
東海村自治機本条例（素案）逐条解説（素案）に対するパブリックコメントへの回答について
平成21年1月15日

東海村自治基本条例策定委員会
№ 指摘項目 ご意見 回答
1 「，」→「、」の方が一般的　例：村勢要覧2007 本条例は，横書きになりますので「，」になります。

2

意見　６行目　“私たちは，「分権型社会，少子高齢化，高度情報化時代」の到来により社会構造が大きく転換しようとしている
今，確固たるまちづくりを未来へ引き継がなければなりません。”とあるを，“私たちは，「分権化社会の到来によって，地方行政
の機能が大幅に地方に移行することにより住民の直接行政参画機能が格段に要請されること。少子高齢化，核家族化，生活多
様化による相互扶助方式が多様化しつつあること。高度情報化時代となり住民間の情報の共有化が容易となったこと。」によ
り，社会構造が大きく変化しようとしている今，確固たるまちづくりを未来へ引き継がなければなりません。”と変更する。

理由　　戦後，新憲法の趣旨は，国・県・市町村と段階的に一元化された行政システムのもとに理念としては全国民平等の形で
守られてきたが，膨大な財政赤字を抱えたわが国は地方行政の分野で，大幅に地方にその権限を委ねざるを得ない状況となっ
た。それは，とりもなおさず地方の財政力，自治能力に依頼せざるをえなくなったわけで，地域が痛みを自らかぶりながら，住民
の参画を得て地域を運営せざる得なくなったということである。少子高齢化，核家族化，相互扶助希薄化のなかで，この課題を
認識し，取り組もうとすることは住民にとって大変な努力を要することである。なおかつ，財政的に恵まれている東海村に居住
し，結果的に行政依存体質が身にしみている東海村民にとっては，その緊急性がなかなか認識しにくいところであるが，この時
期に，あえて自治基本条例の制定を決意した見識に，大いに敬服するところである。住民・行政・議会ともども趣旨を取り違える
ことなく理解し，共に，汗を流して未来に備えることとしたい。
戦後６０年，ようやくわが国に真の民主主義の光が差し始めた。

おっしゃるとおりですが，本条例の前文は要旨のみの表現となっております。方向性は同じであると考えています。

3
「白砂青松の松林」という表現はおかしい。 「白い砂青い松林」に訂正します。

4
実現せねばなりません→実現しなければなりません おっしゃるとおりに訂正します。

5
誕生いたしました→誕生しました おっしゃるとおりに訂正します。

6
制定いたします→制定します おっしゃるとおりに訂正します。

7
「村民自ら考え…持って行動する地方自治の精神」→「村民自ら考え…持って行動するとする地方自治の精神」 原文のとおりとします。

8
「安全・安心して暮らせるまちづくり」という表現について，どのような状態を指すのか定かではないので，具体的に示す必要が
あると思います。東海村で何が危険なのか，また，自治を行わなければならない背景が見えません。

危機管理については本条例第１２条に，自治を行わなければならない背景については前文に記載しております。

9
昭和３０年→昭和３０年（１９５５年）　国際化の反映 おっしゃるとおりに訂正します。

10
「基本理念として，誇りを持って…」とあるが，何に対して誇りを持つのか分かりません。また，誇りが無いと安全・安心して暮ら
せるまちづくりができないというのも疑問です。

村民自らが誇りを持って安全・安心なまちづくりを推進できる条例にしたいと考えています。

11
なぜ「村」ではなく「まち」なのか 「まち」は市町村の「町」ではありません。「地域」とか「コミュニティ」などの意味で使用しています。

12
応える→こたえる　旧表記（常用漢字外の音訓） おっしゃるとおりに訂正します。

13
制定しました→制定いたしました 原文のとおりとします。

14
主権村民→村民主権 原文のとおりとします。

15
明確にしました→明確にいたしました 原文のとおりとします。

16
及び→および　公用文は「及び」だが，より市民に関係の深い条例であるため 原文のとおりとします。

17
…定めます→定める。この目的の具現化のため，以下第２条から第２７条を策定する。 原文のとおりとします。

18
分かりやすい条文に 参考にします。

前文
（語句訂正）

前文
（意見・疑問）

前文解説
（語句訂正）

第１条
（語句訂正）



№ 指摘項目 ご意見 回答

19
第１条
（提案）

解説のキーワードで示す目的は何かを示す必要があると思います。また，キーワードで示されたそれぞれの言葉の解説も必要
ではないかと思います。

キーワードについては，本条例のねらうまちづくりのポイントとするところです。

20
則り→のっとり　他なりません→ほかなりません おっしゃるとおりに訂正します。

21
追及→追求 おっしゃるとおりに訂正します。

22
第１条解説

（意見・疑問）

情報公開や個人情報の保護など…　はどこに記載してあるのか。 それぞれ第１５条及び第１６条に記載しています。

23
位置付け→位置づけ　又は→または　並びに→ならびに 原文のとおりとします。

24
村民及び村は→村は 原文のとおりとします。

25
第２条

（意見・疑問）

村民全体にこの条例を誠実に遵守させるのには，かなりの負担が生じるのではないか。 村民や村の職員等の自治に対する意識が変わり，将来大きな効果となって村民に還元されると思います。

26
第２条
（提案）

「自治及び村政」という表現について，自治は村政において行われるものと考えます。村民が村政に参画すると明記しているの
で，「この条例は，村政に関する自治の…」という表現の方が分かりやすいと思われます。また，住民は地区の代表者である村
議や村の代表者である村長を選出し，村議や村長は村民の意思を推進していると看做すことが出来ます。それと執行機関や事
務にあっては，村民がそれを担っているものと思われます。これを自治基本条例とするのは，村民に村の責任を分担せよという
お話のように思えます。
「村民及び村」はという表現について，村は執行機関の団体組織を指すと定義していますが，広義に言えば村民も含まれるかと
思います。また，村政に村民が参画すること及び前述したことにおいて，村政に対して村とする対応の方が分かりやすい。村政
の中で自治を明確に位置づければよいと思います。

自治は，行政だけが担うものではなく，村民と村が一緒になって協働し，推進していくものと考えております。

27
若しくは→もしくは 原文のとおりとします。

28
（２）村民組織の上から４行目の「村民団体」は「村民組織」の誤植では。 おっしゃるとおりに訂正します。

29
住民の定義がされていないのは何故か？ 本条例第３条の村民の定義の中で併せて定義しています。

30
村民の範囲が広すぎるのではないか？ 東海村にかかわる人みんなでまちづくりを推進していくため，あえて広く定義しています。

31

分らない用語
(a)村　村を定義するのに，村の執行機関を用いている，その村とは？
(b)村の執行機関　村の執行機関と特別に定義されても，本文に現れた場合，特別な用語とは，感じられない。「村の執行機関」
とするかあるいは村執行機関とすべきでないでしょうか
(c)後述定義するものを使っての定義　村執行機関の意であるならば，第３条において，（４）項と（５）項の順序を入れ替えて定義
すべきです。
(d)参画協働　第４条において，参画と協働の原則とすべきでしょう
(e)村民等　村民の他に何を指しているのか不明です（第３章）　第３条によれば，村民には村民組織，事業者，村の執行機関，
住民，団体など殆ど含まれている。他に何があるのでしょうか。
(f)分散された定義　第１０条での自冶会の説明は，第３条で行う。

（a）「村」を「東海村」に置き換えて表記したいと思います。
（b）原文のとおりとします。
（ｃ）原文のとおりとします。
（ｄ）おっしゃるとおりに訂正します。
（e）おっしゃるとおりだと思いますので，「第３章　村民の権利と役割」に訂正します。
（ｆ）自治会の定義を追加します。

32
自治の定義の「意思と責任」の「責任」とは何の責任を指すのですか 村民自らの責任のことを指します。

33
（１）村民　個人若しくは団体　の団体とは？個人でよいのでは。政党・宗教団体も含むのか？平和委員会は？ 含みます。

34
（３）事業者　その他の団体とは例えば何か。 まちづくりを推進する団体もあります。

第１条解説
（語句訂正）

第２条
（語句訂正）

第３条
（語句訂正）

第３条
（意見・疑問）



№ 指摘項目 ご意見 回答

35
第３条
（提案）

（７）及び（８）について，用語の定義というより活動範囲を示していると思いますから，第４章に組み込むと第４章が読みやすくな
るように思います。

原文のとおりとします。

36
あたって→当たって おっしゃるとおりに訂正します。

37
「・本条例における」の「・」をとる おっしゃるとおりに訂正します。

38
さします→指します　あわせる→合わせる おっしゃるとおりに訂正します。

39
全て→すべて　「総て・凡て・全て」は旧表記 原文のとおりとします

40
言います→いいます 原文のとおりとします。

41
活動されている人又は…　→等，村の自治に関与している人団体を指す。 原文のとおりとします。

42
主体的に取り組む→取り組む 原文のとおりとします。

43
まちづくりを主体的に行う→まちづくりを行う 原文のとおりとします。

44
まちを活気のある明るく→まちを品格のある明るく 原文のとおりとします。

45
考え，自らが決め，そして自らが責任を持って行動し，→考え，村に提案し，必要に応じて自らが責任を持って行動でき， 原文のとおりとします。

46
村民団体→村民組織　団体→組織では。 おっしゃるとおりに訂正します。

47
ひとづくり→人づくり　で統一 原文のとおりとします。

48
自治を推進するもの→自治を推進できるもの 原文のとおりとします。

49
「補完性の原則」が分かり難い用語である。「補完性→助け合い」などに言い換えたほうが良い。 原文のとおりとします。

50
自治の基本原則で「村民の福祉の向上」とあるが，福祉ばかりなのはどうかと思う。広義の「福祉」であれば，第２条の位置づけ
で述べるほうが適切ではないか。

「村民の幸せのために」と訂正します。

51
国内の地方分権における村の位置付けや権限や責任及び財政などの位置付けがあまり見えません。なお，村の位置付けに近
いものは，第４条第６号の「補完性の原則」に示されていますが，条例を定める根拠の一つになるべきものと考えます。

村の位置づけや権限や責任，財政については，本条例の第５章と第７章で述べています。

52

（４）男女共同参画の原則は，（３）参画協働の原則と重複している。「村民」の参画協働は，既に３号で規定されているところであ
り，当然ながら男女が対等の立場で参画することが合意されていると考える。また，「男女共同参画」という概念は，性差を否定
することにより文化，伝統，秩序の破壊をもくろむジェンダーフリーという狂気の思想を内包しており，自治基本条例において使
用することは危険である。（４）男女共同参画の原則は削除すべきである。

原文のとおりとします。

53
４条，解説(3)関与の度合いが強いとか弱いというよりも，計画段階から参加することを「参画」というのだと思う。原案は抽象的
な表現である。

原文のとおりとします。

54
男女共同参画について条文とすることは簡単であるが，実際に行動できるようにして欲しい。 村では，H19.4から男女共同参画推進条例を施行しておりますので，引き続き普及・啓発に努めていきます。

55
（５）について具体的にどういうことをするのか。 各分野において，人材育成の事業を推進していきます。

56

「地域自治」という表現について，言葉としては見方による位置において大きさが変化するものの表現で，新たな言葉として記載
されていますが第４条第６号の「補完性の原則」での解説は，「基礎的自治体」と記載されていますけれど，大きさは変化しない
表現なのでまだ分かりやすい。しかしながら，東海村を主体とした「自治」を制定するものですから，単に「自治」や「自治活動」あ
るいは「村の自治活動」でよいのではと思います。第４章は第５章の中にいれてはどうですか。

村政運営に入れる内容ではないと思われますので，原文のとおりとします。

第３条解説
（語句訂正）

第４条
（語句訂正）

第４条
（意見・疑問）

第４条
（意見・疑問）



№ 指摘項目 ご意見 回答

57
第３条にならって，（１），（２）…という表現に おっしゃるとおりに訂正します。

58
「～について」は省いてはどうか　（５），（６）には無い おっしゃるとおりに訂正します。

59
当たっては→あたっては　係り→かかわり　頂きたい→いただきたい 「当たっては」「かかわり」「いただきたい」とします。

60
ともに→共に　鑑み→かんがみ 「ともに」「かんがみ」とします。

61
基礎的自治体，広域的自治体という表現がいまいち　村・県の区別をどう表記するか 基礎的自治体→東海村　広域的自治体→茨城県　と訂正します。

62
推進することを，→推進することもできることを， 原文のとおりとします。

63
規定したものです→規定したものです。つまり村民からの要求により，すべてを情報公開するということです。 原文のとおりとします。

64
過程に係り，→役割を担うことができるということです。 原文のとおりとします。

65 第３章全般
村民の役割　→　村民の権利と役割　にしたほうが良いのではないか？ おっしゃるとおりに訂正します。

66
5条(2)，着想段階から参加することを参画というから，ここでは「着想段階から参加」でいいのではないでしょうか。あるいは「～
政策に参画すること。」

原文のとおりとします。

67
「…すべて人として…」→「すべて村民として」　あえて憲法のような人間尊重的な表現の必要は無いと思います。 「すべて人として尊重され，自らの生命」を削除します。

68
第２項の２段目を１マス空ける。　参画は，村民意見の公募も参画とするのか？ 村民意見の公募も参画であると考えております。

69
すべて人として尊重され…　村民に団体が入っているとすればおかしい。 「すべて人として尊重され，自らの生命」を削除します。

70
「村民は，すべて人として尊重され・・・」と書かれているが，それは既に憲法に書かれていることであり，この条例に謳う必要が
あるのか？

「すべて人として尊重され，自らの生命」を削除します。

71
第５条

（意見・疑問）

「自らの生命，自由及び…追求に対する権利が保障され」という表現について，生命の追求という表現は理解しづらいほか，財
産の追求を保障しないという理由として，自己責任であるとして削除したならば，この条文には矛盾があるように思えるので，単
に次の権利を有するだけでよいと思います。

「すべて人として尊重され，自らの生命」を削除します。

72
様々な→さまざまな 原文のとおりとします。

73
情報公開を求め…明らかに…。→情報公開させることができることを明らかに…。 原文のとおりとします。

74
担う→担うことができるものとする。 原文のとおりとします。

75
互いの行動→村と村民の活動 原文のとおりとします。

76
自らの行動→村は行動と 原文のとおりとします。

77
村と村民が対等の立場であるならば，「村民の役割」ではなくて「村民の責務」とするべき。 原文のとおりとします。

78
（４）子供→子ども おっしゃるとおりに訂正します。

79
「（１）村と協働して，各自治会組織に加入し，地域社会の発展に寄与する義務を負うこと。」に改める。 自治会に関することについては，一括して第10条で記載します。

第４条解説
（語句訂正）

第５条
（語句訂正）

第５条解説
（語句訂正）

第６条
（語句訂正）



№ 指摘項目 ご意見 回答

80
（村の役割）の項が見当たらない。 第7章に記載してあります。

81
村民の役割を条例にうたうべきではない。守らなかったらどうするのか？ 本条例において特に罰則はありませんが，村民と村とが本条例を遵守すべきであると考えます。

82
「自らの行動と発言に責任を持つこと」とはどのような意味か。立派な大人に対して，なんと言う無礼な表現でしょうか。また，権
利に対して責任が重過ぎる。

村民は，まちづくりの主体者として相応しい行動をとることが期待されます。

83
６条の(1)－(5)と4条の(1)-(6)との関連を明確にしたほうがいい。あるいは「基本原則と役割」のように，ひとつにできないものか。 第4条は自治の基本原則であるので，村民の役割といっしょにすべきものではないと考えます。

84
前条の対となる→前条と対となる 「前条と対になる」とします。

85
謳った→うたった　常用漢字以外の漢字は避ける おっしゃるとおりに訂正します。

86
結論付ける→結論づける 原文のとおりとします。

87
住みよい→住み良い　で統一する 原文のとおりとします。

88
行うことを規定→行うことができることを規定 原文のとおりとします。

89
自分の発言や行動に責任を持つことを→に責任を問われないことを 原文のとおりとします。

90
村民一人ひとりが個人として…　村民に団体が入っていることと矛盾する。 村民一人ひとりが個人として→互いの活動が　と訂正します。

91
まちづくりに寄与するもの→寄与することができるものとする。 原文のとおりとします。

92
従業員の行う地域活動にも配慮し，…は大変あいまいな表現です。第１２条のように配慮ではなく「行わなければなりません」と
言い切っていただきたい。

原文のとおりとします。

93
事業者の役割が村民の役割に比べると非常に甘いように思う。 第3条の村民の定義により，事業者も村民に含まれていると解されます。

94
法人に対する説明はどのように進めていくのか？ 事業者については，すでにまちづくりに参画してもらっている側面もあり，まちづくりに協力してもらう中で浸透を図っ

ていきます。

95
第２項の２段目を１マス空ける おっしゃるとおりに訂正します。

96
必要な支援を→情報，資金支援を 原文のとおりとします。

97
主要な担い手→重要な担い手 原文のとおりとします。

98
意見　全文を次の通り変更する。
第８条　村民は，村民組織がまちづくりの推進の主要な担い手であることを認識し，村民組織を尊重し，守り育てるものとしま
す。

第１項と第２項を入れ替えます。

99
「村は，…必要な支援を行います。」とあります。読みようによっては，村が後方支援の活動に特化しているように見えます。でき
れば，必要な支援内容を明文化できないでしょうか。また，第１項（村）と第２項（村民）が逆のように感じます。

具体的な支援内容については，下位の計画の中で明文化していくべきものと考えます。「また～」以降については，
おっしゃるとおりに訂正します。

100
第８条第１項と第１０条第３項は内容的に重複している。 重複はしておりますが，本村の条例の特徴として自治会活動の推進に特化したものになっておりますので，第10条

第3項で再び規定しました。

第６条
（意見・疑問）

第６条
（意見・疑問）

第６条解説
（語句訂正）

第７条
（語句訂正）

第８条
（意見・疑問）

第７条
（意見・疑問）

第８条
（語句訂正）



№ 指摘項目 ご意見 回答

101
第８条解説
（語句訂正）

認識するともに→認識するとともに おっしゃるとおりに訂正します。

102
の仕組みを目指します→行う 「分権によるまちづくりを目指します。」と訂正します。

103

意見　全文を次の通り変更する。
第９条 村は，地域の特性と自主性が生かされた，個性豊かで魅力ある地域のまちづくりを推進するため，自治の基本原則に基
づき，村の執行機関にまちづくりの仕組みを構築します。

理由　原文中の“分権によるまちづくりの仕組み”の表現は唐突で，説明不足なので，意訳した。

「分権によるまちづくりを目指します。」と訂正します。

104
分権という単語は何を意味しますか。何と何の分権ですか。 分権とは，国と地方が対等となったことを受け，村と地域もまた対等であるということです。

105

第９条については，本条例の目指すところかと思いますが，村民参加の推進のためのツールを制定するだけでよいのではない
か。そこから村民の目指す道を求めても良いのではないかと考えます。また，「分権によるまちづくり」という表現については，分
権の定義が示されていないほか，国や地域の役割を柱として進めると記載していますが，その柱がおかしければ成立しないと
思えます。
それと，まちづくりを事業や活動と定義していますが，それ以外にシステムも必要でこれらを併せて「政」というのではないでしょ
うか。なお，事業や活動を明確にしないと事業者の「事業活動」との勘違いが起こりやすいと考えます。

参考とします。

106
個性豊で→個性豊かで　様々な→さまざまな 「豊か」「様々な」とします。

107

意見１　第1項全文を次の通り変更する。
第１０条 住民は，地域社会の一員として，その居住地域において発言し，活動し，福祉を分担して担う自治会（地域住民により
構成され，まちづくりに取り組む村民組織をいいます。）の役割について理解するとともに，積極的に自治会活動に参画し，可能
な分野で持てる能力を発揮することが出来るものとします。
２　自治会と村は，住民に自治会への加入が促進されるために必要な仕組みづくりに努
　　めます。
３　村は，自治会と協働してその育成に努めます。

　理由　1項　自治会の存在理由を追加

第１項：「積極的に自治会活動に参画し，可能な分野で持てる能力を発揮することが出来るものとします。」→「積極
的に自治会に加入し，可能な分野で持てる能力を発揮することが出来るものとします。」に訂正します。
自治会の存在理由等については，解説の中で触れます。
第２項：「住民に」を削除します。
第３項：原文のとおりとします。
※解説の「自治会への加入については，決して強制できるものではありませんが」は削除します。

108
「住民は」→「村民は」とした方がよいのでは？説明が欲しい。第１０条第３項　村は協働の精神を持って，自冶会に対して物心
両面での活動支援に努めるものとします。に改定

原文のとおりとします。

109
第４項として「自治会組織は，村に政策提案をすることができる。」を追加。 村民は着想段階から政策形成に参画できる旨，別に規定していますので原文のとおりとします。

110

住民の自治会加入の必要性を具体的に条文化すべきである。
「理由」　先の自治会設置の基本理念は，地域自治の推進が目的であり，従って第９条地域自治の推進については，村民が行
うまちづくりに加えて，住民が行うまちづくりの条項を追加し，次の第１０条につなげる。また，第１０条解説「自治会加入を強制
できるものではありませんが」を修正し「すべての住民はそれぞれの自治会加入を原則とし」等とする。

第１項について「積極的に自治会活動に参画し，可能な分野で持てる能力を発揮することが出来るものとします。」
→「積極的に自治会に加入し，可能な分野で持てる能力を発揮することが出来るものとします。」に訂正します。

111

自治会の強制加入の問題（第１０条第２項）で，「発揮することができるものとします」ではなく「～発揮するものとする」ぐらいの
表現でいいと思う。自治会に加入していない人もある程度の恩恵を受けてしまうので，平等互恵の原則を鑑み，自治会加入を強
制できないにしても強制できるようにお願いしたい。

第１項について「積極的に自治会活動に参画し，可能な分野で持てる能力を発揮することが出来るものとします。」
→「積極的に自治会に加入し，可能な分野で持てる能力を発揮することが出来るものとします。」に訂正します。

112
住民・自治会の定義がされていない。 第３条に定義します。

113
大前提となる自治会への加入率の向上を真剣に考えるべき。非加入者からアンケートをとる（原因究明）→対策を考える。対策
をとらないと条例の実効性が担保できない。具体的な方法はあるのか。

手法については，引き続き自治会連合会で協議していただきます。

114

自治会の性質を明確にし，必要性を具体的に説明し，住民は必ず自治会会員になることが地域の中で生活するために必要なこ
とであることを理解でき納得できるように条文を具体化すべきであると考える。そして現状の常会加入（自由意志）→自治会加入
の形ではなく，住民＝自治会加入（義務）→常会加入（自由意志）の形にすれば，自治会会員としての権利と義務の関係が実行
されると思う。自治会活動への参画はグループでも単独でも可とする考えです。賛助会員として会費を求める。

第１項について「積極的に自治会活動に参画し，可能な分野で持てる能力を発揮することが出来るものとします。」
→「積極的に自治会に加入し，可能な分野で持てる能力を発揮することが出来るものとします。」に訂正します。
自治加入の手法については，引き続き自治会連合会で協議していただきます。

115
参画や協働は村民組織で，個々の意見はパブリックコメントでということかと思いますが，村民組織の一部である自治会の役割
や自治会と村民の関係が条文からは良く見えないので，説明が欲しい。

自治会については，第10条で記述していますが，自治会の役割や，村民との関係については解説で触れます。

116
自治会の役割について理解…とあるが，その役割が明確になっていない。 第４条の（６）補完性の原則の共助にあたる部分です。

117
物心両面の支援について，財源など財政面にも踏み込んで欲しい。具体的に何をやるのか？ 自治基本条例は，基本的なルールを定めるものです。具体的には，村から自治会に対し補助金を交付することなど

が考えられます。

第９条解説
（語句訂正）

第９条
（意見・疑問）

第９条
（語句訂正）

第１０条
（語句訂正）

第１０条
（意見・疑問）



№ 指摘項目 ご意見 回答

118
かかわってて→かかわって おっしゃるとおりに訂正します。

119
第２項　加入が当然…　これは強制ではないか？ 「当然になるよう」→「当たり前になるよう」と訂正します。

120
をあらかじめ明らかにし，→についてあらかじめ個々に合意し 原文のとおりとします。

121
第１１条は村議会との関係がどうなるのか，また表現があいまいです。第１３条のように「村は別に定めるところにより，村民と協
働して村政運営に努めるものとします。」

「村」は，村議会と村の執行機関のことを指しています。

122
第１１条

（意見・疑問）

政策の着想段階からとはいつ頃でしょうか。具体的に解説で明示されれば村民の参画意識も高まるのではないでしょうか。 着想段階とは，各部署において，村の執行機関としての意思決定がなされる前の状態であって，企画の骨子や素案
作成の段階のことです。

123
あたって→当たって おっしゃるとおりに訂正します。

124
村民に参画していただき→村民が参画し おっしゃるとおりに訂正します。

125
推進し，自治の…→推進し，両者合意のもの自治の拡充を 原文のとおりとします。

126
原子力及び自然災害等→原子力事故及び自然災害 及びで結ぶことで「原子力災害」を表しておりましたが，人為的ミスなどによる原子力施設でのトラブルや事故を含む

ことを明確にするため，ご指摘のとおり「原子力事故」と修正いたします。

127
等を策定→及びこれを担う体制を策定し， 次の文で体制を整備することが述べられているので，ご指摘の言葉の追加は不要と考えます。簡潔明瞭な文章とす

るため，原案どおりといたします。

128
備え，村民→備え，村が主体となって村民， すでに主語として「村は」と述べているので，原案どおりといたします。

129
支援を図ります→支援を行います。 原文のとおりとします。

130

認識し，相互に協力して→認識し，村に協力して 策定委員会では，村に協力するよりも，村民が主体的に危機対応を行うことが重要であると考えています。そのた
め，ご指摘の部分について，条例案および解説文を以下のように修正いたします。
第3項「村民は，原子力事故及び自然災害等の発生時において，自らを守る努力をするとともに，相互に協力して自
らの果たす役割を認識して対応するものとします」
解説文「第3項では（中略）災害時には，自分の身は自分で守る努力がまず基本であり，そのうえで互いに協力して，
自分の果たすべき役割を認識し対応することが非常に重要です。」

131
自らを守る努力を…についてさらに具体的な検討を望みます。障害者，高齢者を含めての… 策定委員会も災害弱者への対応は重要だと考えていますが，そもそも第2章第4条自治の基本原則において(6)補完

性の原則を掲げ，様々な段階での相互支援の実現をうたっていますので，ここでは原案どおりといたします。

132
原子力に備えるとはどんなこと？　「原子力および自然の災害等に備え」か「原子力災害および自然災害等に備え」とすべきで
す。

原案では，「原子力災害および自然災害」の意味で表現していましたが，他の方からのご指摘も踏まえ，「原子力事
故および自然災害」と修正いたします。

133
言い回しが「行います」ではなく→「…訓練を行わなければなりません。」となっています。強制力の度合いでしょうか？訓練が実
施できない場合はどうするのですか。

ご指摘のとおり，他の条文では強制的な言い方をしていませんので，「行います」と修正いたします。

134

意見　「第１項は村の備え，第２項も村の備え，第3項は村民の発生時の役割」との構成はおかしい。「第1項は村の備え，第2項
は村民の備え，第3項は発生時の村，村民，事業者の対応」等に変更すべき。
その場合，弱者（原子力災害の場合の村民，自然災害の場合の高齢者等）への対応についても触れるのが親切ではないか。ま
た，原子力災害の住民対応の特殊性について，強調が不足している。

村が主体となって行うことを先にまとめています。
弱者への配慮は，すでに第2章第4条（6）補完性の原則で述べていますので，ここでは追記しません。また，原子力
災害時の対応は自然災害とは異なる部分がありますが，自助・共助・公助の重要性は共通しています。また，これは
基本条例ですので，ご指摘のような具体的な対応策は，地域防災計画や原子力防災計画等で規定されています。

135
第３項「自らの果たす役割を認識し」は，一体何が自分の果たす役割なのかわかりません。 ご指摘を踏まえ，共助の中での役割であることをより明確にするため，第3項の文章を「自らを守る努力をするととも

に，相互に協力して自らの果たす役割を認識して対応するものとします。」とします。

136
独居で高齢のため「自らを守る」とあるが限界があるので支援策をお願いしたい。 各自治会では，自主防災組織や共助の体制づくりが行われていると聞いていますが，今回のようなご意見をお持ち

の方がいらっしゃることについて，自治会連合会で協議していただきます。

第１０条解説
（語句訂正）

第１１条
（語句訂正）

第１１条解説
（語句訂正）

第１２条
（語句解説）

第１２条
（意見・疑問）



№ 指摘項目 ご意見 回答

137
その上で→そのうえで　平仮名が一般的 原文のとおりとします。

138
非常に重要です→重要です ご指摘のとおり修正いたします。

139
…の強化を図り，村民の→の強化及び分担範囲，責任の明確化を行う。 原案どおりといたします。

140
想定し，村民，→想定し，村が主体となって村民， 解説文の表現があいまいでしたので，「想定し，村が主体となって，協力，連携及び相互支援を行うとともに，村，村

民，事業者，関係機関がそれぞれの役割を担い…」とし，村が主体的に連携を図ることを明確にします。

141
認識し，互いに→認識し，村と互いに協力して ここで相互協力するのは村民ですが，表現があいまいでしたので，「互いに協力して，自分の果たすべき役割を認識

して対応する」と修正します。

142
求めます。→村民に十分な検討を求め，必要に応じて村の原案の改定を行います。 ご指摘いただいた内容は，第2項に示されていますので，原案どおりとします。

143
尊重し，意見に…→尊重し，必要に応じて原案の改定を行い，その経過を村民に報告します。 「尊重し，必要に応じて案の改定を行い，その結果を公表します」と訂正します。

144

第13条；どんな定めか明記しなければ，知る人とぞ知るになっている。別に定める規則に従っているのでは基本条例の資格が
ないのでは！「別途定める」とか，主導権を持つべき。

ご指摘のように他の条例との関係が不明確な表現になっていました。この条例が基本であることを明確にするため，
「別に定めるところにより」を削除いたします。併せて，解説の中で，すでに定められている住民意見公募の要綱につ
いて記述を追加します。

145
公表と公開の違いは 策定委員会では，「公開」よりも「公表」の方が，より主体的に発表する意味が含まれていると考え，「公表」を用いま

した。

146
第１３条解説
（語句訂正）

参画の機会→参画機会 「村民が村政へ参画する機会の拡大」に訂正します。

147
第１４条

（語句訂正）

公募の委員を加えるように努めるとともに→原則として公募の委員を加え， 「努める」では実施されない可能性がありますので，ご指摘のとおり修正します。

148
第１４条

（意見・疑問）

比率や構成を考慮せよと言われてもどうすれば良いのか分りません。「別途これを定める」が必要で，出来れば関連条例を明記
して欲しい。

解説文に関連条例として，「東海村男女共同参画推進条例」「東海村附属機関等の設置及び運営に関する基準を定
める規則」を掲げました。

149
村の執行機関が→村政運営に 条文では主語を明確にするようにしています。このため，原案どおりといたします。

150
取組み→取り組み　謳われて→うたわれて おっしゃるとおりに訂正します。

151
の代表ではなく→にかたよることなく 9月1日付けの条例文案には，ご指摘の箇所がありませんでした。

152
第１５条

（語句訂正）

意見　条項中“総合的な施策”の表現は，“関係条例”等に変更する。
理由　あいまいさを残さず，明確にすべき。

他の方からも同様のご意見をいただきましたので，ご指摘を踏まえ，「総合的な施策に基づき」を削除し，以下のよう
に条文を修正します。
「第15条　村は，公正で開かれた村政の実現を図るため，村政について情報を，適切かつ速やかに公開します。」

153
第１５条

（意見・疑問）

これも親分と子分が逆転している。総合的な施策(公開条例)が先に有りきでは，基本条例の資格がない！ 他の方からも同様のご意見をいただきましたので，ご指摘を踏まえ，「総合的な施策に基づき」を削除し，以下のよう
に条文を修正します。
「第15条　村は，公正で開かれた村政の実現を図るため，村政について情報を，適切かつ速やかに公開します。」

154
第１５条解説
（語句訂正）

ホームページなどを通じて→ホームページなどを通して ご指摘のとおり修正いたします。

155

これも，権利を保障すると言ってもね。基本条例らしく子分の条例で定めてあることを明記すべき。 解説文に，関連条例として「東海村情報公開条例」を示しています。

156

個人情報を適正に管理します…ではあいまいです。解説に記載されている「東海村個人情報保護条例」に基づいて管理しま
す。の方が明確である。

この条例は基本条例ですので，下位の条例を記述する必要はないと考えます。したがって，原案どおりとします。

第１２条解説
（語句訂正）

第１３条
（語句訂正）

第１３条
（意見・疑問）

第１４条解説
（語句訂正）

第１６条
（意見・疑問）



№ 指摘項目 ご意見 回答

157

（＝個人情報の開示請求権・第１５条に→（個人情報の開示請求権は第１５条に ご指摘のとおり修正いたします。

158

個人情報の訂正請求権・第２２条→個人情報の訂正請求権は第２２条 ご指摘のとおり修正いたします。

159

個人情報の管理・第３章に→個人情報の管理は第３章に ご指摘のとおり修正いたします。

160
第１７条

（意見・疑問）

配下にある事を明確に！「地方自冶法第２条第４項に基づき」と補う。 住民参画による総合計画の策定は基本条例に基づいて行われますので，原案どおりとします。原案のように表現す
ることで，より住民参画が図られるようにしています。

161
第１７条

（意見・疑問）

総合計画に加え各種計画との体系，関連を解説で明文化することを希望します。それぞれの計画の進め方や，係りが分かるよ
うに，できればまちづくりの関連する部分（組織体，資源，プログラム）までを，体系的に明示されることを望みます。

この条例は自治基本条例ですので，総合計画やまちづくりの体制や資源などを示すものではありません。ご指摘の
内容は，総合計画の中に詳細に書かれています。

162

目下議会「自治基本条例調査特別委員会」で調査、検討中とのことで、条例素案が提示されていないが、このステップは間違っ
ている。この「素案」はあくまで本策定委員会でつくり、素案が出来た段階で公示し、議会に意見があれば受け入れて検討すべ
きものであり、肝心の条項無しの「素案」は本来ありえない。策定委員会に「村議会の代表」「村執行機関の代表」も組み入れて
検討するのが本来で、共に欠如している現在の策定委員会の早急な改組を要望する。（註）事務局の自治推進課は、「村執行
機関」の代表ではない。もし、「村執行機関の代表」の役割も持っているのであれば、当然「村議会」の代表も当初から参画させ
るべきであった。
議会とは別に策定委員会の案をつくるべき。議会の部分が追加されたらまた今回のような説明かを開催するのか。議会で決め
る部分が第６章の村議会の責務の部分だけなのか，条例全部を検討しているのか。

163
どうして議会に任せているのですか。これこそ村民参画による内容事項と思います。議会とは別に策定委員会の案をつくるべ
き。

164
議会の部分が抜けているが，議会の部分が追加されたらまた今回のような説明会を開催するのか。

165
村議会の責務について，議会特別委員会で検討しているとのことだが，策定委員会と議会とで一緒に策定すべきだ。議会側か
ら要望があったのか。策定委員会がお願いしたのか。

166
議会が自分の部分を自分で決めるのはおかしい。

167
住民に説明をするなら第６章が決まってからするべきである。

168
議会の部分については，議会が説明すべきである。

169
本条例について，議会はどのように考えているのか。わかる範囲で具体的に教えていただきたい。

170 第７章全般
行政の責務について。守られているかどうかチェックを受けるのか？監査委員がチェックするなど。 現在，村では，2名の監査委員が行政活動を厳しくチェックしています。平成14年度からは行政評価システムも導入

されました。なお，この条例そのものの評価や見直しは第9章に示しています。

171
第１８条

（語句訂正）

応え→こたえ おっしゃるとおりに訂正します。

172
意見　第１項を次のように変更します。
第１８条　村長は，村の執行機関の代表者として村民の信託に応え，統率力及び指導力を発揮し，公正かつ誠実に村政を経営
します。

第3条の用語の定義において，「村」とは村議会及び村の執行機関で構成する地方公共団体と定義されています。
村長は，ご指摘のように村の執行機関の長であるとともに，地方公共団体の長でもありますので，原案どおりとしま
す。

173

「統率力及び指導力を発揮し」は不要ではないですか。「統率力及び指導力」ではなく，包容力を以って職員の能力を引き出すこ
とも大切ではありませんか。それよりも「村民の幸福と将来の発展」に全力を尽くすことが重要ではありませんか。

策定委員会では，村長にはリーダーシップが欠かせないと考えました。これは独裁者的なイメージではなく，ご指摘
のような「包容力」も含むリーダーシップです。また，「村民の幸福と将来の発展」は，「村民の信託に応える」という部
分に十分含まれていますし，幸福の解釈は多様なので，原案どおりとします。

174

村長の責務の中に評価まで入れるのはおかしいのではないか。自分で自分を評価するのはおかしいのではないか。 ここでいう評価には，外部評価，第三者評価も含まれます。また，現在でも，村には監査委員がおり，さらに議会に
よって行政活動は厳しく評価されています。

175

村長の責務…なぜ経営なのか？　辞書には運営→運用と経営とのことだが… 東海村はこれまで豊かな財政に支えられ，様々な活動を展開できましたが，将来，このような状況に変化が起きた場
合には，限りある資源を有効に使って村民に奉仕する自治体経営が求められます。より積極的にまちづくりに取り組
む姿勢を示すため，「経営」という言葉を使いました。なお，他の条文中に「村政運営」という表現がありましたので，
こちらは「村政」に変更することにしました。

策定委員会で調査したところ，自治基本条例を策定する場合の議会の関与の方法は様々でした。私たち策定委員
会は，村議会の主体性を尊重するため，第6章の条文案作成をお願いしました。しかし，今振り返ってみると，策定委
員会の方が先に活動を開始し，議会の検討と足並みが揃わず，無用の混乱を招いてしまった感があります。ご指摘
のように，村議会との意見交換などを行えばよかったかもしれません。また，すべての条例がそうであるように，最終
的な決定権は村議会にあります。

第１６条解説
（語句訂正）

第１８条
（意見・疑問）

第６章全般



№ 指摘項目 ご意見 回答

176
第１９条

（語句訂正）

第４項として「監査委員は村の財務状態の把握と・・・・の責務を負う。」を追加する。 監査委員は，村の執行機関の中に含まれます。

177
あり方→在り方 おっしゃるとおりに訂正します。

178
資質向上→能力向上　資質は生まれつきの性質・才能 ご指摘どおり修正します。

179
応えます→こたえます おっしゃるとおりに訂正します。

180
第１項中の各段階においての後に「公文書にて」を追加する。 必ずしも公文書で行われるものだけではないので，原案どおりとします。

181
第２０条解説
（語句訂正）

上で→うえで　仕方→しかた 原文のとおりとします。

182
事務事業→事務　事業は必要なし 行政の中では事務事業という言葉が用いられています。

183
第１項の文末を，「効率的活用を図り結果を公表します。」と改める。 結果の公表については第2項に定めています。

184
第２１条

（意見・疑問）

評価については，内部評価ではいけない。第三者で行うべき。 おっしゃるとおり，内部の自己評価だけでは不十分で，より客観的な評価システムを取り入れるべきだと考えます。

185
お知らせする→知らせる 他の条文と表現が異なっていますので，ご指摘どおり修正します。

186
（改良）→（改善） ご指摘どおり修正します。併せて，Check（点検）はCheck（評価）に修正します。

187
お知らせし→知らせ 他の条文と表現が異なっていますので，ご指摘どおり修正します。

188
詳細は，他条例で決めていることを明記して，分りやすく 解説文に示しています。

189
本主旨は，財政経営の基本的，ポリシー的な条文ですから，前文または前文の解説あたりで明文化した方がよいと思います。
同条例の制定主旨に該当するように思います。

財政は重要なことですが，自治の一部であることから，前文で明文化する内容ではなく，条文中に項目を設けるべき
と考えます。

190
繋がり→つながり　常用漢字外 おっしゃるとおりに訂正します。

191
わかりやすく→分かりやすく おっしゃるとおりに訂正します。

192
第２項の２段目を１マス空ける ご指摘どおり修正します。

193
意見　第１項を次のように変更します。
第２３条　村の施行機関の職員は，村民の奉仕者である自覚をもって，公平，公正かつ誠実に勤務を遂行します。
理由　「全体」の意味があいまい。明確に「村民」としたほうが良い。

ご指摘を踏まえ，より平易な表現とするため，以下のように修正します。
「第23条　村の執行機関の職員は，村民のために，公平，公正かつ誠実に職務を遂行します。」

194
第１項の「全体の奉仕者として」を「村民全体の公僕」に改める。 ご指摘を踏まえ，より平易な表現とするため，以下のように修正します。

「第23条　村の執行機関の職員は，村民のために，公平，公正かつ誠実に職務を遂行します。」

195
第２３条

（意見・疑問）

「全体の奉仕者として，…」という表現について，全体の対象範囲が不明です。説明が欲しい。 ご指摘を踏まえ，より平易な表現とするため，以下のように修正します。
「第23条　村の執行機関の職員は，村民のために，公平，公正かつ誠実に職務を遂行します。」

第２２条解説
（語句訂正）

第１９条解説
（語句訂正）

第２０条
（語句訂正）

第２３条
（語句訂正）

第２１条
（語句訂正）

第２１条解説
（語句訂正）

第２２条
（意見・疑問）



№ 指摘項目 ご意見 回答

196
住民投票の対象範囲（選挙権の対象やその争点「村政の特に重要な事項」）が明確になっていない。 取り扱う問題によって，住民投票のやり方は異なってくる可能性があるため，ここでは明記しません。

197

理念条例である本条例に住民投票のような実務的な項目を入れるべきではない。できれば「住民投票に関する条例」などの名
称で単独の条例にすべき内容かと思います。それぞれの条例の変更管理を機能的にするためにも，当面は分離させて，自治
基本条例の骨子を固め，投票で決議するような事案が発議される状況下で住民投票の制度化を進める方が，より確実なプロセ
スになるような感じもします。

策定委員会では，住民自治の重要な仕組みとして，住民投票を入れるべきだと考えます。確かに，村長や村議会議
員は選挙で選ばれた住民の代表ですが，選挙で個別の問題が統一的に議論され，住民の意思を反映できるわけで
はありません。住民の考えを確認するシステムがあるという事は，地方自治の精神からも不可欠だと考えています。
（ここに定めたからといって，必ず実施するということではありません。）

198
第２４条

（語句訂正）

第３項の２段目を１マス空ける ご指摘のとおり修正いたします。

199
第２４条解説
（語句訂正）

取扱い→取り扱い 原文のとおりとします。

200
第２５条

（語句訂正）

第３項の２段目を１マス空ける ご指摘のとおり修正いたします。

201
法令は同じことを何度も規定しないことが大原則であり同一内容を確認する場合は，「…に基づき」と明記すべきです。住民投票
で反対の結果が出た場合，尊重はするものの実行は別だと押し切られる可能性がある。

ご指摘に従い，解説文で「規定し」と表現していたところは，すべて「に基づき」と修正します。なお，議会制民主主義
が日本社会の基本ですので，住民投票の結果に強制力を持たせることはできません。

202
定数の根拠と妥当性は何でしょうか？参考とした法，条例等があればご紹介下さい。 解説文に示しています。

203
２項で空欄の部分があるのは，議会のためか。 ご指摘のとおりです。

204
第２５条の住民投票の発議・請求について，有権者の1/50以上の連署で村長に住民投票を請求できるとあるが，これでは少な
すぎるのではないか。1/10ぐらいでいいのではないか？議会での住民投票の発議も1/2以上が望ましい。

地方自治法に基づいています。

205
１項から３項まで全てを満たさないと住民投票はできないということか？ 3つの条件がすべて必要なのではなく，どれか1つを満たせば請求もしくは発議できます。

206

発議をしても議会の議決がないと住民投票はできないということだが，議会に対して住民が意見を言えるようにならないものか。 議会制民主主義の制度の下では，議会に住民投票をやるかやらないかの決定権があります。一方，議会の監視機
能として，直接請求などがあります。→地方自治法に基づく議会の解散請求（第76条），首長・議員の解職請求（第
80・81条）

207
東海村独自の決まりとして，議会のＯＫがなくても住民投票ができるようにならないのか？ 本条例の住民投票制度は，非常設型の住民投票制度を想定しており，その都度議会の議決が必要となります。

208
議員がいるのに我々住民の意見がどれだけ反映されるのか。議員に対しても言うべきことは言わなければならない。 おっしゃるとおりです。皆さんのご意見を議員にお伝えください。

209
第２６条

（意見・疑問）

条例の見直し期間５年の根拠は何でしょうか？より確実なものにするため，現時点で具体的な点検方法を別途，規則化，要綱
化することは必要ないでしょうか？また，条例の運用状況等を点検するにあたっては，必要に応じて村民等の参画も可能である
ことを明文化してもよいのではないかとも思います。

「５年を超えない」とは，5年で評価するということではありません。5年以内に評価を実施するということです。
分かり難くなっているのは第９章と第１０章の順序が逆になっていることが原因だと考えますので，第９章と第１０章
の順序を入れ替えます。

210
謳う→うたう おっしゃるとおり訂正します。

211
本条例の実効性を担保する　難しい表現　例えば「本条例を常に実現性のあるものにしておく」「時世にあったものにしておく」な
ど

時世にあったものにしておく　と修正します。

212
点検の他→点検のほか おっしゃるとおり訂正します。

213

意見　第１項を次の通り変更します。
第２７条　村民等と村議会及び村は，自治基本条例に基づくまちづくりを推進するため，自治基本条例推進委員会（以下「推進
委員会」といいます。）を設置します。
理由　前記７の意見ご参照。村議会の存在なしに村政はありえないし，構成する３本柱の参画無しには自治基本条例推進はあ
りえない。

村には，村議会が含まれます。

214
自治基本条例→東海村自治基本条例（正式名称） ご指摘どおり修正します。

第２７条
（語句訂正）

第２４条
（意見・疑問）

第２５条
（意見・疑問）

第２６条解説
（語句訂正）



№ 指摘項目 ご意見 回答

215
「村民等」の等は何を指すのか？ 「村民」　と訂正します。

216
自治基本条例推進委員会の委員数は何人を想定していますか。 検討中です。

217
２７条は必要か？ この条例が実効性をもつために，評価や見直しに村民が参画する機会が必要と考えます。

218 全般

行政は村民に対し，福利，厚生，その他に対し「施し」を行っていただくのはありがたい。ただ，行政の肥大化，事業への出費等
が生じると思われるが，本条例に関し費用への言及が皆無なのは片手落ちと思われる。

自治基本条例は，自治の考えや村民・村・議会などの役割を定めるものであり，財政施策など具体的な施策につい
て定めるものではありません。具体的な施策を住民の皆さんの満足度の高いものにしたり，効果的効率的なものに
する基本的なルールを定めたいと考えています。

219 全般

村・策定委員等が数年掛けて検討してきたことを，素人の村民に「２０日間で検討しなさい」との言い方が理解できない。 確かに今回の意見募集の期間は短いと思います。この短期間に多くの意見をお寄せいただきましたことを感謝申し
上げます。

220 全般

自治基本条例策定は全国の市町村で独立して行われているようで，行政の無駄ではないでしょうか。あるところをお手本に骨子
を作成し，村特有の原子力問題に特化すればよいのではないでしょうか。

策定委員会も同様に考え，先進地を視察し，他市町村の条例を勉強しながら，東海村の独自性を出すように心がけ
て条例案を策定しました。

221 全般

9/20から説明会が開始されるというが，条例が決まってから行った方が混乱が少なくて済むのではないでしょうか。 この条例は，今後のまちづくりや皆さんの生活に関わるものですので，策定段階から皆さんのご意見をうかがうこと
に努めています。

222 全般

最終案は回覧されたが，内容を検討するには独自の資料が不可欠。少なくてもインターネットで公開しているとの記述が必要
だったのでは。

広報とうかいを通じて，条例案の配布場所等をお知らせしましたが，ご指摘のとおり回覧時の資料にもホームページ
のアドレスを掲載するべきでした。今後さらにきめ細かな広報活動に努めてまいります。

223 全般

今晩のテレビで，ペット霊園が近隣住民を苦しめている事を話題にしていた。産廃処理施設問題，自治会に加入しない村民等，
住民の暮らしに直接影響のある各種問題に対し，村は本条例をどのような位置付けに捉えているのですか。本条例は有効に機
能するのでしょうか？

この条例は，様々な問題を他人事とせず，住民の皆さんも関わりながら問題を解決するためのルールを決めたもの
です。条例が有効に機能するかどうかは，皆さんにかかっています。皆で機能するように努力し，ご指摘のような問
題を解決していきましょう。

224 全般

高齢者世帯や独り暮らし高齢者で区の役員を出来ないため，また夜等の会合に出席できないことから，班を退会する世帯も多く
見られることから，これらの世帯が安心して班の中で見守られるような文面を加えて欲しい。

自治基本条例は，自治の考えや村民・村・議会などの役割を定めるもので，個々の施策については言及していませ
ん。策定委員会も地域の支えあい・助け合いは重要だと考え，その内容は第4条の補完性の原則として加えていま
す（解説をお読みください）。ご指摘のような問題については，自治会連合会で協議していただきます。

225 全般

今回の条例策定にあたり，従来からの決まりを改めたこと，新たに取り入れたことを明示して欲しい。 自治基本条例は，これまで東海村になかったものです。ただし，村の役割などは，従来行われてきたことを明文化し
ました。

226 全般

各条文が難解である。解説も分かり難い。 参考とします。

227 全般

本条例の背景となっている「地方分権の時代」いうのは本当にそうか？また社会構造の変化として挙げられている４項目が仮に
その通りだとして，少子高齢化や国際化が，前文及び第１０章からなる本条例と如何なる関係があるのか？

地方分権の制度面の整備は遅れているようですが，各地で地域独自の施策が展開されはじめています。策定委員
会では，社会構造の変化によって東海村が受けるであろう影響を検討し，住民がまちづくりに関わる新たなルール
が必要であると考えました。

228 全般

従来から法律に則り，あるいは既に具体的な施策で実施されていたり，あまりにも当たり前のことを，改めて条例に定める必要
は無いと思われるが，策定しないと何が問題か？

ご指摘のとおり，地域の問題に日頃から取り組んでいらっしゃる皆さんには当たり前のことを書いています。しかし，
例えばあらゆる施策で求められる“協働”という言葉は，その定義も含めて地方自治法に含まれていません。また，
策定委員会では，価値観・生活スタイルの多様化から，これまで当たり前であったことが当たり前のようには行われ
にくくなっていることも問題と考えました。当たり前のことが次世代にも受け継がれるように自治基本条例案を策定し
ています。

229 全般

東海村固有の内容は，前文の最初の５行及び第１２条の原子力災害にしか無く，東海村を他の自治体名に置き換えれば，日本
中どこでも通用するような文体である。他の自治体と異なる部分はどこか？他の自治体には無い長所はどこにあるのか？

策定委員会では，先進地を視察し，他市町村の条例を勉強しながら，条例案を策定しました。自治の基本的な考え
方を示すものなので，どの自治体の条例も似たような文面や構成になっています。東海村では，住民自治はそのプ
ロセスが重要であると考え，今回の基本条例策定においても早い段階から皆さんのご意見をうかがう活動をしてい
ます。このような策定方法は他の自治体では行われていない東海村独自の試みです。

第２７条
（意見・疑問）



№ 指摘項目 ご意見 回答

230 全般

パブリックコメント期間が9/1～30では，石神地区への説明と同時に意見募集終了となってしまう。 今回の意見募集では，条例案の回覧や説明会開催の時期を十分考慮しない期間設定となってしまい，大変申し訳
ございません。意見募集期間を延長し，さらに多くのご意見をいただきましたが，今後は十分留意いたします。

231 全般

この素案の理解促進のためには，前文，各章の説明だけでは無く，最初に①背景「何故，今，自治基本条例の策定なのか」，②
現在の条例，実施（実行）項目だけでは，何が問題，或いは改善が必要なのか？，③策定する基本条例のポイントは何か，とい
うことを簡潔に記述した方がよいものと考えます。そうでないと，ごく当たり前のこととの羅列と誤認され，折角の努力が結実され
ないような気がします。

ご指摘のとおり，自治基本条例の必要性についての説明が大変重要と考えております。策定委員が実施しました説
明会では，できるだけご指摘の内容をお話するように心がけました。今後の広報活動では，条例案だけでなく，その
意義や問題意識などをお伝えする努力をしたいと考えています。

232 全般

逐条解説は，条文の細則として生きていると考えてよろしいか？細則はより具体的に決めておけば，運用に都合がよろしいと思
う。

細則ではありませんが，解説はあくまで条例案の意図するところを説明したものです。

233 全般

村民提案の過去１０年分を内容を分析して，行政・議会に対しての要求・改善事項など，また自治に関する提案等を反映しても
らいたい。

自治基本条例は，自治の考えや村民・村・議会などの役割を定めるものであり，財政施策など具体的な施策につい
て定めるものではありません。しかし，この条例が成立することで，行政や議会は住民の皆さんのご意見をどう反映
したかが問われることとなり，ご指摘のような活動が行われると考えられます。

234 全般

今回の条例は，本当に住民が望んでいるものなのか？ 策定委員会は，村内で活動する様々な組織の代表者と公募参加者により，幅広い住民意見を反映するよう構成さ
れています。また，当初策定委員会では，村の現状について議論を重ね，その議論の中からも自治基本条例の策定
が必要だと考えました。

235 全般

補足説明として，新しく定めたルールの項目，従来からのルールから厳しく規制しようとした項目と，その必要性などを記載した
ものを添付する。

お読みいただくと，ごく当たり前のことが書かれている部分が多いため，従来からあったのではないかと感じられるか
と思いますが，自治基本条例はこれまでなかったものです。また，ルールという言葉が規制のような印象を与えるか
もしれませんが，自治基本条例はみんながよくなるためのルールであり，皆さんの行動を縛るものではありません。

236 全般

他の市町村の条例など参考にした内容を記載する。 策定委員会では，法学の専門家の講演を聴くとともに，書籍や先進地視察から他の市町村の事例を学びました。合
計30自治体の比較なども行っています。

237 全般

罰則とまではいかなくとも，条例に違反した場合「勧告」規定は必要ではないか。 ルールという言葉が規制のような印象を与えるかもしれませんが，自治基本条例自体はみんながよくなるための
ルールであり，皆さんの行動を縛ったり，規制したりするものではありません。しかし，自治基本条例は，東海村の他
の条例の上位に位置づけられるものであり，具体的な施策を行う上で，自治基本条例に反した計画や政策は修正さ
れることになります。

238 全般

自治会への加入率が低いのが基本的な問題である。村民全員の総意の下に進めていく必要がある。金も払わないのにのうの
うと生活している人がいるのは不公平である。ほとんどの人に入ってもらわないと成立しない。みんなが自治会に加入するよう
な環境づくりが必要だ。加入率が高いところから，情報を集めるべき。また，未加入者に対しても説明すべきである。自治会と行
政の連携が必要。

ご意見のとおり，自治会への加入率が低いのは問題です。住民が積極的に自治会活動に参画することと，自治会へ
の加入促進のため，行政と自治会が一体となりこれにあたるために「自治会活動の推進」として第１０条に規定しま
した。
また，未加入者への説明も課題となっていますが，自治会の加入促進対策として広報とうかいやパンフレットによる
周知を行っています。今後さらにその取り組みを推進していきます。

239 全般

至急回覧でまわったため，目をとおした人がどれくらいいるか疑問。意味がわからないと思っている人が多い。 御意見のとおりです。反省して今後に活かしていきます。

240 全般

最近自治会により，従来役場が行ってきた各種業務を肩代わりする方向に向かっております。その方向は必要なものもあるし，
効率的，あるいは従来よりもよくなるものも当然あると思っています。しかし，常会などで出てくる話では，税金を安くすることもな
く，役場の仕事を一般住民に押し付けてくるという声もあります。何をどこまで分担するかと言う問題は，難しいものがあります
が，基本的な考えは役場と住民両者が納得するものをしっかり持つべきと思います。これについての考え方をお聞かせ願いま
す。

本条例は，村と村民が共有すべきまちづくりの基本的なルールを定めるもので，具体的な役割分担等はまちづくりを
進めていく中で定まっていくと考えます。

241 全般

最終案がまとまった段階で再度説明会を開催して欲しい。 説明会は開催しませんが，今回のパブリックコメントを受けて策定委員会としての最終案が出来上がった後に，ホー
ムページや広報誌を使って広報していきます。



№ 指摘項目 ご意見 回答

242 全般

各条文及び条項と関連する条例名，組織体，活動実績，課題と改善方法などを示していただくと理解が深まる。
また，先週末ある定例会で再び同条例素案に対する熱意ある説明を聞かせて頂き，改めて第４次総合計画後期基本計画の内
容を確認してみたのですが，前期課題の整理と改善の方向性，明確な役割分担など行政サイドの役割の明示など大変よく出来
た基本計画になっていると感銘しました。
そこで繰り返しになりますが，同条例の定着に対する要望として，後期基本計画及び同策定ルールなどの上位プログラムに同
条例が位置づけられるのであれば，村民の方々がより理解を深められるために，同条例各条項と各種計画，実績，サブプロセ
スなどの関連性を明示した，より細かな解説書があれば良いと思います。（基本計画を裏読みしますと基本条例が見えるような
イメージで意見しています。）
一例を挙げますと，解説書…地区編，行政編，村長編，議会編などのエリア毎，組織体別に展開できれば，より身近なものにし
ていくことが可能かと思います。

自治基本条例と総合計画は全くの別物であると考えます。自治基本条例は，計画や政策の作り方の理念を規定し
たもので，総合計画は，実施する事業を体系化したものです。
解説書については，参考とさせていただきます。

243 全般

さらに大きな活動サイクルと小さな活動サイクルがうまく機能している具体的な例示があると，具体的なイメージ化，理解も深ま
るように思います。（具体的な活動サイクルの実績例示で例えば，①行動の宣言/計画，②活動・実行，③評価・反省・課題抽
出，④改善計画策定，行動の宣言のようなイメージです。）
また，同条例の見直し間隔は５年以内のようですが，解説書の見直しは２・３年以内にして身近に運用できるようにしてはどうで
しょうか。条例では期限を定めずに，自治会等の組織体の運用プロセスにゆだねる方法もあると思いますが，確実な改善を約
束するためにより上位の条例で明文化することも必要かと思います。要は，それぞれの立場で拠り所となるバイブル的な機能を
何かに持たせていくことが，最終的に狙うところ，村民の方々と行政・議会が一体となった，参画と協働がより確実に実行できる
のではないかと思います。
あと少し気になっていますが，同条例の理念と行動プロセスが混在しているところです。先の要望書にも意見させて頂きました
が，理念は行動指針にあたり，事細かな約束ごとや行動プロセスは示さないのが一般的で，行動を示す基準は行動プロセスで
あり，仕組みそのものと理解しています。同条例の中では行動基準を示す導きまでで留めておくほうが，同条例の運用管理がし
やすくなるのではないでしょうか。プロセスが具体的に明文化されると，なぜそのプロセスが必要になってきているのか現状の問
題や本質的な課題整理と了解を抜きに，他の自治体が制度化しているので同じように，とりあえずは仕組み，制度化しておくよ
うなイメージを持ってしまいます。（住民投票プロセスが該当しています。）
この自治基本条例で，どこまでのことをコントロールしたいのか，未だに漠然とした部分もありますから，この条例に基づくいて
真っ先に取り組みたいことは何か示して頂くと。その過不足のチェックできると思います。（説明会資料では，東海村固有のより
具体的な課題や大きな課題の提示を望みます。）

お示しの活動サイクルがまさに本条例であり，第２１条の行政評価に述べております。また，本条例の見直しは５年
以内となっておりますので，村の情勢に大きな変化あればいつでも見直し可能です。
理念とは，その物の根底にある基本的な考えであると理解しておりますので，本条例には「村民自ら考え，自らが決
め，自らが責任を持って行動する」主権村民であるとうたっております。
策定委員会では，住民自治の重要な仕組みとして，住民投票を入れるべきだと考えます。確かに，村長や村議会議
員は選挙で選ばれた住民の代表ですが，選挙で個別の問題が統一的に議論され，住民の意思を反映できるわけで
はありません。住民の考えを確認するシステムがあるという事は，地方自治の精神からも不可欠だと考えています。
（ここに定めたからといって，必ず実施するということではありません。）

244 全般

協働・参画の仕方が明確ではない。役割分担が明確ではない。 協働・参画は第４条の自治の基本原則で述べました。仕方，方法等はそれぞれ下部条例や規則等で明確にせねば
なりません。村民等の役割については，第２章で述べております。本条例はあくまでも基本ルールでありますので，
具体的には記載してはおりません。

245 全般

「じょうれい」の「れい」が「令」ではなく「例」なのはなぜか？ 地方公共団体がその管理する事務等に関し，法令の範囲内で議会の議決により制定する法は「条例」を使用してい
ます。
「令」は国が使用…～法施行令，政令など

246 全般

他の自治体でも策定しているところがあると聞いているが，この条例をつくっていく中で難しいところは何か？ ごく当たり前のことを条例として規定することが難しいかったです。また，東海村特有の問題として，原子力や自治会
をどのように条文に組み込んでいくかが難しかったです。

247 全般

村議会の決定事項と本条例との関係，優先順位も必要である。 本条例の施行後は，村民，村の執行機関，議会それぞれが安全・安心して暮らせるまちづくりを推進していくことに
なります。

248 全般

この条例の位置付け（何に優先して何に束縛されるか）などが不明であり，良し悪しの判断ができないのではないでしょうか？ 第２条の条例の位置付けに本村の最高規範であることが明確に述べられております。



№ 指摘項目 ご意見 回答

249 全般

「村民自ら考え，決め，行動する」自治を推進するのに，ここまでの条例が必要なのか，しかも作成に何年もかけて。むしろ具体
的にどうするか，に問題が多い。そこに知恵を出しあい，時間をかけたほうがいいと思った。素案は，抽象的すぎる。

日本国憲法で，地方自治が保障されている以上，いままでこのような条例が各市町村になかったことが不思議なくら
いです。国に憲法あり，株式会社に定款があるように，法人格のある団体であれば，基本的なルールがあるのが普
通だと思います。本条例は村の最高規範であると考えております。

250 全般

　至急回覧の「東海村意見公募No.20-1」の冒頭には，『（１）東海村のことは東海村で決めて実行する時代になりました。（地方
分権の時代）』とあります。そして条例（前文）には，『「村民自ら考え，自らが決め，そして自らが責任を持って行動する」地方自
治の精神に則り，誰もが協働し参画できる村民による自治を実現せねばなりません。』と記されています。
　ここで本当かなと思うのは，「東海村のことは東海村で決めて実行する」といっても，あらゆることが実行できるのか，という疑
問です。例えば，世情が不安定になったから，東海村を護るために，東海村独自の軍隊あるいは警察を持つことが可能なの
か，というような非常識ともいえそうな疑問です。
東海村は国家ではありませんから，国の上位の法に縛られていると思われます。地方分権の時代を定めた法律やその施行令
等がどのようなものか知りませんが，その枠を超えて東海村が決めることはできないのではないか，と思われます。従って，この
条例が国家の法体系上どのような位置づけになるかの記述あるいは前文での説明等が必要なのではないでしょうか。そんなこ
とは書かなくとも明らかであり，法というものは本来そのような構成になっているのだ，というのであれば，そのような説明の記述
が必要と思うのです。

本条例は，あくまでも国の法令の下で，その範囲内において本村が独自に定めるものです。

251 全般

前項と関連しますが，個人の幸福を守ってくれる存在として村は大切です。確かに東海村の住民であることが，他の市町村に比
べて幸福である可能性は高いと思われます。しかし，住む市町村の差は，住んでいる国の違いほど幸福の維持に大きく影響す
るとは思われません。現在の世界では，国の存在が最も大きく個人の幸福を左右するように思われます。
第２条には，『この条例は，自治及び村政に関する基本的な原則を定めた最高規範であり，』と謳われており，第１７条には，『村
は，本条例の理念に基づき総合計画を定め計画的な村政運営を行います。』とあります。また『村が定める計画の中で最上位の
総合計画』との解説もあります。
そのような総合計画の策定に当っては，村民の幸福を維持する上で最も重要な存在である国家のあり方に対する深い洞察が
必要と思われます。その結果，総合計画の中に，この自治基本条例に矛盾する内容，具体的には多くの村民が賛成するにはま
だかなりの日時を要すると思われる先見性に富んだ基本構想等が盛り込まれる可能性が考えられます。その方が国家の維
持，究極的には国民すなわち村民の幸福の維持に重要であるとの判断が生じることがあり得ると思われます。そのような内容
の盛り込まれない総合計画ではその意義が半減するものと危惧されます。このような矛盾を回避するためには，「国の方針との
協調を図りつつ」のような更に適切な文言が編み出されて，この条例のどこかに記載されることが望ましいように感じます。

国の憲法や法律は遵守しなければなりませんが，当該条例はあくまでも国の法令の下，その範囲内において本村
が独自に定めるものであり，総合計画は本条例を受けての策定作業を進めていくことになりますので，ご指摘の件
は総合計画に生かされると思います。
自治基本条例と総合計画は全くの別物であって，自治基本条例は，計画や政策の作り方の理念を規定したもので，
総合計画は，実施する事業を体系化したものです

252 全般

全体として，村民主体の条文となっている。もう少し住民主体の条文を加えるべきではないか。
「理由」　自治基本条例素案の冒頭に「自治基本条例とは，住民が主役のまちづくりを進めるためのルールのことです。東海村
のことをみんなで考え，まちづくり活動や村政にもっと住民（の方・削除）が参加していただけるようにするものです。」と述べてい
る。

第３条の定義により，住民は村民の中に含まれますので，村民と表現されれば即ち住民も入ります。まちづくりに
は，住民だけではなく，広義の村民の力が必要です。

253 全般

先般の説明会への出席者は，行政が進めている政策等の関係者や，地域の自治会活動に積極的に参加している方がほとんど
で，その点では説明会というよりは勉強会の感がありました。説明会の中で数人の方から発言がありましたが，本来自治基本
条例は，第１０条で自治会活動に積極的に参加することを明示しており，この条例の運用を確実に軌道に乗せるためにも，常会
に未加入である住民を対象とした説明会を早急に実施し，理解・協力を得るべきと思われます。具体的には，役場より直接本人
に実施方法を通知し，各コミュニティセンター等で実施されるよう強く要望いたします。

現在検討中です。

254 全般

先ず，この自治基本条例の位置付けについて伺いたい。つまり，第一義，東海村の紋章がある。第二義，東海村民憲章があ
る。この二つの下に各種条例がある。この自治基本条例は第三義とし，その下に各条例（環境，人権，など）があるのか，それと
も同列か？私としては，第三義としたい。その次に各種条例があり，その下に運用として各施設があり村民が支える。

本条例は，第2条の条例の位置づけに述べているように本村の最高規範です。村民憲章は，村民の行動規範が述
べられているのにすぎず，一方自治基本条例は，村民主体のまちづくりを協働で行うための基本的なルールを定め
たものです。
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255 全般

従って，自治基本条例の下に宣言が行われたり，条例が策定されたり，施設があり，人が支える。現状は，それぞればらばらで
策定されて，村民にはとても分かりにくい。系統立ててまとめて一目でわかる様にし，どこかテクノセンターのような人が集まると
ころに展示して，村民の関心を引く様に村内数カ所に展示して欲しい。

広報とうかい等を通じて周知に努めていきます。

256 全般

この条例に協働とか参画が謳われていますが，村民主体でも受け入れられるもの，そうでないものがある時誰がどのような論
拠で選択されるのか心配です。受付窓口は何処か？また，全てに参画することもまた不可能と思う。（つまり，条例があまりにも
多い。施設も増えれば人手が足りなくなる。）ロボット式とするか人口対策はどうするか等課題山積。今余りにも条例が多すぎ
る。もっとシンプルに，自治基本条例一本にして運用して欲しい。その様な自治基本条例が策定できませんか？なんか余りに総
花的でいろいろなものがあって，村民が理解し遵守するには程遠い気がする。

参考とします。

257 全般

キーワード：東海村ミュージアムとしたい。つまり，東海村全体を東海村の森羅万象(対象は，政治，経済，文化文明，歴史，神
社仏閣，自然な，全てを含む），農工商，産学官などの東海村特徴の生産活動をす，集積所（一ヶ所に集めるので無く今の東海
村全域を言う）とし，全国に発信出来る拠点としたい。守り育むのは人にしても，対象は東海村にあるもの全てである。国道とか
鉄道は立体交差とし，東海村内の交通機関は地下式で，各拠点に張り巡らせ，地上は人の往来のみとす。（外来者用に地下駐
車公園を作る）

ご意見の趣旨は政策的な内容であると思われますので，村の総合計画策定の際に提案してはいかがでしょうか。

258 全般

村議会は基本条例の執行が適切に行われているか，チェック機能を有すれば良い 本条例の執行は，議会だけではなく，村民も村も，それぞれがお互いをチェックする姿勢が必要であると考えます。

259 全般

最高規範であれば，文字，言葉など分かり易い表現が欲しい，必要なら，漢字併記も欲しい， できるだけ分かりやすい言葉や表現に心がけています。

260 全般

罰則の有り無しに関わらず，義務，努力を負うべきです。村民には，「ものとします。」と厳しいが，村には「行います」や「図りま
す」のように状況説明の箇所が多い。状況説明では，条例になりません。
(a)行います　「村は・・・・・を行います」では，住民参画とうたっている割には熱意が伺われません。状況説明をしているようで
す。
　　　　　　・第８条：必要に応じて支援するものとします。に改定
(b)目指します。
　　　　　　・第９条；仕組み作りに努めるものとします。に改定
(c)します。
　　　　　　・第10条２項：必要な

最近は，「です」「ます」調の条例も多くなっています。また，「努めます」は「行う」よりも弱い表現になるかと思いま
す。

261 全般

条例は所謂「法律」であり文学作品ではありません。内容に精神論が多いように感じられます。簡単明瞭に，具体的に規定し，
余分な文章や単語は極力省くべきです。

参考にします。

262 全般

本条例は東海村は，「最高規範」ということですから，言わば「東海村の憲法」です。他のすべての既往条例で本条例に反するも
のはありませんか。あれば改正しなければなりません。確認しましたか。

本条例の施行後に確認を行っていきます。
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263 全般

不足している内容はありませんか。これで「東海村の憲法」としての内容を網羅していますか。「自治」としての基本事項が欠如
していませんか。内容が「村民参加」に偏り過ぎている気がします。例えば，不足の内容は「地方自治法」「県の条例」等で補足
する旨の記述が必要ではありませんか。

むしろ「協働」，「参画」については，地方自治法にうたわれておりませんので，本条例に規定しております。本条例は
本村の最高規範で，まちづくりに参画する人のみんなのルールです。

264 全般

村の政治は村民の代表である議会と村長（行政）が対等な立場で行う。これが基本原則です。所謂，権力分立です。本条例とこ
の原則とを如何に調節するのですか。本条例は住民が議会を無視して直接村政に参加する様な感じを受けますが。その辺を少
し明確に定めるべきではありませんか。

村民が，計画等の素案の段階から参画する→完成したものを議会に提案する→議会の議決という流れになるので，
議会無視とはならないと考えます。

265 全般

「村は～します」という表現が多く出てきますが，「村は～しなければならない」のか，単なる努力目標なのですか。それとも，そ
の他の意味があるのですか。村民にしてみれば，「～しなければならない」と理解するでしょうし，村としては努力目標であり，そ
うするか否かは村で判断すると考えるでしょう。このように読む人の立場で解釈が異なる表現は避けるべきです。

本条例の表現は，「です」「ます」調となっておりますので，「村は～します」といった表現になります。ただし，これは努
力目標ではなく「行う」という意味です。

266 全般

本条例素案は，個々の自律と責任を前提としたまちづくりのための協働と意思決定プロセスで構成されているように感じました。
全体を通して，まちづくりが誰の責任で進めれらるのか，責任体制（組織体）と権限が明確ではないように思います。それぞれの
リーダーを明示することは可能でしょうか？自治会及び学区自治会が魅力あるものにするために，青少年などの若者から若者
につながる，参画意識の醸成が最も大切な要素のような気もします。

本条例は責任の所在を表すものではなく，村民と村が協働でまちづくりを推進するための理念を明らかにするもので
あります。組織体の責任体制等については，それぞれが個別具体的な方法論を検討することになります。

267 全般

全体として本条例の制定の意図がよく理解できません。国から補助金がでないので自分たちで生活していくこととなるのでしょう
が，そのあたりがはっきりしていない。

地方分権時代の到来により，東海村のことは東海村で決めなくてはなりません。本条例の第１条にも規定しているよ
うに，村民が主体のまちづくりを協働して推進することを目的として制定するものであって，決して財政上の問題では
ありません。

268 全般

かっこよい言葉で一見すばらしいものになっていますが，その言葉の中身が明確になっていない。
参画…計画等の，どの範囲で参加する人材，その人数を決めておかないと，あってもないと等しくなる。
着想段階…村の計画すべてに該当するとは思えませんが，どんな計画が該当するのか決める必要があります。（村道の整備計
画で最初から住民を参加させていたら，土地の買占め，地価の吊り上げを招くおそれがあります。）
分権…区分を明確にして縮小や都合の良い変更が勝手に出来ないようにお願いしたい。

本条例は，村の最高規範となるものですので，具体的な計画や参加する人材・人数等は各条例・規則等で決めるこ
とになります。

269 全般

条例の後半あたりから細かい規定になっています。基本条例では，細かい規定は別規定で明確にしたほうが良いと思います。 参考とします。

270 全般

項の部分で（　）付きとなしの番号があるので統一して欲しい。 項の番号には「（）」は付いておりません。「（）」付の番号は項の中を更に分けるときにつけております。

271 全般

シルバー人材センターの業務について，現在は村事業として村が深く係っています。これを村民における自治活動として村が助
言，支援としてかかわることにする。村のボランティアの活動拠点として，村民が積極的に参加できるような仕組みづくりを村民
自身で行うことを本条例に盛り込む条項の追加できないか。

本条例にシルバー人材センターのような特定の事業について盛り込むのは，そぐわないと思います。

272 全般

今回の意見公募は個別回答は無しで，委員会の考えを公表するとのことですが，「参画協働」に反するのではないでしょうか。
少なくても意見書を提出した方を策定委員会開催時に参加させて頂き，納得のいく形で条例を策定して頂きたい。

民主主義は全員直接参加と代表参加がありますが，本村のように人口が多い場合全員直接参加は難しいため代表
参加を用いています。この策定委員会も代表参加でありますし，誰でも参加できるように策定委員の公募を行いまし
た。
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273 全般

賛助会員・特別会員という話がでているが，会費を払うだけで加入したことにするというのはちょっと疑問である。無関心な人達
にどうやってわからせていくかが問題である。

自治会連合会で協議していただきます。

274 全般

文書を練り上げる必要がある。村民の利益につながるのか。 効果は即効性では現れないと思いますが，村民や村の職員等の自治に対する意識が変わり，将来大きな効果と
なって村民に還元されると思います。

275 全般

全般的に財源など財務関係が明確になっていない。 財源等の案件については，自治基本条例にそぐわない内容だと思います。

276 全般

かつて村は村民憲章を策定したが，結局ものにならなかった。この失敗の教訓を今回の策定にいかしているのか。 教訓を生かして策定していきます。

277 全般

自治基本条例がなぜ必要なのかという背景を，前文の前に書くべき。 前文に必要理由は挿入されていると思います。

278 全般

村長が唱える，「住民自身がものを言う。」ということは大切であると思います。しかし，誰もが発言できるとは限らないのでその
環境を条例で整備して欲しい。

誰でも参画できるということは，第４条自治の基本原則で述べられております。

279 全般

この地域で実際起きている産廃施設の問題がこの自治基本条例ではどのような扱いになるのか委員会で協議して欲しい。 策定委員会の所掌ではありません。

280 全般

素案はこの委員会で決めるが，成案にすることはどこが行うのか。 庁議において村の執行機関として条例（案）を決定し，議会の議決を経て条例となります。

281 全般

自治基本条例が制定されるときには逐条解説も入りますか。 村で作成しますが，東海村の例規集には逐条解説は入りません。

282 全般

今後住民がどのような行動をとるのか指針が知りたい。 本条例の第３章に基づいた行動をお願いします。

283 全般

全体的に「温かさ」が感じられない。 参考にします。

284 全般

条例だけにとどまらず，規則などの枝がはっきりすると良いと思う。 努力します。

285 全般

村民としての権利と役割（義務）があるので，原則，東海村の住民は自治会に加入してもらうと言う強い意志で進めて欲しい。 策定委員会としても最大限努力します。

286 全般

身の回りに興味の無い自治会に加入していない方が東海村のあり方について意見を述べるということはいかがなものかと思い
ます。

何人にも発言する権利を持っていると考えますが，自治会の加入促進事業については，引き続き推進していきます。
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287 全般

村民と住民の使い分けがあるので，村外に住むこの条例に関係する方（在勤者，在学者など）への周知もホームページに頼る
のではなく，事業所等を通じて行うなど，住民と同じように制定する前に周知しておく必要がある。

広報とうかいを通じて同様に実施しております。

288 全般

今後のまちづくりの構想は誰が主導で進めるのか。 まちづくりの構想は，村民と村とで協働して進めます。

289 全般

当たり前のことをいまさら条例として謳わなければならないのか。 価値観が多様になり，今まであたり前であったことがそうではない時世になってきていますので，改めて認識してい
ただきたいと思います。

290 全般

我々の生活を守るための条例と理解し，このような条例が必要な時代になってきたと思うのが良いと思います。 ご意見のとおりだと思います。

291 全般

１９歳以下の人口割合については，旧山古志村（過疎地域）などでは大変な問題だが，東海村では死活問題というところまでは
至っていないと思う。
本条例を策定する目標・意義を訴えていくようなマンガ等があればよい。

ご意見の通りですが，ゆとりのある時期から手を打っておくことが良いことだと思います。マンガ等で啓蒙するのも一
考です。

292 全般

村の条例は項が多くわかりにくい。今回は解説がついていて感謝している。 逐条解説が役に立ってよかったです。

293 全般

同じような文言が多く，統一性がない。 参考にします。

294 全般

非常にいいことが書かれている。住民全員が守ることができれば立派な村になる。 そうですね，これからも全員遵守を目指してともに頑張りましょう。

295 全般

策定委員を公募したということだが，何人から応募があって４人に決まったのか。公募のお知らせについては無線放送でも実施
して欲しかった。

公募枠は５人でしたが，４名の方が応募され，その全員が策定委員になりました。公募は広報とうかいで行いました
が，ご意見のように併せて屋外無線放送を使用することも考えられますので，今後の参考とします。


