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専門部会員の決定
新委員へ概要説明 STEP1・2の報告

STEP1
まちづくりの問題点について

STEP3・4の報告

STEP2
情報共有と町民参加について

STEP3
条例の勉強会
（議会参加）

STEP4
既存条例の検証

ニュースvol.2発行ニュースvol.1発行

議員協議会
経過説明

企画委員会
経過説明

コロナにより延期

コロナにより延期

広報掲載
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STEP1・2

◯まちの課題を洗い出しながら、美瑛町の将来像を考える
◯「情報共有」と「町民参加」の課題を深掘りする

STEP3

◯条例の勉強会を開催（時代背景、既存条例、他事例、各種制度）
◯町議会議員に部会の取組を見てもらう

そもそも条例の基礎知識が不足しているのでは？
策定作業の前に部会員の共通認識が必要では？

これから部会で整理していくことが少し見えてきた

STEP4
【前回の宿題 ３つのポイント】
❶ 「理念条例」「制度条例」のどっちを目指す？
❷ 町民（個人・団体）に条例のことを、どう伝える？
❸ 現行条例を深掘りして策定作業を進めてみよう！



宿題（３つのポイント）について 5

理念⇒制度の順に考える？
全体的に考える？
町の考えが見えない

作り込みすぎる
条例は手に負えない

今のまちに合っているかどうか
既存条例を読み解いていった

ほうがいいのでは？

今の条例があるんだから
既存の仕組みを

検証してはどうか？

中身をどうするのか
方向性を決めないと
話が終わらない

情報共有と町民参加から
既存条文と紐づけて
検討してはどうか？



【事務局案】
▶既存条例を検証（理解）していきながら、具体的仕組みの必要
性や改善点などを考える。
▶理念条例・制度条例のどちらかは、策定作業を進めていく中で検
討していく。

宿題（３つのポイント）について 6

【前回の話し合い】
・様々な意⾒が出された中でも、既存条例をもとにした議論を進め
ていく⽅向性の意⾒が多かった。
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「自治基本条例ニュース」
を読んでもらい
感想を聞いてみる

広報誌で部会の
取組を紹介する

ホームページに
議事録を掲載する

オブザーバー
傍聴してもらう

町民フォーラム
100人ワークショップ

の開催

外部講師による
勉強会

パブリック
コメント

先進地視察研修
報告会



【事務局案】
▶広報やニュースは継続的に実施し、進捗状況をお伝えする。
▶町⺠フォーラム・100人ワークショップを情報共有の場とする。
▶専門部会のオブザーバーによる参加の拡大を促す。
▶部会員が周囲の人と話し合う。

宿題（３つのポイント）について 8

【前回の話し合い】
・多くの町⺠（個人・団体）に条例を知ってもらうことの必要性は認
識しているものの、具体策を⾒出すことができなかった。



宿題（３つのポイント）について 9



STEP4 現⾏条例の条⽂検証



条例・施⾏規則 対照表 11

【条例】
地⽅公共団体は法律の範囲内で条例を制定
することができる。

【施⾏規則】
法令の施⾏に必要な細則や、法律・政令の
委任に基づく事項などを定めた規則。
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条例 施行規則

○住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例
平成15年３月６日条例第４号
住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例
目次
前文
第１章 総則（第１条―第５条）
第２章 情報の提供等（第６条・第７条）
第３章 町民意見等の把握と反映（第８条―第15条）
第４章 まちづくりの評価（第16条・第17条）
第５章 町民公益活動（第18条・第19条）
第６章 まちづくり委員会（第20条―第27条）
第７章 雑則（第28条）
附則

○住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例施行規則
平成15年４月１日規則第17号
改正
平成25年３月６日規則第４号
住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例施行規則

※条例と施⾏規則を対照して検討用にまとめた。
※これまでの部会で話し合った内容にとりわけ関係する部分を赤字で示した。
※条例と施⾏規則を対照して検討用にまとめた。
※これまでの部会で話し合った内容にとりわけ関係する部分を赤字で示した。
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条例 施行規則

前文

今日の美瑛町は、開拓以来、多くの苦難と試練を乗り越え、
町の発展に尽くされた多くの先人により築き上げられたも
のです。

私たちは、先人が築いてきた町の地域資源や精神を引き
継ぎ、地域に根ざした美瑛町らしいまちづくりを進めていか
なければなりません。

そのためには、行政は、町の仕事が町民の意思に基づい
てなされることを認識したうえで、その責任を的確に果たし、
町民は、自らが持つ権利と責任のもと主体的かつ総合的
視点に立った発言や行動により自治が行われる住民自治
の精神を確認し、町民みんなが力を合わせて自らの町を自
らが築いていくという地域社会の形成が必要です。

この条例は、町民の豊かな社会経験と斬新な発想をまちづ
くりに活かすとともに、町民が自らの意思と責任において
様々な活動に積極的に取り組むことができるよう、まちづく
りへの町民参加を推進し、みんなが誇れる住み良いまちの
実現に向けて取り組むために制定します。

（趣旨）

第１条 この規則は、住み良いまち美瑛をみんなでつくる条
例（平成15年美瑛町条例第４号。以下「条例」という。）の施
行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
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条例 施行規則

第１章 総則
（目的）

第１条 この条例は、町民の主体性を活かしたまちづくりを
推進するため、まちづくりへの町民参加について必要な事
項を定めることにより、町民みんながともに考え、行動し、
信頼関係を深めながら、みんなが誇れる住み良いまちの実
現を図ることを目的とします。
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条例 施行規則

（用語の定義）

第２条 この条例における用語の意義は、次のとおりとしま
す。
(１) 町民 町内に住所を有する者をいいます。
(２) 町民参加 町の計画及び政策の立案等において町民

の意思が適切に反映されること及び町民が自らの意思で
まちづくりのために行動することをいいます。
(３) 町の機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査

委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいま
す。
(４) 審議会等 町の機関に置く附属機関及びこれに類する
ものをいいます。
(５) 町民公益活動 町民の自発的な参加によって行われ

る公益性のある活動（営利を主たる目的とした活動、宗教
活動及び政治活動を除く。）をいいます。
(６) 町民コメント制度 町の基本的な計画等の立案におい

て、その原案や参考となる資料を公表して、広く町民の意
見を求め、寄せられた意見を考慮しながら意思決定を行う
ための制度をいいます。
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条例 施行規則

（町民参加推進の原則）

第３条 町民参加の推進は、町民の権利として、平等に行
います。
２ 町民参加の推進は、町民の自主性を尊重して行います。

３ 町民参加の推進は、地方自治の本旨に基づき、適正か
つ継続的に行います。

（町民の役割）

第４条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、まち
づくりへの参加において、総合的な視点で自らの発言と行
動に責任を持たなければなりません。

２ 町民は、住み良いまちの実現に向け、相互に協力しな
ければなりません。

（行政の役割）

第５条 町長は、町政の代表者として町民の信託に応える
ため、この条例の趣旨に基づき、まちづくりにおける町民参
加の機会の充実及び町民に対する積極的な行政情報の提
供と説明に努め、公正かつ誠実に町政の執行に当たらな
ければなりません。

２ 町職員は、全体の奉仕者であることを認識し、地域の課
題や町民ニーズに対応できる職務能力の向上に努めると
ともに、町民との信頼関係を深め、公正かつ誠実に職務を
遂行しなければなりません。
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条例 施行規則

第２章 情報の提供等
（町民への情報提供）

第６条 町の機関は、町民がまちづくりに参加できるよう、
必要な行政情報を積極的に町民に提供します。

（会議の公開等）

第７条 審議会等の会議は、町民に公開します。ただし、公
開することが適当でないと認められる場合を除きます。

２ 町の機関は、審議会等の会議について町民への説明
に努めます。
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条例 施行規則

第３章 町民意見等の把握と反映
（委員の公募）

第８条 町の機関は、審議会等の委員を任命しようとすると
きは、規則で定める特別な場合を除き、定数の一部に公募
による委員を含めるとともに、委員の年齢、性別、職種など
の均衡を図ります。

（公募委員の任命）

第２条 町の機関は、審議会等の公募委員の任命にあたっ
て、選考基準を作成し、選考するものとする。
（委員公募の特例）

第３条 条例第８条に規定する特別な場合とは、次の各号
のいずれかに該当する場合をいう。
(１) 審議会等の委員構成又は委員構成の一部が法令に
よって定められている場合
(２) 審議会等の審議事項が、専門性及び特別な経験を要
すると認められる場合
(３) 審議会等の審議事項が、行政処分に関する審議等を
行う場合
(４) 必要に応じて委員を委嘱する審議会等で委員を公募
するいとまがない場合
（公募委員の割合）

第４条 条例第８条に規定する定数の一部とは、委員定数
のおおむね３割とする。ただし、次の各号のいずれかに該
当する場合は、この限りでない。
(１) 審議会等の委員に応募した者が公募した数に満たな
い場合
(２) 審議会等の委員に応募した者が選考基準に適さない
場合
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条例 施行規則

（町民意見等の提案）

第９条 町民は、この条例に基づいて町の機関に対して意
見、提案等を行うときは、氏名及び住所を明らかにしなけれ
ばなりません。

（町民意見等の把握）
第10条 町の機関は、まちづくりに関して町民の意見、提案

等（以下「町民意見等」という。）を把握するため、必要に応
じ次に掲げる取り組みを行います。
(１) 町民コメント制度
(２) まちづくり町民集会
(３) その他必要な町民意見等の把握

２ 町の機関は、町民が意見等を出しやすい体制づくりに
努めます。

（町民意見等の把握のための施策）
第５条 条例第10条第１項第３号に規定する町民意見等の
把握とは次に掲げる取り組みをいう。
(１) 地区まちづくり懇談会
(２) 町長への手紙
(３) 町政モニター制度
(４) その他町民意見等の把握のために行う施策
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条例 施行規則

（町民コメント制度）
第11条 町の機関は、町の基本的な計画等の立案におい

て、特に町民の意見を必要とする場合は、町民コメント制度
（以下「町民コメント」という。）を実施し、町民の意見を聴き、
その適切な反映に努めます。

２ 町民コメントの対象事項は、次に掲げるものとします。た
だし、規則で定めるものを除きます。
(１) 総合計画及び町のそれぞれの分野における重要な計
画等の立案
(２) その他町民生活に関わる重要な事項で、町の機関が
町民の意見を求める必要があると認めるもの

３ 町の機関は、町民コメントを実施する場合は、規則の定
めるところにより、必要な事項を町民に公表します。

（町民コメントの適用除外）
第６条 審議会等が、条例第11条第１項に規定する町民コ

メント制度（以下「町民コメント」という。）に準じた手続きを
経て行う報告、答申等に基づき町の機関が計画等を立案
する場合は、町民コメントは要しないものとする。
（町民コメントの公表）

第７条 町の機関は、町民コメントを公表するときは、町民
意見提出期限の１月前までに町ホームページへの掲載、
町広報誌への掲載、役場町民コーナーへの掲示等により
行うものとする。

２ 町民コメントの公表内容は、次に掲げる事項を記載する
ものとする。
(１) 案件名
(２) 公表日
(３) 意見等の提出期限及び提出方法
(４) 対象となる事案等の内容
(５) その他必要な事項
（町民コメントの提出方法）

第８条 町民コメントに関する町民意見等の提出にあたって
は、その記録性を確保できる範囲で、多様な方法を認める
ものとする。
（町民意見等の処理）

第９条 町の機関は、町民コメントにおいて町民から提出さ
れた意見等を十分考慮して、意思決定を行うものとする。
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条例 施行規則

（まちづくり町民集会）
第12条 町の機関は、町民の幅広い意見を把握するため

特に必要と認める場合は、規則の定めるところにより、まち
づくり町民集会を開催します。

（まちづくり町民集会の公表等）
第10条 町の機関は、条例第12条に規定するまちづくり町

民集会（以下「集会」という。）を開催する場合は、あらかじ
め、集会の日時、場所、案件等必要な事項を町民に公表し
なければならない。

２ 町の機関は、集会を開催したときは、開催日時、開催場
所、対象とした事案の内容、町民から出された意見その他
必要な事項を記録しなければならない。
３ 町の機関は、前項の記録を公表するものとする。
（集会の運営）
第11条 集会は、町の機関の長が指名する者が議長となり、
主宰する。

２ 集会の参加者は、集会の円滑な進行を図るために議長
の指示に従わなければならない。

３ 前２項に定めるもののほか、集会の運営に関する事項
は町の機関が別に定める。
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条例 施行規則

（町民意見等への対応）
第13条 町の機関は、町民意見等が出されたときは、速や
かにその対応に当たります。

２ 町の機関は、町民意見等への応答に当たっては、町民
に対し適切な説明を行うものとします。

（町民意見等の反映に向けた検討機関）
第12条 町の機関は、条例第10条第１項各号及び条例第
15条第１項に規定する町民意見等の検討機関として、庁内

に町民意見等検討委員会（以下「検討委員会」という。）を
設置することができる。

２ 検討委員会の運営及び委員の構成は、町の機関が別
に定める。

（町民意見等の反映）
第14条 町の機関は、第10条第１項各号の規定により出さ

れた町民意見等について総合的に検討し、その適切な反
映に努めるとともに、検討過程を明らかにします。

２ 町の機関は、前項の町民意見等について規則の定める
ところにより、その検討結果を公表するものとします。

３ 町の機関は、前項の町民意見等にかかる検討結果を第
20条に規定する美瑛町まちづくり委員会に報告するものと
します。

（町民意見等の検討結果の公表）
第13条 町の機関は、条例第14条第２項及び条例第15条

第２項の規定に基づき町民意見等の検討結果を公表する
ときは、次の事項を公表するものとする。ただし、公表によ
り美瑛町情報公開条例（平成15年美瑛町条例第２号）第６
条の非公開情報が明らかになるときはこの限りでない。
(１) 提出された意見等の内容
(２) 提出された意見等の検討経過並びに検討結果及びそ
の理由
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条例 施行規則

（その他の町民意見等）
第15条 町の機関は、第10条第１項各号の規定によらず出

された町民意見等のうち、その趣旨及び内容がこの条例の
目的に合うと認められるものについては、前条第１項の規
定に基づき取り扱うものとします。

２ 町の機関は、前項の町民意見等について検討結果を意
見等の提出者に伝えるとともに、必要に応じて規則の定め
るところにより、検討結果の公表を行います。
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条例 施行規則

第４章 まちづくりの評価
（まちづくりの評価）
第16条 町の機関は、行政活動を進めるに当たり適正な評

価（以下「まちづくりの評価」という。）を行うとともに、その結
果が町政に反映するよう努めます。

（評価の基準）
第14条 町長は、まちづくりの評価（以下「評価」という。）の

計画的かつ着実な推進を図るため、評価に関する基準（以
下「評価基準」という。）を定めなければならない。

２ 評価基準は、次に掲げる事項について定めるものとす
る。
(１) 評価の実施に関する基本的な方針
(２) 評価の方法に関する事項
(３) 評価結果の町政への反映に関する事項
(４) 評価結果の公表に関する事項
(５) その他評価の実施に関し必要な事項

３ 町長は、評価基準を定めるときは、あらかじめ、町の機
関と協議しなければならない。
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条例 施行規則

（評価の公表）
第17条 町の機関は、まちづくりの評価結果を町民に公表
します。

２ 前項の評価結果の公表は、政策、事業等の目標や成果
を町民にわかりやすく示すとともに適切な時期に行います。

（評価組織）
第15条 評価を着実かつ円滑に推進するため、庁内に評

価検討委員会（以下「評価委員会」という。）を設置するもの
とする。
２ 評価委員会の組織、運営に関する事項は、別に定める。
（評価方法）
第16条 町の機関は、評価を行うときは、政策及び事業の

担当部局（以下「所管課」という。）が自ら一次評価を行い、
その評価結果を評価委員会に報告するものとする。

２ 評価委員会は、所管課から報告された評価結果の全庁
的な整合を図るとともに、全庁的視点で二次評価を行いそ
の結果を町の機関の長に報告するものとする。
（評価調書）
第17条 所管課は、評価を行うときは、評価調書を作成し
なければならない。
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条例 施行規則

第５章 町民公益活動
（町民公益活動の推進）
第18条 町の機関は、町民公益活動が活発に行われる環
境づくりなど適切な施策を実施するよう努めます。

（町民公益活動への支援）
第19条 町の機関は、団体、地域及び個人などが行う町民

公益活動を促進するため、情報の提供、活動への協力な
ど必要な支援を行います。
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条例 施行規則

第６章 まちづくり委員会
（美瑛町まちづくり委員会の設置）
第20条 町長は、まちづくりへの町民参加を推進するため、

美瑛町まちづくり委員会（以下「委員会」という。）を設置しま
す。

（審議事項）
第21条 委員会は、次の事項について調査審議するものと
します。
(１) 町の総合計画に関すること
(２) 町の基本構想の策定及び主要施策の企画立案に関
すること。
(３) 町民意見及び提案の反映に関すること。
(４) 町民公益活動の推進に関すること。
(５) その他必要な事項

２ 委員会は、調査審議するに当たって必要がある場合に
は、町民及びその他の者から意見を聴くことができます。
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条例 施行規則

（委員会の組織）
第22条 委員会の委員は、25人以内とし、次に掲げる町民

から年齢、性別、職種等の均衡を考慮し、町長が委嘱しま
す。ただし、第２号の委員に限り、町長が特に必要と認める
ときは、町民以外の者を委嘱することができます。
(１) 公益活動団体に所属する者
(２) 有識者
(３) 公募による者
２ 委員会には、専門部会を設置することができます。

（特別委員）
第23条 町長は、特別な事項を調査審議するために必要
があるときは、委員会に特別委員を置くことができます。

（任期）
第24条 委員の任期は、２年とします。

２ 委員は、再任を妨げません。ただし、任期が６年を超え
て継続して委員となることはできません。

３ 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者
の残任期間とします。

４ 特別委員は、特別な審議が終了したときは、委嘱を解
かれたものとみなします。
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条例 施行規則

（会長及び副会長）
第25条 委員会に会長及び副会長を置きます。
２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出します。
３ 会長は、委員会を代表し、会議の議長となります。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長
の職務を代理します。

（会議）
第26条 委員会は、会長が招集します。

２ 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立することと
します。

３ 委員会は、公開することが適当でないと認められる場合
を除き、公開します。

（事務局）
第27条 町長は、委員会の運営及び必要な事項を効果的
に処理するため、事務局を置きます。

（事務局の設置）
第18条 条例第27条に規定する美瑛町まちづくり委員会の
事務局は、まちづくり推進課に置く。
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条例 施行規則

第７章 雑則
（施行規定）
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め
ます。

（委任）
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に
定める。

※以下の「附則」は本資料においては省略
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町民参加の推進

町民・行政の役割

情報の提供

意見の把握と反映

町民⇔行政

直結の制度

町民コメント制度

まちづくり町民集会
など

町民⇔行政

審議会等を経由

まちづくり委員会

町民意見等検討委
員会など

行政⇒町民

行政活動の評価と
反映

評価委員会

町民の意思と責任

における活動

町民公益活動

団体、地域、個人

などの活動



STEP4 ワークショップの設問
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条例

第２章 情報の提供等
（町民への情報提供）

第６条 町の機関は、町民がまちづくりに参加できるよう、
必要な行政情報を積極的に町民に提供します。

Q1
STEP1-STEP2で出た「決まってから出てくる」
や「判りにくい」という課題を踏まえ、第６条のまま
で良いですか︖

条例

（会議の公開等）

第７条 審議会等の会議は、町民に公開します。ただし、公
開することが適当でないと認められる場合を除きます。

２ 町の機関は、審議会等の会議について町民への説明
に努めます。

Q２
今ある会議は町⺠に公開されていますか︖
また、条例ニュースのようにわかりやすい説明があ
りますか︖
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条例 施行規則

（町民意見等の把握）
第10条 町の機関は、まちづくりに関して町民の意見、提案

等（以下「町民意見等」という。）を把握するため、必要に応
じ次に掲げる取り組みを行います。
(１) 町民コメント制度
(２) まちづくり町民集会
(３) その他必要な町民意見等の把握

２ 町の機関は、町民が意見等を出しやすい体制づくりに
努めます。

（町民意見等の把握のための施策）
第５条 条例第10条第１項第３号に規定する町民意見等の
把握とは次に掲げる取り組みをいう。
(１) 地区まちづくり懇談会
(２) 町長への手紙
(３) 町政モニター制度
(４) その他町民意見等の把握のために行う施策

Q３
「町⺠意⾒の把握」の制度の実施状況を踏まえ、
課題を考えましょう。
・町⺠コメント制度
・まちづくり町⺠集会
・地区まちづくり懇談会
・町⻑への⼿紙
・町政モニター制度
・その他HPや電話での問い合わせ

Q４
最近できた制度の評価はどうですか︖
・町⻑へのメッセージ
・びえい未来トーク



ワークショップの設問 35

条例 施行規則

（町民意見等への対応）
第13条 町の機関は、町民意見等が出されたときは、速や
かにその対応に当たります。

２ 町の機関は、町民意見等への応答に当たっては、町民
に対し適切な説明を行うものとします。

（町民意見等の反映に向けた検討機関）
第12条 町の機関は、条例第10条第１項各号及び条例第
15条第１項に規定する町民意見等の検討機関として、庁内

に町民意見等検討委員会（以下「検討委員会」という。）を
設置することができる。

２ 検討委員会の運営及び委員の構成は、町の機関が別
に定める。

（町民意見等の反映）
第14条 町の機関は、第10条第１項各号の規定により出さ

れた町民意見等について総合的に検討し、その適切な反
映に努めるとともに、検討過程を明らかにします。

２ 町の機関は、前項の町民意見等について規則の定める
ところにより、その検討結果を公表するものとします。

３ 町の機関は、前項の町民意見等にかかる検討結果を第
20条に規定する美瑛町まちづくり委員会に報告するものと
します。

（町民意見等の検討結果の公表）
第13条 町の機関は、条例第14条第２項及び条例第15条

第２項の規定に基づき町民意見等の検討結果を公表する
ときは、次の事項を公表するものとする。ただし、公表によ
り美瑛町情報公開条例（平成15年美瑛町条例第２号）第６
条の非公開情報が明らかになるときはこの限りでない。
(１) 提出された意見等の内容
(２) 提出された意見等の検討経過並びに検討結果及びそ
の理由

Q５
Q３で制度としてあげた５項目の「町⺠意⾒への
対応」の課題を考えましょう。
・町⺠コメント制度 ・まちづくり町⺠集会
・地区まちづくり懇談会 ・町⻑への⼿紙
・町政モニター制度
・その他HPや電話での問い合わせ

Q６
「町⺠意⾒の反映」について、「⾔っても変わらな
い」という意⾒がなぜ出るのでしょう︖


