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「出雲市自治基本条例（仮称）」条例案検討会 資料 

 

先行事例と提言書の比較表〔条文〕 

＊網掛けは提言書の内容と同じ趣旨の部分  

項目 提言書 先行事例① 先行事例② 先行事例③ 

 〔条例の必要性〕    

目的 

 

①「地域のことはできるかぎり地域で決める」という地

方分権の時代にあって、出雲市の特性を活かし、市

民の力を発揮していくために、出雲市独自の自治や

まちづくりの基本的なルールを定めることが必要で

す。 

 

②まちづくりの担い手である市民、議会、行政が、そ

れぞれの役割の中で、共通認識を持って主体的に自

治を実現するために、その基本的な考え方を出雲市

の自治基本条例として明文化します。 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 

この条例は、石狩市のまちづくりに関する基本理念及び原

則を示すとともに、まちづくりに関する市民の権利と責務、

市議会及び執行機関の責務並びに市政運営の諸原則を

定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現すること

を目的とする。 

（石狩市市自治基本条例） 

（目的） 

第１条 

この条例は、本市のまちづくりに関する基本的な事項を定

めることにより、市民、市議会、市が相互の役割と責務を

理解し合い、共に手をたずさえて豊かな地域社会を築くこ

とを目的とします。 

（稚内市自治基本条例） 

（目的） 

第１条 

この条例は、地方自治の本旨に基づき、私たちのまちの自

治の基本原則を定め、市民、市議会及び市長をはじめと

する多摩市の執行機関のそれぞれの役割を明確にし、と

もに考え協力し、行動することにより、市民福祉を向上し、

豊かな地域社会の実現を図ることを目的とします。 

（多摩市自治基本条例） 

条例の

位置づ

け 

〔条例の位置づけ〕 

 

①自治基本条例は、出雲市が自治を進める上で最も

基本となる考え方を定めるものです。 

 

②出雲市の条例や規則等の制定、改廃及び運営に

当たっては、自治基本条例の趣旨を踏まえて整合性

を図っていきます。 

 

（条例の位置づけ） 

第 2 条 

この条例は、茅ヶ崎市における自治の基本を定めるもので

あり、市民及市は自治を推進するに当たっては、この条例

の趣旨を尊重するものとする。 

2 市は、条例の制定、改廃若しくは運用又は政策の策

定、改廃若しくは実施に当たっては、この条例に定める事

項を遵守しなければならない。 

（茅ヶ崎市自治基本条例） 

 

（条例の位置付け） 

第３条 

この条例は、本市の自治の基本を定めるものであり、市

民、市議会及び市は、この条例を遵守し、この条例に定め

られた役割、責務等に従い、自治を推進します。 

２ 市議会及び市は、他の条例、規則等の制定改廃に当

たっては、この条例に定める事項との整合を図ります。 

（上田市自治基本条例） 

 

（自治基本条例の位置付け） 

第 2 条 

この自治基本条例は、厚木市の自治を推進する上で、最

も尊重すべき条例とする。 

2 この自治基本条例以外の条例、規則等（以下「条例

等」という。）の制定、改正、廃止及び運用は、この自治基

本条例の趣旨にのっとり行わなければならない。 

3 この自治基本条例の内容に即し、分野別の基本条例

を整備することにより、条例等の体系化を図るものとする。

（厚木市自治基本条例） 
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定義 

（１）市民 

〔案①〕市内に住んでいる人、市内で働いている人、

学んでいる人、市内にある団体 

〔案②〕市内に住んでいる人（住民と同じ） 

 

（２）行政 

市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員

会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者な

どの執行機関等とその職員を含む。 

 

（３）市政 

行政の運営及び議会の活動 

 

（４）まちづくり 

より住みやすいまちをめざして行われる公共的な活動 

 

（５）参画 

政策・施策・事業などの立案から、実施・評価にいた

る各段階において、市民が主体的に参加し、意思形

成に関わること。 

 

（６）コミュニティ 

一定の区域内の地縁的つながりや、特定分野に対す

る市民の関心などにより活動する人の集まり。 

 

（定義） 

第３条 この条例における用語の定義は、次のとおりとしま

す。 

（１）市民  

本市に住んでいる者をいいます。 

（２）事業者  

市内で事業活動を行うものをいいます。 

（３）市民等  

市民、市外在住者で本市で働く者及び学ぶ者、事業者及

び地域コミュニティをいいます。 

（４）市 

市議会及び市長その他執行機関をいいます。 

（５）まちづくり  

市民福祉の増進のために行われる公共的活動の総体を

いいます。 

（６）市政  

まちづくりのうち市が担うものをいいます。 

（7）参加  

まちづくりに関して、市民等が意見及び提案を述べ、又は

計画の企画立案、実施、評価及び見直しに、主体的に関

わることをいいます。 

（８）協働  

市民等、市が、それぞれの役割分担に基づき、まちづくり

の推進のために情報を共有し、対等な立場で連携し、協

力して取り組むことをいいます。 

（所沢市自治基本条例） 

（ 定義） 

第３ 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）市民  

市内に住所を有する者（ 以下「住民」という。）、市内の事

業所若もしくは事務所に勤務する者、市内の学校に在学

する者、市内に不動産を所有する者又は市内で事業活

動その他まちづくりに関する活動を行う者若 

もしくは団体をいう。 

（２）市長等  

執行機関及び地方公営企業の管理者をいう。 

（３）コミュニティ  

自治会等の地縁による団体、市民が共生する地域社会

の実現に資すると認められる特定非営利活動法人その他

これらに類する団体をいう。 

（北九州市自治基本条例） 

（定義） 

第２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  

本市の区域内に住所を有する者をいいます。 

（２）市民  

次のいずれかに該当するものをいいます。 

ア 住民 

イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者 

ウ 本市の区域内で事業を営み、又は活動する個人及び

法人その他の団体（以下「事業者、地域団体、市民活動

団体等」といいます。） 

（３）市長等  

市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監

査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営

企業管理者及び消防長をいいます。 

（４）参画  

施策の立案から実施及び評価までの過程に主体的に参

加することをいいます。 

(5) 協働 同じ目的のために、それぞれが対等な立場に

立ち、役割と責任を担い、協力することをいいます。 

（６）市政  

市長等又は市議会が行う活動をいいます。 

（7）自治 自分たちの地域を自分たちの意思で責任を持ち

治めることをいいます。 

（８）まちづくり  

自らが生活し、又は活動している地域をはじめとして、熊本

市を魅力的でより快適にしていく活動をいいます。 

(9) コミュニティ活動  

地域又は共通の関心によってつながった多様な組織及び

集団が身近な課題を解決するために行う活動をいいま

す。 

（熊本市自治基本条例） 

条例の

見直し 

〔条例の実効性〕 

①市民、議会、行政は、自治基本条例の趣旨の理

解と周知に努めるとともに、この条例の具体的な実践

を図ります。 

②行政は、自治基本条例がいつの時代でも意義ある

条例であり続けるよう、また社会情勢の変化に対応す

るために、数年毎に市民参加によりこの条例の内容を

点検するものとし、必要に応じて見直しをしていきま

す。 

第 9 章 条例の検証等 

第 30 条 

市は、4 年を超えない期間ごとに、この条例の施行状況及

びこの条例の規定が茅ヶ崎市における自治の推進に適合

したものであるかを検証し、必要があると認めるときは、こ

の条例の改正その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

（茅ヶ崎市自治基本条例） 

第 8 章 条例の見直し 

第 29 条 

市は、市政がこの条例の趣旨に沿って運営されているかど

うかを評価し、この条例について必要な見直しを検討する

ための機関を設置する。 

2 市は、この条例の施行の日から 5 年を超えない期間ご

とに、前項の検討の結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。 

（北九州市自治基本条例） 

第 11 章 自治基本条例の見直し 

第 39 条 

市長は、委員会の意見を踏まえ、この基本条例の運用状

況を評価し、4 年を超えない期間ごとに、この自治基本条

例の見直しを行うものとする。 

2 市長は、この自治基本条例の見直しを行うときは、市

民の参加を得て行わなければならない。 

（厚木市自治基本条例） 
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基本原

則 

 ＊提言書には、「人権尊重」、「情報共有」、「参加・

参画」、「協働（協働という言葉は使わず）」、「市民活

動の自主性尊重」などが記載されています。 

  ただし、基本原則としての記述はありません。 

 

（基本原則） 

第３条 第１条の目的を達成するため、次の各号に掲げる

ことをこの条例の基本原則とする。 

(１) 市民、事業者及び市は、一人ひとりの人権を尊重す

ること。 

(２) 市民及び市は、互いに市政に関する情報を共有しあ

うこと。 

(３) 市民は、市政への参画の機会が保障されること。 

(４) 市民、事業者及び市は、協働してまちづくりを行うこ

と。 

(５) 市民の公益的活動は、自主性を基本とし、尊重され

ること。 

（岸和田市自治基本条例） 

 

 

 

（ 自治の基本原則） 

第５条前条の基本理念に基づき、自治の基本原則を次の

とおり定めます。 

（１）人権尊重の原則 ともに個人として認め合い、互いの

人権を尊重すること。 

（２）参加の原則 市議会及び市が、市民の参加のもとで

市政を運営すること。 

（３）協働の原則 市民、市議会及び市が、それぞれの役

割及び責務のもと、協働してまちづくりを行うこと。 

（４）情報共有の原則 市民、市議会及び市が、市政に関

する情報を共有すること。 

（上田市自治基本条例） 

 

第３章 自治の基本原則 

（情報共有の原則） 

第５条 市民、議会及び市の執行機関は、まちづくりに関

する情報を互いに提供し、共有することを原則とします。 

（参加の原則） 

第６条 市民は、市政に参加をすることを原則とします。 

（協働の原則） 

第７条 市民、議会及び市の執行機関は、それぞれの役

割及び責任のもと、自主性を尊重し、対等な立場で連携

し、協力してまちづくりをすすめることを原則とします。 

（平塚市自治基本条例） 

市民の

権利 

〔市民の権利〕 

 

①市民は、平等に次の権利を持つものとします。 

 まちづくりに参画する権利 

 まちづくりに対して意見が言える権利 

 まちづくりに関する情報等を知る権利 

 

②市民は、まちづくりに参加又は不参加を理由とした

不利益を受けることはありません。 

 

（市民の権利） 

第５条 市民は、自治の主体であり、市政に参画する権利

及び市政に関する情報を知る権利を有する。 

２ 市民は、まちづくりのための主体的又は自主的な活動

を自由に行う権利を有する。 

３ 市民は、市民同士や市と協働したまちづくりのため、ま

ちづくりに関する情報を知る権利を有する。 

４ 市民は、市政に参画しないことによって不利益な取扱

いを受けない。 

（明石市自治基本条例） 

 

（市民の知る権利） 

第６条 市民は，市政に関する情報について，知る権利を

有する。 

 

（市民の参画の権利） 

第７条 市民は，人種，信条，性別，社会的身分等にかか

わらず，市政および地域のまちづくりに参画する権利を有

する。 

２ 市民は，参画に当たっては，その自主性が尊重される

とともに，参画することまたは参画しないことによって不利

益な取扱いを受けない。 

（高松市自治基本条例） 

 

（地域における市民の権利、責務等） 

第４条 市民は、地域における自治活動、コミュニティ活

動、ボランティア活動等の社会貢献活動その他の自主的

な活動を推進するために主体的に組織等を作り、他の何

人からも干渉されず、自由に自立した活動を営むことがで

きる。 

２ 市民は、地域の諸課題の解決に向けて自ら行動し、市

民自治を実現するため、まちづくりを主体的に行うことがで

きる。 

３ 市民は、前２項の活動を行うときに、自らの発言及び行

動に責任を持つとともに、市民相互の連帯及び責任に基

づき、互いの意見及び行動を尊重しなければならない。 

 

（市政における市民の権利、責務等） 

第５条 市民は、市政の主権者であり、市政に参加する権

利を有する。この場合において、市政に参加しないことによ

って不利益な扱いを受けない。 

２ 市民は、市政情報に関し知る権利を有するとともに、自

己に係る個人情報の開示及び適正な措置を請求する権

利を有する。 

３ 市民は、法令又は条例の定めるところにより納税の義

務を負うとともに、適正な行政サービスを受ける権利を有

する。 

（三鷹市自治基本条例） 
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 〔市民の責務〕       

市民の

役割・責

務 

①市民は、市政に参画するに当たっては、自らの発

言や行動に責任を持ちます。 

 

 

 

②市民は、出雲の歴史と文化を守るとともに、新しい

伝統や文化を創造していきます。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、

自治を推進するための活動に主体的に取り組むよう努め

るものとする。 

２．市民は、市政に参加するときは、他のものの意見及び

行動を尊重するとともに、自らの発言及び行動に責任を持

たなければならない。 

（茅ヶ崎市自治基本条例） 

（市民の役割と責務） 

第９条 市民は、まちづくりの担い手であることを自覚する

とともに、お互いを尊重して市政に参加するよう努めなけ

ればなりません。 

２．市民は、市政に関する認識を深め、議会及び市長等と

協働してまちづくりに取り組むよう努めなければなりませ

ん。 

３．市民は、市政の参加にあたっては、自らの発言と行動

に責任を持たなければなりません。 

４．市民は、市政運営に伴う負担を適正に負担しなければ

なりません。 

（南足柄市自治基本条例） 

 

（市民の責務） 

第８条 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、

人が大切にされるまちを実現するため、互いの人権を尊重

するものとする。 

２．市民は、自治の主体として発言をし、又は行動するに

当たっては、その発言及び行動に責任を持つものとする。 

３．市民は、法令等の定めるところにより、市政運営に伴う

負担を分任する責務を有する。 

（北九州市自治基本条例） 

事業者

の権利・

責務 

 

 

＊提言書には記述がありません 

＊詳細に記載した事例 

 

（事業者の権利） 

第 6 条 事業者は、自己の責任において的確に判断でき

るよう、市政に関する情報を知る権利を有する。 

2 前項に規定する事業者の権利は、公共の福祉に反し

ない限り最大限に尊重され、事業者は、権利の行使に際

しては不当に差別的な扱いを受けない。 

 

（事業者の責務） 

第7条 事業者は、事業活動を行うに当たり、自然環境及

び生活環境に配慮するよう努める。 

2 事業者は、社会的な役割を自覚し、市民及び市と協働

しながら地域との調和を図るよう努める。 

（岸和田市自治基本条例） 

 

＊事業者を市民と同列に記載した事例 

 

（まちづくりへの関与） 

第 16 条 市民および事業者等は、まちづくりの役割分担

に従い、広くまちづくりにおける参加、参画および協働の権

利を有する。 

2 市民および事業者等は、原則として市による計画、実

施および評価の活動に参画する権利を有する。 

3 市民および事業者等は、米原市の公益を増進させる

活動を企画または実施する場合には、その活動の自主性

および自立性を損なわない範囲で、必要に応じ市の適切

な支援を受ける権利を有する。 

4 市民および事業者等は、まちづくりに関与する場合に

は、自らの意見と行動が公益を増進させるよう努めるもの

とする。 

（米原市自治基本条例） 

＊簡素に記載した事例（事業者の役割） 

 

第 8 条 事業者は、地域の一員であり、地域の環境に配

慮するとともに市民等・市とともに街づくりの推進に寄与す

るよう努めるものとします。 

（所沢市自治基本条例） 

 〔議会の責務〕       

議会 

①議会・議員は、市民との対話や交流の機会を積極

的につくり、市民の意見を的確に把握して、市民の負

託に応えるよう努めます。 

 

②議会・議員は、議会報告等により、議会での議論

や活動等について、市民にわかりやすく情報発信する

ことに一層努めます。 

 

＊提言書には「議会の役割」についての記述はありま

せん。 

（議会の基本的役割） 

第１０条 議会は、住民の代表機関として、市政上の重要

な意思を決定する機関及び執行機関を監視する機関とし

ての役割を果たすとともに、政策の立案に積極的に努める

ものとする。 

 

（議会運営） 

第１１条 議会は、市政に関する市民の意思を的確に把

握し、議会運営に適切に反映するものとする。 

２  議会は、議会活動に関し市民に説明する責務を果た

すため、開かれた議会運営を行うよう努める。 

（議会の責務） 

第１４条 議会は、市民の多様な意見を踏まえ、将来を見

通し、主権を有する市民を代表して、市の重要な意思決

定を行います。 

２ 議会は、行政運営が適正かつ効率的に行われている

かを調査し、監視します。 

３ 議会は、議会活動に関する情報を市民にわかりやすく

提供し、開かれた議会運営を行います。 

４ 議会は、審議、政策立案等に当たり、必要に応じて市

民の意見を求めます。 

 

（議会の役割と責務） 

第９条 議会は、市民の代表による意思決定機関であると

ともに、市政運営を監視及びけん制する機能を果たしま

す。 

２ 議会は、政策論議及び立法活動の充実に努めます。 

３ 議会は、市民の意思を市政に適切に反映させるため、

市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めま

す。 

４ 議会は、自らの機能と責務に関する基本的な事項につ

いて、別に条例で定めます。 
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（議員の責務） 

第１２条 議員は、住民の信託にこたえるために、市政に

関する市民の意思を的確に把握し、市政全般に配慮しな

がら、公正かつ誠実に職務を遂行する責務を有する。 

２ 議員は、調査研究その他の活動を通じ、議会における

審議及び政策の立案活動の充実に努める。 

３ 議員は、開かれた議会運営の実現に努める。 

（北九州市自治基本条例） 

 

（議員の責務） 

第１５条 議員は、議会がその権限を適切に行使できるよ

うに、地域の課題及び市民の意見を把握するとともに、市

政全体の観点から判断を行います。 

（平塚市自治基本条例） 

 

（議員の役割と責務） 

第１０条 議員は、市民の代表者として、政治倫理の確立

を図るとともに、市民の信託に応え、公平・公正かつ誠実

に職務を遂行します。 

２ 議員は、市民全体の利益を図ることを行動の指針とす

るとともに、審議能力及び政策立案能力の向上を図るた

め、自己の研さんに努めます。 

（高浜市自治基本条例） 

執行機

関（市

長・市職

員） 

〔市長の責務〕 

①市長は、市の代表者として、公平・公正かつ誠実に

市政を執行します。 

②市長は、市民との対話や交流の機会を積極的につ

くり、市民の意見を的確に把握して市政に反映しま

す。 

③市長は、社会情勢に対応した市政の基本方針を

示し、リーダーシップを十分に発揮してその実現に取り

組みます 

 

 

 

 

 

 

 

〔職員の責務〕 

①職員は、全体の奉仕者として法令を遵守し、公平・

公正で誠実に職務を遂行します。 

②職員は、地域の一員であることを自覚して、市民の

視点で課題や問題を共有し、その解決に向けて的確

に対応します。 

③職員は、常に広い視野で社会情勢等を把握し、即

応できる知識の習得や能力の向上に努めます。 

 

第４章 市長、他の執行機関及び職員の責務 

（市長の責務） 

第 11 条 市長は、市政の代表者として、毎年市政の基本

方針を明らかにし、公正かつ誠実に職務を遂行しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、市民の意向を適正に判断し、市政の課題に

対処したまちづくりを推進しなければならない。 

３ 市長は、人材の育成を図るとともに、職員を指揮監督

し、その能力を評価し、適正に配置するよう努めなければ

ならない。 

  

（他の執行機関の責務） 

第 12 条 市長を除く執行機関は、その職務に応じて、市

長と同様の責務を負い、市長及び他の執行機関と協力し

て市政の運営に当たらなければならない。 

 

 （職員の責務） 

第 13 条 職員は、市民本位の立場に立ち、公正かつ誠

実で効率的にその職務を遂行しなければならない。 

２ 職員は、職務の遂行に当たっては、法令及び条例等を

遵守しなければならない。 

３ 職員は、職務についての必要な知識や技術等の能力

開発及び自己啓発を行うとともに、職務の遂行に当たって

は、創意工夫に努めなければならない。 

（岸和田市自治基本条例） 

 

 

第３節 行政 

（市長の役割と責務） 

第１１条 市長は、市民の信託に応え、市政の基本方針を

明らかにし、高浜市の代表者として、公正かつ誠実に市政

を運営します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（職員の役割と責務） 

第１２条 職員は、市民全体のために働く者として、市民の

視点に立って、公正かつ誠実に職務を行うとともに、職務

に必要な専門的知識の習得や能力・資質の向上を図りま

す。 

２ 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、積

極的に市民と連携し、市民との信頼関係を築きながら、職

務を行います。 

（高浜市自治基本条例） 

 

第５章 市長 

（市長の責務） 

第１５条 市長は、この条例を遵守し、自治を推進しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、執行機関の政策形成等が、第２章に定める自

治の基本原則に従い推進されるよう調整しなければなら

ない。 

３ 市長は、効率的な行政運営に努めなければならない。 

４ 市長は、市職員の能力向上に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 （市職員の責務） 

第１６条 市職員は、市民全体のために働く者として、この

条例を遵守し、誠実かつ公正に職務の遂行に努めなけれ

ばならない。 

２ 市職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上

に努めなければならない。 

（大和市自治基本条例） 
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市政運

営 

〔行政運営〕 

 

①行政は、行政に関する情報を市民に公開・提供

し、情報の共有を図るとともに市民に説明する責任を

果たします。 

 

 

＊提言書には「総合計画の策定」、「情報公開」、 

「個人情報の保護」については触れられています

が、詳細な記述はありません。 

（富士見市自治基本条例） 

 

(計画的な総合行政) 

第 17 条 市は、市政運営の指針である基本構想に基づ

き、総合的かつ計画的な行政運営に努めなければならな

い。 

 

(情報の公開) 

第18条 市は、市が保有する情報を公開するとともに、正

確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られる

よう情報提供の充実に努めなければならない。 

 

(説明責任) 

第 19 条 市は、施策の立案、実施及び評価のそれぞれ

の過程において、その内容及び必要性を市民に分かりや

すく説明することに努めなければならない。 

 

(応答責任) 

第 20 条 市は、市民の市政に関する意見及び要望に対

して迅速かつ誠実に応答しなければならない。 

 

(個人情報の保護) 

第21条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、個人

情報の保護に努めなければならない。 

 

(適正な行政手続) 

第 22 条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、市が

行う処分、行政指導及び届出に関する手続を適正に行わ

なければならない。 

 

（高浜市自治基本条例） 

 

（市政運営の基本原則） 

第２０条 議会及び行政は、次に掲げる基本原則に基づ

いて、市政を運営します。 

(１) 法令遵守 公正を確保し、透明性を向上するため、

法令を遵守します。 

(２) 情報公開・情報共有 市政に関して市民の知る権利

を保障し、議会及び行政が行う諸活動を市民に説明する

ため、別に条例で定めるところにより、議会及び行政が持

っている情報を積極的に公開・提供し、市民と情報を共有

します。 

(３) 個人情報保護 市民の権利利益を保護するため、

別に条例で定めるところにより、議会及び行政が持ってい

る個人情報を適正に取り扱います。 

(４) 説明・応答責任 市政に関して市民に積極的に説明

する責任を果たすとともに、市民から説明の要請があった

場合には、誠実な応答に努めます。 

(５) 財政運営 最少の経費で最大の効果を上げるよう、

効果的かつ効率的な財政運営を行います。 

（草加市みんなでまちづくり基本条例） 

 

(説明責任・応答責任) 

第 12 条 市は、施策の進捗状況や意思決定の過程につ

いて、市民にわかりやすく説明します。 

2 市は、市民から意見、要望、苦情などがあったときは、

速やかに事実関係を調査し、誠実に応答します。 

3 市議会は、市民に対し、市政に関する説明責任が十分

に果たされるよう努めます。 

 

(情報の公開と共有) 

第 13 条 市は、まちづくりに関する情報を積極的に公開し

ます。 

2 市民は、自らのまちづくりに関する情報を互いに共有す

るよう努めます。 

3 市民と市は、まちづくりに関する情報を共有するよう努

めます。 

 

(個人情報の保護) 

第 14 条 市民、市議会、市は、個人の権利と利益が侵害

されることのないように、個人情報を保護します。 

  

②行政は、財政状況を総合的・長期的に把握し、健

全で効果的・効率的な財政運営を図るとともにその

内容をわかりやすく公表します。 

(健全な財政運営) 

第 25 条 市は、市政運営に当たり、中長期的財政計画を

策定するとともに、効率的かつ効果的な施策の展開によ

り、健全な財政運営に努めなければならない。 

2 市は、市民に分かりやすい財務に関する資料を作成

し、公表しなければならない。 
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③行政は、総合計画などの市の長期的な計画の策

定に当たっては、市民の意見を反映できる仕組みを

設けるとともに、市民、議会と一体となって実現に取り

組みます。 

(市民参加手続) 

第 12 条 市は、重要な施策の立案、実施及び評価のそ

れぞれの過程において、その対象となる事案の性質及び

影響を勘案し、最も適切かつ効果的と認められる市民参

加の手続を行うものとする。 

2 前項の市民参加の手続は、事前に公表するものとす

る。 

 

(市民意見提出手続) 

第 13 条 市は、前条第 1 項の重要な施策の策定又は改

廃に当たっては、事前に趣旨、内容その他事項を公表し、

市民の意見を聴くとともに、当該意見に対する市の考え方

を公表し、当該意見を勘案して意思決定を行わなければ

ならない。ただし、緊急を要する場合又は法令に特別の定

めがある場合は、この限りでない。 

 

(審議会等への参加) 

第 14 条 市は、審議会等(地方自治法(昭和 22 年法律

第 67 号)第 138 条の 4 第 3 項に規定する執行機関の附

属機関又はこれに類するもので市が定めるものをいう。)を

設置する場合は、その委員の全部又は一部を公募により

選任するよう努めなければならない。 

 

（総合計画の策定等） 

第２１条 議会及び行政は、総合的・計画的に市政を運

営するため、総合計画を策定します。 

２ 総合計画は、目指すべき将来像を定める基本構想、こ

れを実現するための事業を定める基本計画、事業の進め

方を明らかにするアクションプランで構成します。 

３ 行政は、成果を重視した市政運営を目指すため、総合

計画の進行管理を行い、その状況をわかりやすく公表しま

す。 

４ 行政は、総合計画に基づいて予算を編成し、計画的で

健全な財政運営に努めます。 

(市の責務) 

第 11 条 市は、市議会の議決を経て、地方自治法(昭和

22 年法律第 67 号)第 2 条第 4 項の基本構想とその実現

のための基本計画を定め、これに基づいてまちづくりを進

めます。 

2 市は、前項の計画の具体的な実現のために、各分野

の基本的な計画を定め、これに基づいてまちづくりを進め

ます。 

3 市は、第 1 項と第 2 項の構想と計画を定めるときやまち

づくりを行うときは、市民の参画を進めます。 

4 市は、市民自治を基本としたパートナーシップによるま

ちづくりのために必要な施策や事業を行います。 

5 市は、市民の参画が、行政活動を行うに当たり市が負

うべき義務と責任を軽減することにつながるとは解しませ

ん。 

 

④行政は、施策や個々の事業が、効率的・効果的に

行われているかどうかについて、客観的に評価できる

仕組みを活用します。 

(行政評価) 

第 24 条 市は、施策の成果及び達成度を明らかにすると

ともに、効率的かつ効果的な市政運営を行うために行政

評価を行い、的確に、その結果を施策に反映させるよう努

めなければならない。 

 

(評価の実施) 

第 17 条 市は、まちづくりの目標に照らし、取り組みの有

効性、効率性などについて評価を実施します。 

2 市は、まちづくりの評価の結果を分かりやすく市民に公

表します。 
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市政運

営 

〔情報共有〕 

市民、議会、行政は、まちづくりに関する情報を、積

極的に双方向に発信し合い、共有し、活用していきま

す。 

 

＊行政運営と内容が重複 

 

（まちづくりに必要な情報等の共有及び活用） 

第１４条 市民及び市は、まちづくりの取組を効果的かつ継

続的に進めるため、まちづくりに必要な情報、知識、技能

等を適宜、適切な方法により相互に提供し、共有し、及び

活用するよう努めるものとする。 

（小田原市自治基本条例） 

 

（情報共有） 

第１４条 市は、市政に関する情報について市民との共有

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 市政に関する情報を市民に分かりやすく提供するよう

努めること。 

(2) 市民が容易に、かつ、等しく市政に関する情報の提供

を受けられるよう努めること。 

(3) 審議会その他の附属機関及びこれに類するものの会

議を公開すること。ただし、非公開とする合理的な理由が

あるときは、この限りでない。 

(4) 市が管理する情報の公開を求められたときは、別に

条例で定めるところにより当該情報を公開すること。 

(茅ヶ崎市自治基本条例） 

 

第１節 情報共有 

（情報の公開及び提供） 

第 15 条 市は、市民の知る権利を保障し、公正かつ誠実

に別に条例で定めるところにより、市政に関する情報を公

開するものとする。 

２ 市は、広報紙、ホームページその他の媒体を活用し、

市政に関する情報を市民に積極的に提供するものとす

る。 

 

（個人情報の保護） 

第 16 条 市は、保有する個人情報の開示、訂正、利用停

止等を請求する権利を明らかにするとともに、個人の権利

及び利益が不当に侵害されることがないよう、別に条例で

定めるところにより、市が保有する個人情報の保護につい

て必要な措置を講じるものとする。 

 

（説明責任） 

第17 条 市は、市の政策の立案、実施及び評価のそれぞ

れの過程において、その経過、内容、効果等について市

民に適切な方法により説明するものとする。 

（奥州市自治基本条例） 

 

 

〔危機管理〕＊めざすまちづくり「災害等に強いまち」 

①行政は、市民・関係機関・他の自治体等と相互に

連携し、災害等の緊急時における総合的かつ機動的

な体制の確立を図り、市民の安全確保に努めます。 

 

②市民は、災害等の発生時に自らを守る努力をする

とともに、地域で連携・協力して対応するよう努めま

す。 

 

（危機管理） 

第２２条 行政は、自然災害等不測の事態に備えて、市

民、事業者、関係機関等との連携・協力により、総合的か

つ機動的な危機管理体制の整備及び未然防止対策を行

います。 

２ 市民及び事業者は、災害等の発生時に自らを守る努

力をするとともに、自らが果たすべき役割を認識し、相互に

協力して災害等に対応するよう努めます。 

（高浜市自治基本条例） 

 

（危機管理） 

第 36 条 市長等は、市民の安全と安心を確保するため、

適切なリスク管理（危険を予測し、その対策を講ずることを

いう。）を行うほか、緊急事態に適切に対処できる体制の

充実及び強化を図らなければならない。 

２ 市長等は、市民、関係機関並びに国及び他の地方公

共団体と相互に連携、協力しながら、市民の安全と安心

の推進に取り組まなければならない。 

(明石市自治基本条例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 危機管理 

第 29 条 市は、災害などの不測の事態（以下「災害など」

といいます。）から市民の生命、身体及び財産を保護する

よう努めます。 

２ 執行機関は、災害などに備え、防災関係機関との緊

密な連携を図りつつ、災害予防、災害応急対策及び災害

復旧に関する計画を策定するとともに、これを担う 体制

を整備します。 

３ 市民は、自ら災害などに備えるよう努めるとともに、災

害などの発生時においては、自発的に防災活動に参加す

るなど、相互に協力して災害などに対応します。 

（南相馬市自治基本条例） 
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  〔市民参画〕       

参画・連

携協力 

①市民は、自主的にまちづくりに参画し、相互に協力

します。 

（参画の原則） 

第２７条 市民、市議会及び市長等は、参画による市政・

まちづくりに取り組みます。 

２ 参画による市政・まちづくりは、男女が共同して取り組み

ます。 

 

（青少年・子どもの参画） 

第２８条 市民、市議会及び市長等は、青少年・子ども（未

成年の市民をいいます。）が有する市政・まちづくりに参画

する権利が実効性のあるものとなるよう環境づくりに努めま

す。 

（熊本市自治基本条例） 

 

（市民の役割と責務） 

第７条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、まち

づくりに参画するよう努めます。 

２ 市民は、お互いの立場を尊重し、理解し合い、それぞ

れが持っているまちづくりの情報を交換し合いながら、連

携・協力してまちづくりに取り組みます。 

３ 市民は、まちづくりに参画するに当たっては、公共の視

点を持ち、自らの発言と行動に責任を持つものとします。 

（高浜市自治基本条例） 

（市民の役割） 

第６条 市民は、市政に関心を持ち、積極的に参画するよ

う努めるものとする。 

（明石市自治基本条例） 

  

 

②議会と行政は、まちづくりに多くの市民が参画できる

機会を設け、多様な市民の意見を市政に反映させる

よう努めます。 

 

（市民参画・協働のための仕組み） 

第３０条 市長等は、重要な施策の立案、実施及び評価

のそれぞれの段階において、市民参画を拡充推進するた

めの仕組みを整備します。 

２ 市長等は、それぞれの事案に応じて効果的な市民参

画の手法を選択するとともに、これを公表し、実施します。

３ 市長等は、市民参画により表明された意見や示された

提案を総合的に検討し、その結果を市民に公表するととも

に、適切に施策へ反映させるよう努めます。 

４ 市長等は、協働を拡充推進するための仕組みを整備し

ます。 

 

（参画と協働によるまちづくり条例） 

第３１条 参画と協働を拡充推進するための基本的な事

項については、別に条例で定めるものとします。 

(熊本市自治基本条例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参画機会の保障） 

第１３条 行政は、市民の意見が市政へ反映されるととも

に、参画する機会が保障されるよう、多様な参画制度を

設けます。 

（高浜市自治基本条例） 

 

第１節 市政への市民参画 

（市政への市民参画における市長等の責務） 

第１２条 市長等は、市民の市政への参画の機会を保障

する。 

２ 市長等は、市民の意見を的確に受け止めることができ

るよう市民参画に関して職員の意識を高めるものとする。 

 

（市民参画の手法） 

第１３条 市長等は、市民が市政に参画することができるよ

う多様な参画手法を用いるものとする。 

２ 市長等は、別に定めるところにより、市民から具体的な

政策等の提案があったときは、当該政策等について検討

し、その結果及び理由を原則として公表するものとする。 

(明石市自治基本条例） 
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  〔ＮＰＯ等と行政の連携・協力〕       

  

①ＮＰＯ（非営利団体）やボランティア等は、それぞれ

の特性を活かした活動を通して、まちづくりに参加しま

す。 

（市民公益活動） 

第３３条 市民は、前条に規定する活動のほか、公共の利

益や社会貢献を目的として自主的に活動する市民活動

（以下「市民公益活動」といいます。）に対する理解を深

め、これを守り育てるよう努めます。 

２ 市長等は、市民公益活動が推進されるよう支援しま

す。 

（熊本市自治基本条例） 

（市民活動） 

第７条 市民は、より魅力的で活力のあるまちをつくるた

め、市民活動への参加を通じて市民自治を推進するよう

努めるものとする。 

２ 市民及び市の執行機関は、市民活動の円滑化及び活

性化を図るため、市民活動を行う個人及び団体（以下「市

民活動を行うもの」という。）に対してその活動の実情に応

じた支援を行うよう努めるものとする。 

 

（活動を行うもの相互の連携） 

第８条 地域活動を行うもの、市民活動を行うもの及び市

の執行機関は、地域活動を行うもの、市民活動を行うもの

又はその両者の相互の連携及び交流を促進するための

機会の提供、人材の育成その他必要な取組を行うよう努

めるものとする。 

（小田原市自治基本条例） 

 

（市民によるまちづくり活動の促進） 

第２３条 市は、市民との協働によるまちづくりを進めるた

め、市民によるまちづくり活動に対して、その自主性と自立

性を尊重しつつ、適切な支援を行うものとする。この場合

において、市は、必要な条例等を整備するものとする。 

２ 市は、まちづくりについて、市民が自ら学び、考えること

ができる環境づくりに努めなければならない。 

（札幌市自治基本条例） 

  

②特に、公共的課題の解決や公共的サービスの提

供を活動の目的とするＮＰＯやボランティア等につい

ては、行政がそれらの自主性を尊重しつつ、協力して

実行できる仕組みづくりや必要な支援をします。 
    

（コミュニティの尊重） 

第１３条 議会及び市の執行機関は、まちづくりの担い手と

して、コミュニティ（まちづくりに関する課題に取り組む自治

会等の地域の自治組織、市民活動団体等をいいます。以

下同じです。）の自主性及び自立性を尊重します。 

(平塚市自治基本条例) 

 

〔住民投票〕 （川崎市自治基本条例）＊住民投票を行うことができるこ

とを定義づけている。 

（川崎市住民投票条例）＊自治基本条例を受けて住民

投票条例を設けている。 

（高浜市住民投票条例）＊日本で初めて作られた常設型

の住民投票条例 

（富士見市住民投票条例）＊常設型の住民投票条例で

実際に住民投票を行った市（合併の是非） 

住民投

票 

①市政の重要事項について、住民の意見を確認する

ことができる制度として住民投票を実施できることとし

ます。ただし、濫用を防ぐための一定の要件を付すこ

とが必要です。 

（市政に係る重要事項） 

第２条 住民投票に付することができる市政に係る重要事

項（以下「重要事項」という。）は、現在又は将来の住民の

福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項

であって、住民の間又は住民、議会若しくは市長の間に重

大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照ら

し、住民に直接その賛成又は反対を確認する必要がある

ものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、既に住民投票に付された事

項又は議会若しくは市長その他の執行機関により意思決

定が行われた事項にあっては、改めて住民に直接その賛

成又は反対を確認することが必要とされる特別な事情が

認められるものでなければならない。 

 (定義) 

第 2 条 この条例において「市政運営上の重要事項」と

は、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要

があると認められる事案であって、市及び市民全体に直接

の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項

を除く。 

(1) 市の権限に属さない事項 

(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を

行うことができる事項 

(3) もっぱら特定の市民又は地域にのみ関係する事項 

(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項 

(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが

適当でないと明らかに認められる事項 

(定義) 

第 2 条 この条例において「市政運営上の重要事項」と

は、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要

があると認められる事項であって、市及び市民全体に直接

の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項

を除く。 

(1) 市の権限に属さない事項 

(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき市民投票を

行うことができる事項 

(3) 専ら特定の市民又は地域にのみ関係する事項 

(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項 

(5) 前各号に定めるもののほか、市民投票に付することが

適当でないと明らかに認められる事項 
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  ３ 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要

事項としない。 

(１) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる

事項 

(２) 住民投票を実施することにより、特定の個人又は団

体、特定の地域の住民等の権利等を不当に侵害するおそ

れのある事項 

(３) 専ら特定の地域に関する事項 

(４) 市民（川崎市自治基本条例第３条第１号に規定する

市民をいう。以下同じ。）が納付すべき金銭の額の増減を

専ら対象とする事項 

(５) その他住民投票に付することが適当でないと認めら

れる事項 

 

    

  

②住民投票は、その必要があれば速やかに実施でき

るように常設型の制度を設けます。 

（発議又は請求） 

第４条 投票資格者は、その総数の 10 分の１以上の者の

連署をもって、住民投票を発議し、その代表者から、市長

に対し、その実施を請求することができる。 

２ 議会は、議決により住民投票を発議し、市長に対し、そ

の実施を請求することができる。この場合において、議案

を提出するに当たっては、議員の定数の 12 分の１以上の

者の賛成がなければならない。 

３ 市長は、自ら住民投票を発議することができる。 

４ 前３項の規定にかかわらず、既に発議に係る手続が開

始されている場合においては、当該発議に係る住民投票

の手続が行われている間は、何人も、当該住民投票に付

そうとされ、又は付されている事項と実質的に同一と認め

られる事項について、住民投票を発議することができな

い。 

 (住民投票の請求及び発議) 

第 3 条 第 11 条の規定による投票資格者名簿の登録が

行われた日において当該投票資格者名簿に登録されて

いる者は、市政運営上の重要事項について、その総数の

3 分の 1 以上の者の連署をもって、その代表者から、市長

に対して書面により住民投票を請求することができる。 

2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法

(昭和 22 年法律第 67 号)第 74 条第 6 項から第 8 項ま

で、第 74 条の 2 第 1 項から第 6 項まで及び第 74 条の 3

第 1 項から第 3 項までの規定の例によるものとする。 

3 市議会は、議員の定数の 12 分の 1 以上の者の賛成を

得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成によ

り議決された市政運営上の重要事項について、市長に対

して書面により住民投票を請求することができる。 

4 市長は、市政運営上の重要事項について、自ら住民

投票を発議することができる。 

5 市長は、第 1 項の規定による市民からの請求(以下「市

民請求」という。)若しくは第 3 項の規定による議会からの

請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の

規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要

旨を公表するとともに、高浜市選挙管理委員会(以下「選

挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなけ

ればならない。 

6 市長は、住民投票に係る市民請求又は議会請求があ

ったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当す

る場合を除き、住民投票の実施を拒否することができない

ものとする。 

(市民投票の請求及び発議) 

第 3 条 公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)第 19

条に規定する選挙人名簿の登録が行われた日において

当該選挙人名簿に登録されている者は、市政運営上の

重要事項について、その総数の 5 分の 1 以上の者の連署

をもって、その代表者から、市長に対して書面により市民

投票を請求することができる。 

2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法

(昭和 22 年法律第 67 号)第 74 条第 6 項から第 8 項ま

で、第 74 条の 2 第 1 項から第 6 項まで及び第 74 条の 3

第 1 項から第 3 項までの規定の例によるものとする。 

3 市議会は、議員の定数の 3 分の 1 以上の者の賛成を

得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成によ

り議決された市政運営上の重要事項について、市長に対

して書面により市民投票を請求することができる。 

4 市長は、市政運営上の重要事項について、自ら市民

投票を発議することができる。 

5 市長は、第 1 項の規定による市民からの請求(以下「市

民請求」という。)若しくは第 3 項の規定による議会からの

請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の

規定により自ら市民投票を発議したときは、直ちにその要

旨を公表するとともに、富士見市選挙管理委員会(以下

「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければな

らない。 

6 市長は、市民投票に係る市民請求又は議会請求があ

ったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当す

る場合を除き、市民投票の実施を拒否することができない

ものとする。 
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③市民、市長、議会は、住民投票の発議・請求をす

ることができるとともに、その結果を尊重します。 

 (住民投票制度) 

第３１条 市は、住民（本市の区域内に住所を有する人

（法人を除きます。）をいいます。以下同じ。）、議会又は

市長の発議に基づき、市政に係る重要事項について、直

接、住民の意思を確認するため、住民投票を実施するこ

とができます。 

２ 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。 

（川崎市自治基本条例） 

    

  
④住民投票の資格や方法等については、別途検討

事項とします。      

  〔コミュニティと行政の連携・協力〕       

コミュニ

ティ 

①市民は、出雲市のまちづくりを進める上で、コミュニ

ティが果たす大切な役割を認識し、その活動に積極

的に参画し、協力するよう努めます。 

 

 

②コミュニティは、地域のさまざまな課題やお互いの

活動が関連していることを踏まえて、それぞれの特性

を活かしつつ、相互に連携・協力するよう努めます。 

 

 

③行政は、まちづくりの担い手であるコミュニティが果

たす役割を認識し、必要な支援と協力をします。 

 

 

④市民は、防災活動を始めとする地域の安全確保や

環境美化などの暮らしに関わる身近な課題を、共に

助け合い解決していくため、町内会（自治会）が果た

す役割を認識して積極的に参加するように努め、行

政はその活動を支援します。 

（地域コミュニティ活動） 

第３２条 市民は、市民相互の協働により、身近な地域の

課題を解決していくとともに、社会を多様に支え合う自主

的で自立的な地域のコミュニティ活動（以下「地域コミュニ

ティ活動」といいます。）を推進するよう努めます。 

２ 市民は、地域コミュニティ活動を行うに当たっては、思

いやりとふれあいのある住みよい地域となるよう、自らの役

割を自覚し、互いを十分に尊重しながら進めることとしま

す。 

３ 市長等は、市民による地域コミュニティ活動が推進され

るよう支援します。 

（熊本市自治基本条例） 

(コミュニティの尊重等) 

第９条 市民は、暮らしやすい地域社会を築くために、コミ

ュニティ（居住地、関心又は目的を共にすることで形成さ

れるつながり、組織等をいいます。以下同じ。）をそれぞれ

の自由意思に基づいて形成することができます。 

２ 市民及び市は、暮らしやすい地域社会の担い手である

コミュニティの役割を尊重するものとします。 

３ 市は、コミュニティの自主性及び自律性を尊重しなが

ら、コミュニティにかかわる施策を推進します。 

（川崎市自治基本条例） 

（コミュニティ） 

第２５条 市民及び市は、公益の増進に取り組むコミュニ

ティ（市民により自主的に形成された集団又はつながりを

いう。以下同じ。）が地域の自治の担いであることを認識

し、その活動を尊重しなければならない。 

２ 市民は、自らの自由な意思に基づき、公益の増進に取

り組むコミュニティの活動に参加し、又は協力するよう努め

るものとする。 

３ 市は、公益の増進に取り組むコミュニティから提出され

た市政に関する意見、提案等を多角的かつ総合的に検

討し、市政に反映させるよう努めなければならない。 

 

（協働） 

第２６条 市民及び市は、適切な役割分担の下、地域の

課題を解決するため、互いの自主性及び特性を尊重し、

対等の立場で連携し、又は協力するよう努めるものとす

る。 

２ 市民は、自らの自由な意思に基づき、地域の課題を解

決するため、対等の立場で相互に連携し、又は協力する

よう努めるものとする。 

 

（市民活動の推進） 

第２７条 市は、公益の増進に取り組む市民の活動を支援

するため、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。この

場合において、市は、当該市民の活動の自主性及び自立

性を損なうことのないよう配慮しなければならない。 

（茅ヶ崎市自治基本条例） 
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（住民自治の定義） 

第 21 条 住民自治とは、共同体意識の形成が可能な一

定の地域において、市民が地域を取り巻く様々な課題に

取り組み、市民が主役となったまちづくりを行う活動をい

う。 

２ 住民自治活動の主体は、自治会をはじめ、ボランティ

ア・市民活動団体、地域の良好な生活環境づくりに貢献

する事業者などのほか、まちづくり活動に積極的に参加す

る個人も含まれるものとする。 

  

（住民自治に関する市民の役割） 

第 22 条 私たち市民は、住民自治活動の重要性を認識

し、自ら住民自治活動に参加するよう努めなければならな

い。 

２ 私たち市民は、住民自治活動を行う団体等を支援す

るよう努めなければならない。 

  

（住民自治に関する市の役割） 

第 23 条 市は、市民が自主的かつ主体的に行う住民自

治活動を尊重しなければならない。 

２ 市は、非営利、非宗教及び非政治の住民自治活動に

対しては、必要に応じてこれを支援する。 

（伊賀市自治基本条例） 

＊地縁による組織を明確化したもの 

 

（市民の互助） 

第８条  市民は、互いに助け合い、自治を実現するものと

する。この場合において、市民は、互いの権利及び利益を

尊重しなければならない。 

 

（地縁による団体及び市民団体による活動） 

第９条  市民は、町会、自治会等の地縁による団体及び

自主的に形成された市民団体による活動を通じて自治を

実現することができる。 

２  市民及び市は、前項に規定する地縁による団体及び

市民団体を、自治を実現する担い手として尊重しなけれ

ばならない。 

（川口市自治基本条例） 

＊地縁による組織を明確化したもの 

 

（地域コミュニティ） 

第１７条 市民は、地域の多岐にわたる課題に総合的に対

応するための組織（以下「協働のまちづくり推進組織」とい

う。）を設立し、地域コミュニティとして協働のまちづくりを推

進する。 

２ 協働のまちづくり推進組織が担うまちづくりの基本的な

単位は、小学校区とする。 

 

（協働のまちづくり推進組織） 

第１８条 協働のまちづくり推進組織は、民主的で開かれ

た運営を行い、地域での組織づくり及び活動に当たって

は、地縁による団体その他各種団体間の連携、協力に努

めるものとする。 

２ 協働のまちづくり推進組織は、地 域での課題解決に向

け、地域で意見を集約し、合意形成を図った上で、まちづ

くりに関する協働の提案を市長等に対して行うことができ

る。 

３ 市長等は、協働のまちづくり推進組織からまちづくりに関

する協働の提案が行われた場合には、協議の上、真摯に

検討し、対応しなければならない。 

 

（協働のまちづくりの拠点） 

第１９条 小学校区コミュニティ・センターを協働のまちづく

りの拠点として位置付け、市民と市、市民同士が地域等の

情報を共有する場又は地域自らが地域のまちづくりを考え

実践する場、市民と市が協働するための場等まちづくりの

場とする。 

 

（条例に基づく協働のまちづくりの推進） 

第 20 条 協働のまちづくりの推進方策その他必要な事項

については、別に条例で定める。 

（明石市自治基本条例） 
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他団体

との関

係 

〔広域的な連携〕 

議会と行政は、まちづくりの共通課題や広域的な課

題の解決のために、率先して他の自治体等と連携を

図り、協力しながら地域の発展に尽くしていきます。 

 

＊提言書には「国・県との関係」についての記述はあり

ません。 

 

第２９条 市は、共通する課題を解決し、又は市民により

良い公共サービスを提供するため、国及び他の地方公共

団体と連携し、又は協力するよう努めなければならない。 

（茅ヶ崎市自治基本条例） 

 

第２８条 市は、国及び福岡県と対等な立場で共通の目

的である市民福祉の増進に向かって相互に協力するとと

もに、国及び福岡県に対して政策又は制度に関する意見

の提出及び提案を積極的に行うものとする。 

２ 市は、他の地方公共団体と共通する課題について、当

該地方公共団体と相互に連携及び協力をし、その解決に

努めるものとする。 

３ 市は、本市の国際社会における役割を果たすため、ア

ジア地域その他の地域の外国の政府、外国の地方公共

団体等との交流、連携及び協力に努めるものとする。 

（北九州市自治基本条例） 

 

 

第３１条 市は、国及び県と対等の関係にあることを踏まえ

て、適切な役割分担の下、必要に応じ、連携し、協力して

いきます。 

 

第３２条 市は、広域的な課題に取り組むため、他の地方

公共団体等と適切に連携し、協力していきます。 

（米子市原案） 

 

〔めざすまちづくり〕 

１．まちの全体像 

①市民の誰もが、市政に参画することができるま

ち 

②市民一人ひとりが、お互いの人権を認め合い、

共に個人として尊重される心豊かなまち 

③市民の誰もが、安全に安心して豊かに暮らせる

まち 

④市民の誰もが、神話のふるさと出雲に誇りをも

ち、豊かな自然と歴史・文化を大切にし、育んで

きた活力を将来にわたって持続するとともに、新

しい伝統と文化を創造できるまち 

 

２．活力があるまち 

①市民、議会、行政は、産業、観光、教育、芸術

文化、スポーツなどあらゆる分野において出雲ブ

ランドを育て、豊かな出雲市の実現に努めます。 

②市民、議会、行政は、地場産業の振興、産業誘

致、産官学の連携などにより、雇用環境を整備し、

市民が活力をもって生活できるよう努めます。 

 

３．福祉と医療が充実したまち 

①市民は、年齢、性別、心身の状況等に関わらず、

お互いを尊重し、助け合って暮らせる福祉のまち

づくりを進めます。 

②市民と行政は、その役割を補完し合うととも

に、それぞれが役割分担をしながら生きがいをも

って暮らせるまちづくりを進めます。 
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③行政は、県内最大の医療機関の集積を活かし、

医療・保健・福祉が連携したサービスが提供され

るよう努め、全ての市民が安心して暮らせるまち

づくりを進めます。 

 

４．災害等に強いまち 

＊市政運営〔危機管理〕に記述 

 

５．次世代へつなぐまち 

①地域の宝である子どもは、未来の担い手であ

り、地域全体で大切に育てていきます。 

②家庭、学校、地域は共に、豊かな自然と優れた

伝統文化を継承し、温みのある人間関係を築き、

子どもたちが夢と希望の持てるまちをつくりま

す。 

③市民、議会、行政は、ふるさと出雲への愛着と

誇りを持ち、明日を担う心豊かでたくましい子ど

もの育成に努めます。 
 

 


