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（前 文） 

 私たちのまち東海村は，昭和３０年（１９５５年）に村松村と

石神村が合併して誕生しました。悠々とした久慈川の流れ，白い

砂青い松林，その眼前には太平洋が果てしなく広がる自然に恵ま

れた美しいまちです。また，日本の原子力発祥の地として科学技

術と伝統的文化が融合する活気あるまちでもあります。 

   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。 

 そのためには，「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しなければなりません。 

   私たちは，この地方自治の精神を基本理念として，誇りを持

って安全・安心して暮らせるまちづくりを推進するため，ここに，

新たな自治の規範を定める「東海村自治基本条例」を制定します。 

【解説】 

社会構造が大きく転換しようとしている今，これにこたえるには

住民主体で住民力を高め，地方自治を推進しなければなりません。

このために，東海村の自治及び村政に関する基本的な原則を定めた

最高規範であります「東海村自治基本条例」を制定しました。 

 この前文は，本条例の制定趣旨を述べたものであり，本村の歴史，

地理的位置，自然環境等の紹介や，本条例の制定要因，自治の目指

す理想とする姿，そして本条例の制定意義と決意の節で構成されて

います。 

本条例の基本的理念は「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」主権村民であることを前文で明確にしま

した。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，村民が主体のまちづくりを協働して推進する

ことを目的とします。そのために本村の自治の基本的な原則及び

まちづくりに関する村民，村議会及び村の執行機関の役割を明ら

かにするとともに，村政運営についての基本的な指針を定めま

す。 

【解説】 
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 本条により，東海村自治基本条例（素案）の達成しようとする目

的が明らかになっています。 

 「本村の自治の基本的な原則」とは，前文でも掲げた「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

の精神にのっとり，誰もが協働し参画できる村民による自治の実現

にほかなりません。 

 また村民，村議会及び村の執行機関の役割を定め，情報公開や個

人情報の保護など，村政運営の基本的な指針について規定すること

を明らかにするとともに，村民自らが村と協働で主体的にまちづく

りに取り組むことが規定されています。 

 

キーワード：自治能力の向上，権利と義務に基づく連帯の追求，

安全・安心社会の創出 

 

（条例の位置付け） 

第２条 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，村民及び村は，この条例を誠実に遵守するもの

とします。 

【解説】 

 本条により，東海村自治基本条例（素案）が本村の最高規範であ

ることが明確に位置づけられております。 

これにより，村の他の条例，規則等の解釈，又は制定，改廃の際

に，また基本構想等の計画の策定並びに政策の立案及び実行する際

に本条例との整合性を図る必要があります。 
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（用語の定義） 

第３条 この条例において使用する用語の意義は，次のとおりとし

ます。 

（１） 住民 村内に住んでいる人をいいます。  

（２）  村民 住民，村内で働き，若しくは学ぶ人又は村内におい

て活動する人若しくは団体をいいます。 

（３）  村民組織 村民により自主的に形成され，まちづくりのた

めに，互いに協力し多様な活動を行う組織をいいます。 

（４）  事業者 村内で，事業を営む個人及び法人その他の団体を

いいます。 

（５）  村 村議会及び村の執行機関で構成する地方公共団体をい

います。 

（６）  村の執行機関 村長，教育委員会，選挙管理委員会，監査

委員，農業委員会，固定資産評価審査委員会及び消防長をい

います。  

（７）  まちづくり まちを活気のある明るく住みよくするための

事業や活動を総称します。 

（８）  自治 村民が村政に参画し，その意思と責任に基づき村政

が行われることのほか，地域の公共的活動を自ら担い，主体

的にまちづくりを推進することをいいます。 

（９）  協働 まちづくりのために，村民と村とが情報を共有し，

それぞれの役割を担いながら対等の立場で協力し，共に考え

行動することをいいます。 

（１０）自治会 一定の地域的区画において，そこで居住ないし営

業する全ての世帯と事業所を組織することを目指し，その地

域的区画内で生ずる様々な問題に対処することを通して，地

域を代表しつつ，地域の管理にあたる村民組織をいいます。 

【解説】 

 本条は，本条例に則り村民主体のまちづくりを推進するに当たっ

て，村民，村議会及び村が共通の認識を持つために，重要な用語に

ついてその定義を定めたものです。 

 （１）住民 

本条例における「住民」とは，東海村に住んでいる人を指しま

す。 

（２）村民 

本条例における「村民」とは，東海村に住んでいる人だけでは

なく，村内で働いている人，村内の学校に通っている人，村内で
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より良いまちづくりのために頑張って活動されている人又は団体

のことを指します。 

地域コミュニティの活性化のためには，東海村に関係する幅広

い人々が力を合わせることが必要であるという認識の下，通常よ

りも「村民」の範囲を広げています。 

 （３）村民組織 

  本条例における「村民組織」とは，本条第６号で規定する「ま

ちづくり」に主体的に取り組む，村民が自主的に形成した団体の

ことを指します。 

  村民組織には，自治会等の自治活動組織など，まちづくりを主

体的に行う団体は全て含まれます。 

 （４）事業者 

  本条例における「事業者」とは，村内に事務所・店舗等を置い

て事業活動を営んでいる個人，法人及びその他の団体のことを言

います。 

「事業者」は地域において事業活動を営む地域の構成員である

ことから，「まちづくり」の一翼を担う地域社会の一員であると

いう考えに基づき，定義したものです。 

（５）村 

本条例における「村」とは，東海村議会及び次の（５）で規定

する東海村の執行機関で構成される地方公共団体としての東海村

を指します。 

（６）村の執行機関 

本条例における「村の執行機関」とは，村政について独自の執

行権を持ち，担当する事務について，自己決定し，外部に表示で

きる機関のことを指します。具体的には，村の代表者である村長

と，村長から独立して専門的な立場に立って業務を行う教育委員

会，選挙管理委員会，監査委員，農業委員会，固定資産評価審査

委員会及び消防長のことを指します。 

（７）まちづくり 

本条例における「まちづくり」とは，まちを活気のある明るく

住みよくするための事業や活動を総称したもので，第１条（目的）

に「村民が主体のまちづくりを協働して推進すること」と規定さ

れているとおり本条例の重要なキーワードの一つです。 

（８）自治 

本条例における「自治」とは，前文にもあるとおり「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」し，「誇り
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を持って安全・安心して暮らせるまちづくりを推進する」ことを

指します。 

（９）協働 

本条例における「協働」とは，まちづくりの主体である村民と

村とがそれぞれの持てる資源を活用して責任と役割分担に基づい

て，お互いの立場や特性を尊重しながら一つの事業を協力して推

進することをいいます。 

（10）自治会 

本条例における「自治会」とは，同じ地域の居住者や事業者に

より構成される任意組織で，地域生活向上のため，お互いの理解

と信頼の上に立った連帯と協力によって運営され，日常生活の共

通する課題について，みんなで協力して解決していく村民組織の

ことをさします。  

第２章 自治の基本原則 

（自治の基本原則） 

第４条 村民と村とは，村民の幸せのため次に掲げる基本原則に基

づき，協働して自治を推進するものとします。 

 （１）村民主体の原則 

 （２）情報共有の原則 

 （３）参画と協働の原則 

 （４）男女共同参画の原則 

 （５）まちづくりはひとづくりの原則 

 （６）補完性の原則 

【解説】 

 本条は，村民と村が本章に掲げる自治の基本原則に基づき，村民

の幸せのため，協働して自治を推進していくことを明らかにするた

め定められたものです。 

 自治の基本原則として，村民主体の原則，情報共有の原則，参画

協働の原則，男女共同参画の原則，まちづくりはひとづくりの原則

及び補完性の原則の６つを定めています。 

（１）村民主体の原則 

 村民が，村及び村民同士から地域社会の一員として尊重され，そ

の個性や能力を発揮し，主体的にまちづくりを推進することを，自

治の基本原則の第一として定めたものです。 

（２）情報共有の原則 
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村政に関する情報なので，村が保有する情報量の方が村民よりも

格段に多くなりますが，まちづくりを推進するに当たっては，村民

及び村がそれぞれの情報を共有することが前提条件であり，非常に

重要であることから，自治の基本原則として規定したものです。 

（３）参画と協働の原則 

なぜ「参加」ではなく「参画」なのかと思う方もいると思います。

「参画」は「参加」よりも関与の度合いが強く，村民がより村の政

策形成の過程にかかわり，責任ある役割を担っていただきたいとい

う思いからです。 

 今後村は，今以上に村民の政策形成過程への参画の機会を増やし

ていく必要があります。 

また，村民も積極的に村政に係っていくという意識を持ち，村政

への参画を通じて，より責任のある役割を担っていく必要がありま

す。 

（４）男女共同参画の原則 

国や県，そして本村においても男女共同参画社会の実現に向けて

の施策が展開されております。男女が地域社会の対等な構成員とし

て，主体的に地域社会に参画する機会を確保し，ともに担うべき役

割を果たしていくことの重要性をかんがみ，男女共同参画の原則を

定めています。 

（５）まちづくりはひとづくりの原則 

 まちづくりの原点は「人づくり」にあるといえます。個性や能力

を十分に発揮し，まちを活気のある明るく住みよくするための活動

を主体的に推進する人材を村全体で育んでいくことが非常に重要で

す。 

（６）補完性の原則 

 補完性の原則とは，国，自治体（茨城県及び東海村），地域，家

庭，個人それぞれの役割分担について規定したものですが，個人や

家庭で解決できることは，個人・家庭で解決する（自助・互助），

個人・家庭で解決できないときは，地域がサポートする（共助），

それで解決できないときに村民に最も近い東海村がサポートする

（公助），それが難しいときは，茨城県で，それでも解決できない

ときに国がサポートするという考え方であり，本条例前文に掲げた

「地方自治の精神」を身をもって実現するための原則として規定し

たものです。 
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第３章 村民の権利と役割  

（村民の権利） 

第５条 村民は，平和で良好な環境の下で，自由及び幸福の追求に

対する権利が保障され，自己実現を図ることができるほか，次に

掲げる権利を有します。 

 （１）まちづくりの主体として，まちづくりに参画すること。 

 （２）村政に関する計画や政策の着想段階から参画すること。 

（３）村政についての情報を知る権利を有し，村に対し，村が保

有する情報の公開を求めること。 

【解説】 

 本条は，村民が当然に有している権利について改めて確認する意

味も含めて規定したものです。これらの権利は一定のルールの下で

行使できるものでありますが，これを行使しないからといって，い

かなる差別も受けるものではありません。 

 （１）では，村民がまちづくりの主体として尊重され，まちづく

りに参画する権利を保有することについて，明示したものです。 

 （２）では，村民が村の策定する様々な計画や政策に関して，「着

想段階」から参画する権利を持ち，意見を述べる権利を有すること

について規定してものです。これは，（３）で規定する「知る権利」

にも大いに関連するところですが，村民が村の計画や政策の着想段

階から参画するためには，村側の情報公開が必要不可欠であり，住

民説明会を開催するなど積極的な情報開示が必要となってきます。 

 （３）では，村民が村政に関する情報を知る権利を保有し，村に

情報公開を求めることができることについて明らかにしたものです。

情報の入手，情報の共有なくして，村民の参画はありえません。 

 

（村民の役割） 

第６条 村民は，まちづくりの主体として，次に掲げる役割を担う

ものとします。 

 （１）村と協働して，地域社会の発展に寄与すること。 

 （２）互いの活動を尊重すること。 

 （３）自らの行動と発言に責任を持つこと。 

（４）未来を担う子どもたちの健全育成を図るためのまちづくり 

を推進すること。 

 （５）美しく住み良いまちを未来に継承するため，環境問題に 

配慮し行動すること。 

【解説】 
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 本条は，前条と対になる規定で，村民の役割について定めたもの

であり，法的な「義務」として強制するものではなく，村民が主体

的に果たすべき「役割」としてうたったものです。自分が有してい

る権利を主張し，行使するに当たって，その結果に責任を持つとい

うことにより，権利と役割は表裏一体の関係にあると結論付けるこ

とができます。 

 本条には，「まちづくりの主体」という文言がありますが，これ

は前条（１）にも使われている条文です。これは，村民自身がまち

づくりの主体であるという自覚を持たずして，自治の推進はありえ

ないという考えを基本としたものです。 

 （１）は，村民が村民としての役割を認識し，村と協働して，地

域社会の発展のためまちづくりを行うことを規定したものです。 

 （２）は，まちづくりを行う際には，互いの活動が尊重されるこ

とを規定したものです。 

 （３）は，村民がいかなる時も自分の発言や行動に責任を持つこ

とを規定したものです。 

 （４）は，村民が，未来を担う子供たちの健全育成を視野に入れ

たまちづくりを推進することを規定したものです。 

 （５）は，村民が，美しく住みよい東海村を未来に継承するため，

環境問題に配慮したまちづくりを推進することを規定したものです。 

 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は，地域社会の一員として，地域社会との調和を図

るとともに，従業員の行う地域活動にも配慮し，まちづくりに寄

与するものとします。 

【解説】 

 本条は，事業者の役割について定めたものです。事業者について

は第３条で定義したとおりですが，村内に事業所・店舗等を置いて

事業活動を営んでいる個人，法人及びその他の団体についても，村

民と同様に地域社会の一員として，地域の活動に参画していただき

ます。 
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第４章 地域自治 

（村民組織の尊重） 

第８条 村民は，村民組織がまちづくり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。 

２ 村は，村民組織の自主性及び自立性を尊重し，必要な支援を行

います。  

【解説】 

 本条は，村民及び村が村民組織の自主性や自立性を尊重すること

を規定したものです。 

村民は，村民組織がまちづくりの主要な担い手であることを認識

するとともに，その存在を尊重し，守り育てていく必要があります。 

また，村は，村民組織がその機能や役割が十分発揮できるように

するために，活発に活動できる環境の整備や情報，資金面での支援

を行うことを定めております。 

 

（地域自治の推進） 

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，分権によるまちづくりを目指します。 

【解説】 

 本条は，村が，村民等が行う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，第２章で定

めた自治の基本原則に基づき，分権によるまちづくりを推進してい

くことを定めたものです。 

 村が，この分権によるまちづくりの仕組みを作っていく際には，

当然本条例にも規定される様々なルールを加味したものでなくては

なりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｈ21.1.15 現在 

東海村自治基本条例策定委員会 

11/21 

（自治会活動の推進） 

第１０条 住民は，地域社会の一員として，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，積極的に自治会に加入し，可能な

分野で持てる能力を発揮することができるものとします。 

２ 自治会と村は，自治会への加入が促進されるために必要な環境

づくりをします。 

３ 村は，自治会活動を協働の精神で，物心両面において支援しま

す。 

【解説】 

 本条は，住民及び村が自治会に対し，どのようにかかわっていく

べきかを規定したものです。 

 第１項では，住民が積極的に自治会に加入し，自分の持てる能力

を十分に発揮できることを規定したものです。住民は自治会活動に

ついて，認識し理解する必要があります。 

第２項では，自治会と村が，住民の自治会への加入が当たり前に

なるよう，積極的に環境づくりを行うことが規定されています。 

第３項では，村が，協働のパートナーの一つである自治会に対し

物心両面の支援を行っていくことを規定したものです。 

 

第５章 村政運営 

（協働して行う村政運営） 

第１１条 村は，村政に関する計画や政策の着想段階から村民の参

画を促進し，村民と協働して村政運営を行います。 

２ 村は，村民との協働に当たっては，協働の考え方及び相互の役

割分担をあらかじめ明らかにし，相互理解及び信頼関係を構築し

ます。 

【解説】 

 本条は，第５条村民の権利を受けて，村政に関する計画や政策に

ついて，その着想段階（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）から村民

が参画し，村が村民と協働して村政運営を行うことを明らかにした

ものです。地方分権が進展していく中で，村民の村政への積極的な

参画が求められます。 
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また，村民が村政運営に参画にするに当たって，村は協働の考え

方や役割分担を明らかにし，その機会を整備し，協働のまちづくり

を推進し，自治の拡充を図っていく必要があります。 

 

（危機管理） 

第１２条 村は，原子力事故及び自然災害等に備え，地域防災計画

等を策定するとともに，これを担う体制を整備し，情報の収集と

村民への提供及び防災訓練を行います。 

２ 村は，原子力事故及び自然災害等に備え，村民，事業者等及び

関係機関との協力，連携及び相互支援を図ります。 

３ 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べき役割

を認識し対応するものとします。  

【解説】 

 本条は，村民及び村の危機管理のあり方について規定したもので

す。 

第１項では，原子力事故，風水害，地震，伝染病などを想定し，

村が地域防災計画等を策定し，災害対策本部など災害時における組

織体制の強化を図り，村民の生命及び財産等の安全性の確保及び向

上を図ることを規定しています。 

第２項では原子力事故及び自然災害を想定し，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社会全体の危機管理体制の強化を図っ

ていくことを規定しています。 

 第３項では，原子力事故及び自然災害等の発生時における村民の

対応について規定したものです。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，その上で互いに協力して，自分の果たす

べき役割を認識して対応することが重要です。 

 

（村民意見の公募） 

第１３条 村は，重要な計画及び政策の策定又は変更について事前

に案を公表し，村民の意見を求めます。 

２ 村は，村民から提出された意見を尊重し，必要に応じて案の改

定を行い，その結果を公表します。  

【解説】 
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 本条は，村民意見の公募（＝パブリックコメント）について規定

したもので，東海村意見公募手続実施要綱（平成２０年３月２４日

告示第２１号）によりその手法が定められております。  

第１項は，村が重要な計画及び政策を策定する又は変更する際に

は，事前に案を公表し，村民の意見を広く求めることが規定されて

います。これにより，村民が村政に参画する機会の拡大が図られま

す。 

第２項は，村が，村民から提出された意見を最大限尊重するとと

もに，その意見に対する村の考え方を「広報とうかい」や村ホーム

ページなどで公表することが規定されています。 

 

（委員会等の委員の委嘱等） 

第１４条 村は，委員会等の委員を委嘱等しようとするときは，原

則として公募の委員を加え，男女比率，年齢構成，地域構成等に

配慮し，村民の多様な意見を反映します。 

【解説】 

 本条では，村の執行機関が村民の多様な意見が反映されるように

委員会等の委員の委嘱等には配慮しなければならないことが規定さ

れています。 

 委員会等の委員の委嘱等については，他条例等に以下のように規

定されております。 

・東海村男女共同参画推進条例 

…条例に基づく行動計画（レインボー・ビジョン 21）に「審議

会等の委員の男女いずれもが４割を超えることを目標に取り

組みを推進する」とうたわれております。 

・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 

…附属機関等を適正に設置し，及び運営するための準拠すべき

基準を定めており， 

（１）附属機関等が十分機能するよう幅広い職業層及び年齢

層の中から適切な人材を選任すること。 

（２）企業，大学，公共的団体その他これらに類する団体に

委員の推薦を依頼する場合にあっては，当該団体の長

に限らず，適切な人材の推薦を要請すること。 

（３）選任する委員の人数は，必要最小限とすること。 

（４）委員の男女別の構成比率について，東海村男女共同参

画行動計画に基づき，男女ともに４割を超えるよう努

めること。 
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（５）村議会議員及び村職員を選任しないこと。 

（６）同一人物を連続して委員に選任する場合にあっては，

３期を限度とすること。 

（７）同一人物を委員として選任できる附属機関等は，３機

関を限度とすること。 

などがうたわれております。 

 

（情報の公開） 

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

いての情報を適切かつ速やかに情報を公開します。 

【解説】 

 本条は，村民の「知る権利」や「村政への積極的な参画」の前提

となる規定であり，公正で開かれた村政が実現されるよう，村が村

政に関する情報や財政事情について，積極的に公開することを明ら

かにしたものです。 

 村は東海村情報公開条例（平成１１年３月２５日条例第２号）に

基づき，村民からの求めに応じて，情報公開していくことになりま

す。ただし，村民からの請求を待つだけではなく，村は広報とうか

いや村ホームページなどを通して，村政に関する情報を積極的に村

民に提供していくべきことは言うまでもありません。 

 情報の提供に当たっては，子どもや高齢者など，情報を受ける側

に応じた配慮が必要です。 

 

（個人情報の保護） 

第１６条 村は，村民の個人情報に関する権利を保障するととも

に，個人情報を適正に管理します。 

【解説】 

 本条は，村民の個人情報の保護について定めたものです。 

村では，東海村個人情報保護条例（平成１４年３月１８日条例第

２号）に基づき，「村民の個人情報に関する権利（個人情報の開示

請求権は第１５条に規定，個人情報の訂正請求権は第２２条に規定）

を保障」し，「個人情報を適正に管理」（個人情報の管理は第３章

に規定）することを本条例でも明らかにしています。 
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（総合計画等） 

第１７条 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。 

２ 村は，総合計画その他村の施策の基本となる計画策定に当たっ

ては，村民参画の機会を保障します。 

【解説】 

  本条は，地方自治法第２条第４項に規定された「総合的かつ計画

的な行政の運営を図るための基本構想（総合計画）」等について定

めたものです。 

  村は，上記の基本構想と，これを具現化するための基本計画，さ

らには，毎年度の予算の先導的役割を果たす実施計画に基づき，総

合的かつ計画的な村政運営を行って参ります。 

  村が定める計画の中で最上位の総合計画は，当然，最高規範であ

る本条例の各規定に沿った形で策定しなければなりません。 

  また，村は，総合計画その他の施策の基本となる計画を策定する

に当たっては，説明会や意見交換会を実施するなど，数多くの村民

の方の参画を保障します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 村議会の責務 

※ 第６章については，東海村議会の自治基本条例調査特別委員会

にて現在協議，検討がされております。 
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第７章 村の執行機関の責務 

（村長の責務） 

第１８条 村長は，村の代表者として村民の信託にこたえ，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。 

２ 村長は，本条例の理念に基づき，村の計画及び政策の策定，実

施，評価等を行います。 

【解説】 

 本条は，村長の責務について規定したものです。 

 村長は，議会の議員同様に村民から直接選ばれ，その信託に基づ

き村政を経営する村の代表者です。したがって，一部の村民の利益

の代表ではなく，常に村全体のことを考えて，公正かつ誠実に村政

経営に当たらなければなりません。 

 また，村長は，本条例の理念に基づき，村の諸計画や政策の策定，

実施，評価等を行います。 

 

（村の執行機関の責務） 

第１９条 村の執行機関は，条例，予算その他の議会の議決に基づ

く事務及び法令，規則その他の規程に基づく事務を適正に管理，

執行します。 

２ 村の執行機関は，行政組織について効率的かつ機能的なものと

するとともに，相互の連携を図り，最小の経費で最大の行政効果

を上げるよう経営します。 

３ 村の執行機関は，職員を適切に指揮監督し，職員の能力の向上

を図ります。 

【解説】 

 本条は村の執行機関の責務や組織運営の在り方について規定した

ものです。 

第１項は，「地方自治法」や「地方教育行政の組織及び運営に関

する法律」などの法令に規定されている権限に属する事務の範囲に

おいて，事務を管理し，執行することについて改めて明らかにして

います。 

第２項及び第３項では，執行機関の組織運営について規定されて

おります。執行機関の組織運営については，まず効率的かつ機能的

である必要があると地方自治法に規定されております。また，最小

の経費で最大の効果を上げるためには，職員の能力の向上が不可欠

であり，執行機関は適切に職員の能力向上に努めなければなりませ

ん。 
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【参考】 

地方自治法第２条第１５項 

地方公共団体は，常にその組織及び運営の合理化に努めるととも

に，他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなけ

ればならない。 

 

（説明責任） 

第２０条 村の執行機関は，村政に関する施策について，その立案，

実施及び評価の各段階において，村民に分かりやすく説明しま

す。 

２ 村の執行機関は，村民からの村政に関する質問，意見，要望等

に対し，速やかに，かつ，誠実にこたえます。 

【解説】 

 第１項は，村の執行機関が村政全般について村民に説明する責任

を規定したもので，ひいては第５条の「村民の権利」で規定した「村

民の知る権利」を保障するとともに，「村民が村政に参画する権利」

を行使する上で前提条件となるものです。 

 第２項は，村の執行機関が，村民から村政に関する質問，意見，

要望等があった場合の対応の仕方について規定したものです。村民

から質問等が寄せられた場合には，村の執行機関はできるだけ速や

かにかつ誠実に対応することが求められます。 

 

（行政評価） 

第２１条 村の執行機関は，効率的かつ効果的な村政運営を推進す

るため，常に村政運営の目標と成果を明らかにするとともに，そ

の達成度を検証し，事業の効果的な選択及び質の向上，財源や人

員の効率的活用を図ります。 

２ 村の執行機関は，施策や事務事業の評価結果を公表し，村民か

ら理解が得られる村政運営を推進します。 

【解説】 

 村では，①総合計画を効率的に推進する，②職員のコスト意識を

高め，効率的・効果的な行財政運営を目指す，③事業の内容を村民

にお知らせすることで村民参画のまちづくりを推進する，の３点を

目的に平成１４年度から事務事業評価制度を開始しました。また，

評価結果を総合計画の実施計画や予算に反映させることでＰＤＣＡ

サイクル（「Plan（計画）」「Do（実行）」「Check（評価）」「Action

（改善）」を繰り返し，継続的に改善する手法）を確立しています。 
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今後も継続的に事務事業評価を実施し，評価結果を分かりやすく

村民に知らせ，効率的・効果的な行財政運営に努めます。 

 

（財政経営の基本） 

第２２条 村は，財源を効率的かつ効果的に活用し，自主的かつ自

律的な財政経営を行うことにより，財政の健全性を確保します。 

２ 村は，前項の目的を達成するため，総合計画及び事務事業評価

と連動した予算編成の仕組み及び中長期的な財政計画を確立し，

計画的で効率的な財政経営を図ります。 

３ 村は，毎年度の予算及び決算その他財政に関する情報を，村民

に分かりやすく公表します。 

【解説】 

 効率的かつ効果的な財政経営を進めるためには，中長期的な財政

計画の策定が必要不可欠です。また，絶えずコスト意識を持ち，最

小の経費で最大の効果を生み出す努力を怠ってはなりません。 

 また，財政状況（予算や決算）を広く村民に知っていただくこと

は，行政経営の透明化にもつながり，非常に大切なことです。 

 現在，村では「東海村財政事情書の作成及び公表に関する条例」

に基づき，分かりやすい財政状況の公表に努めているところです。 

しかしながら，村だけが財政状況を分かりやすく公表するだけで

は意味がありません。これからは村民側も村の財政状況をしっかり

と理解しようとする努力も必要となります。 

 

（村の執行機関の職員の責務） 

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。 

２ 村の執行機関の職員は，職務の遂行に必要な知識と能力の向上

に努めます。 

【解説】 

 本条は，村の執行機関の職員の責務について定めたものです。 

 村の執行機関の職員は，本条で定められたことを遵守し，村民の

ために全力を挙げて職務を遂行しなければなりませんし，行政のプ

ロとして絶えず知識及び能力の向上に努めることが求められます。 
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第８章 住民投票 

（住民投票） 

第２４条 村は，村政の特に重要な事項について，直接住民の意思

を確認する必要があるときは，村議会の議決を経て住民投票を実

施することができます。 

２ 村は，住民投票の結果を尊重します。 

３ 住民投票を行うときは，その都度投票できる人，投票結果の取

扱いなどを規定した条例を別に定めます。 

【解説】 

 本条は，住民投票制度について規定したものですが，住民投票制

度は，一般に「常設型」と「非常設型」とに分類されます。本条例

における住民投票制度は，「非常設型」の住民投票制度となってい

ます。 

非常設型の住民投票制度とは，地方自治体が村政運営の特に重要

な事項について直接住民の意思を確認する必要があるときや住民か

ら投票実施の提案があったときなどに，議会の議決を経て，住民投

票条例を制定するものです。非常設型の制度は，個々の事案に柔軟

に対応できるというメリットがあるといわれています。 

地方自治は，選挙によって選出された議会議員，首長を住民の代

表とする間接民主制が原則であり，住民投票制度はそれを補完し，

自治を充実させる制度といえます。この原則から，住民投票の結果

が議会や首長の選択や決断を拘束するものではありませんが，議会

及び首長は住民投票の結果を尊重する旨の規定が必要となります。 

 第１項は，議会及び村長が自発的に住民投票を実施できることが

規定されています。 

 第２項は，議会及び村長が住民投票の結果を尊重し，村政運営を

行っていくことが規定されています。 

 第３項は，住民投票を行う際には，その都度投票できる人，投票

結果の取扱いなどを規定した住民投票条例を別に定めることが規定

されています。条例による住民投票は，日本国憲法等の国の法律に

基づき実施される住民投票とは異なり，公職選挙法の適用を受けな

いことから，投票対象や投票資格者の範囲を自由に制定することが

可能となります。例えば，投票資格者について永住外国人に投票権

を与えたり，未成年者の一部などに投票権を与えたりすることも可

能です。 
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（住民投票の発議・請求） 

第２５条 東海村において選挙権を有する人は，その総数の５０分 

の１以上の連署により，住民投票を規定した条例の制定を村長に

請求できます。 

２ 議員は，議員定数の 分の１以上の議員の発議により，住民投

票を規定した条例を村議会に提出できます。 

３ 村長は，住民投票を規定した条例を村議会に提出することによ

り住民投票を発議できます。 

【解説】 

 本条は，住民投票における発議及び請求方法について規定したも

のです。 

 第１項について，地方自治法第７４条第１項に基づき，住民は，

村長に条例の制定を請求することができます。請求があった場合，

村長は２０日以内に議会を招集し，これを付議することになります。

また，住民は地方自治法第１２４条に基づき，議員の紹介により条

例制定の請願書を提出することもできるとされています。 

第２項及び第３項について，議会及び村長には，それぞれの権能

の中で，条例の制定権，議案の制定権があることを確認しています。 

 

※ 第２項の「議員定数の 分の１以上」については，今後，東海

村議会と調整していきます。 

 

第９章 自治基本条例推進委員会 

（自治基本条例推進委員会の設置） 

第２６条 村民と村は，東海村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。 

２ 本条に定めるもののほか，推進委員会に関し必要な事項は，別

に定めます。 

【解説】 

本条は，村民と村が自治基本条例推進委員会を設置することを定

めたものです。本条例の進行管理を担う自治基本条例推進委員会に

関し，必要な事項（委員数や任期など）については，別途規則や要

綱等により定めます。 
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第１０章 条例の見直し 

（条例の検討及び見直し） 

第２７条 村は，この条例の施行後５年を超えない期間ごとに，こ

の条例が東海村にふさわしいものであり続けるよう検討します。

２ 村は，前項の規定による検討結果を踏まえ，この条例を見直

します。 

【解説】 

自治基本条例は，その最高規範性から，この条例が社会情勢に合

っているか，形骸化していないか，本村にふさわしいものであるか

どうか，十分に見極める必要があると考えます。 

前文にうたう基本理念は決して変わることはありませんが，５年

を超えない期間ごとの点検には，本条例を時世にあったものにして

おく意味があります。 

また，村民，議会及び村職員が「住民自治」に対する意識を５年

を超えない期間ごとに喚起し，あらためて「住民自治」について意

識を持ち続けることの動機付けとするものです。 

第１項では，村が定期的に本条例の点検を行うことを定めたもの

ですが，村民や議会が独自に本条例の点検を行うことを妨げるもの

ではありません。また，点検の期間を「施行後５年を超えない期間」

としたことにより，定期的な点検のほか，社会情勢の変化や村民及

び議会の求めに応じた点検を行うことが可能となっています。 

第２項では，村が，前項の規定による点検結果を踏まえ，定期的

に本条例を見直すことを定めたものです。 

本条に定める本条例の点検及び見直しについては，決して村だけ

で行うものではありません。本条例の点検及び見直しには全村を挙

げた議論が必要であり，この過程こそが東海村自治基本条例の精神

であると考えます。 

 

 

附 則 

この条例は，平成  年  月  日から施行します。 

【解説】 

附則は，本条例の施行時期を定めたものです。 


