定又は改定

等に当たっては、事前にその案を公表して町民から意見を募るパブリック

コメント手続を実施しなければならない。 

２ 執行機関は、パブリックコメント手続によって提出された意見を考慮し

て意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を町民に公表しなけ

ればならない。 

３ 前２項に関して必要な事項については、別に定める。 

 

【解説】 

 第２４条は、町民の町政参加の手段としてのパブリックコメント手続につい

て規定しています。 

 第１項では、執行機関が、重要な条例の制定又は改廃及び計画の策定又は改

定等をするときには、その意思決定をする前に、趣旨や内容等の必要な事項を

広く公表して、町民からの意見を募ることを規定しています。本条項でいう「重

要な条例の制定又は改廃及び計画の策定又は改定等」とは、①町民の生活や事

業活動に重大な影響を与えるもの、②町民に義務を課し、又は町民の権利を制

限するもの、③町全体の方向性や基本方針を定めるもの、④各行政分野の方向

性、基本方針を定めるもの等が考えられます。 

 第２項では、執行機関は、町民から提出された意見について考慮し、その内

容を踏まえ、意思決定し、その意見についての執行機関の考え方や加筆修正内

容を町民に公表しなければならないことを規定しています。 

第３項は、パブリックコメント手続に関して必要な事項については、別に定

めることを規定しています。ここでいう「別に定める」とは、杉戸町パブリッ

クコメント制度実施要綱のことです。当該要綱は、政策形成過程において、町

民の多様な意見及び情報を把握し、本町の町政運営における公正の確保と透明

性の向上を図ることを目的としています。 
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【解説】 

 第２５条は、町民から町政運営における意見、要望、苦情等があったときの

執行機関の対応について規定しています。 

 第１項では、町政運営に対して、町民から意見、要望、苦情等があったとき

には、執行機関は、速やかに事実関係について調査し、調査の結果に基づき、

誠実に対応しなければならないことを規定しています。 

 意見、要望及び苦情は、町民が杉戸町で生活し、活動する中で、より良いま

ちづくりの具体的な提案や、何らかのトラブルに対しての不満や不公平を表明

するなど、まさに町民の「生の声」であることから、執行機関は、改善の必要

があるものは改善していくなど、状況に応じて誠実に対応していかなければな

りません。 

 第２項では、町民の町政に対する不服等の申出があった場合には、町民の権

利利益を保護するため、迅速かつ適正に処理及び救済を図るための措置を講ず

ることを規定しています。現行の法制度上では、行政手続法、行政不服審査法

等において、不服等への対応が図られています。 

なお、平成２６年６月１３日に、「行政手続法の一部を改正する法律」及び

「行政不服審査法」が公布され、これを踏まえて、町では法の円滑な施行に向

けて準備を進めていきます。 

 

 

（意見、要望、苦情等への対応） 

第２５条 執行機関は、町政について町民から意見、要望、苦情等があった

ときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応しなければならない。 

２ 執行機関は、町民の権利利益を保護するために、町民の町政に対する不

服等の申出について、迅速かつ適正に処理及び救済を図るための措置を講

ずるものとする。 
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【解説】 

 第２６条は、審議会など附属機関等の委員の選任について規定しています。 

 第１項では、広く町民の町政への参加を促し、町民の意見を町政に反映させ

るため、附属機関等の委員の選任に当たっては、特に法令等で定めのある場合

を除き、委員の一部を公募により選任するよう努めなければならないことを規

定しています。 

 第２項では、附属機関等の委員の選任については、別に定めることを規定し

ています。 

ここでいう「別に定める」とは、杉戸町附属機関等の運営及び委員の委嘱に

関する基本方針のことです。附属機関等の運営及び委員の委嘱に関する基本方

針では、①委員の在任期間、②重複委嘱の基準、③女性委員の拡大、④各年齢

層からの選任、⑤公募による委員、⑥町職員の除外、⑦関係団体への委員の推

薦依頼等を定めています。 

 

（附属機関等の委員の選任） 

第２６条 執行機関は、附属機関及びこれに類するもの（以下「附属機関等」

という。）の委員を選任する場合は、特に法令等に定めのあるときを除き、

その委員の一部を公募により選任するよう努めなければならない。 

２ 附属機関等の委員の選任に関し、委員の在任期間、重複委嘱の基準等、

必要な事項については、別に定める。 
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【解説】 

 第２７条は、住民投票に関する基本的な考え方について規定しています。 

 第１項では、町の将来を大きく左右する重要な案件（例：市町村合併等）や

町民生活に重大な影響を及ぼす重要事項（例：廃棄物処理施設の設置、建設の

問題等）について、住民の意思を確認するための住民投票について定めていま

す。 

 第２項では、町は、住民投票の結果に拘束されるものではありませんが、そ

の結果を尊重することを規定しています。 

 第３項では、住民投票については、本条例の規定を根拠として直ちに実施で

きるものではなく、個別事案ごとに実施に必要な投票の資格及び方法、成立要

件、公表の方法等の必要事項について別に条例で定めることとしています。 

 

 

（住民投票） 

第２７条 町長は、町政に関して特に重要な案件が生じた場合、住民の意思

を確認するため、住民投票を実施することができる。 

２ 町は、前項の規定に基づき実施した住民投票の結果を尊重するものとす

る。 

３ 住民投票の実施に関し、投票することができる者の資格その他必要な手

続については、事案ごとに別に条例で定める。 
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 第２節 協働 

(協働の推進) 

第２８条 町は、町民との協働の推進に当たり、町民の自主性及び自律性を

損なわないよう配慮しつつ、その活動に対して適切な支援を行うものとす

る。 

 

【解説】 

 第２８条は、町は、協働の推進に当たり、あくまでも町民の自らの考えに基

づく自主的かつ自律的な取組が行われることを前提としているため、必要なと

きはその活動に対して適切な支援を行うものとすることを規定しています。 
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(自治会・町内会等の活動の支援) 

第２９条 町は、自主的に設置・運営され、地域に密着した活動を展開して

いる自治会・町内会等を、地域におけるまちづくりの担い手として位置付

け、その活動に対して適切な支援を行うものとする。 

 

【解説】 

 第２９条は、自治会・町内会等の活動の支援について規定しています。 

 自治会や町内会等は、それぞれの地域において支え合いや防犯など様々な活

動を行っており、まちづくりを進める上で大きな役割を担っています。 

 今後においても、町は、協働によるまちづくりを推進していく上で、自治会・

町内会等とは、対等の立場でそれぞれの特性を生かしながら協力していくこと

が重要です。そのため、町は、自治会・町内会等による自主的な活動を尊重す

るとともに、その活動に対して適切な支援を行うことを定めています。 
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【解説】 

 第３０条は、公益的活動の支援について規定しています。 

町内には、福祉、防災、防犯、地域活性化など様々な分野において、各種ボ

ランティア団体やＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）などがそれぞれの専門性

や行動力を発揮し、地域の様々な課題解決に向けて取り組んでいます。 

こうした取組は、町民活動団体による自発的かつ主体的な活動であり、まさ

に町民が主役のまちづくりにつながるものですが、本条では、町とこれらの団

体等の双方が必要と認めたとき、町は、団体等の自主性及び自律性を尊重しつ

つ連携を図ることを定めています。 

これらの活動においては、営利を目的としていないため活動に必要な資金の

不足や、専門スタッフを十分に確保できないといった運営上の課題を抱えるケ

ースもあります。そのため、自主性及び自律性を損ねないことを前提として、

町は必要と認められる場合に、資金や人材等の支援を行うことを併せて規定し

たものです。 

(公益的活動の支援) 

第３０条 町は、自発的かつ主体的に行われる非営利の活動で、不特定かつ

多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする町民活動団体を尊重

するとともに、その活動に対して適切な支援を行うものとする。 
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第７章 国、県及び他の地方公共団体との連携 

（国、県及び他の地方公共団体との連携） 

第３１条 町は、町民サービスの向上、共通する課題の解決及び町政運営の

効率化を図るため、国、県及び他の地方公共団体との連携及び協力に努め

なければならない。 

 

【解説】 

 第７章は、国、県及び他の地方公共団体との連携について規定しています。 

 

第３１条は、国や埼玉県、近隣市町をはじめとした他の地方公共団体との連

携・協力について規定しています。 

 厳しい財政状況や町民ニーズの多様化等を背景に、町政運営において町単独

では解決が困難な課題、あるいは、より広域的な視点で取り組んだ方が効果的、

効率的な課題が増えつつあります。本条では、町民サービスの向上、共通する

課題の解決及び町政運営の効率化の観点から、連携及び協力に努めなければな

らないことを定めています。 

 なお、対象となる課題としては、道路、上下水道等の都市基盤整備のような

ハード面と、福祉、環境、産業、地域医療等のソフト面に関わる問題が考えら

れます。 
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第８章 条例の検証等 

（条例の検証及び見直し） 

第３２条 町長は、この条例の運用状況を定期的に検証し、その結果に基づ

き改善等の必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるものとする。 

２ 町長は、この条例を社会・経済情勢等の変化に対応させるため、必要に

応じ検証し、その結果に基づき見直し等の必要があると認めるときは、適

切な措置を講ずるものとする。 

３ 前２項の規定に基づく検証に当たっては、別に定めるところにより、町

民参加の手法を用いるとともに、検証の結果及び措置状況について、町民

に公表するものとする。 

 

【解説】 

 第８章（第３２条・第３３条）は、この条例の検証と見直し、この条例の普

及啓発について規定しています。 

 

 第３２条は、この条例の検証と、その結果に基づく町政運営及びこの条例の

見直しについて規定しています。 

第１項では、町長は、様々な分野における施策等の立案、実施、評価や他の

条例等の制定、運用など、町政運営全般において、この条例に規定された内容

がどのように、又どの程度実施されているのか、その運用状況を定期的に調査

し、それらがこの条例の規定に照らして適切かどうかを検証することを規定し

ています。そして、検証の結果、改善等の必要があるものについては、是正な

ど適切な措置を講ずるものとしています。 

 第２項では、この条例を社会・経済情勢等の変化に対応させるため、必要に

応じて検証し、その結果に基づき、この条例の見直し等が必要となった場合に

は、適切な措置を講ずるものとしています。 

第３項では、前２項の検証に当たって、町民参加の手法を用いることを規定

しています。これは、職員のみで検証作業を行うのではなく、町民も関わるこ

とによって、より客観的で適正な検証を行うためです。また、検証結果と措置

状況については、町民に公表することを定めています。 
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【解説】 

 第３３条は、町は、この条例の普及啓発に努めることを規定しています。 

この条例の目的である「自治の実現」のためには、この条例のまちづくりの基

本理念や基本原則を一人でも多くの町民が理解し、行動することが極めて重要

となります。こうした趣旨から、町は、この条例の普及啓発を行っていきます。 

 

（条例の普及啓発） 

第３３条 町は、まちづくりの基本理念及び基本原則に基づく自治の実現を

図るために、この条例の普及啓発に努めるものとする。 
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【解説】 

 附則では、この条例の施行期日について定めています。 

 

附 則 

この条例は、平成２７年７月１日から施行する。 

 


