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北本市自治基本条例素案作成取組経過 

 

１ 北本市住民自治条例制定研究懇話会における検討 

平成１９年２月、北本市住民自治条例市民ワークショップに参加していた市

民を中心に、２８名により北本市住民自治条例制定研究懇話会が組織された。 

この懇話会では、市民ワークショップで抽出された「条例に位置付けすべき

項目」や他市町村で制定された条例、現在市がおかれている状況等を研究しな

がら、市民が考える自治基本条例素案作成に向けた検討を行った。 

具体的な検討の進め方としては、行政・議会、市民、総則の３グループに分

かれ、住民自治を実現するための方策等を話し合い、北本市にふさわしい自治

基本条例の条文について研究した。 

 

 ⑴ 北本市住民自治条例制定研究懇話会の開催 

 第 １ 回懇話会 平成１９年２月３日(土) 午後２時３０分 

 学習センター学習室 

        ・委員委嘱式 

        ・自己紹介 

        ・会長及び副会長の互選 

        ・市民ワークショップの報告 

        ・懇話会の進め方について 

 第 ２ 回懇話会 ２月２４日(土) 午後１時３０分 学習センター集会室 

・協働推進計画策定委員会報告「市民と行政との協働推進の研

究に関する報告」について 

・市民ワークショップにおける「条例に位置付けすべき項目」

について 

・研究グループについて(｢議会・行政｣｢市民｣｢総則｣班分け) 

 第 ３ 回懇話会 ３月２４日(土) 午後１時３０分  

文化センター第２研修室 

        ・懇話会の審議内容の広報について 

        ・緑の基本計画について 

        ・グループのリーダー、サブリーダー、記録係の選出 

        ・条例の基本的な考え方、制定目的について検討(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ) 

第 ４ 回懇話会 ４月１４日(土) 午後１時３０分 東部公民館集会室 

        ・第３回懇話会グループワークの報告 

        ・「北本市市民と行政との協働推進計画」について 

        ・条例の基本的な考え方、制定目的について検討(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ) 
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第 ５ 回懇話会 ５月１２日(土) 午後１時３０分  

文化センター第１研修室 

        ・第４回懇話会グループワークの報告 

        ・条例の基本的な考え方、制定目的について検討(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ) 

第 ６ 回懇話会 ５月２６日(土) 午後１時３０分  

文化センター第２研修室 

        ・第５回懇話会グループワークの報告 

        ・条例の基本的な考え方、制定目的のまとめ 

        ・懇話会の今後の進め方（条例制定までの流れとタイムスケジ

ュール(案)、条文の作成方法、議員との連絡調整、シンポジ

ウム、地域別懇談会の開催について全体で議論） 

第 ７ 回懇話会 ６月９日（土）午後１時３０分 文化センター第１研修室 

        ・グループ別に条例の前文案を検討 

        ・各グループの条例前文案を発表、質疑応答・意見交換 

第 ８ 回懇話会 ６月２３日(土)午後１時３０分 文化センター第１研修室 

        ・総則研究グループによる前文案の発表(質疑応答・意見交換) 

        ・条文作成のポイント(立正大学山口道昭教授のアドバイス) 

 第 ９ 回懇話会 ７月１４日(土)午後３時 

 文化センター第３会議室・第２研修室 

        ・グループに分かれ、条例に位置付けすべき項目を検討 

 第１０回懇話会 ８月４日(土)午後１時３０分 市役所第１・２・３委員会室 

        ・グループに分かれ、条例に位置付けすべき項目を検討 

 第１１回懇話会 ８月１８日(土)午後１時３０分 文化センター第２研修室 

        ・各グループの項目出しの発表(質疑応答・意見交換) 

        ・市長との意見交換 

        ・条文作成のポイント(立正大学山口道昭教授のアドバイス) 

第１２回懇話会 ９月１日(土)午後１時３０分 

 文化センター和室・第４会議室 

        ・グループに分かれ、条文を検討 

第１３回懇話会 ９月１５日(土)午後１時３０分 

 文化センター和室･第３研修室 

        ・グループに分かれ、条文を検討 

第１４回懇話会 ９月２９日(土)午後１時３０分 

 文化センター和室･第３研修室 

        ・グループに分かれ、条文を検討 

      ・グループで作成した条文についてグループ間で意見交換 
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第１５回懇話会 １０月１３日(土)午後１時３０分 

 文化センター第１研修室・市役所会議室 

        ・グループに分かれ、条文を検討 

        ・グループ間で作成した条文を調整 

第１６回懇話会 １０月２７日(土)午後１時３０分 

 文化センター第１研修室・市役所会議室 

        ・グループに分かれ、条文を検討 

        ・グループ間で作成した条文を調整 

第１７回懇話会 １１月１０日(土)午後１時３０分 

 文化センター第３会議室 

        ・総務文教常任委員会との懇談会報告 

        ・グループ間で作成した条文を調整 

第１８回懇話会 １１月２３日(土)午後１時３０分 市役所会議室 

        ・条文の検討 

第１９回懇話会 １２月８日(土)午後１時３０分 市役所会議室 

        ・条文の検討 

第２０回懇話会 １月２６日(土)午後１時３０分 文化センター第４会議室 

        ・久喜市、熊谷市視察報告 

        ・アンケートのまとめ 

        ・条文の検討 

第２１回懇話会 ２月９日(土)午後１時３０分 文化センター第２研修室 

        ・リーダー・サブリーダー会議報告 

        ・条文の検討 

第２２回懇話会 ２月２２日(金)午後７時 文化センター和室 

        ・今後のスケジュールについて 

        ・条文の検討 

第２３回懇話会 ３月８日(土)午後１時３０分 文化センター第１研修室 

        ・条文の検討 

        ・前文について 

第２４回懇話会 ３月２２日(土) 午後１時３０分 文化センター第４会議室 

        ・職員プロジェクト・チーム訂正案の検討 

        ・委員の任期について 
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⑵ グループ会議 

  懇話会の運営を円滑に進めるため、グループ会議を開催し、そこでの議論を

懇話会に報告した。 

 

市民研究グループ第１回会議 

平成１９年５月３１日(土) 午後６時 西口ビル多目的ルーム 

        ・グループの前文案の検討 

 総則研究グループ第１回会議 

６月５日(火) 午後６時から 文化センター第２研修室 

        ・グループの前文案の検討 

 総則研究グループ第２回会議 

６月２０日(水) 午後７時から 市役所第４委員会室 

        ・３グループの条例前文案の整理 

        ・前文案の検討 

 市民研究グループ第２回会議 

７月４日(水) 午後６時から 市役所第４委員会室 

        ・条文研究の進め方について 

 総則研究グループ第３回会議 

 ７月１０日(水) 午後６時から 白木屋 

        ・条文研究の進め方について 

 総則研究グループ第４回会議 

８月２８日(火) 午後２時から  

        ・条文案について 

市民研究グループ第３回会議 

８月２９日(水) 午後６時から 市役所第４委員会室 

        ・条文案について 

行政・議会研究グループ第１回会議 

９月１１日(火) 午後７時から 市役所第４委員会室 

        ・条文案について 

行政・議会研究グループ第２回会議 

９月２９日(土) 午後４時３０分から 文化センター第３研修室 

        ・条文案について 

 市民研究グループ第４回会議 

１０月９日(火) 午後６時３０分から 市役所第４委員会室 

        ・総則グループとのすり合わせ結果整理 

 行政・議会研究グループ第３回会議 

１１月２日(金) 午後５時３０分から 市役所研修室 

        ・市民グループとのすり合わせ結果整理 
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⑶ リーダー・サブリーダー会議 

 第１回会議  

５月１２日(土)午後４時 文化センター第１研修室 

 第２回会議  

６月９日(土)午後４時 文化センター第１研修室 

 第３回会議  

９月１日(土)午後４時 文化センター第４会議室 

 第４回会議  

９月１５日(土)午後４時 文化センター第３研修室 

 第５回会議  

１０月１０日(水)午後６時 文化センター第４会議室 

 第６回会議  

１０月１３日(土)午後４時３０分 文化センター第１研修室 

 第７回会議  

 １１月５日(土)午後６時 市役所会議室 

 第８回会議  

 １１月２３日(土)午後４時 市役所会議室 

 第９回会議  

 １月２６日(土)午後３時４０分 文化センター第４会議室 

第１０回会議 

２月２０日(水)午後１時３０分 市役所第３委員会室 

 

⑷ 先進地視察 

 １月１５日（火）久喜市・熊谷市 
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２ 自治基本条例制定研究懇話会における検討状況 

北本市住民自治条例制定研究懇話会では、市民が考える条例案をまとめる作業

を進めてきたが、平成２０年３月３１日に任期満了となったため、同４月１日に

北本市住民自治条例制定研究懇話会に所属していた２０名で北本市自治基本条例

制定研究懇話会を新たに組織し、市民が考える条例素案作成に向けた議論を継続

している。 

 

 ⑴ 自治基本条例制定研究懇話会の開催状況 

第 １ 回懇話会 平成２０年４月１２日(土)  

午前１０時 文化センター第１研修室 

        ・委員委嘱式 

        ・会長及び副会長の互選 

        ・条例構成案の検討 

 第 ２ 回懇話会 ４月２６日(土) 午後１時３０分 

 文化センター第４会議室 

・今後のスケジュールについて 

・条文の検討 

第 ３ 回懇話会 ５月１０日(土) 午後１時３０分 

 市役所第１・２・３委員会室 

・条文の検討（グループ討議） 

第 ４ 回懇話会 ５月２４日(土) 午後１時３０分 

 文化センター第２研修室 

・懇話会条例素案の検討 

第 ５ 回懇話会 ６月１４日(土) 午前１０時 文化センター第３研修室 

・懇話会条例素案の検討 

第 ６ 回懇話会 ６月２５日(水) 午後６時 文化センター第３研修室 

・懇話会条例素案の検討 

第 ７ 回懇話会 ７月１２日(土) 午後１時３０分 

 文化センター第４会議室 

・懇話会条例素案の検討 

第 ８ 回懇話会 ７月２６日(土) 午後１時３０分 

 文化センター第１研修室 

・懇話会条例素案の検討 

第 ９ 回懇話会 ８月９日(土) 午後３時 東部公民館講義室 

・懇話会条例素案の検討 

第１０回懇話会 ９月１０日(水) 午後６時 文化センター第４会議室 

・北本市自治基本条例素案中間報告（案）について 

・自治基本条例説明会について 
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⑵ グループ会議 

 Ａグループ会議 ５月８日（木）市役所第３委員会室 

・プロジェクト・チーム修正案の検討 

 Ｂグループ会議 ５月７日（水）文化センター第１・２会議室 

・プロジェクト・チーム修正案の検討 

 Ｃグループ会議 ５月７日（水）文化センター第１・２会議室 

・プロジェクト・チーム修正案の検討 

 Ａグループ会議(２回目)５月１５日（木）市役所第４委員会室 

・プロジェクト・チーム修正案の検討 

 Ｃグループ会議(２回目)５月１６日（金）市役所第１委員会室 

・プロジェクト・チーム修正案の検討 
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３ 委員名簿 

 ⑴ 北本市住民自治条例制定研究懇話会委員 

  （平成１９年２月３日～平成１９年３月３１日） 

秋葉三枝子 阿久井美代子 浅野昭八 岩崎文雄 内田政之助 有働秀鷹 

荻野照夫 勝豊 加藤信利 河井宏暢 北村浩一 古賀利雄 小関真美子 

下里晴朗 関山邦孝 高荷正春 高橋伸治 竹村元宏 田中昭仁 田中正昭 

野地恵美子 福島洋輔 細井久美子 堀越一三 三橋博 宮原鈴代 谷沢暢 

山本浩之 

（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日） 

秋葉三枝子 阿久井美代子 浅野昭八 内田政之助 有働秀鷹 大熊純司 

荻野照夫 勝豊 加藤一男 加藤信利 河井宏暢 北村浩一 古賀利雄 

小関真美子 下里晴朗 関山邦孝 高荷正春 高橋伸治 竹村元宏 

田中昭仁 田中正昭 野地恵美子 福島洋輔 細井久美子 堀越一三 

三橋博 宮原鈴代 山本浩之 

 

 ⑵ 北本市自治基本条例制定研究懇話会委員 

  （平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日） 

秋葉三枝子 浅野昭八 岩崎雄一 内田政之助 有働秀鷹 勝豊 加藤一男 

加藤信利 河井宏暢 古賀利雄 佐藤健市 関山邦孝 高荷正春 田中昭仁 

田中正昭 福島洋輔 堀越一三 三橋博 宮原鈴代 山本浩之 

 


