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第２回「出雲市自治基本条例（仮称）」条例案検討会 

 

 

 

 

 

 

 

条例原案（たたき台） 
 

 

 

 

 

平成２３年１１月２５日 

 

 

≪委員意見（全体について）≫ 

□条文化にあたって提言書の項目の追加・削除は了承 

□「実効性」を強く意識してたたき台を提案してほしい 

□条文はできるだけ平易な表現にしたい 

 ※個別項目の意見は項目毎に付記しています。 

 

≪用語の定義について≫ 

□便宜的に次のように定義しています。 

・「市政（市長等又は市議会が行う活動）」⇔「地域のまちづくり（市民がより住み

やすいまちをめざして行われる公共的な活動） 

・「住民（市に住所を有する者）」⇔「市民（出雲市のまちづくりに関係のある者や

団体）」 
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第１ 目 的 

 

この条例は，出雲市における自治の基本原則を明らかにするとともに、市民の権利及び責務、市

議会及び市長の責務並びに市政運営の基本的事項を定めることにより、本市における自治を実現

することを目的とします。 

 

 

提言書 

〔条例の必要性〕 

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。 

 

先行事例 

（目的）熊本市自治基本条例 

第１条 この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにするとともに、市民、市議会及び市

長等の役割並びに自治を推進するための原則を定めることにより、日本国憲法に規定する地方自

治の本旨に基づく自治を推進し、もって個性豊かで活力に満ちた社会の実現を図ることを目的と

する。 

 

（目的）高松市自治基本条例 

第１条 この条例は、高松市における自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市民、

議会および執行機関の役割と責務ならびに参画と協働による自治運営の基本的事項を定めるこ

とにより、市民主体の自治の実現を図ることを目的とする。 

 

（目的）石狩市市自治基本条例 

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。 

 

（目的）小田原市自治基本条例 

第１条 この条例は、本市における自治の基本的なあり方、自治の担い手の役割を定めることに

より、市民がより一層生き生きと暮らし続けることができるまちを実現することを目的とする。 

 

（目的）川口市自治基本条例 

第１条 この条例は、市民の役割及び権利、市の役割及び責務並びに市政の運営に関する基本的

な事項を定めることにより、本市における自治を実現することを目的とする。 

 

（目的）茅ヶ崎市自治基本条例 

第１条この条例は、茅ヶ崎市における自治の基本理念を明らかにするとともに、市民の権利及び

責務、議会及び市長の責務、市政を運営するに当たっての基本原則等を定めることにより、地
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方自治の本旨にのっとった茅ヶ崎市における自治を推進することを目的とする。 

 

（目的）稚内市自治基本条例 

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。 

 

（目的）多摩市自治基本条例 

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。 
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第２ 条例の位置づけ 

 

（条例の位置づけ） 

① この条例は、本市における自治の基本を定めるものであり、市民、市議会及び市長等は、この

条例の趣旨を尊重し、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 市議会及び市長等は、他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例に定める

事項との整合を図ります。 

 

※  まちづくり＝市政＋地域のまちづくり 

 

 

提言書 

「住民が主役のまちづくり」の実現のために条例を制定する〔はじめに〕 

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。 

 

先行事例 

（条例の位置づけ）茅ヶ崎市自治基本条例 

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。 

 

（条例の位置付け）上田市自治基本条例 

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。 

 

（自治基本条例の位置付け）厚木市自治基本条例 

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。 
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第３ 定 義 

 

この条例における用語の定義は、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  

本市の区域内でまちづくりに関係する者及び団体 

※例）市内に住所を有する者、市内の事業所若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

活動を行う者若しくは団体など 

（３）市長等 

執行機関及び地方公営企業の管理者をいいます。 

（４）市政 

市長等又は市議会が行う活動をいいます。 

（５）地域のまちづくり 

市民がより住みやすいまちをめざして行う公共的な活動をいいます。 

（６）参画  

市民が市政や地域のまちづくりに主体的に参加することをいいます。 

（７）コミュニティ  

自治会等の地縁による団体、共通の関心によってつながった多様な組織及び集団をいいます。 

 

 

委員意見 

・市民の定義については、たたき台では、全体を「住民（住所を有する者、自然人）」として作成

し、最終的に修正をかけては如何か（毎熊委員） 

 

提言書 

（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。 
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先行事例 

（定義）所沢市自治基本条例 

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。 

 

（定義）北九州市自治基本条例 

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。 

 

（定義）熊本市自治基本条例 

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
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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。 
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第４ 基本原則 

 

（自治の基本原則） 

この条例の目的を達成するため、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）情報共有の原則  市民、市議会及び市長等は、市政に関する情報を共有すること。 

（３）参画の原則  市民の参画により、市政及び地域のまちづくりが行われること。 

（４）連携協力の原則  市民、市議会及び市長等が、連携協力して市政及び地域のまちづくりを

行うこと。 

（５）自主性の原則  市民の公益的活動は、自主性を基本とし、尊重されること。 

 

 

提言書 

＊提言書には、「人権尊重」、「情報共有」、「参加・参画」、「協力・連携」、「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。 

 

先行事例 

（基本原則）岸和田市自治基本条例 

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。 

 

（自治の基本原則）上田市自治基本条例 

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。 

 

第３章 自治の基本原則  平塚市自治基本条例 

（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。 
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第５ 市民の権利 

 

（市民の権利） 

① 市民は、次に掲げる権利を有します。 

（１）市政及び地域のまちづくりに参画する権利及び意見が言える権利 

（２）市政に関する情報を知る権利 

② 市民は、市政及び地域のまちづくりに参画しないことによって不利益な取扱いを受けません。 

 

 

委員意見 

・「まちづくりに対して意見が言える権利」は他に該当する条文がない。参画する権利の中に包含

されるのではないか（伊藤委員） 

・「意見が言える」とは「苦情処理」のようなことではないか（毎熊委員） 

・「まちづくり」なのか「市政」なのか（毎熊委員） 

・「まちづくり」は町村、「市政」「自治」は市のようなイメージ（小山委員） 

 

提言書 

〔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。 

 

先行事例 

（市民の権利）明石市自治基本条例 

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。 

 

（市民の知る権利）高松市自治基本条例 

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。 

 

（地域における市民の権利、責務等）三鷹市自治基本条例 

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



2011/11/25 現在 

10 
 

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。 
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第６ 市民の責務 

 

（市民の責務） 

① 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、自治の実現のために主体的に取り組むよう努

めます。 

② 市民は、市政及び地域のまちづくりに参画するときは、自らの発言及び行動に責任を持たなけ

ればなりません。 

 

 

委員意見 

・「市政」なのか「まちづくり」なのか。「市民の権利」の文言との整合性を図る。（中井委員） 

 

提言書 

〔市民の責務〕 

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。 

 

先行事例 

（市民の責務）茅ヶ崎市自治基本条例 

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。 

 

（市民の役割と責務）南足柄市自治基本条例 

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。 

 

（市民の責務）北九州市自治基本条例 

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。 
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事業者の権利 

 

・「市民」の中に包含しては如何か。 

・事業者を規定すると、通勤・通学者などの規定も必要になるのではないか。 

 

 

委員意見 

・提言書には記載がないが、所沢市の事例程度でも入れるべきではないか。（西田委員） 

 

提言書 

＊提言書には記載がありません 

 

先行事例 

（事業者の役割）所沢市自治基本条例 

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。 

 

（事業者の権利）岸和田市自治基本条例 

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。 

 

（まちづくりへの関与）米原市自治基本条例 

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。 
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第７ 議 会 

 

（市議会・市議会議員の責務等） 

① 市議会及び市議会議員は、市民との交流又は対話の機会を設けて、市政に関する市民の意見を

的確に把握し、議会の審議に生かすよう努めます。 

② 市議会及び市議会議員は、議会の審議に関する情報、市政の課題等を分かりやすく市民に周知

するよう努めます。 

③ 市議会は、自らが担うべき役割を果たすための基本的な事項については、別に条例で定めます。 

 

 

提言書 

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。 

 

先行事例 

（議会の基本的役割）北九州市自治基本条例 

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。 

 

（議会の責務）平塚市自治基本条例 

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。 
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（議会の役割と責務）高浜市自治基本条例 

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。 

（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。 
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第８ 執行機関（市長） 

 

（市長の責務） 

① 市長は、自らの権限を適切に行使し、市民の意向を適正に判断しながら、長期的な視野に立っ

て市政を先導しなければなりません。 

② 市長は、市政の基本方針を明らかにし、出雲市の代表者として、公正かつ誠実に透明性の高い

市政の運営をしなければなりません。 

 

 

提言書 

〔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 

 

先行事例 

（市長の責務）岸和田市自治基本条例 

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。 

 

（市長の役割と責務）高浜市自治基本条例 

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。 

 

（市長の責務）大和市自治基本条例 

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。 
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第９ 執行機関（市職員） 

 

（市職員の責務） 

① 市職員は、職務を遂行するための知識の習得と能力の向上に努めるとともに、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います 

② 市職員は、積極的に市民と連携し、信頼関係を築きながら、市政及び地域のまちづくりの推進

に努めます。 

 

 

提言書 

〔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。 

 

先行事例 

（職員の責務）岸和田市自治基本条例 

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。 

 

（職員の役割と責務）高浜市自治基本条例 

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。 

 

（市職員の責務）大和市自治基本条例 

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。 
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第１０ 市政運営 

 

（説明責任） 

市長等は、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ます。 

 

（応答責任） 

市長等は、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ます。 

 

（適正な行政手続） 

市長等は、別に条例で定めるところにより、市が行う処分、行政指導及び届出に関する手続を適

正に行います。 

 

（総合計画） 

① 市長等は、市政運営を総合的かつ計画的に進めるための総合計画を策定します。 

② 市長等は、総合計画の策定に当たっては、市議会の議決を得なければなりません。 

③ 市長等は、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。 

 

（健全な財政運営） 

① 市長等は、市政運営に当たって、中長期的な視点に立った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ます。 

② 市長等は、市民に分かりやすい財務に関する資料を作成し、公表します。 

 

（行政評価） 

市長等は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、施策の成果及び達成度を明らかにする行政

評価を実施するとともに、その結果を公表し、施策に反映させるよう努めます。 

 

 

委員意見 

・個人的には、ここの項目が肝だと考えている。市民が困らないための保険のようなもの。懇話会

では議論しにくい部分である（毎熊委員） 

 

提言書 

〔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。 

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。 

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。 

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。 
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先行事例 

(市民参加手続) 富士見市自治基本条例 

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。 

 (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。 

(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。 

(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。 

 

（市政運営の基本原則）高浜市自治基本条例 

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
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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。 

（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) 草加市みんなでまちづくり基本条例 

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。 

(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。 

(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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第１１ 市政運営（情報共有） 

 

（情報の共有） 

① 市長等は、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とともに、積極的

に市民に分かりやすく提供し、情報の共有に努めます。 

② 市民は、市議会及び市長等に対し、地域のまちづくりに関する情報を提供するよう努めます。 

 

（個人情報の保護） 

市長等は、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護に努めます。 

 

 

提言書 

〔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。 

 

先行事例 

（まちづくりに必要な情報等の共有及び活用）小田原市自治基本条例 

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。 

 

（情報共有）茅ヶ崎市自治基本条例 

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。 

 

第１節 情報共有  奥州市自治基本条例 

（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。 
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（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。 
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第１２ 市政運営（危機管理） 

 

（危機管理） 

① 市長等は、自然災害等不測の事態に備えて、市民、関係機関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の防止対策を行います。 

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、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。 

 

 

委員意見 

・危機管理を規定している自治体は多くないが、震災を経て、今後増えていくのではないか（毎熊

委員） 

・「災害等に強いまち」は懇話会のテーマだった（小早川委員） 

 

提言書 

〔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。 

 

先行事例 

（危機管理）高浜市自治基本条例 

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。 

 

（危機管理）明石市自治基本条例 

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。 

 

第７章 危機管理  南相馬市自治基本条例 

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。 
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第１３ 参画・連携協力（市民参画） 

 

（市民参画） 

① 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。 

 

 

提言書 

〔市民参画〕 

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。 

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。 

 

先行事例 

（参画の原則） 熊本市自治基本条例 

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。 

 

（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。 

 

（参画機会の保障） 高浜市自治基本条例 

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。 

 

（市政への市民参画における市長等の責務） 明石市自治基本条例 

第１２条 市長等は、市民の市政への参画の機会を保障する。 
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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。 
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第１４ 参画・連携協力（コミュニティ） 

 

（コミュニティの尊重等） 

① 市民、市議会及び市長等は、コミュニティが、地域のまちづくりを進めるうえで重要な役割で

あることを認識し、その活動を尊重します。 

 

② 市民は、自らの自由な意思に基づき、コミュニティ活動に参加し、又は協力するよう努めます。 

 

③ 住民は、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、町内会又は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、市長等はその活動を支援します。 

 

※コミュニティ⇒「自治組織（町内会だけではなく自治協会を含める）」という考え方もある 

 

 

提言書 

〔コミュニティと行政の連携・協力〕 

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。 

 

先行事例 

（地域コミュニティ活動）熊本市自治基本条例 

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。 

 

(コミュニティの尊重等) 川崎市自治基本条例 

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。 
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（コミュニティ）茅ヶ崎市自治基本条例 

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手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。 

 

（住民自治の定義）伊賀市自治基本条例 

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。 

 

（市民の互助）川口市自治基本条例 

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。 
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（地域コミュニティ）明石市自治基本条例 

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。 
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第１５ 参画・連携協力（市民活動） 

 

（市民活動） 

① 市民は、ＮＰＯやボランティア等の市民活動への参画を通じて地域のまちづくりを推進するよ

う努めます。 

② 市長等は、公共の利益や社会貢献を目的とする市民活動に対して、その自主性と自立性を尊重

しつつ、適切な支援を行います。 

 

 

提言書 

〔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。 

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。 

 

先行事例 

（市民活動）小田原市自治基本条例 

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。 

 

（市民公益活動）熊本市自治基本条例 

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。 

 

（市民によるまちづくり活動の促進）札幌市自治基本条例 

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。 
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（コミュニティの尊重）平塚市自治基本条例 

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。 



2011/11/25 現在 

30 
 

第１６ 住民投票 

 

（住民投票） 

① 市政に関し特に重要な事項について、直接、住民の意思を確認するため、別に条例を定めるこ

とにより、住民投票を実施することができます。 

② 住民投票を実施するときは、住民が判断するのに必要な情報を提供しなければなりません。 

③ 住民、市議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 

 

 ※次のページに常設型住民投票条例のたたき台を記載 

 

委員意見 

・自治基本条例と住民投票条例（常設型）はセットで考えておく必要があり、住民投票条例を同時に定めなく

とも、基本的な考え方は示す必要がある（伊藤委員） 

 

提言書 

〔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。 

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。 

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。 

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。 

 

先行事例 

(住民投票制度) 川崎市自治基本条例 

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。 

 

（市民投票）多治見市市政基本条例 

第３２条 市は、市政の重要事項について、市民の意思を直接に確認し、市政に反映させるため、

市民による投票（以下「市民投票」といいます。）を実施することができます。 

２ 市民投票に関して必要な事項は、別に条例で定めます。 

 

（住民投票）岸和田市自治基本条例 

第 20 条 市長は、岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題について、定住外国人を含む住民

のうち 18 歳以上の者が、その総数の４分の１以上の者の連署をもって住民投票を市長に請求した

ときは、直接住民の意思を問うため住民投票を実施しなければならない。 

２ 住民投票の投票権を有する者は、定住外国人を含む住民のうち 18 歳以上の者とする。 

３ 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 

４ 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定める。 
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≪常設型住民投票条例の主要部分（たたき台）≫ 

 

（市政運営上の重要事項） 

 この条例において「市政運営上の重要事項」とは、住民に直接その賛成又は反対を確認する必要

があると認められる事項であって、市及び住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（市の意思として明確に表示しようとする場合は除く） 

(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) もっぱら特定の住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) その他、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 

 

（投票資格者) 

 住民投票の投票権を有する者（以下「投票資格者」という。）は、日本国民で年齢満２０年以上

であり、出雲市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。 

 

（請求・発議） 

① 投票資格者は、６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、市政運営

上の重要事項について住民投票を実施することを請求することができる。 

② 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、住民投票を実施

することを請求することができる。 

③ 市長は、市政運営上の重要事項について、市議会の同意を得て、自ら住民投票を発議するこ

とができる。 

④ 市長は、①又は②による請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。 

 

（成立要件） 

住民投票は、１つの事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の２分の１に

満たないときは成立しないものとする。この場合においては、開票は行わない。 

 

（請求等の制限期間） 

この条例による住民投票が実施された場合には、結果の告示から２年が経過するまでの間は、同

一又は同旨の事項について住民投票を請求又は発議することができない。 

 

 

先行事例 

（市政に係る重要事項）川崎市住民投票条例 

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
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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。 

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 

（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。 

 

（市政運営上の重要事項）防府市住民投票条例 

第２条 この条例において「市政運営上の重要事項」とは、市及び市民全体に重大な影響を及ぼす

事案であって、市民に直接その意思を問う必要があると認められるものをいう。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。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限り

でない。 

２ 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 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、人事又は財務に関する事項 

５ 前各号に掲げるもののほか、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 

（投票資格者） 

第４条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第 21 条第 1

項の規定により防府市の選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。 

 (住民投票の請求及び発議) 

第７条 第5条第3項から第5項まで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の実施を請求する

ことができる。 

2 前項に規定する請求に係る署名に関する手続等は、地方自治法第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。 

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し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の

http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/reiki1/reiki_honbun/m407RG00000632.html#l000000000
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/reiki1/reiki_honbun/m407RG00000632.html#e000000027
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/reiki1/reiki_honbun/m407RG00000632.html#e000000070
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/reiki1/reiki_honbun/m407RG00000632.html#e000000078
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/reiki1/reiki_honbun/m407RG00000632.html#e000000096
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実施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、自ら住民投票の実施を発議することができる。 

5 市長は、第一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住民

投票の実施を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を

通知しなければならない。 

6 市長は、市民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が第 2 条各号に掲げる事項に

該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。 

 (住民投票の成立要件等) 

第 18 条 住民投票は、1 の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票日における投票

資格者名簿に登録されている者の数の 2 分の 1 に満たないときは、成立しないものとする。この

場合においては、開票作業その他の作業は行わない。 

2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。 

(投票結果の告示等) 

第 19 条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が

成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に

報告しなければならない。 

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに市議会議長に通知しなけれ

ばならない。 

3 市長は、市民請求に係る住民投票について、第 1 項の規定による報告があったときは、その内

容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。 

(投票結果の尊重) 

第 20 条 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 

(市民請求等の制限期間) 

第 21 条 この条例による住民投票が実施された場合には、第 19 条第 1 項の規定による告示の日

から 2 年間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求等を行うことができない。 

 

（定義）高浜市住民投票条例 

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 

(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。 

http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/reiki1/reiki_honbun/m407RG00000632.html#e000000096
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/reiki1/reiki_honbun/m407RG00000632.html#e000000114
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/reiki1/reiki_honbun/m407RG00000632.html#e000000117
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/reiki1/reiki_honbun/m407RG00000632.html#e000000027
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/reiki1/reiki_honbun/m407RG00000632.html#e000000246
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/reiki1/reiki_honbun/m407RG00000632.html#e000000260
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/reiki1/reiki_honbun/m407RG00000632.html#e000000260
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/reiki1/reiki_honbun/m407RG00000632.html#l000000000
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/reiki1/reiki_honbun/m407RG00000632.html#e000000260
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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。 

(住民投票の成立要件等) 

第 23 条 住民投票は、1 の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の 2 分

の 1 に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は

行わない。 

2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。 

第 26 条 この条例による住民投票が実施された場合(第 23 条第 1 項の規定により住民投票が成立

しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから 2 年が経過するまでの間は、同一の

事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求等を行うことができないものとする。 

 

 

（市民投票の請求及び発議） 富士見市民投票条例 

（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 

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

http://www1.g-reiki.net/fujimi/reiki_honbun/e336RG00000723.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/fujimi/reiki_honbun/e336RG00000723.html#e000000027
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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。 

（市民投票の成立要件等） 

第 20 条 市民投票は、1 の事案について投票した者の総数が当該市民投票の投票資格者数の 3 分

の 1 に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は

行わない。 

(市民請求等の制限期間) 

第 24 条 この条例による市民投票が実施された場合(第 20 条の規定により市民投票が成立しなか

った場合を除く。)には、その結果が告示されてから 2 年が経過するまでの間は、同一の事案又

は当該事案と同旨の事案について市民請求等を行うことができないものとする。 

 

http://www1.g-reiki.net/fujimi/reiki_honbun/e336RG00000723.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/fujimi/reiki_honbun/e336RG00000723.html#e000000244


2011/11/25 現在 

36 
 

第１７ 他の団体との関係 

 

（広域的な連携） 

市議会及び市長等は、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、又は協力して地域の発展に尽くすよう努めます。 

 

 

提言書 

〔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。 

 

先行事例 

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） 

 

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） 
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第１８ 条例の見直し 

 

（条例の検証等） 

① 市長は、４年を超えない期間ごとに、この条例を検証し、必要に応じて条例の改正その他の措

置を講じます。 

② 市長は、この条例の検証を行うときは、市民の参画を得て行います。 

 

※ ４年ごと→市長の任期 

 

 

委員意見 

・内容を点検するだけか、運用状況も評価するのか（中井委員） 

・見直しする期間を具体的に設定してはどうか（毎熊委員） 

 

提言書 

〔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。 

 

先行事例 

第 9 章 条例の検証等  茅ヶ崎市自治基本条例 

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。 

 

第 8 章 条例の見直し  北九州市自治基本条例 

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。 

 

第 11 章 自治基本条例の見直し  厚木市自治基本条例 

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。 
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めざすまちづくり（保留） 

 

 

委員意見 

・提言書の検討段階では、本市の現状ではなく将来のことをイメージし、発展思考で討議してきた

経緯がある。既に発展しているまちには必要のない項目であるが、本市の条例には盛り込みたい。

（西田委員） 

 

提言書 

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。 

 

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〕に記載 

 

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。 

 


