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「（仮称）川口市自治基本条例（素案）」に関するパブリックコメントの提出 

 

           提出日：2008/12/19 

            提出方法：電子メールとファクスの両方 

          氏名：藤田 貢 

              

以下のとおり、（仮称）川口市自治基本条例（素案）」に関するパブリックコメントの提出をいたします。 

ご検討のほど、よろしくお願いします。 

なお、（仮称）川口市自治基本条例（素素案）」に関するパブリックコメント（第1回目のパブリックコメント）の回答が公開されていないため、第1回目のパブリ

ックコメントへ提出した意見と重複したものも含めて提出します（どのように意見が検討され、素案に反映されたのか等が不明のため）。 

当パブリックコメントの作成には主に神原 勝氏の自治基本条例私案を参考にして作成させていただきました（一部抜粋）が、その詳細については第1回

目のパブリックコメント提出時に資料として添付しておりますので、そちらをご参照ください。 

※参考：自治基本条例の理論と方法（出版：公人の友社） 

（（（（仮称仮称仮称仮称））））川口市自治基本条例川口市自治基本条例川口市自治基本条例川口市自治基本条例（（（（素案素案素案素案））））    意見意見意見意見・・・・改定要望改定要望改定要望改定要望のののの内容内容内容内容    意見意見意見意見・・・・改定要望改定要望改定要望改定要望提出提出提出提出のののの理由理由理由理由    

パブリックコメントの件    ・ 第1回目のパブリックコメントの回答が公開されていな

いのに、第2回目のパブリックコメントが実施されている

が、その経緯や理由を明確に示してほしい。 

・ 第2回目のパブリックコメントがわずか10日間の期間と

なった経緯や理由を明確に示してほしい。 

・ 自治基本条例策定委員会でのそれぞれのパブリッ

クコメントの取扱いの実態について、その経緯等

を明確に示してほしい。 

・ 自治基本条例策定委員会の実質的な意思決定機

関である運営調整部会の議事録等が川口市のHP

では公開されておらず、パブリックコメントの経緯や

理由、取り扱われ方が不明確であるため。 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、市民の役割及び権利、市の役割及

び責務並びに市政の運営に関する基本的な事項を定

めることにより、本市における自治を実現することを目的

・ 『～市政の運営に関する基本的な事項と制度の基

本原則を定めることにより～』と明記することが必要

である。 

・ 市政の運営に関する基本的な事項から作り出され、

実際の市制運営で動いている基幹制度の基本原則

を定めなければ、実効性のある自治基本条例となら

ず、実行性のない作文条例に陥る可能性が高い。 

・ 実際の市政運営は法令等と市独自の条例等で運営
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とする。    されており、自治基本条例でその条例の基本原則を

定め、明記しなければ自治のルールを定めていると

言えないと考える。 

・ 実際の制度がすでに運用されていることから、個々

の制度で明文化されている基本原則だけでなく、制

度運用により判明した事項をあらためて整理し自治

基本条例で明記することで、市民が自治基本条例

を読めば実際の制度の目的や基本的な考え方等を

一元的に理解できるようになる。 

これは職員にとっても同様な効果があり、職員が仕

事を進めるうえでの原則･上位概念を容易に理解で

きることで、市政運営を代行する職員にとっても重要

と考える。 

・ 自治基本条例で実際の市制運営で動いている制度

の基本原則を定めることは、自治体の憲法であると

の観点から、自治基本条例に最高規範性を持たせ

るためにも必要である。 

第２章 市民等 

 （市民の市政参加に関する権利） 

第７条 市民は、市政の運営に対して、自ら意見を表明

し市政に参加する権利を有する。 

２ 市民は、市政の運営に関する情報を知る権利を有す

る。 

３ 市民は、市政への関心又は参加の程度にかかわら

ず、市政の運営において公平かつ誠実な扱いを受ける

権利を有する。 

４ 市民は、前 3 項に規定する権利を濫用してはならず、

・ 市民参加を保障するために、現在行われている市

民参加に関する内容を具体的に明記する必要があ

る。 

・ 『常に自治の実現のために行使するものであること』

と記載されている表現の見直しを検討してください。 

・ 残念ながら現在、市民参加に関する条例等はなく、

このままの記述では現在実施されている市民参加も

自治基本条例では保障されていないことになりま

す。市民参加に関する条例が制定されるまでは、現

在の市民参加の内容を具体的に明記し、保障すべ

きと考えます。    

・ 素案では自治とは『市政の主権者である市民が、市

民として幸せに暮らせる地域社会を築くこと』と

なっているが、これが個々の市民が幸せに暮らせ

ることを指すのか、市民の集合体としての公衆的
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常に自治の実現のために行使するものであることを認識

しなければならない。 

５ 市民の市政への参加のために必要な事項は、別に条

例で定める。    

な幸せを指すのか不明であり、個人の権利行使を

このようなくくりで制限することに違和感があります。

個人の生命・財産を守るために差し迫った状況の中

で権利行使を行うことも自治の実現のために乱用し

てはならないとなるのか疑問である。    

（情報の公開及び提供） 

第１２条 市は、市政の運営に関する説明責任を果たす

ため、市政の運営に関する情報を広く公開するとともに、

これを積極的に提供するよう努めなければならない。    

・ 市制に関する情報の積極的な提供に関して賛同し

ます。一方で現在の情報公開制度の課題・問題等

を調査・検討したうえで、当条文案を作成したように

感じられません。再度、川口市の情報公開条例と他

自治体の条例を比較検討し、条文案の再検討をお

願いします。    

・ 市民の知る権利の関係から現在の川口市情報公

開制度には以下の問題があります。 

情報公開手数料として1文書あたり100円を徴収

するため、市民の経済負担能力により必要な情報

が入手できない市民が発生する。    

・ 行政運営における行政コストとして現在の川口

市情報公開制度には以下の問題があります。 

営利目的の大量の情報公開請求により請求され

た担当部署における業務負荷の増大    

・ なお、川口市の情報公開制度に関する状況は行政

管理課、または2008年8月28日に実施された第1

回川口市情報公開・個人情報保護運営審議会の議

事録・関連資料(市民団体の意見書)を参照してく

ださい。    

第２節 議会 

 （議会及び議員の役割・責務） 

第１５条 議会は、市民の意思が市政の運営に反映され

るよう、議案を審議し、議決しなければならない。 

２ 議会及び議員は、市民の意思が市政の運営に反映さ

れるように政策を立案するよう努めなければならない。 

３ 議会は、市民の意思が市政の運営に反映されている

かを調査し、監視しなければならない。    

・ 議会や議員に関する記述が少なすぎるので、再検

討して欲しい。なお、参考文献として神原 勝氏の

自治基本条例私案を提出します。 

・ 議会基本条例の制定を明記すべきと思います。 

・ 左記の条文案は主語が『議会は、』または『議会及

び議員は、』となっており、意図的に書き分けていま

すが、議会・議員の実態をもっと忠実に条文に反映

して、議員の役割をより明確化すべきと思います。逐

・ 議会も議員も市民の付託のもとで活動しているのに

もかかわらず、その役割・責務などの自治体運営の

原則を定めずにいることは理解できない。市民が主

権者として議会・議員に基本的な原則を定めること

は議会の独立性などよりも優位性が高いと考えま

す。    

・ 議会・議員の役割・責務をより明確にするためには

他自治体でも行われている議会基本条例の制定に



 4

条解説で記載することは不十分であると考えます。 

    

より実施することができると考えます。    

・ 例えば議会という組織が市政運営を監視してい

るだけではなく、議員個人の活動としても政務調

査費を使用して市政の調査研究をし、市政の監視

をしているはずであり、議会・議員の実態を反映

していない。 

（開かれた議会） 

第１６条 議会は、原則としてすべての会議及び委員会

を公開し、これらの結果を、速やかに、かつ、分かりやす

く公表しなければならない。 

２ 議会及び議員は、市民の市政への参加を推進するた

め、市民の意見を聴取し、その意思の把握に努めるもの

とする。 

・ 議会・議員の活動の透明性としては議長の交際費・

議員の政務調査費に関しての記載が必要と考えま

す。 

・ 残念ながら川口市議会は開かれた議会と断言でき

ません。議会改革は議会の専権事項との考えを捨

て、この機会に多くの市民を含めて検討すべきと考

えます。    

・ 議会の透明性との観点で考えた場合、議会・議員の

活動の成果だけでなく、そのプロセス、かかった経

費も明らかにする必要があります。現在、議長交際

費や政務調査費に関しては、情報公開請求による

有料での市民負担がないと公開されていません。 

第３節 行政運営 

 （市長の役割・責務） 

第１７条 市長は、自治を実現するため、市民の意思が

市政に反映されるよう公平かつ誠実に行政運営に当た

らなければならない。    

・ 市長の役割・責務はこの程度の限定されているもの

しかないのか疑問に思います。再検討のうえで市長

の説明責任などの項目の追加を検討してください。 

・ 市長の責務として市長交際費の公開に関する記載

を検討してください。 

    

・ 地方自治体の首長の権限は実態的には議会や議

員よりも広く、強大となっています。主権者である市

民の付託を受け、選挙を通じて市民を代表していま

すが、その役割・権限・責務が明確に記載されてい

なければ、主権者である市民は市長の行動・判断等

の是非を問うこともできない。    

（市長その他の執行機関の役割・責務） 

第１８条 市長その他の執行機関は、効率的かつ効果的

な行政運営に努めなければならない。    

・ 行政の役割・責務はこの程度の限定されているもの

しかないのか疑問に思います。再検討のうえで行政

としての説明責任などの項目の追加を検討してくだ

さい。 

・ 市民にとって実際に市が実施している事業等の全

体を把握することは限界があり、主権者である市民

はここで記載される行政の役割・責務をもとに必要

に応じて各事業等の是非等を判断する基準としま
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・ 行政の役割または行政運営の原則として地方自治

法第2条14の内容を明記することを検討してくださ

い。 

    

す。基準であることを考慮した場合、このままで良い

のか疑問に感じています。 

・ 単純に地方自治法に明記されているから、自治基

本条例に明記することは不要とは考えず、自治基本

条例が市政運営の原則を定める観点から、この行政

運営の基本原則を明記する必要性を再検討くださ

い。 

・ 明記することで行政運営の原則が市民にも理解が

深まると考えます。 

・ 地方自治法第2条14参照のこと 

『地方公共団体は、その事務を処理するに当つて

は、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の

経費で最大の効果を挙げるようにしなければな

らない』    

第１９条 市長その他の執行機関は、市政における重要

な事項に関しては、説明会、懇談会、パブリック・コメント

手続、アンケート調査その他の効果的な方法により、市

民の意見を聴取し、市民の意思を把握するよう努めると

ともに、当該市民の意思を行政運営に反映させなけれ

ばならない。 

２ 市長その他の執行機関は、市民から市政に対する意

見が提出されたときは、これを尊重するとともに、これに

誠実に対応しなければならない。 

３ 市長その他の執行機関は、前２項の規定に基づき市

民から表明された意見については、これに対する考え方

及びその対応の結果を公表するよう努めなければならな

い。    

・ 『市政における重要な事項』と何であるのか不明で

あり、内容を明記すべきと考えます。 

・ 『説明会、懇談会、パブリック・コメント手続、アンケー

ト調査その他の効果的な方法』に関して、個別具体

的な内容・方法・プロセスなどの明記が必要と考えま

す。 

・ このままの条文では行政等の判断で『重要である』

『重要でない』と判断されてしまう危険性がある。 

・ 自治基本条例において各種の制度・手続きを明記

することで、市民の権利を担保する必要があると考

えます。 
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（附属機関等の委員の公募） 

第２０条 市長その他の執行機関は、附属機関等の委員

を選任するに当たっては、可能な限り市民から公募しな

ければならない。    

・ 『なお、公募においては性別・年齢・地域などのバラ

ンスも考慮することとする。』を追加記載することを検

討してほしい。    

・ 『審議会の委員として原則、市議会議員の選出は

行わないことにする。なお、知識経験者として市

議会議員を選出する場合、選出理由等を公表する

ことにする。』    

・ 附属機関等の委員選出はその検討事項に関して適

任者を選出することが望ましいが、公募市民につい

ては別な観点として一般の市民の視点や感覚が求

められており、広範な市民を対象とするために選出

基準に関して再定義をすべきと考えます。 

・ 市の多数の審議会で知識経験者として市議会議員

が選出されているが、残念ながら本当に知識経験者

として適任であるのか疑問に思うことが多い。また、

市議会での審議が必要な事項であれば、市議会議

員は議会で審議検討のうえ議決もできるので、審議

会の委員となることは不要と考えます。 

第２３条 市長その他の任命権者は、適切に職員を配置

し、これを指揮監督しなければならない。 

２ 市長その他の任命権者は、職員が市民の視点に立っ

た効率的な事務の執行又は政策の立案ができるよう職

場環境を整備し、職員の意欲及び能力の向上を図るよう

努めなければならない。    

・ 『市は必要に応じて公募による職員の配置を実施す

るものとする。』を追加してほしい。    

・ 川口市の行政組織の実態は不明ですが、『職員の

意欲及び能力の向上を図るよう努めなければならな

い』との条文案を実現するためには、職員のやる

気を醸成する施策が必要と考えます。    

（職員の責務） 

第２４条 職員は、職務に必要な知識、技能等の向上を

図り、自ら市民の一員であることを認識し、自治を実現す

るために公平、誠実かつ効率的に職務を遂行しなけれ

ばならない。    

・ 職員の役割・責務、仕事の仕方などの記載が少ない

と考えます。    

・ 市長・議会・議員と同様に、職員は市民からの税

金から収入を得て行政運営の代行をしているこ

とからも、職員の役割・責務を明記することが必

要と考えます。 

また、自治基本条例が自治体運営の原則を明記す

るのであれば職員の仕事・仕事の仕方などの原則

をもっと明らかにルール化しておくことが必要

と考えます。    

（財政運営等） 

第２５条 市長は、健全な財政運営に努めなければなら

・ 原則として総合計画で計画された事業等以外には

財政措置を実施しないことを明文化してほしい。    

・ 今後も高い伸び率の経済成長が見込めない状況の

中で、自治体財政の見通しは厳しいと思います。こ
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ない。 

２ 市長は、財政状況に関する情報、予算の編成及び執

行に関する情報並びに将来の財政の見通しを、市民に

分かりやすく公表しなければならない。    

・ 財政に関する情報等に関しては個別具体的な名称

で公表すべき内容を記載してください。    

・ 財政に関する情報（主に数値関係）は、その結果の

持つ意味等も合わせて公表するように追加記載して

ほしい。    

・ 財政に関する情報は近隣市や類似規模等になって

いる自治体との比較を実施して公表するようにして

ほしい。    

の状況では既存の事業の見直しだけでなく、不急不

要の事業に予算配分を実施しないことを明確にして

いく必要があります。自治体が計画行政である観点

から、総合計画で計画された事業に限定していくこ

とを行政運営の原則とすべきと考えます。    

・ 財政に関する情報は主権者である市民の付託によ

り行政を運営している市政の運営結果を端的に表し

ていることであり、この情報を正確に公表することな

しに、主権者である市民は市政運営の監視も判断も

できない。    

・ 単純に数値を公表するだけでは、公表したことには

ならず、その数字の持つ意味を市民にわかりやすく

知らせることが必要と考えます。また、近隣市等との

比較により、より明確に現在の行政運営の結果を市

民が理解できると考えます。    

（行政評価） 

第２６条 市長その他の執行機関は、市民の意思を反映

した効率的かつ効果的な行政運営を進めるため、定期

的かつ客観的に政策等の成果及び達成度を評価しなけ

ればならない。 

２ 市長その他の執行機関は、前項の規定による評価の

結果を、市民に分かりやすく公表しなければならない。    

・ 具体的な評価基準・評価方法・評価のプロセスなど

の明記が必要と考えます。 

・ 『効率的かつ効果的な行政運営を進めるため、定期

的に行政評価として内部評価と外部評価をしなけれ

ばならない。なお、評価方法については、より客観

性を担保できる手段・方法等を不断に取り入れてい

きます。』と変更してください。 

・ 自治のルールとして行政内の評価のプロセスや決

定方法などを明らかにしていく必要がある。このよう

な記述がなければ行政内での業務が正しいプロセ

ス等に基づいて行われているのか、主権者である市

民は監視も判断もできない。    

・ 『定期的かつ客観的に』との表現で将来的な外部評

価を考慮しているようだが、条文に外部評価と記載

することが重要であると考えます。    

・ 現在、市は内部評価のみを実施しており、より客観

的な評価として外部評価を実施することが必要と思

います。    

・ 現在実施されている内部評価に関しても、自部門の
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部門長が評価する自己評価となっており、もっと客

観性も具備した評価方法に変更する必要があると考

えます。    

（監査） 

第２７条 市は、監査委員制度のほか、必要に応じ、外部

監査制度その他の監査に関する制度の整備を進めるも

のとする。 

２ 監査の結果に関する報告は、その結果に至った理由

とともに、市民に分かりやすく公表するものとする。    

・ 外部監査制度等の制度整備に関する記載に賛同し

ます。一方で内部監査である監査委員制度の課題・

問題等を調査・検討したうえで、当条文案を作成し

たように感じられません。再度、監査委員制度の全

国的な状況と内部監査の課題・問題、川口市におけ

る住民監査請求の結果等を調査研究のうえで、条

文案の再検討をお願いします。    

・ 個別外部監査・包括外部監査の導入を明記してくだ

さい。『必要に応じて』との消極的な表現から積極的

に制度導入すると明記してください。    

・ 市民の立場から内部監査である監査委員制度につ

いての問題・課題があると考えています。 

例えば住民監査請求のほとんどが市民感覚の少な

い、行政の立場に立った監査結果になっていること

を指摘します。 

【参考データ】※全国監査委員会の公開資料 

http://www.zenkan.jp/jittai/kekka16.html 

住民監査請求の件数：567件 

却下件数：216件（38.09％） 

棄却件数：305件（53.79％）    

勧告件数：37件（6.52％） 

その他：9件（1.58％） 

（訴訟件数：106件）    

・ 川口市における住民監査請求に関する結果等は川

口市のHPでも確認できます（監査委員事務局のペ

ージ⇒監査等の結果）。    

・ 上記のような住民監査請求の実態等から内部監査

の実効性は疑問に思います。市民が内部監査を信

頼できない場合等には、市民の申し出により個別外

部監査が実施できるようにすることで市民の権利利

益擁護等ができると考えます。    

（公平かつ誠実な行政運営の確保） 

第２８条 市は、第２６条第１項及び前条第１項に規定す

るもののほか、公平かつ誠実な行政運営を確保するた

・ 行政手続としての処分、不利益処分及び行政指導

等に関する基準及び手続を定めていることを前提

に、市民の権利利益擁護のために必要な機能と考

・ 行政と市民の関係が変化している状況の中で、単な

る相談機能ではなく、実効性のあるサポート機能を

備えることで過度な行政と市民との紛争が軽減でき
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めに特に必要があると認めるときは、市政オンブズマン

その他の行政運営の監視及び改善を図るための制度を

設けることができる。    

えます。『市政オンブズマンその他の行政運営の監

視及び改善を図るための制度を設けることができ

る。』との消極的な記載ではなく、『設置する』と断言

することが必要と思います。    

・ 『市は、市政オンブズマンその他の行政運営の監視

及び改善を図るための制度の設置のために必要な

条例を整備するものとする』と明記すべきと考えま

す。    

ると考えます。一方でこの機能により紛争に至らず

解決することができれば、行政と市民双方に経済的

な損失だけでなく、信頼の構築も可能となると考えま

す。 

・ 『市政オンブズマンその他の行政運営の監視及び

改善を図るための制度』の実効性を担保するために

担当者となる人選や組織の権限などの詳細な事項

を定める条例が必要なため。    

第４節 市民投票 

 （市民投票） 

第３０条 市長は、市内に住所を有する市民若しくは議

会から請求があったとき、又は自ら必要があると判断した

ときは、市政に関する重要な事項について市民の意思

を確認するため、市民投票を実施する。 

２ 市は、市民投票の結果を尊重しなければならない。 

３ 市民投票に付することができる事項、市民投票を請

求する場合の要件、投票権を有する者の資格、投票及

び開票の方法その他市民投票の実施に関し必要な事

項は、別に条例で定める。    

・ 『市民投票の結果を尊重しなければならない。市は

市民投票の結果に反する判断・決定等の行為を実

施した場合、その経緯・理由を市民に公表しなけれ

ばならない』と変更すべきと考える。 

・ 残念ながら議会及び市長が市民投票の結果に反す

る判断・決定等を行う可能性はあり、プロセスの透明

化などを考慮した場合、住民投票の結果に反した経

緯・理由を市民に分かりやすく公表する説明責任を

負うべきと考えます。    

第４章 最高規範 

 （最高規範） 

第３２条 この条例は、本市が定める最高規範であり、市

は、他の条例、規則等の制定改廃、解釈及び運用、総

合計画等の策定及び運用その他市政の運営に当たっ

ては、この条例の趣旨を最大限に尊重してこの条例との

整合を図らなければならない。 

２ 議員、市長及び職員は、法令を遵守するとともに、こ

・ 『市はこの条例に違反する条例、規則の制定その他

の行為をしてはならない』と明記すべきと考える。 

・ 『市はこの条例に定める基本的な事項等に照らして

不断にその他の条例、規則等の制度改廃に努めな

ければならい』と明記する必要がある。 

・ 『市は日本国憲法、法律及び政令等を独自に解釈

し、運用する場合も、この条例に照らして自主的か

つ民主的に判断するように努めなければならない』と

・ 『の条例との整合を図らなければならない。』とのあ

いまいな表現では行政の裁量が大きく、より踏み込

んで明記することで本当の意味で実現性・実行性の

ある最高規範性を担保できる。 

・ 単に条例等の制定する機会に、自治基本条例の理

念・基本原則を確認するのではなく、自治基本条例

の制定後の能動的なアクションを規定することで生

きた自治基本条例となるため。 
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の条例が本市の最高規範であることを認識した上で、そ

の理念に基づき高い倫理観を持って職務を遂行しなけ

ればならない。    

明記する必要がある。 

 

・ 今後、地方分権が進み、想定される自治体の自主

解釈権に関しても、自治基本条例に基づいて行うこ

とを明記することで、最高規範性を担保することがで

き、自主解釈権の判断の拠り所を自治基本条例にし

ておくことで市民が自治体の自主解釈の判断を理

解できるようになる。    

・ 自主解釈権が実際に行われる場合、自治体としても

解釈する場合の基準や考え方が必要になることは

言うまでもありません。    

（運用推進委員会） 

第３３条 この条例の運用状況について検討し、市長に

その改善のための提言を行うため、川口市自治基本条

例運用推進委員会（以下「推進委員会」という。）を置く。 

２ 市長は、前項の提言を受けたときは、これを市民に公

表するとともに、これを尊重し、広く市民の意見を聴いた

上で、この条例の改正その他の必要な措置を講じなけ

ればならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、推進委員会の組織及び

運営に関し必要な事項は、別に条例で定める。 

・ 条例の制定・見直し後に市民投票による批准行為を

行い、条例の最高規範性を担保し、自治基本条例

を生きた条例とすべきと考えます（例：国政選挙など

の際に同時に市民投票を実施する）。    

・ 市民投票の行為を通じて市民に自治の主体である

ことを再認識してもらえ、条例の最高規範性も担保

できると考えます。    

附則 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

（１）第３３条の規定 平成２２年４月１日までの間に

おいて規則で定める日 

（２）第７条第５項の規定 平成２３年４月１日までの

間において規則で定める日 

・ 自治基本条例の施行に合わせて自治基本条例にう

たっている川口市の自治が確立できるようにチェック

する活動を実施できるようにしてほしい。 

・ 参加と協働の条例については平成２３年４月１日ま

でに検討・策定を実施するようにしてほしい。 

・ 上記に要望に伴い、市民投票の条例については平

成24年4月1日までに検討･策定を実施するようにし

てほしい。 

・ 条例施行後、1年間も行政のみに自治基本条例に

関する取組みを任せることは、これこそお任せ行政

になり、自治基本条例の趣旨にも反すると考えま

す。 

・ 市民参加と協働に関する条例は関連することが多い

と想定されるため、同時期に検討・策定を実施する

ことが望ましい。 

・ 市政参加・市民の意見表明が可能となる重要な市
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（３）第５条第３項の規定 平成２４年４月１日までの

間において規則で定める日 

（４）第３０条の規定 平成２５年４月１日までの間に

おいて規則で定める日    

民の権利の確立は、出来るだけ早い時期が望まし

い。現状では市民投票になり得る大きな課題・問題

がないと判断されても、いつでもそのような状況にな

る可能性もあり、制度として備えることが市民の権利

利益を守ることになる。 

総合計画について(最高規範に一部記載のみ) ・ 総合計画に関する記載は必ず必要と思いますの

で、内容を再検討のうえで必ず総合計画を独立した

項目として記載することを望みます。 

・ 市長選挙におけるマニフェストと総合計画の関係を

明記し、自治体運営における計画行政の実態を再

定義すべきと考えます。この過程において、市長選

挙のマニフェストを反映する現状を考慮して、総合

計画自体の策定プロセスの見直しも検討してくださ

い。 

    

・ 自治基本条例に最高規範性を持たせるなら、下位

になる総合計画を位置付けることは必須と考えま

す。単に最高規範性の条文で触れるのみでは不適

切であり、独立した項目として記載すべきと考えま

す。地方自治法第二条の4で『市町村は、その事務

を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地

域における総合的かつ計画的な行政の運営を図る

ための基本構想を定め、これに即して行なうようにし

なければならない。』となっています。総合計画は行

政運営の中核である計画行政であり、自治基本条

例でその位置付け・内容を記載しないのでは自治基

本条例の意味がないと考えます。 

・ 現在も総合計画に市長選挙の当選者のマニフェスト

が反映されていますが、総合計画に反映することを

明確にしている決定プロセス等が不在と考えていま

す。実際の行政運営の実態・内容をあらためて自治

基本条例で定義するべきと考えています。    

コンプライアンス（法令遵守）・倫理（記載なし） ・ 政治倫理条例・職員倫理条例等があれば該当項目

を記載すべきと考えます。そのような条例がないよう

であれば新たに条例化が必要と考えます。 

・ コンプライアンス(法令遵守)・倫理に関しての記

載がなく、主権者である市民として不安を感じる

と思います。法令があるので記載しないとの消極

的な姿勢でないことが、この項目には一層必要と

考えます。 
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記載なし 

・ 競争入札等を含む市の契約行為に関する記載が必

要と考えます。    

・ 市は市民の税金等を基に物品購入をはじめ多数の

契約行為を実施しています。自治のルールとして行

政による契約行為の原則や基本的な考え方に関す

る記述がなければ行政内での契約行為が正しいプ

ロセス等に基づいて行われているのか、主権者であ

る市民は監視も判断もできない。    

記載なし 

・ そもそも川口として市政の基本理念等が不明であ

り、自治基本条例を策定するための基盤となる考え

方等が明記されていないので、枝葉の議論しか出

来ていないように感じてしまいます。    

・ 根本的に議論不足ではないかと危惧しています。こ

のままで本当に市政運営の原則を定め、市民主権

の市政と住民福祉を実現できるのでしょうか。    

・ これまでの策定委員会の活動の大変さに敬服して

いますが、更なる議論と検討実施を望みます。    

記載なし 

・ 市の出資法人等に関する記述が必要と考えます。    ・ 自治のルールとして市の出資法人等に関してどのよ

うな管理・監督等を実施しているのかを明らかにして

いく必要がある。このような記述がなければ市の出資

法人等に関して主権者である市民は監視も判断も

できない。    

記載なし 

・ 全体を通じて自治基本条例の策定により、自治に必

要な理念、理念を具現化する基幹的制度、制度を

動かす原則を総合的・体系的に整備してほしい。    

・ 条例の目的の項目でも明記しましたが、この自治基

本条例が生ける条例となるか、ただの作文条例にな

るかは、理念のみではなく、理念を実現する仕組み

が必要と考えます。例えば『市政の運営に市民の意

思を反映するよう努めなければならない』と示されて

も、その具体的な内容がなければ市民にとってまっ

たく意味がありません。    

記載なし 

・ 既に制定されている条例との関連性を明記し、自治

基本条例を一読すれば市民として市の自治のルー

ルを理解できるようにしてほしい。    

・ 現行の他の条例（制度）に関して、自治基本条例の

・ 日本国憲法も同様な作りになっております。一元化

による網羅性の良さとその効果を再検討ください。    

・ 最高規範性も持つ自治基本条例であれば、現行の

他の条例（制度）の改廃等は当然の作業と考えてい
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制定に伴い、条例の改廃等の検討を進めてほしい。

具体的には条文に自治基本条例の制定から一定期

間に必要な改廃を行うことを条文化することが望まし

い。    

ます。    

数箇所に記載されている説明責任に関する条文案 

・ 説明責任・公表に関しては『市民にわかりやすく』と

の文言を必ず記載してほしい。    

・ 財政に関する情報をはじめ自治体の公表内容が市

民には分かりにくい場合があります。行政が財政上

の問題から、すべての市民ニーズに対応できないこ

とから、今後は一層の説明責任と努力が必要と考え

ます。    

以上 


