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札幌市自治基本条例  第 1 次市民自治推進会議における評価 各条項に関係する主な取組・条例等 現状評価・課題抽出 

前文

私たちのまち札幌は、北の大地に、自然の恵みとともに暮らしてきた人た

ちと、日本各地から移り住んできた人たちとが、それぞれの伝統と文化を紡

ぎ、はぐくみながら、外国の先進の英知も取り入れて、北方圏の拠点都市と

して飛躍的な発展を遂げてきました。

「わたしたちは、時計台の鐘がなる札幌の市民です」とうたい出される札

幌市民憲章は、こうした札幌の歴史と風土そして自然環境を誇りとし、昭和

38年に市民の総意として制定され、永く市民の心のよりどころとなっていま

す。

私たちには、この気高い市民憲章を札幌の心としながら、先人の築いたま

ちを、更に良いまちにして未来の世代に継承していく責任があります。

私たちは、平和を愛し互いを尊び、多様な価値観を認め合って、すべての

市民が平穏な暮らしの中で自己実現できる札幌でありたいという、一人一人

の札幌への思いが、世界の人々が思い描く理想と響き合うことを願っていま

す。そして、自らの権利と責務を重く受け止め、多様な人の縁と地域の絆を

大切にして力を寄せ合い、まちづくりのために自ら主体となって選択し行動

することにより、大都市でありながら一人一人の思いや声が調和の中で生か

される、市民自治を実感できるまち札幌を目指します。

そこで、私たちは、まちづくりの担い手である市民と議会、行政の役割や

関係を明らかにし、私たちのまちを私たちみんなの手で築いていくために、

まちづくりの最高規範として、ここに札幌市自治基本条例を制定します。

【市民意識調査結果】 資料５(1) ②自治基本条例の PR よりも、行政

が何に取り組んでいるのか、市民

が参加できるものに何があるかを

明確にしていく必要がある。市民

がどれだけ積極的に行政に協力し

参加をするか、市職員が市民は何

を求めているかをきちんと受けと

められることが重要。 

②自治基本条例について学校のカ

リキュラムに取り入れると、子ど

もたちも札幌市の考え方を学び、

それについて自分が感じたことな

どを考える機会になるので、認知

度も向上するのではないか。 

②前文は国際的な意識が強い一

方、福祉や防災といった面での市

民の関わりが薄い気がする。 

②前文に、札幌市民が大きな関心

を寄せる「防災」をキーワードと

して入れたい。 

→自治基本条例制定時の市民会議

でも「安全・安心なまちづくり」

について条文を置くべきだとい

う意見があったが、第 2条で「安

全・安心の推進」を盛り込んで

折り合いをつけた経緯がある。

②札幌市が何を目指すかについ

て、前文に全て盛り込むことはで

きない。環境、福祉、文化、世界

に誇れる創造都市などという札幌

市のキーワードは、それぞれ関係

するところで広報していけばよ

い。 

◆条例の認知度               H23      H26 
条例の内容をよく知っている    1.1％ ⇒  1.8％(△0.7)
読んだことはある             13.7％ ⇒  8.8％(▼4.9)

◆市民自治によるまちづくりについて 
今後もっと進めていくべき          64.8％ 

◆問題が起こったときの相談先 
町内会・自治会                  33.2％ 
自分(の周り)で解決                 22.8％ 
⇒「まずは地域・自分(自助・共助)で」が約６割 
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札幌市自治基本条例  第 1 次市民自治推進会議における評価 各条項に関係する主な取組・条例等 現状評価・課題抽出 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は、本市のまちづくりに関し、基本理念及び基本原則を明ら

かにするとともに、市民の権利及び責務、議会及び議員並びに市長その他

の執行機関(以下「市長等」という。)の役割及び責務並びにまちづくりの

基本的事項を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現するこ

とを目的とする。 

 (定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者、市内で働き、

若しくは学ぶ者及び市内において事業活動その他の活動を行う者若しくは

団体をいう。

2 この条例において「まちづくり」とは、快適な生活環境の確保、地域社会

における安全及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実現するための公

共的な活動の総体をいう。

3 この条例において「市政」とは、まちづくりのうち市(議会及び市長等を

いう。以下同じ。)が担うものをいう。 

(この条例の位置付け)

第3条 市及び市民は、本市のまちづくりの最高規範として、この条例の趣旨

を最大限に尊重しなければならない。

2 市は、総合計画その他まちづくりに関する計画の策定及びまちづくりに関

する条例、規則等の制定改廃等に当たっては、この条例に定める事項との

整合を図らなければならない。

(基本理念)

第4条 まちづくりは、市民が主体であることを基本とする。

2 市政は、市民の信託に基づくものであることを基本とする。この場合にお

いて、議会及び市長は、緊張関係を適切に保ちながら市政を進めるものと

する。

3 市民、議員並びに市長及び職員は、それぞれの役割や責務を相互に認識し、

不断の努力を重ね、連携して市民自治によるまちづくりに取り組むことを

基本とする。

②他都市の自治基本条例では、住

民と市民を分けている場合がある

が、札幌市ではその必要はないか。

（固定資産税だけを払っている以

外、札幌市に何も関わりがない人

の扱いについて） 

→条例制定時は、税金を納めてい

るだけの方は念頭に置いていな

いが、それらを含めるために条

文の改正を行うのは、かなり影

響が大きい。 



【資料 3】札幌市自治基本条例の現状評価、課題について      平成 27 年度第 4回市民自治推進会議

3

札幌市自治基本条例  第 1 次市民自治推進会議における評価 各条項に関係する主な取組・条例等 現状評価・課題抽出 

(まちづくりの基本原則)

第5条 まちづくりは、市民の参加により行われるものとする。

2 市及び市民は、まちづくりを進めるために必要な情報を共有するものとす

る。

3 市は、市民の信託に基づき、公正かつ誠実に市政を運営する責任を負うも

のとする。この場合において、市は、市政への市民参加を推進し、市民の意

思を尊重するものとする。 

②第 2 項「市及び市民は」の記載

順を逆にして、頭に「市民」が出

てくるようにしてはどうか。 

第2章 市民 

第1節 市民の権利

(まちづくりに参加する権利)

第6条 すべての市民は、まちづくりに参加することができる。

(市政の情報を知る権利)

第7条 すべての市民は、市政に関する情報について、公開又は提供を求める

ことができる。

第2節 市民の責務

(市民の責務)

第8条 市民は、互いにまちづくりに参加する権利を尊重し、相互の理解及び

協力に基づいてまちづくりを進めるものとする。

2 市民は、まちづくりの主体であることを認識するとともに、まちづくりに

参加するよう努めるものとする。

3 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を

持つものとする。

[関係条例等] 

・札幌市情報公開条例（Ｈ12.4 施行） 

◎札幌市公文書管理条例（Ｈ25.4 施行） 

◎札幌市公文書館条例（Ｈ25.7 施行） 

[主な取組] 

◎札幌市公文書館開設（Ｈ25.7 開設） 

[主な取組] 

・調査広聴（市政世論調査：年 1回×1,500 人） 

（市民アンケート調査：年 2回×10,000 人）

・評価指標達成度調査（年 1回×5,000 人） 

・市民自治に関するアンケート調査（Ｈ21･26×5,000 人）

【市民意識調査結果】資料５(1)(2) 

②「すべての市民は」との記載は、

市の情報公開条例（「何人も」）と

の間で若干のずれがあるが、改正

検討の必要があるか。 

→情報公開条例の対象が広く、自

治基本条例の対象が狭いという

ことであれば、逆ではない限り

整合性の点で問題はない。 

②第 2 項において、市民がまちづ

くりへの参加を「積極的に」とい

うことを強調したい。 

◆市政への関心 
関心がある        H21:75.5％ ⇒ H26: 72.3％
◆市政への参加経験 

経験がある        H21:14.7％ ⇒ H26:12.6％ 
◆市政参加の機会が用意されていると感じるか 

感じる          H23:23.6％ ⇒ H26:23.0％ 
感じない         H23:56.0％ ⇒ H26:46.6％ 
◆市民意見が市政に反映されていると感じるか 
感じる          H21:26.2％ ⇒ H26:34.7％ 
感じない           H21:29.3％ ⇒ H26:39.6％ 
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札幌市自治基本条例  第 1 次市民自治推進会議における評価 各条項に関係する主な取組・条例等 現状評価・課題抽出 

(事業者の責務)

第 9 条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、

地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努め

るものとする。 

[主な取組] 資料６(1) 

○さっぽろまちづくりパートナー協定（包括協定） 

（Ｈ20～、Ｈ21：5協定 7社 ⇒ Ｈ26：10 協定 15 社）

○個別協定（Ｈ23：10 局区 31 協定 246 企業 

⇒ Ｈ26：19 局区 59 協定 497 企業）

◎買って食べて SAPP‿RO プロジェクト（Ｈ25～、 

 参加店舗数 Ｈ25：78 ⇒ Ｈ26：135）

◎企業の地域貢献活動導入時のコンサル派遣（Ｈ26～）

②事業者の責務があることに加え

て、事業者の活動を応援するよう

な規定があれば、更に市政の参加

率が上がるのではないか。 

→事業者の支援といった部分は、

第 6章（第 23条）で出ており、

市民参加によるまちづくりを促

進していくべきという考え方に

立ってつくられている。 

第3章 議会及び議員 

(議会の役割及び責務)

第10条 議会は、本市の意思を決定する機関として、及び執行機関を監視す

る機関として、その役割を果たすとともに、機能の充実強化に努めるもの

とする。

2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、

政策の形成に反映させるものとする。

3 議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査研究を行うとと

もに、参考人制度等により広く専門家等の知見を生かすよう努めるものと

する。 

(市民に開かれた議会)

第11条 議会は、十分な討論により市政における争点を明らかにするととも

に、審議に関する情報を公開することなどにより、開かれた議会運営に努

めるものとする。

2 議会は、議会の活動内容に関する情報を積極的に市民に提供するととも

に、広く市民の声を聴く機会を設けるものとする。 

(議員の役割及び責務)

第12条 議員は、この条例に定める議会の役割及び責務を果たすため、総合

的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。

2 議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにするととも

に、広く市民の声を聴き、これを政策形成及び議会の運営に反映させるよ

う努めるものとする。 

3 議員は、調査研究活動等を通じ、議会における審議及び政策立案活動の充

実に努めるものとする。 

[関係条例等]（第 3章全体） 

・議会基本条例（Ｈ25.4 施行） 

[主な取組] 

○インターネットによる議会の動画配信 

（本会議：Ｈ17～、特別委員会：Ｈ24～） 

・市議会だより等による情報発信（市議会だより：年 4

回発行、広報さっぽろ「市議会の動き」：毎月） 

・議会キッズページの設置 

・常任委員会の公開 

[主な取組] 

・請願、陳情に係る制度運用 

・政務活動費に係る領収書等の全面公開 

②議会基本条例との整合性をどう

するかの検討が必要。 

→議会基本条例との齟齬は特にな

かった。（第 3回参考資料 1） 
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第4章 市長及び職員

(市長の役割及び責務)

第13条 市長は、本市の代表として、事務の管理及び執行、補助機関である

職員の指揮監督、内部組織の運営その他の職務を公正かつ誠実に遂行しな

ければならない。

2 市長は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、

市政の運営に反映させるものとする。この場合において、市長は、まちづ

くりについての自らの考えを市民に明らかにするとともに、広く市民の声

を聴くよう努めるものとする。

(職員の責務)

第14条 職員は、全体の奉仕者として、公正かつ能率的に職務を遂行しなけ

ればならない。この場合において、職員は、市民の視点に立って職務を遂

行するとともに、市民自治によるまちづくりを推進するために必要な能力

の向上に努めるものとする。 

(職員の育成)

第15条 市長その他の任命権者は、職員の適材適所の配置及び登用、職務能

力の開発等を通じて、市民自治によるまちづくりを推進する職員の育成に

努めるものとする。 

＜Ｈ23 評価結果＞第 14条、第 15条関連 

・市職員について、地域や NPO にインターンシップで市

職員が研修に当たる仕組み作りを進め、市職員が町内

会と NPO のマッチングに仲介役となる能力向上を目指

すべき。 

・より多様な主体による多数の市民の参加で活動を活性

化していくため、職員の参加を一層促す取組が必要。

・行政や企業のボランティア休暇制度の導入や活用の推

進など、意欲向上が期待できる環境整備が必要。 

[主な取組] 資料６(1) 

・個別広聴（本庁市民の声を聞く課、各区広聴係、等）

・集団広聴（市長とおしゃべりしませんか：延べ 19 回、

ふらっとホーム：延べ 70 回、出前トーク：延べ 33 回

※何れもＨ19～25累計） 

・調査広聴（市政世論調査：年 1回×1,500 人） 

（市民アンケート調査：年 2回×10,000 人）

・評価指標達成度調査（年 1回×5,000 人） 

・市民自治に関するアンケート調査 

（Ｈ21、Ｈ26×5,000 人） 

[関係条例等] 

・職員のための情報共有・市民参加推進の手引き 

（Ｈ20.12 策定。27年度中改訂予定） 

・札幌市職員人材育成基本方針（Ｈ20.3 策定） 

・札幌市職員研修規程（Ｈ3.3 施行） 

[主な取組] 資料６(1) 

・市民自治推進本部の設置（Ｈ18～） 

・市民自治チェックリストの運用（Ｈ21～） 

○「職員のための情報共有・市民参加の手引き」改訂に

合わせて、新たに「地域との共感・協働」の観点を追

加（Ｈ27予定） 

◎新採用職員に対するまちづくりセンター研修の実施

（Ｈ24～） 

◎市民と職員がまちづくりについて共に学ぶ市民参加型

研修(ジョイまちゼミナール)の実施（Ｈ24～26） 

・市民自治に関する部局研修等の実施（随時） 

[関係条例等] 

・札幌市勤務条件条例（Ｈ7.1 施行） 

[主な取組] 

・ボランティア休暇制度

①職員も地域の住民であり、自分

たちも地域に参加するという意識

を植えつけていかなければならな

い。職員の皆さんにも、いろいろ

な人たちを巻き込むという意識を

持っていただく取組を、これから

も推進してほしい。 

②「市」職員との表現にしては。

→第 4 章においては、市長の補助

執行者としての職員、というこ

とで「市」を入れていない。「市」

職員と書くと、例えば出資団体

の職員がここから漏れるなど、

場合によっては狭く捉えられる

こともあり、あえて「市」を入

れないことで、出資団体などに

も網をかけることが可能になる

のではないか。（第 3回参考資料

2） 
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札幌市自治基本条例  第 1 次市民自治推進会議における評価 各条項に関係する主な取組・条例等 現状評価・課題抽出 

第5章 行政運営の基本 

(行政運営の基本)

第16条 市長等は、市民参加と情報共有を基本とした、効率的で、公正かつ

透明性の高い行政運営を行わなければならない。 

2 市長等は、計画、財政、評価等の制度を相互に連携させ、これらに対応し

た組織運営を行うなど、総合的かつ計画的な行政運営を行うよう努めなけ

ればならない。 

3 市長等は、まちづくりを進めるために必要な条例の立案及び規則等の制定

改廃を適切に行うとともに、法令の解釈及び運用を適正に行うものとする。

4 市長等は、本市の関与の大きい出資団体について、その設立目的に沿った

適正な運営等の視点から、必要な指導及び調整を行うものとする。

＜Ｈ23 評価結果＞ 

・条例の運用及び進捗管理においては、その結果を評価

して、条例改正や運用変更を行う必要であることから、

政策法務という観点を市及び市民に浸透させる必要が

ある。 

・出資団体に対して、市がどういった観点で指導、調整

を行うのがよいのかは、行政運営の基本にかかわる重

要な事項であり、より厳正・公正な仕組みが求められ

る。 

[関係条例等] 

・札幌市行財政改革推進プラン（直近Ｈ23.12 策定） 

→Ｈ27～「まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2015」

・札幌市行政評価実施要綱（Ｈ17.5 施行） 

[主な取組] 

・行財政改革推進プランに基づく取組の推進（各年度）

・行政評価委員会の設置と行政評価の実施（毎年度） 

[関係条例等] 

・札幌市市民自治推進本部設置要綱（Ｈ18.12 施行） 

・札幌市市民自治推進会議規則（Ｈ26.10 施行） 

[主な取組] 

・市民自治推進本部の設置と進捗管理（毎年度） 

・市民自治推進会議の設置と条例に係る取組の評価 

・市民まちづくり会議(旧集中評価会議)の開催(毎年度)

[関係条例等] 

・札幌市出資団体改革新方針（Ｈ21.2 策定） 

・札幌市出資団体指導調整事務実施要綱（Ｈ10.4 施行）

・出資団体評価システム実施要綱（Ｈ14.7 施行） 

[主な取組] 

・出資団体改革推進本部の設置と指導事項（毎年度） 

・改革新方針年次行動計画の策定（毎年度） 

・出資団体評価の実施と関連情報公開（毎年度） 

②第 3 項に「自治基本条例の趣旨

を踏まえて」といった文言を加え

ると、より明確化するのではない

か。 
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札幌市自治基本条例  第 1 次市民自治推進会議における評価 各条項に関係する主な取組・条例等 現状評価・課題抽出 

(総合計画等)

第17条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定す

るものとする。 

2 市は、総合計画の策定に当たっては、市民の意見を反映させるため、その

計画に関する情報をあらかじめ市民に提供し、広く市民の参加を得るもの

とする。 

3 市長等は、総合計画について、指標を用いることなどにより、その内容及

び進ちょく状況に関する情報を市民に分かりやすく提供しなければならな

い。 

4 前2項の規定は、まちづくりに関する重要な計画(総合計画を除く。)につ

いて準用する。

(財政運営)

第18条 市は、中期的な財政見通しのもとに、総合計画及び行政評価の結果

を踏まえて、予算を編成するとともに、計画的で健全な財政運営に努めな

ければならない。

2 市長は、毎年度の予算及び決算その他市の財政状況に関する情報を市民に

分かりやすく公表しなければならない。 

(行政評価)

第19条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、行政評価に関

する制度を整備し、実施するものとする。この場合において、市長等は、

市民の視点に立った外部評価を取り入れるものとする。

2 市長等は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するとともに、行政

評価の結果及びこれに対する市民の意見を踏まえ、必要な見直しを行うも

のとする。

＜Ｈ23 評価結果＞ 

・「行政評価はいったい何のためにするのか」を明確にし、

条例制定を含めた行政評価に関する制度を改めて整備

し、実施する必要がある。 

[関係条例等] 

・札幌市まちづくり戦略ビジョン（長期計画、Ｈ25 策定）

・第 3次札幌新まちづくり計画（中期計画、Ｈ23策定）

→Ｈ27～「まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2015」

[主な取組] 資料６(2) 

○札幌市まちづくり戦略ビジョン：審議会、市民会議、

パブリックコメント、市民参加ワールドカフェ、市民

アンケート調査、ワークショップ等 

○第 3次新まちづくり計画：市民会議、パブリックコメ

ント、シンポジウム、市民アンケート調査、子ども向

け出前講座等 

・戦略ビジョンにおける「成果指標」(53 指標)、第 3 次

新まちづくり計画における「えがお指標」(86 指標)の

設定 

[関係条例等] 

・行財政改革プラン（直近Ｈ23.12 策定） 

[主な取組] 

・予算編成方針の公表、編成過程における随時公表及び

意見募集 

・広報さっぽろにおける予決算、財政状況等の情報提供

・財政状況を分かり易く解説したリーフレット「さっぽ

ろのおサイフ」の発行 

[関係条例等] 

・行政評価実施要綱（Ｈ17.5 施行） 

 [主な取組] 

・行政評価システムの運用（一次評価、二次評価） 

・行政評価委員会による外部の視点からの評価 

・事業評価シートの公表 

・市民参加ワークショップによる市民意見の収集 



【資料 3】札幌市自治基本条例の現状評価、課題について      平成 27 年度第 4回市民自治推進会議

8

札幌市自治基本条例  第 1 次市民自治推進会議における評価 各条項に関係する主な取組・条例等 現状評価・課題抽出 

(公正で信頼の置ける行政運営の確保)

第20条 市は、公正で信頼の置ける行政運営を確保するため、監査委員制度

及び外部監査制度のほか、必要な制度の整備を進めるものとする。

2 市は、行政運営における市民の権利利益を擁護し、並びに行政を監視し、

及び行政の改善を図るため、別に条例で定めるところにより、オンブズマ

ンを置くものとする。

3 市は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条例

で定めるところにより、処分、行政指導その他の行政手続に関して共通す

る事項を明らかにするものとする。

[関係条例等] 

・監査委員条例（Ｓ22.11 施行） 

・オンブズマン条例（Ｈ13.3 施行） 

・行政手続条例（Ｈ7.4 施行） 

・札幌市職員等の公益通報等に関する要綱（Ｈ21.10 施行）

 [主な取組] 

・監査委員、オンブズマン制度の運用 

・公益通報者保護に係る制度の整備

②昨年度のオンブズマン件数を知

りたい。 

→第 3 回別添資料「札幌市オンブ

ズマン活動状況報告書」 

第6章 基本原則によるまちづくりの推進

第1節 市民参加の推進 

(市政への市民参加の推進)

第21条 市は、市政への市民参加を保障するものとし、そのための制度の充

実に努めなければならない。

2 市は、政策の立案、実施、評価等の各段階において、市民の参加を進め、

市民の意見が適切に反映されるよう努めなければならない。 

3 市は、市政への市民参加の機会を設ける場合には、次の事項に配慮するも

のとする。 

(1) 実施の時期が適切であること。

(2) 効果的かつ効率的な方法によること。 

(3) 事案に関係する市民又は地域に係る市民が参加できること。

(4) 性別、年齢、障がいの有無、経済状況、文化的背景、国籍等により不

当に不利益を受けないこと。 

4 市長等は、附属機関について、その設置の目的等に応じ、委員の一部を公

募することなどにより、幅広い市民が参加できるよう努めなければならな

い。 

＜Ｈ23・24 評価結果＞ 

・市民参加を進めるには、きめ細かい情報提供の仕方に

改善すべき。（Ｈ23） 

・現在運用されているメールマガジンを活用し、市政へ

の参加意識の啓発などを進めていくべき。（Ｈ24） 

・市政への市民参加の状況把握について更なる工夫や改

善等が必要。（Ｈ24） 

・市民自治チェックリストは、隔年度の調査をするなど

運用状況の把握を進めるべき。また、運用状況につい

て、外部の第三者がチェックする取組を導入するなど、

透明性を確保することも検討すべき。（Ｈ24） 

・公募委員制度拡充のため、非公募とする附属機関にお

いては、公募制の除外をできる限り限定するよう規定

の運用を行い、公募委員の積極的導入に努めるべき。

（Ｈ24） 

[関係条例等] 

・職員のための情報共有・市民参加推進の手引き 

（Ｈ20.12 策定。27年度中に改訂予定） 

 [主な取組] 資料６(2)(3) 

○「職員のための情報共有・市民参加の手引き」改訂時

における、情報提供手法の記載の工夫（Ｈ27） 

○市民参加メールマガジンの定期配信、無作為抽出市民

へのメルマガ登録の呼びかけ（Ｈ24～/H27.6 現在登録

者数 341 人） 

◎全庁調査における市民参加の把握において、市民参加

人数や回数等の実績値を調査（Ｈ26～） 

◎市民自治チェックリストに関するアンケート調査実施

による運用状況の把握（Ｈ26） 

[関係条例等] 

・附属機関等の設置及び運営に関する要綱（Ｈ10.4 施行）

[主な取組] 資料６(2)(3) 

・附属機関等における公募委員の導入 

(付属機関等における公募委員制導入比率 

Ｈ21:29.2％ ⇒ Ｈ26:23.9％) 

③市民参加は個人が中心となって

いて、町内会等が市政に意見を述

べることが規定されていないの

で、改善を検討すべき。 

③第 3 項第 4 号「不当に」という

表現は必要か。 

→審議会の性質等によってはやむ

を得ない制約もある。それに対し

て、正当な理由のない差別が「不

当」にあたると解する。 

③市は附属機関の女性委員比率を

上げるよう努め、女性の声を市政

にもっと取り上げるべき。 
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札幌市自治基本条例 各条項に関係する主な取組・条例等 各条項に関係する主な取組・条例等 現状評価・課題抽出 

5 市は、本市の重要な政策の意思決定過程における市民参加の機会の拡大並

びに公正の確保及び透明性の向上を図るため、重要な政策案についての意

見公募制度を設けるものとする。 

6 市は、市政に関する市民からの提案について、これを反映する仕組みを整

備するものとする。 

7 市は、市民参加を進めるために必要な条例等を整備するものとする。

(住民投票)

第22条 市は、市政に関する重要な事項について、住民(市内に住所を有する

者(法人を除く。)をいう。)の意思を確認するため、別に条例で定めるとこ

ろにより、住民投票を実施することができる。

2 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(市民によるまちづくり活動の促進)

第23条 市は、市民との協働によるまちづくりを進めるため、市民によるま

ちづくり活動に対して、その自主性と自立性を尊重しつつ、適切な支援を

行うものとする。この場合において、市は、必要な条例等を整備するもの

とする。

2 市は、まちづくりについて、市民が自ら学び、考えることができる環境づ

くりに努めなければならない。

・意見公募制度の提供資料をわかりやすいものにする努

力をするとともに、各分野の市民活動団体の関係者な

どが、それぞれの専門性をもった分野に対して意見を

出せる環境づくりを検討すべき。（Ｈ24） 

・子どもの声を市政に反映する取組をさらに推進し、幅

広い意見の反映ができるようにすべき。（Ｈ24） 

・各部局に出された意見や提案を整理し、反映状況を市

民に分かりやすく示すための検討を進めるべき（Ｈ24）

・今後さまざまな市民参加手法に工夫を凝らし、市民参

加の機運を高めていくべき。（Ｈ24） 

・他部局に対し、市民参加を推進させていくための根拠

として、市民参加制度の条例化を検討すべき。（Ｈ23。

Ｈ24評価結果でも同様の提言）

＜Ｈ23 評価結果＞ 

・札幌市でも、先進他都市の現状を調査し、住民投票条

例に関する通則的な条例制定の検討を始める必要があ

る。 

＜Ｈ23 評価結果＞ 

・地域の居場所づくりの中などで、市政やまちづくりに

ついて学ぶことのできる環境が必要。地域の活動を広

くＰＲし、まちづくりを学ぶ機会をより多く創出すべ

き。

[関係条例等] 

・パブリックコメント手続きに関する要綱（Ｈ16.7 施行）

[主な取組] 資料６(2)(3) 

・パブリックコメントの実施(H21～25：延べ 85案件) 

○パブリックコメント時のキッズコメントの拡充、予算

編成時の中学校への出前講座等の実施 

[関係条例等] 

・市民意見政策反映検討会議設置要綱（Ｈ17.4 施行） 

[主な取組] 資料６(2)(3) 

・市民意見の政策反映システム事業の実施 

◎市民参加に関する条例を制定している他都市への文書

及びヒアリング調査を実施（Ｈ26） 

［関係条例等］資料７

・市民まちづくり活動促進条例（Ｈ20.4 施行） 

○市民まちづくり活動促進基本計画（Ｈ26.6 策定） 

［主な取組］資料６(3) 

＜情報支援、人材育成支援、活動の場支援＞

・市民活動サポートセンターを拠点とした各種支援

◎ソーシャルデザイナー養成事業（Ｈ26～）

◎地域活動の場整備支援事業（Ｈ24～） 

◎コミュニティカフェにおける、まちづくりセンターと

連携した活動の場の創出（Ｈ25） 

＜財政的支援、寄付文化の醸成＞

・元気なまちづくり支援事業（Ｈ16～）

◎NPO による地域ネットワーク事業（Ｈ25～） 

・さぽーとほっと基金（Ｈ20～26 累計 寄付：1,680 件

587,509 千円、助成：668 件 393,437 千円） 

①これからは市民参加型というこ

とを行政としても重視し、参加条

例を具体的に進めていく場合に、

この審議会の中でいろいろ練って

いって具体化していかなければな

らない。 

【市民意識調査結果】 資料５(2) 

◆まちづくり活動の参加経験          Ｈ21    Ｈ26 
参加したことがある         53.8％ ⇒ 94.1％

◆まちづくり活動をより進めるために必要なこと 
まちづくり活動の情報が手軽に入手できる     53.3％
自宅から行きやすい所に活動の場がある       34.1％
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札幌市自治基本条例  第 1 次市民自治推進会議における評価 各条項に関係する主な取組・条例等 現状評価・課題抽出 

(青少年や子どものまちづくりへの参加)

第24条 市及び市民は、青少年や子どもがまちづくりに参加することができ

るよう、必要な配慮に努めなければならない。

第2節 情報共有の推進

(情報公開)

第25条 市は、市政に関して、市民に説明する責任を果たすため、別に条例

で定めるところにより、市が保有する公文書を適正に公開するものとする。

(情報提供)

第26条 市長等は、まちづくりに必要な情報について、速やかに、かつ、分

かりやすく市民に提供するよう努めるものとする。この場合において、市

長等は、まちづくりに必要な情報の収集及び適切な管理に努めなければな

らない。

2 市長等は、政策の立案、実施、評価等の各段階における情報を、適切な情

報伝達手段により、市民に積極的に提供するものとする。

[主な取組] 

・「子ども議会」の開催（Ｈ13～） 

◎パブリックコメント等におけるキッズコメントの実施（Ｈ23～）

[関係条例等] 

・情報公開条例（Ｈ12.4 施行） 

◎札幌市公文書管理条例（Ｈ25.4 施行） 

◎札幌市公文書館条例（Ｈ25.7 施行） 

[主な取組] 

◎札幌市公文書館開設（Ｈ25.7 開設） 

・公文書公開制度、市政刊行物コーナーの運用 

[関係条例等] 

・情報公開条例（Ｈ12.4 施行） 

・公式ホームページに関する基本方針（Ｈ16.1 策定） 

・公式ホームページガイドライン（Ｈ16.1 策定） 

 [主な取組] 資料６(3) 

・対話型情報提供の推進（ふらっとホーム、出前講座等）

・市民参加の実施予定、実施結果の公表 

・市民参加メールマガジンの配信 

・札幌市公式ホームページ、メールマガジン、ＳＮＳ等

による情報発信 

・市民が参加できる公開会議、フォーラム等の公表 

【市民意識調査結果】 資料５(1) 

③「必要な配慮に努め」では抽象

的すぎるので、もう少し具体的・

効果的な文言にしてはどうか。 

◆札幌市の情報がわかりやすいか 
わかりやすい       H21:57.7％ ⇒ H26:63.2％

◆札幌市の情報発信量 
適切                 H21:54.1％ ⇒ H26:50.7％ 

 もっと多い方がよい                 H26:42.0％ 

◆より効果的に情報発信するため必要な改善 
目につくよう、いろいろな媒体で発信    H26:53.5％ 

 よりわかりやすい情報発信          48.7％ 
  より速い情報発信              32.0％ 
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札幌市自治基本条例  第 1 次市民自治推進会議における評価 各条項に関係する主な取組・条例等 現状評価・課題抽出 

(個人情報の保護)

第27条 市は、個人の権利利益の保護及び市政の適正な運営に資するため、

別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱うも

のとする。 

第3節 身近な地域におけるまちづくりの推進

(まちづくりセンターを拠点とした地域のまちづくり)

第28条 市は、まちづくりセンターを拠点として、地域住民との協働により、

地域の特性を踏まえたまちづくりを進めるものとする。

2 まちづくりセンターは、町内会、自治会等の地縁による団体若しくは地域

においてまちづくり活動を行うもの(地縁による団体を除く。)又はこれら

の団体等により構成されるまちづくり協議会その他の団体が行うまちづく

り活動に対して、その自主性と自立性を尊重しつつ、次に掲げる支援を適

切に行うものとする。

(1) まちづくり活動の場及び機会の充実に関すること。

(2) まちづくり活動に資する情報の共有に関すること。

(3) まちづくり活動を行う団体間の連携の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、まちづくり活動に資する取組に関するこ

と。

＜Ｈ23 評価結果＞ 

・市が個人情報保護法並びに個人情報保護条例の詳細な

どを周知し、市民の個人情報保護に対する正しい理解を

促すことが重要。 

・各区社会福祉協議会や地区福祉のまち推進センターが

個人情報の適性な運用に配慮しながら実施している高齢

者の見守り活動の事例等を多くの市民に周知すること

で、地域の活動をスムーズに実施できるようにすること

が求められる。 

＜Ｈ23 評価結果＞ 

(1)まちづくり活動の場及び機会の充実 

・まちづくり協議会は、誰もが参加できるような環境

づくりが必要。今後は、活動を支援する仕組みも強

化していく必要がある。 

(2)まちづくり活動に資する情報の共有 

・自主運営化の利点と課題を市役所が説明する機会を

創出し、情報の格差がないよう配慮していくべき。

(3)まちづくり活動を行う団体間の連携促進 

・地域で活動している市民グループや NPO 等、横の連

携をさらに強化していく必要がある。 

(4)その他まちづくり活動に資する取組 

・町内会等の加入率低下による活動の鈍化、市民サー

ビスの低下に関してどのように対処すべきか認識を

持ち、地域の活動が幅広い市民に理解されるよう地

域内交流を促進するなどの対策を講じるべき。 

・近年注目を浴びている企業のまちづくり活動への参

加についても、市民および企業等に理解を広げるよ

う努力すべき。 

[関係条例等] 

・個人情報保護条例（Ｈ17.4 施行） 

[関係条例等] 

・札幌市まちづくり戦略ビジョン（Ｈ25 策定） 

⇒まちづくりセンターなどによる支援・調整機能の強化 

・第 3次札幌新まちづくり計画（Ｈ23策定） 

⇒5-1-1,2 市民の主体的な地域づくり

[主な取組] 資料６(4) 

(1)まちづくり活動の場及び機会の充実 

◎地域活動の場整備支援事業（Ｈ24～） 

・元気なまちづくり支援事業（Ｈ16～） 

（活動事例数 Ｈ21：710 事業 ⇒ Ｈ26：1,140 事業） 

(2)まちづくり活動に資する情報の共有 

・自主運営近況報告会の開催（Ｈ21～） 

◎自主運営制度案内 DVD、リーフレット作成（Ｈ24～） 

◎戦略的地域カルテ・マップ構築推進事業（Ｈ26～） 

(3)まちづくり活動を行う団体間の連携促進 

◎地域と NPO によるネットワーク事業 

（25 年度：3地域、26年度：6地域）

・まちづくり協議会への企業・NPO の参画促進 

(4)その他まちづくり活動に資する取組 

◎町内会加入促進事業の実施（広告による周知啓発、地

域ワークショップ支援等） 

○各区における企業とのパートナー協定締結の推進 

○アダプト・プログラムの実施 

③個人情報保護条例があるため活

動しにくいという民生・児童委員

の声がある。H23 評価結果「地域

活動をスムーズに実施できるよう

にすること」への対応は。 

→民生・児童委員が持つ個人情報

をまちセン所長が共有し、可能な

範囲で福祉のまち推進センターの

見守り活動への情報提供を行うこ

とができる。 

災害時の要援護者は、本人同意

を得て地域にリスト提供可能。災

害時に向けて平常時も活用できる

ように、国の法改正を受け所管課

で動きを進めている。 

③まちセンには正職員が 1 人しか

いないので土日活用しにくい。他

の職員がサポートする体制はでき

ないか。 

③第28条第2項は自主運営まちセ

ンは当てはまらないのでは。 

→まちセンとしての支援活動とい

う点では直営も自主運営も同じ。

③第28条第2項に福祉のまち推進

センターが位置づけられていない

のは問題。 

→地域福祉活動を担う 1 団体であ

り、基本条例の中で全団体を網羅

することはできないので包括的な

表現にしている。 
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札幌市自治基本条例  第 1 次市民自治推進会議における評価 各条項に関係する主な取組・条例等 現状評価・課題抽出 

(区におけるまちづくり)

第29条 市は、区役所を拠点として、区民との協働により、区の課題及びそ

の特性を踏まえたまちづくりを進めるものとする。

2 市は、区における課題について、区民の意向を把握するとともに、区民の

合意を形成するための意見調整の場を設けるなどの支援を行い、その合意

された意見を市政に反映するよう努めるものとする。

3 市は、複数の区に関する課題について、関係する区民の調整が図られるよ

う必要な支援を行うものとする。

＜Ｈ23 評価結果＞ 

・区民協議会で提言された内容を予算に具体的に盛り込

んでいく仕組みを確立すべき。 

・区民協議会は、区民が共有すべき課題を討議できる仕

組みとなるよう検討すべき。 

・区民に区民協議会での議論内容が正しく伝わるよう、

議事録をオープンにし、区民が区民協議会を評価でき

るような形にしていくべき。 

・区民協議会に幅広い団体、市民が参加できるように努

めるべき。 

[関係条例等] 

・札幌市まちづくり戦略ビジョン（Ｈ25.10 策定） 

・第 3次札幌新まちづくり計画（Ｈ23策定） 

・各区実施プラン（各年度策定）

[主な取組] 資料６(4) 

・区民協議会を全区に設置 

◎元気なまちづくり支援事業予算に区民協議会特別推進

枠（27 年度 48,000 千円）の創設（Ｈ25～） 

③区民協議会は同じ人たちでずっ

と活動していることが多い。新し

い人材確保の工夫が必要。 

③区とまちセンの関係性や支援体

制が述べられていないので検討し

ても良いのでは。 

第7章 他の自治体等との連携・協力

(他の自治体等との連携・協力)

第30条 市は、他の自治体と共通するまちづくりの課題について、関係する

自治体との連携を図り、その解決に努めるものとする。

2 市は、まちづくりの課題について、必要に応じ、北海道、国等と連携・協

力するとともに、関係する制度の整備等の提案を行うものとする。

3 市は、海外の自治体、組織等との連携・協力を深めるとともに、得られた

情報や知恵を札幌のまちづくりに生かすものとする。 

[関係条例等] 

・札幌市まちづくり戦略ビジョン（Ｈ25.10 策定） 

⇒北海道と道内市町村との連携体制の確立 

[主な取組] 

○道内連携推進プロジェクト 

◎「札幌☆取扱説明書」の作成（Ｈ26.7 発行） 

第8章 市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価 

及びこの条例の見直し

(市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価)

第31条 市は、市民自治によるまちづくりに関する施策又は制度がこの条例

の趣旨に沿って整備され、又は運用されているかどうかを評価し、必要な

見直しを行うための仕組みを整備しなければならない。

2 市は、前項の規定による評価に当たっては、市民の意見が適切に反映され

るよう努めなければならない。

(この条例の見直し)

第32条 市は、5年を超えない期間ごとに、市民の意見を聴いたうえで、この

条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措

置を講ずるものとする。 

[主な取組] 資料６(4) 

・市民によるまちづくり会議の実施 

・行政評価シートによる内部評価の実施 

・市民自治推進会議の設置 

・市民自治に関するアンケート調査等の実施 
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札幌市自治基本条例  第 1 次市民自治推進会議における評価 各条項に関係する主な取組・条例等 現状評価・課題抽出 

(市民自治推進会議)

第33条 前2条の規定による市民自治によるまちづくりに関する施策又は制

度についての評価及びこの条例の規定についての検討を行うため、札幌市

市民自治推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

2 推進会議は、委員7人以内をもって組織する。 

3 委員は、学識経験者、公募した市民その他市長が適当と認める者のうちか

ら市長が委嘱する。 

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

5 委員は、再任されることができる。 

6 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、第2項の委員のほかに、

推進会議に臨時委員を置くことができる。 

7 推進会議に、必要に応じ、部会を置くことができる。 

8 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項

は、市長が定める。 

[関係条例等] 

・札幌市市民自治推進会議設置要綱（Ｈ22.12～26.10）

・札幌市市民自治推進会議規則（Ｈ26.10 施行） 

[主な取組] 

・第１次市民自治推進会議（Ｈ23.3～25.3） 

⇒市民自治による施策等の評価及び条例の見直しについて 

「市政への市民参加の推進」に関する施策について 

・第２次市民自治推進会議（Ｈ26.6～27.3） 

⇒「職員のための情報共有・市民参加推進の手引き」改訂に

ついて 

・第３次市民自治推進課会議（Ｈ27.7～） 

⇒市民自治による施策等の評価及び条例の見直しについて 


