
東村山市自治基本条例に盛り込む要素（案）とこれまでの意見との対照 250802第2回審議会資料

自治基本条例策定市民会議『報告書』（骨子） 自治基本条例市民参画推進審議会 庁内（策定委員会、刊行物等） その他（代表的なもの）

前

文

○　東村山の概要
武蔵野のみどりを色濃く残し、水の恵みも受ける自然豊かなまち
○　東村山の歴史
・古（いにしえ）より人々が生活を営む
・東山道、鎌倉古街道、９つの鉄道駅が所在するなど、交通の便も良い
・市内に文化財が点在
○　人権
・多磨全生園、人権の尊さ
○　なぜ自治基本条例をつくるのか
・地方分権や社会経済状況の変化に柔軟に対応
・一人ひとりの思いを市政に反映
・子どもからお年寄りまでが安全・安心で健康に暮らせるやさしいまちをみんなで創る。

・Ｐ４　東村山市の自治（まちづくり）で大事にすること
・Ｐ５～６　自治基本条例の「前文」で表現すること

・人権（ハンセン病療養所所在市として、なくてはならな
いもの）
・東村山らしさ

・第４次総合計画Ｐ１4～１７「まちづくりを取り巻く現況」等
・いのちとこころの人権の森宣言、助け合い命を守る安心都市宣言

・文化の香りのするアカデミックな部分がもっとあればいいな。自
分のまち（市）で誇りを持てる何かが欲しい（23年度福祉協力員
会）
・緑につつまれた中で、元気に飛びまわる子どもたち、それを見つ
める市民のやさしい眼差し。活気あふれる街並（23年度福祉協力
員会）
・東村山独自のカラーを大切にし、背伸びをしない町へ（22年度市
民討議会）
・安全で健康なまちづくり。（22年度市民討議会）
・お年寄りに優しい町である（22年度市民討議会）

○目的
東村山市の自治の基本理念と基本原則を定めるとともに、まちづくりに必要な基本的事項を定める。

○用語の定義
・自治　自らの地域を自らの意思と責任において治めること。
・まちづくり　まちの価値を向上させるための活動
・市政　市が行うまちづくり
・市民参加　市民が市の情報を知り、市政にかかわること。
・協働　まちづくりに関する公共的な事業やサービスについて、市民と市、又は市民どうしがお互いに
自主的な意思と責任を担ったうえで、協力して行うこと。

・Ｐ５　自治（まちづくり）に関わる主体の整理

・市民の定義（行政参加と市民合意形成との切り分け等）→策定委
員会
・市民参加と協働が不可欠なこれからの市役所（市長の施政方針説
明、所信表明等）

○他の条例との整合
・新たに条例、規則等を制定・改廃する場合は、この条例の趣旨を踏まえ、整合を図る。

・最高規範性（「自治体の憲法」とするかどうか→憲法・
自治法を踏まえ、他の条例と整合を取ることで結果的
にこのことを具現化）

地方自治法一四条一項は、普通地方公共団体は法令に違反しな
い限りにおいて同法二条二項の事務に関し条例を制定すること
ができる、と規定しているから、普通地方公共団体の制定する条
例が国の法令に違反する場合には効力を有しないことは明らか
であるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象
事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、
内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかに
よつてこれを決しなければならない。【昭和５０年９月１０日最高裁
大法廷判決（徳島県公安条例事件）抜粋】

○自治の基本理念
Ｐ４　自治（まちづくり）で大事にすること
・人、自然、歴史・文化、産業などを大切にするまち
・安全・安心で健康に活力を持って暮らせるまち

　

○第４次総合計画
目指すべきまちの姿（将来都市像）
基本目標
・みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち
・みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち
・みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち
・みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち

○自治の基本原則

Ｐ４　自治（まちづくり）で大事にすること
・市長・市役所、市議会は、市の限りある財源や人員を
大切に使う。
・早い段階から市民との情報共有
・市民は、市政に積極的に参加するとともに、自治会、
ＮＰＯ、企業などによる市民活動を通して、自主的に市
民同士で助け合う。

○いのちとこころの人権の森宣言、助け合い命を守る安心都市宣言
○第４次総合計画
まちづくりの基本姿勢
・人と人が支え合う協働のまちづくり
・市民の命を最優先にしたまちづくり
・経営の視点に立ったまちづくり

○市民の権利
・市民は「自治の中心」である。
・市が提供する公共的サービスを受ける権利を有する。
・自主的、主体的にまちづくりに参加する権利を有する。

・Ｐ４　自治（まちづくり）で大事にすること
・Ｐ７～８　東村山市の自治（まちづくり）を担う「各主体
の役割」

・防災、防犯、声かけ、安否確認など、町内の絆が濃い町となって
いる（23年度福祉協力員会）
・行政に頼らないで、自力で解決できる方法がたくさんあるといい
なぁ。（23年度福祉協力員会）
・自分たちでやりたいと思うことを自分たちで（市民自ら）主体と
なって出来るように行政がサポートする。（22年度市民討議会）

○市民の役割
・市政に関心を持ち、積極的にまちづくりに参加するよう努める。

・Ｐ７～８　東村山市の自治（まちづくり）を担う「各主体
の役割」

・地域との交流を持つ（23年度東村山高校）
・お互いが助け合えるようになる。（23年度東村山高校）

○議会の役割
・市民の意思を代表し、決定する合議制の機関として議会を設置する。
・適正な市政運営が行われるよう、市政を調査、監視する。

・Ｐ４　自治（まちづくり）で大事にすること
・Ｐ７～８　東村山市の自治（まちづくり）を担う「各主体
の役割」

・定期的に市民に議会で発表の場を与え、発表した意見をどう対
応したかを公表する。（22年度市民討議会）

○開かれた議会
・市民等に開かれた運営
・市民等の問題意識を把握し、政策の立案に反映

・Ｐ７～８　東村山市の自治（まちづくり）を担う「各主体
の役割」

・開かれた議会（市民も参加できる、聞ける場としてでも）（22年度
市民討議会）

○議員の役割
・市民の代表として、公平、公正かつ誠実に市民の声を聴き、反映しながらまちづくりに取り組む。
・市民に対し、必要な説明責任を果たす。
・効率的な議会運営を行う。

・Ｐ７～８　東村山市の自治（まちづくり）を担う「各主体
の役割」

・市議会議員を地元代表として意見の反映。（22年度市民討議
会）
・議員が市民の情報を把握して動けるようにする。（22年度市民
討議会）

○委任
・これらの事項のほかは、別に定める。

　盛り込む要素（案）
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自治基本条例策定市民会議『報告書』（骨子） 自治基本条例市民参画推進審議会 庁内（策定委員会、刊行物等） その他（代表的なもの）　盛り込む要素（案）

○市長の役割と責務
・市の代表として、リーダーシップを発揮し、方向性を示す。
・公平、公正、誠実に市民の声を聴き、それを反映しながら職務遂行する。
・財源の確保に努めるものとする。
・限られた財源の中で最大限の効果を出せるよう、優先順位を考えて市政運営を行う。

・Ｐ４　自治（まちづくり）で大事にすること
・Ｐ７～８　東村山市の自治（まちづくり）を担う「各主体
の役割」

・公平な行政活動（22年度市民討議会）
・政策の優先順位付け（22年度市民討議会）
・「ただ」では何も出来ないので、「お金」作りから始めるべきでは
ないか！（22年度市民討議会）

○職員の役割と責務
・市長等（地方自治法第１８０条の５に定める委員会を含む。）を補助する者として、法令等を遵守す
る。
・公平、公正かつ誠実に職務を遂行する。
・市内の状況を敏感に捉える。
・市民に信頼されるよう、常に研さんを積む。

・Ｐ７～８　東村山市の自治（まちづくり）を担う「各主体
の役割」

・細かな対話作り、市対地区（地域ごと）行政から地域に出向いて
欲しい。（22年度市民討議会）
・公務員的意識から市民サービス業への意識改革。（22年度市民
討議会）

○情報の共有
・情報の共有は、市民参加や協働の基盤となるものであり、相手に応じて必要な情報を選択し、情報
の内容、性質、範囲等を考えながら互いに認識しあうこととする。
・市は、市政に関する情報を分かりやすく発信し、市民との共有に努める。

・Ｐ１０～１１　東村山市の自治（まちづくり）が機能する
ためのしくみ中「市政の情報をわかりやすく知ることが
できるしくみ」「市政についての意見・要望を伝えやすく
するしくみ」等
・Ｐ１３　同中「地縁団体、ＮＰＯ、ボランティア団体、事
業者による市民活動を知ることができるしくみ」等

・庁内検討会議の議論（23年11月～25年2月）

・双方向のある情報提供（22年度市民討議会）
・行政状況を市民に伝えること（本音）（22年度市民討議会）
・市民と市が互いに現状を知る（22年度市民討議会）
・市民からの意見の情報発信と情報をしんしに聞く姿勢。（22年度
市民討議会）
・行政と市民の協議の場を増やす（行政から一方通行ダメ！）（22
年度市民討議会）

○情報の管理
・公文書の適正な管理、情報の公開
・個人情報を保護し、適正に管理
・情報の公開、個人情報の保護に関する事項は、委任

・Ｐ１０～１１　東村山市の自治（まちづくり）が機能する
ためのしくみ中「市政の情報をわかりやすく知ることが
できるしくみ」「市政についての意見・要望を伝えやすく
するしくみ」等

・情報公開条例、個人情報保護条例と関連
・情報公開も重要→策定委員会

○市民参加
・市政の推進の様々な場面において、市民参加の機会と場の確保
・市政に参加しない、参加できない人に対するしくみや手法の整備に努める。

Ｐ１０～１４　東村山市の自治（まちづくり）が機能する
ための「しくみ」

・庁内検討会議の議論（23年11月～25年2月）
・市民参加と協働が不可欠なこれからの市役所（市長の施政方針説
明、所信表明等）

・市民が市政に参加出来るような仕組み作り（意見が言い易いよ
うに）（22年度市民討議会）

○協働
・市は、協働の推進及び関係する活動の支援

・協働の考え方の反映

・市民活動の協働に関する基本的な考え方
・東村山市協働推進本部
・庁内検討会議の議論（23年11月～25年2月）
・市民参加と協働が不可欠なこれからの市役所（市長の施政方針説
明、所信表明等）

・基本的に「市民」と「行政」の「協働」は必要である。
しかし、市民やボランティアに依存する前に市職員の人員配置等
にムダは無いのか？一人一人、1日の時間管理までムダの見直
しはしたのか？市役所業はサービス業であるべき。（22年度市民
討議会）
・支援して欲しいこと（人）、支援できること（人）の情報収集とコー
ディネートする機関の充実（22年度市民討議会）

地
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ィ ○地域コミュニティ
・市民一人ひとりの生活の向上に努め、まちづくりを推進することを目的とする。
・市民及び市は、互いに助け合い、まちの課題の共有及び解決に努める。
・市は、必要な情報、人材、各種資源の提供など必要な支援を行う。

・Ｐ８　東村山市の自治（まちづくり）を担う「各主体の役
割」中「市民活動（共助）を担う各主体の役割」等

・22年度市民討議会、23年度福祉協力員会等でいただいた様々
なまちの課題

○総合計画を柱とする行政運営
・行政運営を総合的・計画的に進めるための基本指針として、以下の構成による総合計画を策定
(1)　基本構想　目指すべきまちの姿（将来都市像）、その実現に向けた分野ごとの目標（基本目
標）、すべての分野にわたるまちづくりの基本的な考え方（まちづくりの基本姿勢）、その実現に向け
た方針（施策大綱）で構成
(2)　基本計画　基本構想の実現のため、重点的に取り組むべき施策・分野別の施策
(3)　実施計画　基本計画を計画的に進めるための事業内容及び年次計画
・基本構想は、議会の議決事項とする。
・各政策分野における計画を策定又は変更するときは、総合計画の策定に即して行うものとする。

・地方自治法の一部を改正する法律（平成23年法律第35号）によ
り、これまで自治法第2条第4項で基本構想の議決が義務付けられ
ていたものが、市町村判断となったことにより、直接の根拠がなく
なったことによる。

○行財政改革大綱
・市政運営を効率的・効果的に進めていくために、行財政改革大綱を策定
・行財政改革の推進

・効率的な行政運営
・総合計画と行財政改革大綱は車の両輪として位置づけているた
め、総合計画と同様に根拠付ける。

・少しでも市の財政の助けになる（23年度福祉協力員会）
・市民が行政の評価を付ける制度を導入する。ペナルティーあり
で（22年度市民討議会）
・市政に反映するには財政が必要。抜本的な財政改革!!（22年度
市民討議会）
・財政面の改善（市民に理解が得られる抜本的改善）（22年度市
民討議会）

○合意形成
・市は、市政を推進していくに当たっては、市民との合意を形成するよう努める。
・市は、様々な手法により市民との協議の場を設定する。
・必要に応じて、効果的な手法により幅広い市民意向の調査を行う。
・市長は、合意形成の手法として、次章以降に定める要件により、自ら住民投票を発議できる。
・これらのほか、合意形成のしくみを整備するに当たっては、時代の変化を捉え、常に効果的なもの
を模索するなど不断の努力をすること。

・Ｐ１１　東村山市の自治（まちづくり）が機能するため
のしくみ中「多様な方法を使って、ふつうの市民、若い
世代を含めた意見を集めて、判断するしくみ」等

・平成２２年度答申「（条例の策定は必要と判断する
が）幅広い市民の意見を聴き、それを反映」

・行政が施策を出すにあたって、市民に意見を求める場を作り、
決まった方針について市民に広く知らせ、各々が生きたものとな
るようにする。（22年度市民討議会）
・「討議会」「窓口」「タウンミーティング」等の手立ては様々あって
良いが、実際に効果的に活用していく。（22年度市民討議会）

○市政を評価するしくみ
・市政に対し、合理性、効率性、有効性等を検証することを目的とする。
・市は、自ら評価するしくみのほか、市民が市政を評価するしくみを定期的に担保
・結果は広く分かりやすく公表するとともに、市政に反映

Ｐ１２　東村山市の自治（まちづくり）が機能するための
しくみ中「市政を評価するしくみ」等

・目標管理制度
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自治基本条例策定市民会議『報告書』（骨子） 自治基本条例市民参画推進審議会 庁内（策定委員会、刊行物等） その他（代表的なもの）　盛り込む要素（案）

○住民投票
・市政に関する事項について、住民投票を実施することができる。
・対象外
①市の権限に属さないもの
②法令の規定により、実施可能とされているもの
・住民投票の結果は、尊重する。

・Ｐ１５　住民投票のしくみ（会議で多数意見となった常
設型を想定）

・声が直接届くシステム作り。（自治条例、住民投票）一定以上の
プロジェクトは住民投票（22年度市民討議会）
・平成18年12月議会や昨年8月臨時議会での住民投票条例制定
を求める直接請求

○請求要件
・議会の議員及び市長の選挙権を持つ市民（請求資格者）
・直近の市議会議員選挙の投票総数の２分の１を超える者の連署で請求可能。ただし、例外を設定
(1)　投票総数が請求資格者総数の３分の１未満　請求資格者総数の６分の１を超える者の連署
(2)　投票総数の２分の１が請求資格者総数の３分の１以上　請求資格者総数の３分の１を超える者
の連署
・議会の議員の過半数の連署で発議可能
○投票要件
・議会の議員及び市長の選挙権を持つ市民（投票資格者）

・Ｐ１５　住民投票のしくみ（会議で多数意見となった常
設型を想定）

・参政権、市政に参加できる年齢
・平成18年12月議会や昨年8月臨時議会での住民投票条例制定
を求める直接請求

○成立要件
・住民投票における投票者の総数が、投票資格者の総数の３分の１未満なら、不成立

・Ｐ１５　住民投票のしくみ（会議で多数意見となった常
設型を想定）

・平成18年12月議会や昨年8月臨時議会での住民投票条例制定
を求める直接請求

○委任
必要な事項は、別に定める。

・Ｐ１５　住民投票のしくみ（会議で多数意見となった常
設型を想定）

・平成18年12月議会や昨年8月臨時議会での住民投票条例制定
を求める直接請求
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○国・他の地方公共団体との関係
・対等・協力の関係を踏まえ、役割分担を明確にする。
・広域的・共通的課題の解決には、相互連携を図る。

・Ｐ４　東村山市の自治（まちづくり）で大事にすること
・Ｐ９　東村山市の自治（まちづくり）を担う「各主体の役
割」のうち、「国、東京都、他自治体との関係」

・地方分権の一連の流れ

○見守り
条例の内容を踏まえて市政が行われているか、関連制度が整えられているか等を見守る。

・Ｐ１６　自治基本条例を見守る・見直すためのしくみ
・つくっておわりではなく、条例を制定してからの取組み
をどうするか

○検証
・見守り状況の把握
・市政の進捗が条例の趣旨に対応しているか、定期的に検証する。

・Ｐ１６　自治基本条例を見守る・見直すためのしくみ
・つくっておわりではなく、条例を制定してからの取組み
をどうするか

○この条例の改正
・条例改正（住民投票の項は除く）の議会上程に当たっては、あらかじめ多くの市民に意見聴取し、
その結果を付すること。
・住民投票の項の改正に関する議会上程に当たっては、あらかじめ改正前の方法による住民投票を
実施し（成立要件を満たすこと。）、その結果を付すること。

○この条例の廃止
・条例廃止の議会上程に当たっては、あらかじめ住民投票を実施し（成立要件を満たすこと。）、その
結果を付すること。

○委任
必要な事項は、別に定める。

　　附　則
○施行期日
○東村山市の「（仮称）自治基本条例」をみんなで考えるための手続に関する条例の廃止
○非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正
・自治基本条例市民参画推進審議会の解散に伴い、報酬の記載を削除
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