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自治基本条例・まちづくり基本条例の項目別論点と事例 

 

■条例項目 

総則・その他ブロック 住民自治・参画と協働ブロック 団体自治・行政経営ブロック 

大項目 小項目 大項目 小項目 大項目 小項目 

前文  町民 町民の権利と役割、責務 議会 議会の役割、責務 

総則 目的 町民 子どもの権利 議会 議員の役割、責務、倫理 

総則 用語の定義 町民 事業者の役割と責務 町長 町長の役割、責務、倫理 

基本理念 基本理念 住民自治 住民自治のあり方・定義 町職員 町職員の責務、倫理 

基本原則 基本原則 住民自治 住民自治の原則 行政経営 町政運営の原則 

情報 情報公開・共有、会議の公開 住民自治 住民自治組織 行政経営 総合計画 

情報 個人情報保護 住民自治 基礎的コミュニティ（自治会等） 行政経営 行政組織 

その他 世界遺産を活かしたまちづくり 参画と協働 参画と協働のまちづくり 行政経営 財政運営 

条例 位置づけ、体系化 参画と協働 参加、参画の権利 行政経営 政策法務 

条例 運用、第三者機関 参画と協働 参加、参画と協働の制度 行政経営 法令遵守、公益通報 

条例 見直し 参画と協働 計画等への参画 行政経営 説明責任、応答責任 

連携 国県市町村間連携 参画と協働 審議機関への参画 行政経営 広報・広聴、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 

連携 広域連携、相互支援 参画と協働 まちづくり活動への支援 行政経営 行政手続、公文書等管理 

国際、共生 国際交流、多文化共生 参画と協働 市民公益活動 行政経営 行政評価、行政改革 

  参画と協働 生涯学習 行政経営 外部監査 

  住民投票 住民投票 行政経営 危機管理 

      

 

 

注 色つき部分が今回の検討対象。 

  事例は、これまでに配布した事例を中心に抽出し、ほかに特徴があり吉野町での参考になると思われるものを加えた。 

  事例の条番号は省略した。同一条例で条番号が変わる場合は○で表記した。 

一部の項目については、「留意点」と「キーワード」を付した。 

  上表のブロック分けは便宜的なものである。 

資料５ 
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総則・その他ブロック検討項目 論点 

 

 項目 留意点 論点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆目的 

 吉野町まちづくり基本条例を制定する目的を簡明に書く（一文で）。 

 定型的な条文となることが多い。 

 

 

 条例の目的を表現する。盛り込むキーワードの選択が重要。 

 条例制定の主旨を明らかにする。 

 

【ニセコ町】 この条例は、ニセコ町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおけるわたしたち町民の権利と責任を明らかにし、

自治の実現を図ることを目的とする。 

【生駒市】 この条例は、生駒市における自治の基本理念と主権者である市民の権利を明らかにするとともに、市民及び市の果たすべき役割や市政運

営の仕組みを定めることにより、地方自治の本旨に基づく自治を実現し、自立した地域社会を創造することを目的とする。 

【大和郡山市】 この条例は、大和郡山市における自治の基本理念とまちづくりの基本原則を明らかにし、市民及び市のそれぞれの権利や役割・責務、

まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治の確立とこころ豊かに暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。 

【丹波市】 この条例は、丹波市における自治の基本理念及び基本原則を示し市民の権利と責務並びに市議会及び市長等の役割と責務を明らかに

し、市政運営の基本的な事項を定めることによって、市民自治を推進し、豊かな地域社会を創造することを目的とします。 

キーワード 方向性 

町民主体のまちづくり 

自立・自律した自治体（地域社会）の実現 

自治の理念・原則の明確化 

町民福祉の向上、生活の質の向上 

住民自治のまちをつくる、住民自治の仕組みを明らかにする 

まちづくりの基本的事項を定める 

自治の主体である町民、町（議会、行政）の権利、役割、責務 

・住民主体、住民自治のまちをつくる 

・自治、自立した地域社会の実現 

・町民福祉の向上、生活の質の向上をはかる 

・町民、町（議会、行政）の役割と責務と 

・自治の理念・原則の明確化、住民自治の仕組みを明らかにする 

・まちづくりの基本的事項を定める 

・自治の最高規範として「吉野町まちづくり基本条例」を策定する 
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 項目 留意点 論点 

 

◆定義 

 この条例を解釈する上での共通認識を持つために

重要な用語の意味を定義する。 

 ここでの定義は本条例が規定する範囲内のもので

ある。 

 条文により定義が変わることもある（特に権利義務

に関する項目）。 

 よく取り上げられるのは以下の用語である。 

・町民、町、執行機関 

・参加・参画・協働、まちづくり 

・地域自治、住民自治、コミュニティ 

・市民公益活動団体・ＮＰＯ、市民団体 

 

 

 町民（市民）の定義が議論になることがある（在学・在勤者らを含めるかどうか）。 

 一般的には、まちづくり関連では最大限広く捉え、具体的な権利・義務・責務に関する箇

所（住民投票など）では厳密にすることが多い。 

・まちづくり → 住民、事業者、町内で活動する団体、（来訪者） 

・住民投票 → 有権者、（18 歳以上とするところもある） 

 町民（市民）の範囲を広げて定義するする理由は、地域社会における課題の解決やまちづ

くりの推進のためには、住民はもとより当該自治体に関わる幅広い人々が協力・連携しあっ

て取り組む必要があると考えるからである。むしろ、これら「町民（市民）」の力を借りることに

よって、より豊かな地域社会がつくれる可能性を期待している。 

 行政組織に関しては法で定められていることが多いが、参画と協働やまちづくりなどは各

自治体の考えで定めておくとよい。 

 

［参考］地方自治法の「住民」の規定 

第 10 条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府

県の住民とする。 

２ 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひと

しく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。 

【生駒市】市民： 市内に居住する者並びに市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び事業を営むものをいう。 

【大和郡山市】市民： 市民 市内に住所を有する人(以下「住民」といいます。)、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内において活動する人若しくは団

体をいいます。 

【丹波市】市民団体： 市民を主な構成員として自発的に形成され、公共的な課題に取り組む民間団体をいいます。 

【佐用町】町: 町議会及び町長等によって構成される基礎自治体としての佐用町をいう。 

【丹波市】市長等： 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、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並びにその補

助機関をいいます。 

【生駒市】執行機関： 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

【生駒市】参画： 市の施策や事業等の計画、実施及び評価等まちづくりの過程に、市民が主体的にかかわることをいう。 

【生駒市】協働： 市民と市又は市民と市民とが、それぞれの役割と責任を担いながら、対等の立場で、相互に補完し、協力することをいう。 

【大和郡山市】協働： 市民、市議会及び執行機関が、お互いの役割と責任の自覚のもと、それぞれの自主性を尊重し、対等な立場で連携、協力し合い

ながらまちづくりに取り組むことをいう。 

【生駒市】まちづくり： 住みよい豊かな地域社会をつくるための取組をいう。 

【飯田市】自治:  市民が市政に参加し、その意思と責任に基づき市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。 
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 項目 留意点 論点 

 
 

◆基本理

念 

 基本理念は、吉野町が自治体（町民も含む）として、どのような価値を

大切にし、自治体運営を行っていくのかを示すもの。 

 町民と町が、町民自治を進めるにあたってのあるべき姿を、自治の基

本理念として定めるもの。 

 総合計画、市民憲章も念頭に置く。 

☆ 第 3 回審議会まとめ資料を参照 

 大切にしたい価値についての合意を図る。 

 自治体運営の基盤となる価値についても検討する（自治体の存在意

義）。 

 現在だけでなく、過去、未来にも配慮する。 

＊事例はキーワードのみ 

【大和郡山市】地方自治の本旨／相互に補完協働／自主性及び自立性を確保した個性豊かなまちづくり／一人ひとりの人権を尊重／すべての市民が

健やかに、安全で安心して暮らせるまちづくり／多彩な産業、自然環境及び歴史文化との共生／持続可能な循環型のまちづくり／人と人、人と地域

とのつながり／活力に満ちたまちづくりを進める 

【丹波市】市民一人ひとりの基本的人権が守られ／助け合いながら、安全・安心に暮らす／先人が築いてきた地域の歴史、文化及び自然環境を大切に

／地域の特性を伸ばしながら、次世代に引き継いでいき／適切な行財政運営及び議会活動を行う／自治体としての自律性を確保／国及び県と対等

な立場で連携 

【伊賀市】補完性の原則／市民自身あるいは地域が自らの責任のもと、まちづくりの決定や実行を行う／市は、これらの活動を支援／市自らも改革を進

めるなど、市民が主体となり地域の個性が生きた自治を形成／自然との共生／各地域が有する様々な資源を有効に活用する／次世代に引き継いで

いくことができる持続発展可能な循環型の共生地域を形成／市民が情報を共有し、自由に行き来できる環境づくり／他圏域と交流・連携を進める／

創造性あふれる地域を形成 

【十和田市】（私たちのめざすまち） 私たちは、次に掲げる住みよいまちを実現することをめざします。(1)お互いを思いやる心があふれ、安全で安心し

て暮らせるまち／(2)十和田湖や奥入瀬渓流に代表される自然を大切にし、自然と共生するまち／(3)市民一人一人の基本的人権や多様な価値観を

認め、協働の推進に努めるまち、市民一人一人の基本的人権や多様な価値観を認め、協働の推進に努めるまち／(4)市民が主体となったまちづくり

を推進するまち／(5)ふるさとを愛し、開拓精神を受け継ぎ、新しい文化を創造するまち／(6)農業や観光等、地域の資源を活かした活力のあるまち／

(7)高齢者や障害を持つ方に気配りがあるやさしいまち／(8)地域の歴史や絆を大切にし、次代へ継承していくまち／(9)北里大学等の教育機関との連

携による元気のあるまち 

キーワード 方向性 

補完性の原則 

持続可能性（自然との共生） 

町民主体 

自立を志向する自律した自治体、地域分権を自治体経営の柱に 

地域内分権→地域自治・住民自治 

一人一人が尊重される社会 

町民と町の相互信頼関係（パートナーシップ） 

町民の幸せ向上 

・まちづくりの主体としての町民を中心に据える 

・一人一人が尊重される社会（基本的人権の尊重） 

・補完性の原則、地域分権を自治体経営の柱に 

・持続可能な地域づくり 

・住民自治、地域自治を中核とするまちづくり 
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 項目 留意点 論点 

 
 
 
 
 

◆基本原

則 

 基本理念を実現するための仕組み、ルールをあげる。 

 各分野の組織や施策、活動に横串を通すものが有効。 

 まちづくりの基本ルールや注意点などもあげる。 

 （情報共有、参画・協働、人権尊重、男女共同参画…） 

 行政運営の大事な原則などもあげる。 

☆ 第 3回審議会まとめ資料を参照 

 大切にしたい価値（基本理念）を実現するための仕組み、ルール。 

 仕組みや行動につながるものであることが望ましい。 

 基本理念との棲み分けが必要。 

 

 

＊事例はキーワードのみ 

【生駒市】まちづくりに関する情報を共有／市が保有する情報を積極的に公開／分かりやすく、速やかに提供／参画と協働によるまちづく

りを推進／まちづくりは、性別や年齢、国籍などにかかわらず、市民一人ひとりの人権が保障／その個性及び能力が十分発揮される 

【大和郡山市】情報共有の原則／市民参加、参画及び協働の原則／行財政運営の原則・健全で、自立した行財政運営／人権尊重の原則：性

別、年齢、心身の状態、国籍、民族等にかかわらず、市民一人ひとりの人権が尊重され／それぞれの個性や能力を最大限に発揮できるま／

自律共助の原則／自主的な市民公益活動により、まちづくりを進める／環境保全の原則・歴史との調和を図り、次世代に継承／対等及び協

力の原則・国、県と対等の立場で、連携、協力し合う 

【丹波市】市民主体の原則／情報の公開及び共有の原則／補完性の原則／特に、市は、地域の決定を尊重し、支援／協働の原則／多様性尊

重の原則 

【ニセコ町】まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念／まちづくりに関する情報を共有／町民は、町の仕事について必要な情

報の提供を受け、自ら取得する権利／町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を町

民に明らかにし、説明する／町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民の参加を保障 

キーワード 方向性 

情報共有 

説明責任・応答責任 

町民参加、参画・協働 

まちづくりに参加する権利 

人権尊重 

男女共同参画 

自主性と責任 

補完性の原則 

効率的な自治体運営（行政経営） 

財政規律、受益と負担の均衡 

自らの発言と行動に責任を持つ 

・参画と協働の保障 

・地域自治・住民自治を柱に 

・情報公開、情報共有、わかりやすい情報提供 

・人権尊重（基本的人権） 

・補完性の原則 

・効率的な自治体経営、地方分権の受け皿としての自治体 
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 項目 留意点 論点 

 
 
 
 
 
 
 

◆位置付

け 

 最高規範性、基本規範性を明示する。表現はさまざまある。 

 町民・議会・行政の総意による政治的規範性であり、法的に他

の条例を超えるものではない。 

 最高規範性は、町民の理解と議会による承認に基礎を置く。 

 まちづくり基本条例は理念条例の側面も持っている。 

◆体系化 

 すべての条例・規則等は、まちづくり基本条例に依拠する。 

 他の条例、規則、諸計画等が（少なくとも制定改廃時に）基本

条例と整合しているかのチェックが必要。 

 「体系化」は、最高規範性を具体的に示したもの。 

 施行後の対応の方向を示す。 

位置づけ 

【生駒市】この条例は、生駒市におけるまちづくりの最高規範であり、市は、他の条例等の制定改廃に当たっては、この条例を尊重し、整合

を図らなければならない。 

【大和郡山市】この条例は、住民自治及び市政に関する最高規範であり、市民及び市は、この条例を遵守しなければならない。 
【西脇市】この基本条例は、本市における自治についての基本規範であり、市民及び市は、この基本条例を遵守しなければなりません。 

【佐用町】この条例は、まちづくりの基本を定めるものであり、町は、他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨

を尊重し整合性を図るものとする。 

【ニセコ町】他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を

最大限に尊重しなければならない。 

体系化 

【大和郡山市】市は、他の条例、規則等の制定及び改廃並びに法令等の運用にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図

らなければならない。 
【ニセコ町】町は、この条例に定める内容に即して、教育、環境、福祉、産業等分野別の基本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則

その他の規程の体系化を図るものとする。 
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 項目 留意点 論点 

 

◆世界遺

産等を活

かしたま

ちづくり 

 重要な観光資源を活かしたまちづくりを、施策の一つの柱とす

る。自治基本条例（まちづくり基本条例）で取り上げる例はまだ

少ない。 

 世界遺産を活用したまちづくりは、吉野町の特徴（売り物）とも

なり得る。 

 持続可能な活用法（保全、美化、景観等）などを盛り込む考えも

ある。 

 産業との結びつきを考える。 

 町のシンボル、アイデンティティになる。 

 世界遺産だけでなく、自然環境、景観、指定文化財等の保全・活用

まで踏み込むかどうか。 

 「おもてなしの心」は、普遍ごとになりつつある。 

 町のシンボル・アイデンティティとする可能性もある。 

 見出しの表現をどうするか。 

【富士河口湖町】町民及び町は、世界遺産を目指すまちとして、豊かな自然環境の保全に努めるとともに、国際観光地であることを認識し、

おもてなしの心にあふれるまちづくりに努めます。 

【箱根町】町民、町議会及び町は、国際観光地であることを認識し、おもてなしの心にあふれるまちづくりに努めます。 

【十和田市】（私たちのめざすまち）私たちは、次に掲げる住みよいまちを実現することをめざします。(2) 十和田湖や奥入瀬渓流に代表さ

れる自然を大切にし、自然と共生するまち。 
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 項目 留意点 論点 

 

◆情報公

開・共有 

 情報公開・共有は、自治体運営の基本的事項となっている。 
 情報にはデータ（常に新しいものに更新、正確性）と、公文書

等の記録（何をどう記録し保管・廃棄するか）の二通りがある。

公文書の管理については行政運営に入れることもできる。 
 単なる公開ではなく、わかりやすく市民（町民）に伝えること

で、理解され、情報を共有することが求められる。 
 「説明責任」、「応答責任」とも関連する。 

 町民の権利の項にも書き込むことも考えられる。 

 町の行政情報は公開が原則であることは確立されている。 

 説明責任は情報公開に基礎を置く。 

 町は情報を的確に収集・管理・開するだけでなく、町民と共有す

る。 

 町民が持っているまちづくりに関する情報についても、町民同士

であるいは行政とも共有する。 

 必要な情報にアクセスする権利。 

 情報は正確にわかりやすく伝える。 

 情報の伝え方についても町民の視点から考える必要がある（表現、

メディアの種類等）。 

 「吉野町情報公開条例」に記載事項をどこまで盛り込むか。 

【生駒市】市民は、法令等により制限される場合を除いて、市に対しその有している情報の提供を要求し、取得する権利を有する。○市は、

市民が容易に情報を得られるよう、仕組み及び体制の整備について必要な措置を講じなければならない。○市は、常に市政運営に必要な

情報の収集に努めるとともに、その保有する情報を適正に管理しなければならない。 

【大和郡山市】市は、市民の知る権利を保障するとともに、市民に対して説明する責務を果たすため、保有する市政に関する情報を原則と

して公開しなければならない。 

【丹波市】市は、公正で透明性の高い市政運営及び市民の参画を推進するため、別に条例で定めるところにより市政全般に関わる情報をす

みやかに市民と共有しなければなりません。このため、市は、市政に関する情報を積極的に市民に公開し、提供するものとします。２ 市

は、市民への情報の公開及び提供にあたっては、広報紙、ホームページその他多様な方法を活用し、可能な限り市民各層に届くよう努め

るものとします。３ 市民は、法令により制限される場合を除いて、市に対しその持っている情報の提供を求め、取得する権利を持って

います。 

吉野町情報公開条例 
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 項目 留意点 論点 

 

◆会議の

公開 

 会議の公開は基本であるが、会議情報が伝えられていないことに

よる実態としての非公開が一部にみられる。 
 会議資料の公開も必要。 
 審議会等の公開により、町民の参加・参画意識が高まる。 
 公開できていない理由を精査する必要がある。 
 「情報公開」の項で扱う場合と、「審議会等」の項で扱う場合が

ある。 

 公開・非公開の境界をどこに定めるか。 

 公開による効果（町民参加）を考慮する。 

 会議の公開を実効的にするためには、事前の情報提供が必要。 

 

【生駒市】審議会等の会議及び会議録は、原則として公開しなければならない。 
【大和郡山市】審議会等の会議及び会議録は、公開を原則とする。 
【丹波市】市長等は、法令又は条例等に特別の定めがあるものを除き、審議機関の会議、会議録及び会議資料を原則として公開しなければな

りません。４ 市長等は、審議機関の会議を開催しようとするときは、会議名、開催日時、会場、議題、傍聴の方法その他必要な事項を事

前に公表しなければなりません。 

吉野町情報公開条例 
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 項目 留意点 論点 

 

◆個人情

報保護 

 既に、法及び条例が一定整備されている。 

 個人情報保護のポイントは、当該個人が自分の情報をどこまで

(どの範囲で)公開するかを自己決定できる権利(自己の情報のコ

ントロール権)。無理解と行き過ぎによる弊害が懸念される。 

 災害対応において個人情報は、社会福祉協議会、民生委員、自主

防災組織等に提供はできることになったが（平成 25 年 6 月災害

対策基本法改正により）、自治会、地域自治組織の長等に提供で

きるかどうか。福祉目的の場合はどうか。 

 どこまで波及できるか（行政の範域まで、外郭機関、公共団体････） 

 自己の個人情報を知る権利、訂正する権利も必要か。 

 災害対応、福祉目的等の個人情報提供を盛り込むか（確認的に）。 

 個人情報を取り扱う者（提供される側）の責務、認証手続き。 

 インターネット、ＳＮＳでの個人情報に関する教育（リテラシー）。 

 

 

 「吉野町個人情報保護条例」に記載事項をどこまで盛り込むか。 

［参考］災害対策基本法等の一部を改正する法律（平成 25 年 6 月 21 日公布）の一部 

四 災害予防 ３ 

(4)市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、消防機関、都道府県警

察、民生委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の関係者に対し、名簿情報を提供するものとすること。 

(5)市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特

に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、本人の同意を得ることなく、(4)の関係者その他の者に対し、名簿情

報を提供できるものとする。 

【生駒市】市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供及び管理等について、必要な措置を講じな

ければならない。 

【大和郡山市】市は、市民の人権を守るため、保有する個人情報を保護しなければならない。 

【丹波市】市は、市民の権利及び利益が侵害されることのないよう別に条例で定めるところにより個人情報の収集、利用、提供、管理等につ

いて厳正に取り扱わなければなりません。２ 市は、保管する個人情報について、市民が自己に関する情報の開示、訂正等を求める権利に

対して必要な措置を講じなければなりません。３ 市長は、災害対応及び福祉に関わる公益目的の諸活動を行う場合には、個人情報を一定

の認証手続を経た団体等に提供することができます。 

【佐用町】町長等は、情報の共有に当たっては、佐用町個人情報の保護に関する条例で定めるところにより、個人の権利と利益が侵害される

ことのないように、個人情報を保護しなければならない。 

吉野町個人情報保護条例 

 


