
第3次市民自治推進会議 報告書作成に向けた論点整理

１ 条例改正についての基本的な考え方 

自治基本条例の改正の要否については、条例の目的である市民自治によるまちづくりの実現のために、

現時点において条例の規定が有効に機能しているか否かという観点から評価・判断する必要がある。 

条例においては、市民にとって分かりやすいものであることが望ましいが、一方で、自治基本条例は最

高規範として位置づけられるものであり、多岐の分野にわたる市民自治に関する事項を総括的に規定する

必要があるため、理念条例として相当程度の抽象度や包括性を持つ必要があることにも注意を要する。 

このため、個々の具体的な事項については個別条例で定めていることを踏まえると、自治基本条例にお

いては、市民自治を推進するための現在の札幌市の取組が不足しており、かつ、条例の規定を改正しなけ

れば取組を進めることが困難である場合において、改正を要するものである。 

２ 条例の規定についての検討項目 

上記1を踏まえ、自治基本条例の規定についての検討においてこれまで議論されてきた事項のうち、条

例改正を行う必要が否かを検討すべき項目として、次の6点を検討の対象とする。 

検討項目(1)

前 文 防災など市民の関心が高いまちづくりの観点を前文に盛り込むことについて

（現状）

前文では、これまでの札幌の発展経過と、市民自治によるまちづくりを進めるうえでの理念的な事柄

を述べており、防災などのまちづくりの視点や目的については、第 2条で「安全・安心の推進」の中
に包含されている。

（主な意見）

○ 前文は国際的な意識が強い一方、福祉や防

災等、市民の身近な事柄との関わりが薄い。

防災について市民意識が高まっているため、

防災の観点からの表現を盛り込むべき。

○ 入れるべきキーワードは多々あるが、前文なので

全て盛り込むことはできない。それぞれ関係する所

で述べていけば良い。

○ 条例策定時「安全・安心なまちづくり」に関する

条文を置くべきとの意見があったが、最終的には第

2条のまちづくりの定義の中で「安全・安心の推進」
を盛り込んだ経緯がある。

資 料 3



検討項目(2)

第2条 
条例における「市民」の対象範囲に、市内に固定資産を所有するだけの人を新たに 

加えることについて 

（条文）

第 2条第 1項 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。

（主な意見）

○ 固定資産を所有するだけの人も、広い

意味でまちづくり活動を担う権利と責

務があると位置づけるべき、という考

え方もある。

・固定資産を所有するだけの人も、まちづくりの中では一

定の位置を占める場合はある（空き家問題など）が、現

実的にまちづくり活動への参加が難しいという問題点が

ある。

○ 固定資産を所有するだけの人を新たに条例の適用範囲

に加えるとなると影響が大きいため、慎重な議論が必要。

検討項目(3)

第14条 職員の責務に職員が地域活動に率先して参加すべき旨の内容を加えることについて 

（条文）

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。

（主な意見）

○ 職員が率先して地域活動に参加し、

地域参加によって地域に共感を持つ

ような方向性を示すべき。

○ 職員は全体の奉仕者の立場である以上、市民をさしおい

て率先するべきでない。市民の 1人として、市民と同じ立
場で良い。職員は当然に市のことを考えているはずなの

で、新たに負担を課すのではなく、まずは自身の職務の中

で生かすべき。

○ 条例策定時、市民・議会・市長に加えて「職員」も入れ

て四者の連携にすべきとの意見があったが「職員を市長と

並列して四者にするのはおかしい」「職員を市民と別に特

殊な市民と位置づけるのもおかしい」となった。

○ 条例の文言や表現よりも、大事なのは、職員も条例の趣

旨を理解し、市民と一緒にまちづくりを考えることを常に

意識すること。市民も、職員が参加しやすいような環境を

整え、上手に参加してもらうことが大切。



検討項目(4)

第21条 
第28条 
第29条 

まちづくりの基礎単位である地域の意見反映に向けた、まちづくりセンター・区・本

庁の連携推進に係る記述の盛り込みについて 

（関係条文）

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。 

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。

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。

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。

（主な意見）

○ 意見の反映については第21条に規定されてい
るが、総括的に地域の声を受け止めて、これを

市政に反映させる旨の表現が不足している。

○ 第28・29条の内容は支援を中心としており、
区民や地域住民の声を受け止めて反映させる観

点の表現が不足している。

○ 第 28・29 条で区とまちづくりセンターが個
別・並列的に述べられていて、札幌市全体での

連携・支援体制が不明確である。

・ 第21条の「市民」には、団体も含まれる。



検討項目(5)

第24条 
青少年や子どもの参加を進めるための「必要な配慮」をより具体的な表現に改めるこ

とについて 

（条文）

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。

（主な意見）

○ これからの社会において重要な部分になるが

「必要な配慮」という表現では漠然としている

ので、もう少し具体的、効果的な表現があって

も良いのでは。

・「札幌市子どもの最善の利益を実現するための

権利条例」第 24条～第 27条において、子ども
の参加・意見表明の機会の保障に関して具体的に

規定されている。

［参考］札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例（抜粋）

平成 20年 11月 7日条例第 36号 
第４節 参加・意見表明の機会の保障

（子どもの参加等の促進）

第 24条 市は、市政等について、子どもが意見を表明し、参加する機会を設けるよう努めるものとし
ます。

2 施設設置管理者は、施設の行事、運営等について、子どもが意見を表明し、参加する機会を設ける
よう努めるものとします。

3 市民は、地域の文化・スポーツ活動等について、子どもが意見を表明し、参加する機会を設けるよ
う努めるものとします。

（市の施設に関する子どもの意見）

第 25条 市は、子どもが利用する市の施設の設置及び運営に関して、子どもの参加について配慮し、
適切な方法で子どもの意見を聴くよう努めるものとします。

（審議会等への子どもの参加）

第 26条 市は、子どもにかかわる事項を検討する審議会等に関して、子どもの参加について配慮する
よう努めるものとします。

2 前項の審議会等は、適切な方法で子どもの意見を聴くよう努めるものとします。
（子どもの視点に立った情報発信等）

第 27条 市民及び市は、子どもの参加の促進を図るため、子どもにかかわる施策、取組等について、
子どもが理解を深め、自分の意見を形成することができるよう、子どもの視点に立った分かりやすい

情報発信等に努めるものとします。



検討項目(6)

第30条 
海外も含めた他都市との連携による市民自治や市民への影響を明確化する内容を加

えることについて 

（条文）

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。

（主な意見）

○ 国際交流によってまちづくりにどのようにプ

ラスになるかをもう少し示すべき。

○ 他都市との交流を通して、市民がまちづくりの

視点を広げられるような情報提供を行うべき。

・「札幌市国際戦略プラン」の基本方針Ⅲ「海外ネ

ットワークの活用～未来へつなぐ世界との互恵

的協力関係の構築」において、札幌にとってメリ

ットのある海外ネットワークの構築や、蓄積して

きたネットワークの時代にふさわしい活用など

について述べられている。

［参考］

「札幌市国際戦略プラン」13・20・21ページ



３ 札幌市の施策・制度の評価 

自治基本条例第 31 条に基づく札幌市の施策・制度に対する評価については、これまでの各委員からの
意見を踏まえると、次の 10 項目に大別される。報告書への掲載にあたっては、項目ごとに個々の意見を
統合し、文章化することとする。

(1) 条例の認知度について（条例全般）

・ 自治基本条例の認知度は依然として低く、市民へ十分に浸透していないのが現状。市は、引き続き条

例の普及啓発に努めるべき。

・ 青少年や子どもへの浸透を図ることは、将来的な条例の認知度向上にもつながるため、自治基本条例

を学校の授業に採り入れるなど、若年層への周知強化も検討すべき。（木村委員）

・ 子どもの学年に合わせて理解できるようなパンフレットの作成を考える方法もある。また、子どもと

併せて保護者にもPRする手法も考えられる。（佐藤座長）
・ 市民が条例そのものに関心を持つのは難しい。市民が関心を持つのは、例えば介護とか、何らかのテ

ーマがある場合が多い。市民が何に関心があるのかを把握して、条例を周知することが大事である。（森

田委員）

・ 条例そのものを認知させることも大事だが、それよりも、行政が何をしてくれるか、市民が何をでき

るかということを具体的に考えていくことが大事である。（森田委員）

・ 条例自体の認知度は低いが、条例の理念に沿うための地域活動への支援、情報提供、市民参加等、具

体的な取組に対しては一定の認知度や関心がある。具体的に市政やまちづくりに関心を持って参加して

いただく取組に力を入れることが大切と考える。（事務局）

(2) 市民の積極的な参加について（第8条） 

・ 条例の目的は「市民が主役のまちづくり」であり、市民が主役となるためには、市民が積極的に参加

することが必要である。行政がすべてを担うということは、財政的にももうできないし、市民も過大

な要求をしてはいけない。市民は、市に対してどういう協力ができるかということを基本に考えるべ

きであり、市も、市民がどのような参加をできるかを明確に示していく必要がある。（森田委員）

(3) 職員の地域参加について（第14条）

・ 職員も 1 人の市民として、一緒にまちづくりを考えるという意識を常に持つことが大切である。市
民もそのことを意識して、同じ市民として一緒にまちづくり活動を行っていく気持ちが必要である。

（森田委員）

・ 地域のまちづくり活動において、職員の協力を得ることは非常に有効である。地域の取組でも、職員

が理解し協力してくれることで、大きく前進する。条例の趣旨を職員が理解し、みんなで考えて活動

していくことを意識してほしい。地域で企画、実施するため、職員にはそれほど手間がかからないの

で、いろいろな企画に積極的に参加してほしい。（横江委員）

・市民も、いたずらに苦情や要望を言うのではなく、職員が参加しやすいような環境を作る必要がある。

職員の参加を得ることでメリットにつながることを理解して、上手に職員に参加してもらうと良いと

考える。（佐藤座長）



(4) 市民参加の推進について（第21条） 

・ 札幌市は附属機関の女性委員登用率 40％を目標としており、平成 26年度の女性委員比率は 36.9％
であった。附属機関の性質等により異なる場合もあるが、女性委員の比率が少ないと感じている。これ

からはバランスよく女性も市政に参加することが必要と考える。札幌市は、附属機関の女性委員登用率

40％を達成するように努めるとともに、女性の意見を聴くという姿勢を行政としても持っていただき
たい。（森田委員）

・ 条例第21条第 7項の「市民参加を進めるために必要な条例等」について、条例を制定すべきか否か
については、条例を制定することによるメリットもデメリットもあるとの市の説明であったため、少し

時間をかけて議論する必要がある。条例の規定についての検討の終了後に、あらためて議論したいと考

えている。（佐藤座長）

(5) 青少年・子どもの市民参加について（第24条） 

・ 子どもの市民参加については、学校と連携することでスムーズに進むことが期待できる。学年に応じ

た地域活動を教育のメニューとして行うことで、多くの子どもたちが参加でき、地域のまちづくり活

動への関心が高まる効果を期待できる。（木村委員）

(6) わかりやすい情報提供について（第26条） 

・ 札幌市のホームページで公開している「札幌市まちづくり戦略ビジョン」のイメージ映像は、非常に

分かりやすかった。このような映像化した情報は、紙面だけでの情報よりも、高齢者や若者にとっても

理解しやすく、市政への関心の向上にもつながると考える。このような映像を、様々な機会をとらえて

積極的に流してほしい。（松本委員）

(7) まちづくりセンターの体制について（第28条） 

・ 町内会でまちづくりセンターを活用しようとする際、まちづくりセンターには正職員が 1 人しかい
ないため、土日に活用することが困難であるが、平日では社会人の参加が難しい。土日にまちづくりセ

ンターをもっと活用できるようにするために、職員のサポート体制を検討すべきである。（木村委員）

(8) 区民協議会の担い手について（第29条） 

・ 区民協議会においては、幅広い団体や市民が参加できるように努めることが、第 1 次市民自治推進
会議の評価においても求められているところであるが、人材が不足しており、いつも同じ人が担って

いるのが実情である。町内会、学校、NPO、その他各種地域団体等、さまざまな団体が地域活動を企
画して実行しているため、区民協議会にも新たな担い手を確保できるような工夫が必要である。（横江

委員）

・ 他都市では、無作為抽出した市民 2,000人に対して区民協議会委員就任を呼び掛け、最終的には 80
人余りが協議会に携わっているという事例があると聞く。この方法がすべてではないが、参加の裾野

を広げるための方法を模索していくことも、今後大切になっていくと考える。（森田委員）

(9) 国際的な観点について（第30条） 

・毎年、たくさんの外国人が札幌を訪れる。これからは、国際都市として、おもてなしの視点を持つこ

とが必要になる。市民が国際感覚を持つためにどうしていくかを考えていく必要がある。（森田委員）



・海外都市との国際連携や人事交流等によって得られた情報を、札幌市のまちづくりの施策等にうまく

反映させるべき。（佐藤座長、森田委員）

・海外を含めた他都市との連携によって、札幌市民のまちづくりにとってどのような良い影響があるか

を、市民にわかりやすく示すべき。（飯田委員、森田委員）

・ 市民自治に関する市民アンケートには、国際的な観点からの評価の項目がない。他部局で行っている

アンケート等を参考他部局でも様々な調査をしているので、それらを確認しながら、必要なものは反

映するよう検討してほしい。（梶井委員、事務局）

(10) 行政評価について（第31条） 

・ 市民自治の評価と行政評価は現状では連携していないが、これを連携して、行政評価委員会で市民自

治の不足点が指摘されたら市民自治推進会議でそれを審議したり、市民自治推進会議で指摘をしたら行

政評価委員会に反映したり、そのような連携ができる仕組みがあると良い。（佐藤座長）


