
1 
 

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                                                     第 5 回審議会(20140212) 

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 アミカケ部＝太字表記が今回の検討対象。「＊」印は検討済み。 
  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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 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・公開するだけでなく、町民と共有

する（きちんと伝わる、ことが重要）。 

 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。（高齢者、障がい者、青少年） 

 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。 
 まちづくり基本条例施行後、行政が最初に取り組むべき事柄。

 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等における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」に記載事項との関係。 

［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 
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 項目 留意点 論点 

 

◆町民の

権利と役

割、責務 

 まちづくりに参加する権利、責務 

 町民の権利、役割、責務 

 住民自治を担う責務 

 

 子どもが参画する権利、事業者の役割・社会的責

任は別項 

 近隣から全町レベルまでの各段階への参画の権利 

 自主的、自発的にまちづくり活動を行う権利 

 性別、年齢、障害のあるなし、国籍等に関わらず尊重される 

 まちづくりの担い手、住民自治の主体としての責任の自覚（まちづくりへの参画に

当たっては、公共の福祉、将来世代、地域の発展、環境保全に配慮する） 

 町政（市政）運営のため、応分の負担を求められる 

 まちづくりに参加しなくとも不利益を受けない 

 地方自治法で規定される各種直接請求権（選挙・被選挙権、条例改廃請求権、リコ

ール権等）に言及するか 

【生駒市】第７ 条 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有する。２ 市民は、まちづくりの活動への参加又は不

参加を理由として差別的な取扱いを受けない。 

○市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、互いの活動を尊重し、認め合いながら自らの発言と行動に責任を持

って積極的にまちづくりに参画するよう努めなければならない。２ 市民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、将来世代、

地域の発展及び環境の保全に配慮しなければならない。 

【大和郡山市】市民は、まちづくりの主体として、市政に関する情報を知る権利及び市政に参加、参画する権利を有する。２ 市民は、個

人として尊重され、公正な行政サービスのもと安全で安心な生活を営む権利を有する。３ 前 2項に規定する市民の権利は、公共の福祉

に反しない限り最大限に尊重され、その権利の行使に際しては不当に差別的な扱いを受けない。 

○市民は、持続可能なまちづくりのため、一人ひとりがまちづくりの主体であることを認識し、自らの行動と発言に責任を持ち、積極的

にまちづくりに参加、参画するように努めなければならない。２ 市民は、市と協働し、連携し合いながら、安全、安心に暮らせる地域

づくりに取り組まなければならない。３ 市民は、行政サービスに伴う必要な負担をするものとする。 

【丹波市】市民は、年齢、性別、国籍、障がいのあるなし等にかかわらず一人ひとりが人間として尊重され、また、自治体における主権者

として平等に市の施策や地域の自治活動、まちづくりに参加・参画する権利を持っています。２ 市民は、法に定めるところにより市長

及び市議会議員を選挙する権利、選挙に立候補する権利、また条例の制定及び改廃、市長の解職、市議会の解散等の直接請求を行う権利

を持っており、これを行使することが保障されています。３ 市民は、市政に関する情報を知り、これを得る権利を持っています。４ 市

民は、自ら主体性を保ち豊かな生活と地域社会へ寄与するため、生涯にわたり学ぶ権利を持っています。５ 市民は、市民としての権利

を行使するにあたって不当に差別的な取扱いを受けることがあってはなりません。 

○市民は、自治の担い手として市政運営に関心を持ち、また地域自治活動やまちづくりの担い手となることを通して市民自治の確立に努

めなければなりません。２ 市民は、市政やまちづくりへの参画その他の権利の行使にあたっては、広い視野を持ち、自らの発言や行動

に責任を持たなければなりません。３ 市民は、市政運営に伴う費用を応分に負担しなければなりません。 
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 項目 留意点 論点 

 

◆子ども

（青少年）

の権利 

 地域社会の一員として尊重 

 健やかに育つ権利 

 将来の地域を担う者として、まちづくりに参加する権利（意見を

言うなど） 

 対象は子ども及び青少年、若者（条文中で規定する） 

 地域社会の一員として尊重 

 町民および町は見守る義務 

【生駒市】20 歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有する。 

【大和郡山市】青少年及び子ども(未成年の市民をいう。以下同じ。)は、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利を有し、まち

づくりに参加、参画することができる。２ 市民及び市は、青少年及び子どもがまちづくりに参加、参画するための環境づくりに努めな

ければならない。３ 市民及び市は、青少年及び子どもが健やかに育つ環境づくりに努めなければならない。 

【丹波市】(参加、参画の制度)市は、政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、継続的かつ多様な手段で、市民の参画がなさ

れるように配慮しなければなりません。２ 市は、前項を実現するために、あらゆる市民に等しく参画の機会を保障し、多様な意見を反

映することに努めるとともに、高齢者、障がいのある人、女性等の参画に困難をかかえる人々の参画を阻害する要素を取り除く支援策を

講じなければなりません。３ 市は、子どもや若者がまちづくりについて意見を表明できる機会を設けるよう努めるものとします。 

【栗山町】次代を担う子どもには、年齢に応じた方法により、町政に関する情報を知る権利と、町政に参加する権利があります。２ 町は、

前項の権利を保障するため、子どもの主体性を尊重した参加機会の充実を図ります。 

【ニセコ町】満 20 歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。２ 町は前項の権利を

保障するため、規則その他の規程により具体的な制度を設けるものとする。 
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 項目 留意点 論点 

 

◆事業者

の役割と

責務 

 地域社会の一員としての役割 

 事業者の社会的責任 

 まちづくりへの参画 

 事業において、地域社会との調和をはかる 

 事業者等の社会的責任（ＣＳＲ） 

 「市民」の定義の中に「事業者」を含み、この条項を省略する事例もある

（生駒市、大和郡山市）、一方詳細に描き込む事例もある（岸和田市） 

【栗山町】事業者は、社会的責任を認識し、地域との調和を図るとともに、暮らしやすい地域社会づくりに参加するよう努めます。 

【朝来市】市内において事業活動その他の活動を行う者若しくは団体は、事業活動を行うに当たり、地域社会を構成する一員としての社会

的な役割を自覚し、地域社会との調和を図るよう努めるものとする。 

【岸和田市】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。 

 

 


