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杉戸町自治基本条例住民検討委員会 
 



 はじめに 

 

 今日、地方自治体では厳しい財政状況のもと、行財政改革や財政健全化が喫緊の課題と

なっています。恒常的な厳しい財政下にあっても、財政の健全化と高質な町民サービスの

確保という、矛盾した状況を克服しなければなりません。また、地方分権という大きな流

れの中で、「地域のことは地域で考え、地域で決める」という、自己決定・自己責任に基

づく、自らの行政運営にあたっての基本的なルールの確立が求められています。 

 こうした時代背景を踏まえ、平成２５年２月３日に一般公募で選ばれた町民２０名の委

員からなる杉戸町自治基本条例住民検討委員会が発足し、アドバイザーとして埼玉大学・

齋藤友之准教授を交え、第１回住民検討委員会が開催されました。委員のほとんどが自治

基本条例の知識が極めて乏しい中、果たして条例に盛り込むべき内容の素案がまとまるの

かという不安を抱えながら、住民検討委員会がスタートしました。しかし、自治基本条例

の検討にあたっては、アドバイザーの講演や助言を受けながら、少しずつ理解を深め、各

班で活発な議論と意見を交換した後、各班がその内容をまとめ、互いに発表し合い、みん

なで情報を共有しながら条例に盛り込むべき内容の素案を検討していくことを基本とし、

住民検討委員会を積み重ねてきました。 

 住民検討委員会を９回及び代表者会議を５回開催し、出された意見を逐次整理し、まと

めていく過程の中で、「まちづくり」における町民の町政運営への参加、そして協働の必

要性が強く感じられました。 

 住民検討委員会は、住民自治の実現を基本理念とし、町政運営の基本ルールとして位置

付けられるに適した、実効性のある自治基本条例となるよう、激しく議論し、時には譲り

合いながら検討を重ねてきたことを申し添え、さらに多くの意見を取り入れながら、杉戸

町にふさわしい自治基本条例が制定されることを心から願い、提言致します。 
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Ⅰ 条例制定に向けての基本的な考え方 

１ 杉戸町における自治基本条例の制定について 

（１）自治基本条例とは 

  （仮称）杉戸町自治基本条例は、町民が主役のまちづくりを進めていくための自治の

理念や基本的な原則、町民、議会及び執行機関の役割分担、町政運営の仕組み等を制度

化するものです。 

この条例によって、従来、町民から信託されてきた町政運営の基本理念・基本原則が

明示されるのに伴い、他の条例及び規則等の制定や町政のあらゆる施策は、この条例の

理念を踏まえて実施されることとなり、まちづくりの規範となるものです。 

 

（２）自治基本条例制定の背景 

現在、自治基本条例は、全国で２７０以上の自治体で制定されております。この背景

には、１点目として、平成１２年に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に

関する法律」が施行され、国と地方自治体との関係が見直されたことに伴い、各地方自

治体は自らの判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開していくことが期待さ

れていることがあげられます。これにより、自分たちのまちのことは自分たちで決めて

いく、自分たちで自分たちのまちづくりを進めていくという自治意識が高まり、地域住

民が個性ある町づくりを担っていく主役であることが再認識されるようになっています。 

２点目として、我が国が少子・高齢化と人口減少という人口構造の大きな変化に直面

する中で、住民の生活形態や価値観も変化し、地域社会のニーズがますます多様化・複

雑化していることがあげられます。それらの要請にきめ細かく対応するためには、行政

と住民が密接に連携を取り合うことがこれまで以上に不可欠となっています。 

３点目として、近隣住民同士の関係の希薄化が従来から問題とされてきましたが、阪

神淡路大震災を契機に、万が一の場合は地域で助け合ったり支え合ったりしていかなけ

ればならないということが改めて浮き彫りとなり、東日本大震災を通じて、一層、地域

の絆・つながりが重要視されるようになりました。 

以上のような背景から、あるべき自治の姿を包括的に整理し、条例として明確にして

いくことが、まちの自律した経営及び運営を行っていくうえで必要であると考えられ、

全国各地での自治基本条例の制定につながっていると言えます。 

 

 （３）自治基本条例制定の意義 

   これからの杉戸町は、町民が主役のまちづくりが必要であると考えます。町民が生き

生きと暮らし活動できるまち、安心・安全なまちづくりの実現を図るためには、行政だ

けでなく、町民が町政に積極的に関わることが必要であり、そのためにも町政運営に関

する情報の共有や参加・協働等の仕組みづくりが基本となります。そして、これらの仕
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組みを整えることによって、町民の視点に立った行政が行われるとともに、町政運営の

透明化が図られることが期待できます。杉戸町において、情報共有や参加・協働等の仕

組みを明確に位置付け、ルール化するものが「（仮称）杉戸町自治基本条例」であり、

条例制定によって、町民と町との協働によるまちづくりを理念化・制度化することに意

義があると言えます。 
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２ 検討経緯と提言書作成にあたっての基本方針 

（１）経緯 

   （仮称）杉戸町自治基本条例の制定にあたり、条例に盛り込むべき内容を検討するた

め、公募による住民２０名による住民検討委員会が平成２５年２月に設置されました。 

   住民検討委員会では、委員を３つの班に分け、それぞれの班ごとにその回のテーマに

ついて討議を行い、各班で集約された意見を発表するワークショップ方式により検討を

進めました。検討に当たっては、アドバイザーとして埼玉大学・齋藤友之准教授に委員

会に参加をしていただき、助言をいただきました。また、委員会終了後には、毎回、各

班で討議された意見を集約した「検討結果整理表」を作成し、３つの班の考え方の共通

点・相違点を明確にしてきました。 

   ７月からは、住民検討委員会の代表委員７名による代表者会議がスタートしました。

ここでは、各班で出された意見をさらに集約し、条例に盛り込むべき内容と考え方を整

理した上で、提言書としてとりまとめる作業を行いました。 

   

（２）提言書作成にあたっての基本方針 

住民検討委員会では、どのような基本方針で、条例に盛り込むべき事項を検討し、選

択するかの基準を考えました。 

  基本的なスタンスとして、 

① 町民が主役であるとした『住民自治の実現』を基本理念とする。 

② 町政運営の基本ルールという性格をもったものとする。 

③ 町の他の条例や各種計画等に対する指針を示すものとする。 

④ 政策内容を定める総合振興計画との役割分担を明確にする。 

⑤ 杉戸町としての特色を反映したものとする。 

と設定しました。  

そのため、上記内容を具現化するため、条例の骨格・体系として、情報共有、参加、

協働を基本原則とし、 

① 町民、議会、町長等の執行機関・職員それぞれの権利や責務を記述する。 

② 行政運営の基本ルールを個別に記述する。 

③ 情報の共有と管理について記述する。 

④ 参加及び協働について記述する。 

など、あらかじめ項目を定め、議論を重ねてきました。そして、代表者会議が作成した

提言書の素案をもとに、９月から再び住民検討委員会のメンバー全員で討議を行い、本

提言書の作成に至ったものです。 

各々の委員で考え方に相違がある部分もあり、意見を整理し、集約することの困難さ 

はありましたが、討議を重ねる中で、各委員が率直に意見を出し合った結果、よりよい杉

戸町をつくるため何が必要かについて、一定の整理ができたと考えております。 
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（３）検討プロセス 

  【住民検討委員会】 

年 月 日 回 内  容 

25年 2 月 3日(日) 

10：00- 
第 1回 

・委嘱 ・委員自己紹介 

・講師（アドバイザー）紹介 

・講演「自治基本条例の意義」 

・スケジュール等確認 

・町のしくみを知る 

・委員長等の選出 

25年 3 月 9日(土) 

9：00- 
第 2回 

・スケジュール等説明 

・ワークショップの進め方 

・ワークショップ 

テーマ①「杉戸町の現状、目標とするまち」 

・各班の発表～アドバイザー助言 

25年 4 月 6日(土) 

9：00- 
第 3回 

・ワークショップ 

テーマ②「町民とは、どんな人をさすのか。町

民の権利は何か。まちづくりにおける町民の役

割（責務）」 

・各班の発表～アドバイザー助言 

25年 4 月 20日(土) 

9：00- 
第 4回 

・ワークショップ 

テーマ③「まちづくりにおける行政・議会それ

ぞれの役割（責務）」 

・各班の発表～アドバイザー助言 

25年 5 月 11日(土) 

9：00- 
第 5回 

・ワークショップ 

テーマ④「行政運営のあり方」 

・各班の発表～アドバイザー助言 

25年 6 月 1日(土) 

9：00- 
第 6回 

・ワークショップ 

テーマ⑤「住民参加及び協働のあり方」 

・各班の発表～アドバイザー助言 

25年 6 月 29日(土) 

9：00- 
第 7回 

・ワークショップ 

テーマ⑥「条例の実効性の確保」 

・各班の発表～アドバイザー助言 

・提言書の作成方法等について報告 

25年 9 月 21日(土) 

9：00- 
第 8回 

 

・提言書に盛り込むべき内容について協議 

25年 10 月 19日(土) 

9：00- 
第 9回 

 

・提言書に盛り込むべき内容について協議 
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【代表者会議】 

 年月日 回 内  容 

25年 6 月 26日(水) 

9：30- 
第 1回 

・提言書作成のための今後のスケジュール及び作成

方法等について協議 

 

25年 7 月 17日(水) 

9：30- 
第 2回 

・（仮称）杉戸町自治基本条例の体系・骨格につい

て協議 

・提言書に盛り込むべき内容について協議 

・提言書作成のための今後のスケジュールについ 

て協議 

25年 7 月 24日(水) 

9：30- 
第 3回 

・提言書に盛り込むべき内容について協議 

・提言書作成のための今後のスケジュールについ 

て協議 

25年 8 月 28日(水) 

9：30- 
第 4回 

・提言書に盛り込むべき内容について協議 

・提言書作成のための今後のスケジュールについ 

て協議 

25年 10 月 4日(金) 

9：30- 
第 5回 

 

・提言書に盛り込むべき内容について協議 
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 ３ 自治基本条例についての基本的な考え方と執行機関及び議会への要請 

 （１）自治基本条例に対する主役たる町民の認識の現状 

   自治体にとって自治基本条例は、最大限尊重しなければならない重要な条例です。そ

こでは、町民が主役であり、そうした自治の基本理念を実現するための基本ルール、い

わば「町民のためのルール」として位置付けられています。 

   しかし、現状を見る限り、肝心の町民の中には町民を主役とする、自治基本条例のよ

うな基本ルールの制定を求める機運があるようには感じられません。町民の自治基本条

例の認知度は低いように見受けられます。町民の積極的な要請がないにもかかわらず、

町民のためだとして、自治基本条例を制定しようとすることをどのように考えるべきか、

住民検討委員会にとっては大きな難問でした。こうした状況は、自治基本条例を先行制

定した自治体でも同様だったのではないかと想像しています。 

 

（２）自治基本条例の有効性の確認 

   こうした認識の中で住民検討委員会のメンバーは、町長から諮問された自治基本条例

に盛り込むべき事項の検討を重ねてきましたが、その過程を通じ、自律したまちづくり

を進めようとする上で、自治基本条例のような町政運営の基本方針を町民の合意のもと

に定めておくことは杉戸町にとって極めて有効ではないか、との確信を得るに至りまし

た。 

 

 （３）条例の実効性確保のための制度の整備 

   現状では、仮に自治基本条例が制定されたとしても、実効性が確保されない懸念はあ

りますが、それでも、制定された自治基本条例は一定の規範性を持つことになります。 

自治基本条例では、２方面の目的を想定しています。１つは、町民が主役であることの

自覚を促し、町政への参加に向かわせる方向、もう１つは、執行機関、議会の責務等、町

として整備すべき様々な制度を規定する、つまり町政をコントロールする方向です。 

このうち後者については、自治基本条例が成立すれば執行機関や議会に対して、自治基

本条例に定められた関連諸制度の整備等、条例内容の具体化への取り組みを求めることに

なるので、ある程度の前進が期待できます。 

   

 （４）町政関係者の意識改革の必要性 

   制度の整備よりもさらに重要なことは、町長や議員のような町民から町政を負託され

た人たち、また、執行機関の職員の意識改革です。町長や議員には率先した対応が求め

られますが、組織全体に浸透するまで多少の時間がかかります。粘り強い取り組みが必

要となります。 
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（５）議会への要請 

   我が国の自治体は長と議会の二元代表制ですが、主権者からみれば両者は一体となっ

て町政の負託に応えていくべきものと認識しています。提言書ではこうした観点から、

議会を含めた一体のものとして町政を捉え、自治基本条例として必要な規定を制定すべ

きものとしています。議会基本条例の制定にあたっても、自治基本条例との関係に十分

配慮して進められるよう要望します。 

 

（６）町民への普及活動の展開 

住民意識が多様化し、地域行政に対する意識の希薄化が進んでおり、かつ、多忙な町

民に日常的な町政への参加を求めても現実的ではありません。 

しかし、こうした中でも、自治基本条例を制定し、関連の制度を整備しておくことの当

面の意義は、ある町民が、ある時、何かを町政に要望したり、あることに参加したり、利

用しようとする場合に、その道筋を整備し、よくわかるようにしておくこと、使いやすい

仕組みにしておくことにあると考えます。 

したがって、自治基本条例の認知度が低く、制定要望もない中での、町民への働きかけ

の方向としては、高邁な理念とか基本原則といったことの説明ではなく、条例制定によっ

て、どのような制度が利用できるようになったかについて、言わば目録を紹介するような

形で進めることをまず行っていくことが適当ではないかと考えます。 

自治基本条例が意味のあるものになるかどうかは、最終的にはどれだけ町民に浸透する

かにかかっています。ほぼゼロから始まる作業です。町として、自治基本条例案提案前は

もちろん、自治基本条例成立後も、あらゆる機会を利用して、有効な普及活動を粘り強く

展開されるよう、住民検討委員会として強く要望します。 
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Ⅱ （仮称）杉戸町自治基本条例に盛り込むべき内容 

１ 杉戸町の理想とする姿・将来像  

○豊かな自然環境 

・緑豊かな自然や住みやすい環境などを大切にし、町民が安心で安全な暮らしが実感できる

まちをめざします。 

 

○地域とともに活動するまち 

・夏まつりや流灯まつりなどの観光イベントを大切にします。 

・アグリパークゆめすぎと等、既存の観光・交流施設を大切にします。 

・杉戸宿の歴史観光資源を大切にします。 

 

○行政の特性 

・子育て支援が充実し、子どもを安心して産み育てられるまちをめざします。 

・情報化社会の変化に対応できるまちをめざします。 

・町民がまちづくりに自主的・積極的に参加できるまちをめざします。 

 

○教育環境が整ったまち 

・学校教育施設・設備の整備・充実したまちをめざします。 

・子どもの安全確保のため、保護者や学校、地域の連携による見守り活動の充実したまちを

めざします。 

 

○国際交流の推進 

・姉妹都市提携をしているオーストラリア州バッセルトン市等との親善を深め、一層の相互

理解をめざします。 

 

○福祉の整ったまち 

・高齢者、障がい者等、すべての町民が、安心して暮らせる環境づくりに向け、地域福祉対

策やボランティアの活動の充実したまちをめざします。 

 

○都心への利便性 

・都心から４０キロ圏内にあり、国道４号や、東武鉄道など交通の利便性を生かしたまちを

めざします。 

 

○高い防災意識 
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＜その他の意見＞ 

・河川・用水路が多く、散歩をする場所がたくさんあるまちをめざします。 

・平坦地で土地の利用がしやすく、生産地と消費地が近い特性を生かしたまちをめざしま 

す。 

・地区ごとに自主防災会が整っているが、より一層充実した防災組織を形成することをめざ

します。 

 

○まちの活性化 

・産業を活性化し、雇用の創出をめざします。 

・若いリーダーも育つ賑わいのあるまちをめざします。 

 

○環境改善 

・河川の美化、浄化に努めるまちをめざします。 

  

○文化施設の整備 

・公民館等の公共施設を充実させ、地域住民のコミュニティの場所として活用を図るまちを

めざします。 

 

○子育て・高齢者への支援 

・少子化対策を含めた子育て支援を充実させ、子ども・親達が健康で安心して暮らせる、笑

顔の溢れるまちをめざします。 

・高齢者福祉の充実した、ともに助け合えるまちをめざします。 

 

○住みやすいまち 

・誰もが住みやすく、環境にやさしい快適なまちをめざします。 

・活気・活力があり、働きやすく、全国にアピールできる特色のあるまちをめざします。 

 

○地域自治の確立 

・地域の結びつきや郷土意識の継承による魅力ある地域社会の形成に向け、地域自治活動が

活発なまちをめざします。 

・地域の絆を大切にし、助け合いのできるまちをめざします。 

 

○安心・安全 

・誰もがいつまでも住み続けたいと思える、治安がよく、保健・医療・福祉が充実した安心・

安全なまちをめざします。 
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・卒業生が学校の行事に参加をしたり、学校スクールガード・学校応援団が充実したまち 

をめざします。 

・平和なまちをめざします。 

・町民、議会及び行政の良好な自治意識の共有を図るまちをめざします。 

・町のＰＲ材料を発掘し、まちの活性化をめざします。 

・児童公園等の充実したまちをめざします。 

・事務事業に終期を設け、効率的な町政運営のまちをめざします。 

・教育、文化などの施設が充実したまちをめざします。 

・公助（行政）に頼らないまちをめざします。 

・観光資源を活かすまちづくりをめざします。 

・町民が愛着を持ち、住み続けたいと思えるまちをめざします。 

・杉戸町の状況を把握し、町の特色や独自性を生かしたまちをめざします。 

・町民、行政及び議会が、個人情報の適正な保護と町民の権利、利益の保護に努めるまち 

をめざします。 
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２ 総則 

 

＜その他の意見＞ 

【定義】 

・住民とは、杉戸町に住民登録がある人をいう。 

 

 

○目的 

  町民が主役のまちづくりを進めていくための理念や基本的な原則を明らかにし、町民、

議会及び執行機関の果たすべき役割、及び町政運営の仕組み等を定め、町民自らがまちづ

くりに参加することによって、住民自治の実現を図ることを目的とする。 

 

○この条例の位置付け 

  この条例は、本町の自治の基本理念及び原則を定めるものであり、町民、議会及び執行

機関は、他の条例等の制定・改廃及びその運用に当たり、この条例の趣旨を最大限尊重し

なければならない。 

 

○定義 

【町民】 

・杉戸町に居住する人をいう。 

・町内に通勤・通学している人をいう。 

・町内で事業活動を行う人や団体をいう。 

 

【町】 

 ・執行機関及び議会とする。 

 ※執行機関とは、町長（町職員等の補助機関を含む）、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う。 

 

【参加】 

 ・政策の立案、施策の実施、評価等の町の執行過程において、町民が町に対して意見を述

べ、提案することをいう。 

 

【協働】 

・町民、議会及び執行機関がそれぞれの責任と役割に基づき、対等な立場を尊重し、助け

合いながら自主的・自律的に活動を行い、地域の課題を解決していくことをいう。 
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３ まちづくりの基本理念・基本原則 

 

 

○まちづくりの基本理念 

  町は、主役である町民の信託に基づき、個人の尊厳及び自由が尊重され、かつ公正・公

平で開かれた町政を推進するものとする。 

 

○まちづくりの基本原則 

町民、議会及び執行機関は、次に掲げる基本原則に基づき、まちづくりを行うものとす

る。 

 

【情報共有の原則】 

 ・町政情報を共有すること。 

  

【参加の原則】 

 ・町民の参加により、町政運営が行われること。 

  

【協働の原則】 

 ・協働して、まちづくりを進めること。 
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４ まちづくりの主体の責務等 

（１）町民 

【権利】 

○情報を知る権利 

・町民は、まちづくりに関する情報を知る権利がある。 

 

○まちづくりに参加する権利 

・町民は、まちづくりに参加する権利がある。 

 

○行政サービスを受ける権利 

・町民は、公正・公平に行政サービスを受ける権利がある。 

 

○学ぶ権利 

・町民は、物事の事実を正確に把握し、自らの意思で判断できるよう、資質の向上のため、

生涯にわたり学習機会を選択し、学ぶ権利がある。 

 

【役割】 

○まちづくりに参加する役割 

・町民は、まちづくりの主役であることを認識し、積極的にまちづくりに参加するよう努め

るものとする。 

 

○町政に関心を持つ役割 

・町民は、執行機関及び議会から発信される情報に関心をもち、課題を指摘するよう努める

ものとする。 

 

○法令等に規定された義務の遵守 

・町民は、法令等に規定された義務を遵守しなければならない。 

 

○環境保全 

・町民は、まちをきれいにし、自然環境の保全に努めるものとする。 

 

○共助 

・町民は、近隣住民との相互理解を深め、互いに助け合う共助のまちづくりに努めるものと

する。 
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＜その他の意見＞ 

【権利】 

・政策の立案、実施、評価、改善それぞれの過程に参加する権利がある。 

・町に対し、自由に意見を発言する権利がある。 

・自らの意思に基づき、生活する権利がある。 

・町の事業に参加する権利がある。 

・選挙権、被選挙権を持っている。 

・住みよい住環境を求める権利がある。 

・労働する権利がある。 

・安心で安全な生活ができる権利がある。 

・青少年及び子どもも、その年齢に応じて地域社会とのかかわりを持っていることから、そ

の年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利がある。 

 

【役割】 

・地域（自治会等）の活動に参加して、住みやすい地域づくりをする。 

・地域の活動が円滑に進むよう、町民同士で協力する。 

・行政サービスに伴う負担(税金、使用料)を分任しなければならない。 

・町の行政ルールに従わなければばらない。 
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（２）議会 

【議会の責務】 

○意思決定機関としての機能 

・議会は、町民全体の代表者である議員によって構成される意思決定機関であり、町民の意

思がより的確に反映されるよう努めなければならない。 

 

○議会の監視機能の強化 

・議会は、積極的な調査研究を行い、議決機関として、町政運営が適正に行われているか監

視する責務がある。 

 

○開かれた議会 

・議会は、会議及び委員会の審議の過程や結果を町民に積極的にわかりやすく説明する機会

を持つとともに、町民の多様な意見を把握する責務がある。 

 

【議員の責務】 

○議員の資質の向上 

・議員は、選挙で選ばれた町民の代表者として、また、議会の構成員として、町民の信託に

応えるため、政策立案や政策提言などの専門性を高め、資質の向上に努める責務がある。 

 

○議員就任時の宣誓 

・議員は、就任にあたり、その地位が町民の信託によるものであることを深く認識し、公正・

公平かつ誠実に職務を執行することを宣誓しなければならない。 

 

○法令等に規定された義務の遵守 

・議員は、法令等に規定された義務を遵守しなければならない。 

 

 

＜その他の意見＞ 

【議会の責務】 

・表記は【議会の役割と責務】とする。 

・町民に町政情報を積極的に提供し、情報の共有化に努める。 

・町民の意思が町政に反映されているか監視に努める。 

・本会議、委員会等は原則公開とし、開かれた議会運営に努める。 

・非公開の場合は、その理由を町民に公表するよう努める。 

・議会の活性化を図るため、議会改革を進める。 

・議会基本条例を制定するにあたり、議会も『まちづくりの基本理念・基本原則』に即した
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活動を行うよう明記するべきである。 

・議員倫理規程を制定する。 

・議員報酬や政務活動費の見直しを行う。 

・こども議会等を定期開催する。 

・議会活動の結果を公表する。 

・効率的な議会運営を行う。 

・町民の代弁者との意識を持つ。 
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（３）執行機関 

【町長の責務】 

○町長の責務・リーダーシップ 

・町長は、執行機関が一体となり町政運営を行うよう、執行機関相互の連絡を図り、総合

調整を行う責務がある。 

・町長は、杉戸町の代表者として、町民の信託に応えるため町民の意向を適正に判断し、

まちづくりの基本理念を実現するため、公正・公平かつ誠実に町政運営を行う責務があ

る。 

・町長は、効率的な組織編成と職員配置に努め、指揮監督をするとともに、人材育成に努

める責務がある。 

 

○町長就任時の宣誓 

・町長は、就任にあたり、その地位が町民の信託によるものであることを深く認識し、公

正・公平かつ誠実に職務を執行することを宣誓しなければならない。 

 

○法令等に規定された義務の遵守 

・町長は、法令等に規定された義務を遵守しなければならない。 

 

【執行機関の責務】 

○住みよいまちづくり 

・執行機関は、町民の健康・安全・環境等を守り、町民との協働により、活力あるまちづ

くりを推進し、住みよいまちづくりをめざす責務がある。 

 

○執行機関運営の基本原則 

・執行機関は、まちづくりの基本理念を実現するため、町民の意見を積極的に把握し、公

正・公平に執行機関運営を行い、執行機関相互に連携を図りながら、最小の経費で最大

の効果をあげるよう努める責務がある。 

 

【職員の責務】 

○職員の責務・資質の向上 

・職員は、町全体の奉仕者として、公正・公平かつ誠実に職務を遂行するとともに、まち

づくりの基本理念を実現するよう努める責務がある。 

・職員は、職務の遂行に必要な知識・技能の向上に努める責務がある。 
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＜その他の意見＞ 

【執行機関の責務】 

・町民の自発的・自主的な活動を尊重し、まちが支援をすることが必要である。 

・町民が快適に暮らせるまちづくりに取り組む責務がある。 

 

【町長の責務】 

・町長は常に目標を持つことが必要である。 

・町長は健全な財政運営を行い、財政状況を公表する責務がある。 

 

【職員の責務】 

・町民からの町政に関する要望・意見・苦情等にも誠実・迅速に対応し、結果は速やかに回

答する責務がある。 

・自分の担当部署の職務内容を早く勉強することが必要である。 

・職員は職務遂行にあたり、町政に精通する責務がある。 

○法令等に規定された義務の遵守 

・職員は、法令等に規定された義務を遵守しなければならない。 
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５ 行政運営 

○行政運営の基本原則 

・まちづくりの主役は町民であることから、執行機関は、まちづくりの基本理念である住民

自治を実現するため、情報共有・参加・協働の原則に基づき、町政運営に努める必要があ

る。 

 

○執行機関の説明責任 

・執行機関は、町民にわかりやすく説明し、情報を提供する。また、町民からの意見や提案

等に応答する責任も持つ。 

 

○総合振興計画 

・執行機関は、町の将来像となる基本構想や基本計画を示した総合振興計画を策定するため

の規定を設ける。また、その内容は、地域、世代、男女の別に偏ることなく公正・公平で

なければならない。 

・執行機関は、計画を実現させるために、社会情勢に応じた見直しや進行チェックの取組み

が必要である。 

・執行機関は、計画の内容や進捗状況を公表するとともに、町民にわかりやすく丁寧な説明

に努める。 

 

○行政手続 

・執行機関は、町政運営において透明で公正・公平な行政手続きの向上を図り、町民の権利・

利益を保護しなければならない。 

・行政手続に関する必要事項は、別に条文化する必要がある。 

・行政手続の簡素化を図るために執行機関は、機能的な組織編成に努める。 

 

○行政運営に関する評価 

・執行機関は、住民代表だけではなく、専門家も入れた外部による行政評価を実施すべきで

ある（第三者外部評価制度の導入）。 

・執行機関は、評価結果について、町民にわかりやすく公表するとともに、町民から意見を

求める機会を設けなければならない。 

・執行機関は、評価結果を尊重しなければならない。 

 

○財政運営・財産管理 

・執行機関は、町民にわかりやすく財政状況を説明し、効率的かつ効果的な活用を図り、健

全な財政運営に努める。 
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・執行機関は、町の財産の保有状況を明らかにし、適正な管理と効率的な運用を図る。 

 

○組織の効率化 

・執行機関は、政策や施策の計画に対して、将来を見据えた効率的な組織編成・機構改革を

推進する責務がある。 

 

○危機管理 

・自分の生命・財産は、自分で守ることが基本である。 

・執行機関は、住民の生命と財産の安全確保を図るとともに、自助と共助ができる危機管理

体制の確立に努めなければならない。 

・執行機関は、災害が発生した場合、被害を最小限に止めるよう体制を整備しなければなら

ない。 

・災害発生時に迅速に対処するためには、日頃から地域住民とのコミュニケーションを密に

し、また、定期的に防災訓練を行い、防災意識を向上させることが大切である。 

 

＜その他の意見＞ 

・施策評価の方法として、住民アンケートの実施や住民が意見を言い合える「住民参加スペ

ース」を設けてはどうか。 

・町民の意見を取り入れ、行政に反映させるためには情報共有が必要である。わかりやすく

説明することで町民が行政任せではなく、関心を持つことにつながる。 
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６ 情報の共有と管理 

○情報共有 

・町は、適時適切な情報提供を行い、町民の参加と協働を推進し充実したものにするため、

町民との情報の共有に努めなければならない。 

 

○情報の公開及び提供 

・町は、町政に関する情報について広報紙等を通じて、町民に積極的かつわかりやすく提供

するよう努めなければならない。 

 

○個人情報の保護と情報管理体制の整備 

・町は、町民の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用及び提供

並びにセキュリティシステムの構築等に関する情報の適正管理について必要な措置を講

じなければならない。 

 

 

＜その他の意見＞ 

・まちづくりに関する情報を共有することは、参加と協働のまちづくりを行うための前提条

件である。 

・「開かれた自治体」として町の保有する情報を積極的に公開及び提供することが必要である。 

・情報の公開や提供は重要であるが、個人の権利及び利益を保護しなければならない。 

・町が収集し、保有する個人情報については厳重に管理しなければならない。 

・執行機関は、関係職員を指定し、町民の個人情報に係る書類の紛失、情報の漏洩に関する

検査を行い、個人情報の保全に努めるものとする。 
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７ 参加及び協働 

○住民参加の推進 

・町は、町民の町政への参加を推進し、意見を町政に反映させる体制を整備する。特に若い

世代の参加を促し、町民が意見を言える場をつくる。 

・町は、町民の意向を意識した町政運営を行い、町民が町政に参加できるような多様な機会

を提供しなければならない。 

・町は、町民に対して、積極的に町政情報を提供しなければならない。 

・町は、町民がまちづくりに参加できるよう配慮し、自主性及び自律性を尊重しなければ 

ならない。 

 

○附属機関等の委員の選任 

・執行機関は、附属機関等の委員を選任する際、年齢や男女比等に配慮しつつ、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。 

・執行機関は、附属機関の委員選任ルール等、基本原則を他の条例・規則等に規定するべき

である。 

 

○パブリックコメント手続 

・執行機関は、政策の立案、計画の策定及び条例の制定等、重要な案件については、パブリ

ックコメント手続を実施しなければならない。 

・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について、丁寧に、わかり

やすい表現で回答しなければならない。 

 

○意見・要望等の対応 

・執行機関は、町民からの意見・要望等に対して適切に対応するとともに、その結果も含め

てわかりやすく公表し、町民と情報を共有すべきである。 

 

○苦情処理機関の設置 

・町民からの苦情処理機関・窓口は、執行機関の中ではなく、執行機関と一定の距離をおい

た第三者組織を設け、苦情を公正かつ中立な立場で迅速に処理することにより、町民の権

利・利益を保護すべきである。 

 

○住民投票 

・執行機関は、町政に関して重要な案件が生じたとき、町民の意思を確認するため住民投票

を行うよう条例に規定する。 

・執行機関は、住民投票を行う要件、開票する要件、開票した結果の取り扱い方等その他住
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民投票の実施に関する必要な事項は、個別に条例に規定する。 

 

○協働の推進 

・町民、議会及び執行機関は、それぞれの特性を理解し、互いに尊重し合い、協働してまち

づくりに取り組むよう努めなければならない。 

・町は、協働のまちづくりを進めるにあたり、町民と情報交換し、相互理解が図れるよう、

開かれた場と機会の提供に努めなければならない。 

 

○自治会・町内会等の活動の支援 

・執行機関は、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、地域自治活動の担い手として位置付け、積極的にその活動を支援するべきである。 

 

○公益的活動の支援 

・執行機関は、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、その活動に適切な

支援を行うものとする。 

 

 

＜その他の意見＞ 

・行政区、区長制度の再編が必要ではないか。 

・行政区の運営強化を図る。 

・町民の意向を意識した行政運営を望む。 

・参加（参画）、協働の背景には、情報公開・情報共有が不可欠である。 

・パブリックコメントで出された意見の採用、不採用の判断は、担当部署のみではなく、客

観的に精査できる部門を設けて対応する。 

・『杉戸町パブリックコメント制度実施要綱』が存在するが、自治基本条例制定後に単独条例

として制度化し、整理する必要がある。 

・パブリックコメントについては条例に規定する必要はない。 

・各地区の町民の意見を尊重する。 

・附属機関の委員の選任方法については、町民に明確に公表すべきである。 
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８ 国・県及び他の公共団体との連携等 

○国・県及び他の公共団体との連携等 

・町は、町民サービスの向上、広域的課題の解決及び行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・協力を積極的に進めるものとする。 

 

＜その他の意見＞ 

・広域化を考慮した取り組みとして市町村合併も視野に入れるべきである。 

・外国人の受け入れ態勢を整え、国際交流を図る。 
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９ 条例の検証と見直し 

○自治基本条例の検証 

・町長は、定期的に自治基本条例の運用状況を検証し、その結果を町民及び議会に公表する。 

・町長は、運用状況を検証するため、町民も参加する審議会等を設置する。 

 

○普及・啓発 

・執行機関は、条例制定前の十分な周知と制定後の積極的な普及・啓発に努めなければなら

ない。 

 

 

＜その他の意見＞ 

・まちづくり活動の理念が確実に具体化されることを担保するため、条例に規定するべきで

ある。 

・条例制定後、町当局の条例遵守義務の規定をする。 

・町当局や議会が条例に沿って町行政を適正に運営していくことを宣言する。 

・条例の実効性の確保で必要なことはガラス張り・透明化である。 

・町長は、この条例の運用管理を検証すると同時に、他の条例や、諸制度の見直しを実施し

て、この条例の実効性を常に担保していくことに努めなければならない。 
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Ⅲ 杉戸町自治基本条例住民検討委員名簿 

 １ 杉戸町自治基本条例住民検討委員 

名前 備考 

池田 健四郎 

市毛 大助  

糸賀 千秋 

磐城 博司   

上田 茂生  

小川 孝一   

荻野 邦雄 

葛西 武次  

熊谷 文行 

小手森 啓秀 

鈴木 勲  

富樫 和子   

長濱 光代   

中村 明  

古谷 美奈子  

村尾 耕一 

龍川 十志之 

若菜 満枝 

若林 正樹 

渡辺 真理子 

 

 

 

代表委員 

副委員長・代表委員 

 

 

 

代表委員 

 

委員長・代表委員 

 

 

 

 

代表委員 

代表委員 

代表委員 

 

副委員長 

 

 

 ２ アドバイザー 

・齋藤 友之（埼玉大学経済学部社会環境設計学科准教授） 

  

 


