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第３回「出雲市自治基本条例（仮称）」条例案検討会 協議資料 

 

出雲市自治基本条例（仮称） 条例原案（修正案） 

 

・住民…本市の区域内に住所を有する人 

・市民…住民＋本市の区域内への通勤・通学者＋本市の区域内で事業を営む団体（事業者） 

・「まちづくり（より住みやすいまちをめざして行う公共的な活動」の中で、市が担う部分を

「市政」とする。 

 

第１ 目 的 

（目的） 

この条例は、市民の権利及び責務、市議会及び市長の責務並びに市政の基本的事項を定めること

により、市民が主体となった自治を実現することを目的とします。 

 

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ます。 

② 市議会及び市長等は、他の条例、規則、規定及び告示の制定改廃並びに運用に当たっては、こ

の条例に定める事項との整合性を図ります。 

 

第３ 定義 

（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 

（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 

（３）市長等 

市長その他の執行機関  

（４）まちづくり 

 より住みやすいまちをめざして行う公共的な活動 

（５）市政 

まちづくりのうち市長等又は市議会が行う活動 

 

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）市民参画の原則  市議会及び市長等は、市民の参画を基本に市政を行うこと。 

削除: 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、

削除: 運営

削除: 本市における

削除: 、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。

削除: 等

削除: 及び

削除: 意味

削除: 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

削除: 執行機関及び地方公営企業の

管理者

削除: ４

削除: （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

（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

（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

削除: （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。
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（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）連携・協力の原則  市民、市議会及び市長等は、相互に連携・協力してまちづくりを行う

こと。 

（４）自主性の原則  市民によるまちづくりは、自主性を基本とし、尊重されること。 

 

第５ 市民 

（市民の権利） 

① 市民は、次に掲げる権利を有します。 

（１）市政に対して自ら意見を表明し、参画する権利 

（２）市政に関する情報を知る権利 

② 市民は、法令等の定めるところにより、行政サービスを等しく受けることができます。 

 

 

（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、主体的にまちづくりに取り組むよう努めます。 

② 市民は、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。 

③ 市民は、行政サービスの享受にあたっては、応分の負担を負わなければなりません。 

 

（青少年及び子どものまちづくりへの関わり） 

満２０歳未満の青少年及び子どもは、将来にわたる自治の担い手として尊重され、それぞれの年

齢にふさわしいまちづくりに関わることができます。 

 

 

 

 

第６ 議会 

（市議会・市議会議員の責務） 

① 市議会は、住民の代表機関として、市政の意思決定を行う機関及び市長等が行う施策を監視す

る機関としての役割を果たすとともに、政策の立案に努めます。 

② 市議会及び市議会議員は、市民の意見を的確に把握し、市政に反映させるよう努めます。 

③ 市議会及び市議会議員は、議会活動に関する情報を市民に分かりやすく提供するよう努めます。 

④ 市議会は、議会運営に関する基本的事項について、出雲市議会基本条例で定めます。 

 

第７ 市長 

（市長の責務） 

① 市長は、市の代表者として、市政の基本方針を明らかにし、リーダーシップを発揮しながら市

政を行います。 

② 市長は、市民の意見を的確に把握し、市政に反映するよう努めます。 

 

第８ 市職員 

（市職員の責務） 

① 市職員は、市民の視点に立ち、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・協力し、職務を行います。 

削除: ２

削除: （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…が…市政及び地域の

削除: ５…の…公益的活動

削除: の権利

削除: 及び地域のまちづくり…及

び意見が言える権利

削除: 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。

削除: 第６ 市民の責務

削除: 自治の実現のために

削除: 市政及び地域の

削除: 第７ 事業者の責務

削除: ８

削除: 等

削除: ①…市民との交流又は対話

の機会を設けて、市政に関する…

議会の審議に生かすよう

削除: ②…の審議に関する情報、市

政の課題等…市民に…周知するよ

削除: ③…自らが担うべき役割を

果たすための…な…は…別に条例

削除: ９…の責務

削除: ①…自らの権限を適切に行

使し、…意向…適正に…判断…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。

削除: 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

削除: １０…の責務

削除: 

削除: 信頼関係を築きながら、…市

... [2]

... [1]

... [4]

... [5]

... [6]
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... [8]
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... [11]
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③ 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ます。 

 

第９ 市政運営 

（市民参加の機会の確保） 

① 市長等は、施策や事業の内容に応じて、多様な方法により、市民が参画する機会の確保に努め

ます。 

② 市長等は、市民参画により提出された意見や提案を総合的に検討し、適切に市政へ反映させる

よう努めます。 

 

 

（情報共有） 

 市長等は、市政に関する情報を市民に積極的かつ分かりやすく提供し、情報を共有するよう努め

ます。 

 

（個人情報の保護） 

市長等は、出雲市個人情報保護条例により、保有する個人情報を適正に取り扱います。 

 

（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、その内容を市民に分かりやす

く説明するよう努めます。 

 

（意見・要望への対応） 

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対応するよう努めます。 

 

（総合計画の策定） 

① 市長等は、総合的かつ計画的な市政を行うため、市議会の議決を得て、総合計画を策定します。 

② 市長等は、総合計画の策定にあたっては、市民の参画の機会を確保します。 

③ 市長等は、市政に関する個別計画の策定にあたっては、総合計画との整合性を図ります。 

 

（財政運営） 

① 市長等は、中長期的な展望に立った財政計画に基づき、健全な財政運営に努めます。 

② 市長等は、財政の状況を市民に分かりやすく公表するよう努めます。 

 

（行政評価） 

市長等は、市政における施策の成果及び達成度について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。 

 

 

第１０ 危機管理 

（危機管理） 

① 市長等は、自然災害等不測の事態に対応するため、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、

削除: １１

削除: の

削除: ①

削除: 別に条例で定めるところに

より、

削除: 公開するとともに、

削除: に市民に分かりやすく

削除: し、情報の共有に

削除: 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。

削除: 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

削除: 及び必要性

削除: ことに

削除: 応答責任

削除: 応答します

削除: 市政運営を

削除: に進めるための

削除: 

② 市長等は、総合計画の策定に

削除: ③ 市長等は、総合計画の進

削除: 健全な

削除: 市政運営に当たって、

削除: 視点

削除: を策定するとともに、効率的

削除: 市民に分かりやすい財務に

削除: します

削除: 効率的かつ効果的な市政運

削除: を明らかにする

削除: （適正な行政手続）

削除: ２

削除: 備えて

削除: 未然の

... [13]

... [17]

... [20]

... [15]

... [18]

... [21]

... [19]

... [16]

... [14]
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相互に協力して災害等に対応するよう努めます。 

 

 

第１１ 市民活動 

（市民活動） 

① 市長等は、公共の利益や社会貢献を目的とする市民活動への理解を深め、その活動の自主性と

自立性を尊重します。 

② 市長等は、市民活動を行うものに対して、適切な支援を行います。 

 

第１２ 町内会（自治会）活動 

（町内会等） 

① 住民は、町内会（自治会）が、住みよい地域社会をつくる活動を行っていることを認識し、そ

の活動に参加するよう努めます。 

② 市長等は、住民の町内会（自治会）加入を促進するとともに、町内会（自治会）の活動に対し

て、適切な支援を行います。 

 

 

第１３ 住民投票 

（住民投票） 

① 市長は、住民若しくは市議会の請求又は自らの発議に基づき、市政の重要事項について、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 市長は、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 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。 

④ 住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定めます。 

 

第１４ 他の団体との関係 

（広域的な連携） 

市議会及び市長等は、広域的な課題を解決し、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・協力をして地域の発展に尽くすよう努めます。 

 

 

第１５ 条例の見直し 

（条例の見直し） 

① 市長は、この条例を検証し、必要に応じて所要の見直しを行います。 

② 市長は、この条例の見直しを行うときは、市民の参画を得て行います。 

削除: 第１３ 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

削除: ４

削除: 地域コミュニティ

削除: （コミュニティの尊重等）

削除:  

削除: 市民は、自らの自由な意思に

削除: ③ 住民は、防災活動を始め

削除: ６

削除: に関し特に

削除: な

削除: 別に条例を定めることによ

削除: 住民、

削除: ７

削除: 共通する

削除: 又は市民に

削除: し、又は

削除: ８

削除: 検証

削除: 検証等

削除: ４年を超えない期間ごとに、

削除: 条例の改正その他の措置

削除: 講じ

削除: 検証

... [23]

... [24]

... [22]

... [25]

... [26]
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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。 
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（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。 
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ながら 

 

ページ 2: [8] 削除 出雲市 2011/12/07 17:38:00 

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。 

 

ページ 2: [9] 削除 出雲市 2011/12/07 13:50:00 

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。 

 

ページ 2: [10] 削除 出雲市 2011/12/07 20:55:00 

１０ 

 

ページ 2: [10] 削除 出雲市 2011/12/07 15:40:00 

の責務 

 

ページ 2: [11] 削除 出雲市 2011/12/07 15:39:00 

 

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 



 

ページ 2: [12] 削除 出雲市 2011/12/07 20:55:00 

信頼関係を築きながら、 

 

ページ 2: [12] 削除 出雲市 2011/12/07 20:55:00 

市政及び地域のまちづくりの推進に努めます 

 

ページ 3: [13] 削除 出雲市 2011/12/07 15:27:00 

別に条例で定めるところにより、 

 

ページ 3: [14] 削除 出雲市 2011/12/07 15:31:00 

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。 

 

ページ 3: [15] 削除 出雲市 2011/12/07 15:36:00 

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 

 

ページ 3: [16] 削除 出雲市 2011/12/07 21:48:00 

 

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。 

 

ページ 3: [17] 削除 出雲市 2011/12/07 15:04:00 

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。 

 

ページ 3: [18] 削除 出雲市 2011/12/07 15:06:00 

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 

 

ページ 3: [19] 削除 出雲市 2011/12/07 15:20:00 

市民に分かりやすい財務に関する資料を作成し、 

 

ページ 3: [20] 削除 出雲市 2011/12/07 15:22:00 

効率的かつ効果的な市政運営を行うため、 

 

ページ 3: [21] 削除 出雲市 2011/12/07 15:23:00 

（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。 

 

ページ 4: [22] 削除 出雲市 2011/12/07 17:41:00 

第１３ 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。 

 

ページ 4: [23] 削除 出雲市 2011/12/07 17:12:00 

（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 

 

ページ 4: [24] 削除 出雲市 2011/12/07 17:14:00 

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。 

 

ページ 4: [25] 削除 出雲市 2011/12/07 17:19:00 

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。 

 

第１５ 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。 

 

ページ 4: [26] 削除 出雲市 2011/12/07 15:44:00 



別に条例を定めることにより、 

 

 


