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現在、「（仮称）余市町自治基本条例策定委員

会」において、条文案等の検討をしています。 

多くの自治体では、情報の共有や町民参加・

協働などの自治の基本原則、自治を担う町民、

首長・行政等のそれぞれの役割と責任、情報公

開、計画・審議会等への町民参加や住民投票な

ど自治を推進する制度について定めています。 

 

 

 

 

 

 

余市町では、「（仮称）余市町自治基本条例」の制定を目指して、町民参加による「（仮称）余市町自治基本

条例策定委員会」を立ち上げ、条例の検討を行っています。 

この度、町民の皆さんにこれまでの策定委員会の経過等、お知らせいたします。 

なお、この策定委員会だよりは、今後も発行していく予定です。 

  
 

 

 

 

 

 

 

（仮称）余市町自治基本条例策定準備会 
 

自治基本条例の策定にあたり、町民参加による自治基本

条例の策定の進め方と策定委員会組織のあり方などを検

討するため、町内の各団体から推薦された８名の委員で構

成された「（仮称）余市町自治基本条例策定準備会」を平

成２５年８月に立ち上げ、平成２６年８月まで、延べ１０

回にわたり開催しました。（開催状況：別紙１） 

  
 
 
 
 

（仮称）余市町自治基本条例策定委員会 

「（仮称）余市町自治基本条例策定委員会」は、公募で選

ばれた方、町内の関係団体から推薦された方、策定準備会か

ら推薦された方の１６名の委員で構成され、平成２６年１０

月７日に第 1 回策定委員会を開催し、これまで延べ２４回

の策定委員会を開催してきました。（開催状況：別紙２） 

この策定委員会は、月１回程度のペースで開催され、自治

基本条例の素案づくりのため、検討を重ねています。 

また、準備会設立当初より、札幌学院大学の嶋田准教授を

アドバイザーに委嘱し、助言を頂いています。 

 

 

 

 地域課題への対応やまちづくりに関

して、誰がどんな役割を担い、どのよう

な方法で取り組んでいくかなど、「自治

＝まちづくり」の基本条項やルールを定

めた条例です。 

 

・今後の取り進め方 
・勉強会の開催 
・策定委員の選出方法 

・条例の名称について 
・条例（素案）の検討 
・条文の解説の検討 
・町民フォーラムの開催（裏面参照） 

主な取り組み 

主な取り組み 



 

 

去る２月２７日（月）午後６時から余市町中央公民館において、（仮称）余市町自治基本条例策定

委員会主催による「自治基本条例を考える町民フォーラム～誰のまち よいち～」を開催しました。 

 

このフォーラムは、現在、本町が進めている

自治基本条例の制定に向け、町民の皆さんに条

例の必要性と取り組みの概要について理解を

深めていただくことを目的とし、策定委員によ

る寸劇「自治基本条例ってなに」およびパネル

ディスカッション「自治基本条例ができると何

が変わるの」により進められました。 

当日は、１００名を超える町民の皆さまに参

加いただき、皆さん熱心に耳を傾けていまし

た。 

なお、町民フォーラムは、今後も開催してい

きたいと考えていますので、よろしくお願いし

ます。 
 

 

☆ 当日行ったアンケートについては、７６名の方より回答をいただきました。ご協力ありがとうござい

ました。一部ではありますが、回答内容を皆さんにお知らせいたします。 
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～町民フォーラムを開催しました～ 

 

当日は、２０歳代から７０歳代まで幅広い世代の皆さんに参加いただき

ました。 

また、約３割の方が「自治基本条例」を知らなかったと回答していました

が、フォーラムに参加して、関心を持たれた方が６割を超え、半数以上の

方が条例は必要だと回答していました。 

 

今回のアンケートでは、以下のようなご意見・ご要望がありました。 

・町民の意見を発する場を通して課題とともに町民生活に条例を活かせるよう

策定委員会で話し合ってもらいたい。 

・もし作るとしたら、作っただけで自己満足しない。活かす、使う条例にする覚悟

をもってというアドバイザーの言葉が印象に残りました。 

・ディスカッションの中であったように、町民からの要望や意見が反映されるルー

ト（回路）が、この基本条例で位置付けられるのであれば、また、そのように活

かせる条例であれば、ぜひ作ってもらいたいと思いました。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1478141089/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5jYWEuZ28uanAvcmVnaW9uL2lsbHVzdHJhdGlvbi9pbWcvMS00OS5qcGc-/RS=^ADB9YPK6elGnSHziwN0nt9jkFH4BfQ-;_ylt=A2RivckhUxlYemMASy0dOfx7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1478141089/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5jYWEuZ28uanAvcmVnaW9uL2lsbHVzdHJhdGlvbi9pbWcvMS00OS5qcGc-/RS=^ADB9YPK6elGnSHziwN0nt9jkFH4BfQ-;_ylt=A2RivckhUxlYemMASy0dOfx7


 

 

(仮称)余市町自治基本条例策定準備会開催状況 

■準備会設置～準備会                        

年 月 日 取  組  内  容 

平成 25年 6月 27日 
「(仮称)余市町自治基本条例」策定に係るアドバイザー就任 

○アドバイザー：札幌学院大学 法学部 准教授 嶋田佳広 

平成 25年 8月 1日 

第１回「(仮称)余市町自治基本条例」策定準備会開催 

○会長、副会長の互選 

○自治基本条例について（基礎講座等） 

平成 25年 9月 10日 

第２回「(仮称)余市町自治基本条例」策定準備会開催 

○「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員の選定について 

○自治基本条例の類型について 

平成 25年 10月 17日 
第３回「(仮称)余市町自治基本条例」策定準備会開催 

○今後の取組みについて 

平成 25年 11月 11日 
第４回「(仮称)余市町自治基本条例」策定準備会開催 

○町長との懇談 

平成 26年 1月 14日 

第５回「(仮称)余市町自治基本条例」策定準備会開催 

○自治基本条例策定に向けた勉強会 

「ニセコ町まちづくり基本条例とは」 

講師：ニセコ町企画環境課 課長 福村一広 

平成 26年 2月 27日 

第６回「(仮称)余市町自治基本条例」策定準備会開催 

○「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員の公募及び選出について 

○「(仮称)余市町自治基本条例」策定スケジュールについて 

平成 26年 3月 13日 
第７回「(仮称)余市町自治基本条例」策定準備会開催 

○「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員の公募及び選出について 

平成 26年 5月１日 
広報「よいち」５月号への募集案内折り込み 

○応募者６名 

平成 26年 6月 23日 

第８回「(仮称)余市町自治基本条例」策定準備会開催 

○「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員の募集結果について 

○「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会設置要綱(案)について 

平成 26年 7月 23日 

第９回「(仮称)余市町自治基本条例」策定準備会開催 

○「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員の選定について 

○「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会の開催について 

平成 26年 8月 26日 

第１０回「(仮称)余市町自治基本条例」策定準備会開催 

○公募委員との顔合せ 

○「(仮称)余市町自治基本条例」策定に係る取組経過について 

○「(仮称)余市町自治基本条例」策定に係る今後のｽｹｼﾞｭｰﾙについて 

 

 

 

別紙１ 



 

 

 

(仮称)余市町自治基本条例策定委員会開催状況 

■策定委員会                                  №１ 

年 月 日 取  組  内  容 

平成 26年 10月 7日 

第１回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

◎委嘱状交付 

○委員長、副委員長の互選について  ○条例の名称について 

○条例の類型及び条文項目について 

平成 26年 11月 13日 
第２回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○自由討議（余市町のまちづくりについて） 

平成 27年 1月 15日 

第３回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○条例策定に係るキーワードについて 

○条例の前文について 

平成 27年 2月 12日 
第４回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○条例前文の検討について 

平成 27年 3月 12日 

第５回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○条例前文（案）について 

○「第５章 まちづくり」節・項の検討について 

平成 27年 4月 16日 
第６回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○「第５章 まちづくり」条文検討について 

平成 27年 5月 22日 
第７回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○「第５章 まちづくり」条文検討について 

平成 27年 6月 26日 
第８回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○「第５章 まちづくり」条文検討について（情報共有・協議） 

平成 27年 7月 10日 
第９回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○「第５章 まちづくり」条文検討について（しごと・情報共有） 

平成 27年 8月 21日 
第１０回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○「第５章 まちづくり」条文検討について（情報共有・協議） 

平成 27年 10月 29日 
第１１回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○条例条文案の検討について（総則・町民） 

平成 27年 11月 12日 
第１２回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○条例条文案の検討について（行政・まちづくり） 

平成 28年 1月 22日 
第１３回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○条例条文案の検討について（まちづくり） 新年会 

 

 

 

別紙２ 



 

■策定委員会                                  №２ 

年 月 日 取  組  内  容 

平成 28年 2月 22日 
第１４回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○条例条文案の検討について（住民投票、交流・連携、条例の見直し） 

平成 28年 3月 22日 
第１５回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○条例条文案の検討について（全般） 

平成 28年 4月 22日 
第１６回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○条例条文案の検討について（全般） ○条例逐条解説の検討 

平成 28年 6月 3日 
第１７回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○条例条文案の検討について（全般） ○条例逐条解説の検討 

平成 28年 7月 22日 
第１８回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○条例条文案の検討について（全般） ○条例逐条解説の検討 

平成 28年 11月 9日 
第１９回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○条例条文案の検討について（全般） ○条例逐条解説の検討 

平成 28年 12月 1日 
第２０回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○条例条文案の検討について（全般） ○条例逐条解説の検討 

平成 29年 1月 10日 
第２１回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○条例逐条解説の検討 ○フォーラムの開催について協議 

平成 29年 1月 17日 
第２２回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○フォーラムの開催について協議 

平成 29年 2月 23日 
第２３回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○フォーラムの開催について協議 

平成 29年 3月 30日 
第２４回「(仮称)余市町自治基本条例」策定委員会開催 

○「自治基本条例を考える町民フォーラム」開催結果について 

  

  

 

 

 

 


