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吉野町まちづくり基本条例  本日の検討項目の論点・事例 ⑤ 

 

■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 住民自治の定義・あり方・原則* 町職員 町職員の責務、倫理 

基本原則 基本原則＊ 住民自治 住民自治組織* 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 
基礎的コミュニティ（区・町内会・自

治会）* 
行政経営 総合計画 

情報 個人情報保護＊ 参画と協働 参加、参画と協働のまちづくり＊ 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 参加、参画と協働の仕組み＊ 行政経営 財政運営 

条例 位置づけ、体系化＊ 参画と協働 
計画策定等への参画、審議機関へ

の参加＊ 
行政経営 政策法務 

条例 運用、第三者機関 参画と協働 町民公益活動＊ 行政経営 法令遵守、公益通報 

条例 見直し＊ 参画と協働 生涯学習＊ 行政経営 説明責任、応答責任 

連携 国県市町村間連携 住民投票 住民投票* 行政経営 
広報・広聴、パブリックコメ

ント 

連携 広域連携、相互支援   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   行政経営 行政評価、行政改革 

    行政経営 外部監査 

    行政経営 危機管理 

 

 注 アミカケ部（クリーム色）＝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。 

  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 

 

◆議会の

役割、責務 

 議会の役割と権限、責務。 

→ 町の最高意思決定機関、町民の負託による地位。 

→ 権限は地方自治法第 96 条による。 

 議会の情報公開。 

 議会への町民参加（参考人招致、公聴会、議会による地域報

告会、調査委員会等） 

 政策立案機能の強化、町政調査権、政務調査。 

 開かれた議会、町民への説明責任。 

 大枠を定め、詳細は別に定める、と規定する。 → 議会基本条例 

  ※関連部分の条文案作成を議会に委ねたケースもある。 

 役割、権限の基本を明示 

→ 政策（条例、予算・決算、町政の重要事項）の審議機能、行政の

監視機能、課題発見機能（町民の声を汲み取る、政策提案） 

→ 条例の制定改廃、予算、決算の審議・議決 

 討議を基本とする議会運営。 

 （原則として）すべての会議を公開するなど、開かれた議会を志向する。 

 町民との情報共有、意思決定過程に関する説明責任。 

【生駒市】 市議会は、市の意思決定機関であり、この条例の趣旨に基づき、市民自治を尊重し、その権限を行使しなければならない。２ 市

議会は、市の重要事項を議決する権限並びに市の執行機関に対し、監視し、及びけん制する権限を有する。３ 市議会は、法律等の定め

るところにより、条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定等の権限、執行機関に対する検査及び監査の請求等の権限並びに市政に関す

る調査及び国又は関係機関に意見書を提出する等の権限を有する。○市議会は、立法機関であり、意思決定機関としての責任を常に自覚

し、長期的展望をもって活動するとともに、広く市民から意見を求めるよう努めなければならない。２ 市議会は、主権者たる市民に議

会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有する。３ 市議会は、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めな

ければならない。４ 市議会は、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、政策形成機能及び立法機能の強化に努め

なければならない。５ 市議会は、行政活動が民主的、効率的に行われているか監視し、改善を推進するよう努めなければならない。６ 市

議会は、議会の政策形成機能及び立法機能を高めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能を積極的に強化するよう努めなければなら

ない。７ 市議会の組織及び市議会議員の定数は、この条例に基づく議会の役割を十分考慮して定められなければならない。○市議会の

会議は、討議を基本とする。２ 市議会は、すべての会議を原則公開とする。ただし、必要と認められるときは、非公開とすることがで

きる。この場合においては、その理由を公表しなければならない。３ 市議会は、会期外においても、市政への市民の意思の反映を図る

ため、議会の自主性及び自立性に基づいて市の施策の検討、調査等に努めなければならない。 

【大和郡山市】 市議会は、直接選挙により信託を受けた議員により構成され、条例の制定及び改廃、予算の議決、決算の認定等の市政の

重要事項についての市の意思決定機関である。2 市議会は、市民の意思が市政運営に適切に反映され、市政が適正かつ効率的に執行さ

れているか監視し、けん制に努めなければならない。3 市議会は、議会活動に関する情報の提供を図り、市民に分かりやすく、開かれ

た議会運営を行うよう努めなければならない。4 市議会は、その役割及び責務を遂行するにあたっては、市政調査、議案提出等の立法

機能の強化を図るとともに政策立案機能を高めるよう努めなければならない。 

【丹波市】 市議会は、法令で定めるところにより、市民の信託に基づき選ばれた市議会議員によって構成される市の意思決定機関です。

２ 市議会は、市民の意思が市政に適正に反映されているかどうかを監視しなければなりません。３ 市議会は、原則としてすべての会

議を公開し、意思決定過程を市民に透明にしなければなりません。４ 市議会は、市民との情報共有を図り、また、議決に関して市民に

説明責任を果たすよう、開かれた議会運営に努めなければなりません。５ 市議会は、市政を調査し、条例議案を提出するなど立法機能

及び政策立案機能の強化に努めなければなりません。６ 市議会の会議は、討論を基本とし、議決にあたっては意思決定の過程及びその

妥当性を市民に明らかにしなければなりません。７ 市議会は、会期外においても、市政への市民の意思の反映を図るため、市の施策の

検討、調査等の活動を行うとともに市民との対話の機会を設けなければなりません。８ 市議会の責務、活動等に関しては、別に定める
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条例によるものとします。 

【名張市】 市議会は、市の意思決定機関であるとともに、市政の運営を監視し、けん制する機能を果たすものとする。２ 市議会は、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）の定めるところにより、条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定等を議決するほか、市政に係る基

本的な事項で別に条例で定めるものを議決する。○市議会は、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。２ 

市議会は、市政を調査し、条例議案を提出するなど政策形成機能の強化とその活用に努めなければならない。 

 
 

 項目 留意点 論点 

 

◆議員の

役割、責

務、倫理 

 議員の役割と権限、責務。 

 町民の代表者としての自覚。町民の負託による地位。公益

のために行動 

 議員の資質。 

 議員の政治倫理。 

 （再掲）大枠を定め、詳細は別に定める。 → 議会基本条例 

  ※関連部分の条文案作成を議会に委ねたケースもある。 

 議会の機能を発揮させるための議員の役割と機能。 

 政策形成機能の強化、調査研究、自己研鑽。 

 町民の声を聞くとともに、町全体の視点から政策課題を提示する。 

 議決等の説明責任。 

 政治倫理の遵守。 

【生駒市】 市議会議員は、市民の負託に応え、公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。２ 市議会議員は、市民の代表者

としての品位を保持し、常に市民全体の福利を念頭に置いて行動しなければならない。３ 市議会議員は、議会の責務を遂行するため、

常に自己研鑽さんに努め、審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。４ 市議会議員は、議会活動に関する情報等を市

民に説明するとともに、広く市民の声を聴き、これを議会の運営に反映させるよう努めるものとする。 

【大和郡山市】 市議会議員は、市議会が市民の信託に基づくものであるということを深く認識し、常に市政の発展、安全、環境、市民全

体の福祉の向上を念頭において公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。２ 市議会議員は、市議会の役割及び責務を遂行するた

め、自己の研さんに励むとともに、審議機能及び政策立案能力の向上や時代の変化への対応等に努めなければならない。３ 市議会議員

は、会議において議題に対して真摯に対応し、充分な議論を尽くすように努めなければならない。 

【丹波市】 市議会議員は、市民の信託に応え、高い倫理性のもと、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、市民の代表者としての品位

と責務を忘れずに、常に市民全体の福祉の向上を念頭におき行動しなければなりません。２ 市議会議員は、市議会の責務を遂行するた

め、常に自己の見識を高めるための研鑽を怠らず、審議能力及び政策立案能力の向上に努めなければなりません。 

【ニセコ町】 議員は、町民から選ばれた公職者として自ら研さんに努めるとともに、公益のために行動しなければならない。２ 議員は、

基本的人権の擁護と公共の福祉の実現のため、政策提言及び立法活動に努めなければならない。 

【日吉津村】 議員は、村民の信託に応え、品位と責務を忘れずに、常に自己研鑽に努めるとともに、政策の形成等の職務を遂行しなけれ

ばなりません。２ 議員は、広く村民の声に耳を傾け、常に村全体の利益を優先し行動しなければなりません。３ 議員は、自らの活動報

告の場を設けるなど、村政等に関する情報について、村民に分かりやすく説明するよう努めるものとします。４ 議員選挙の立候補予定

者は、自らの政見を示し、具体的に公約するよう努めるものとします。 

【佐用町】 町議会議員は、町民の代表者として、町民全体の利益を優先して行動し、町民福祉の増進に寄与するとともに、自己の研鑽に

努め、誠実に職務を遂行しなければならない。２ 町議会及び町議会議員は、町民等への情報提供に務めるとともに、町民等の意見及び

地域の課題を把握する等、情報収集に努めるものとする。 
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 項目 留意点 論点 

 

◆町長の

役割、責

務、倫理 

 町長の役割と権限、責務。 

 → 町民の信託による地位。町民の代表者。 

 → 町政の方向を定め、実行する。行政組織の統轄、執行

の最高責任者。 

 → 権限は、地方自治法第 147～149 条による。 

 法及び本条例に基づき、公正かつ誠実に職務を執行する。 

 情報公開と町民および議会への説明責任。 

 その権限と責任において判断し、公正、誠実かつ効率的に職務を実施する。 

 政治倫理の遵守。 

【生駒市】 市長は、市の代表者として市民の福祉の増進を目指し、市民の負託に応えるよう、市の事務を管理し、公正かつ誠実にこれを

執行しなければならない。２ 市長は、事務の執行に当たっては、市民及び議会への説明責任を果たすとともに、この条例の趣旨に基づ

き、市政運営を通じて自治の実現、市民主体のまちづくりの推進に努めなければならない。３ 市長は、前項の責務を果たすため、職員

を適切に指揮監督し、人材育成に努めなければならない。 

【大和郡山市】 市長は、市政の代表者として市を統括し、市民のために公正かつ誠実に市政の執行に努めなければならない。２ 市長は、

市民の信託のもと、市政運営を通じて、第 3条で定めた基本理念を実現し、自治の推進に努めなければならない。３ 市長は、前 2項に

規定する責務を遂行するにあたり、市職員を適切に指揮監督し、人材育成を図るとともに、多様化する行政課題に的確に対応し、効率的

かつ効果的な組織運営に努めなければならない。 

【丹波市】 市長は、市の代表者として、市民の信託に応え、市民全体の福祉の向上及び持続可能な地域社会の形成を目指し、公正かつ誠

実に市民自治を基本とした市政運営を行わなければなりません。２ 市長は、丹波市の現状や課題を的確に把握し、長期的な将来像を市

民に明らかにするとともに、市域全体に心を配る市政を推進するものとします。３ 市長は、市長の補助機関が効率的に機能するよう指

揮監督し、市の職員の育成及び能力の向上を図り、市民のための施策の遂行に努めるものとします。 

【朝来市】 市長は、市民の信託を受けた執行機関として市を統轄し、市を代表する。２ 市長は、この条例に基づき、公正かつ誠実に職

務を遂行しなければならない。３ 市長以外の執行機関は、自らの判断と責任においてその所管する職務を公正かつ誠実に執行するとと

もに、市長及び他の執行機関と協力して市政運営に当たらなければならない。 

【ニセコ町】 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、ま

ちづくりの推進に努めなければならない。○町長は、就任に当たっては、その地位が町民の信託によるものであることを深く認識し、日

本国憲法により保障された地方自治権の一層の拡充とこの条例の理念の実現のため、公正かつ誠実に職務を執行することを宣誓しなけれ

ばならない。２ 前項の規定は、副町長及び教育長の就任について準用する。 

【佐用町】 町長は、町民の信託を受けた執行者として町を統轄し、町政を代表する。２ 町長等は、自らの判断と責任において、その所

管する職務を公正かつ誠実に町政運営を行わなければならない。 
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 項目 留意点 論点 

 

◆町職員

の責務、倫

理 

 町民の視線で事務を行う。 

 職員の人材育成、研修の機会を設ける。 

 住民として、地域まちづくり活動への参加が推奨される。

 町全体の奉仕者。 

 職務に必要な知識、技能等の向上に努める、研鑽をする。 

 職務上知り得た秘密の守秘義務。 

 自らも町民であることの自覚、地域まちづくりへの積極的な参加 

【生駒市】 市の職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、市民の立場に立って、創意工夫し、公正で、誠実かつ効率的に

職務の遂行に専念しなければならない。２ 市の職員は、職務に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。３ 市の職員は、自

らも生活者であり、また、生駒市の市民であることを認識し、積極的にまちづくりの推進に努めなければならない。 

【大和郡山市】 市職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行し、市民との信頼関係の構築に努めなければならない。２ 市

職員は、市政運営を支える役割があることを深く認識し、地域社会の一員であることを自覚したうえで、積極的にまちづくりの推進に努

めなければならない。３ 市職員は、職務を遂行するにあたり、法令等を遵守し、必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。 

【丹波市】 第 26 条 市の職員は、市民全体のために、法令を遵守するとともに、創意工夫のもと、公平、公正、誠実かつ効率的に職務を

遂行しなければなりません。２ 市の職員は、職務の遂行に必要な資質、知識、技能等の向上を目指し、研修等に積極的に参加するよう

努めなければなりません。３ 市の職員は、市民の一員としての自覚を持ち、地域課題の把握及び解決に努めるとともに、自らも地域の

まちづくり等に参加するよう努めなければなりません。４ 市の職員は、職務上知り得た情報については、細心の注意を持って扱わなけ

ればなりません。 

【ニセコ町】 (執行機関の責務)町の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。２ 町

職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける町民相互の連携が常に図ら

れるよう努めなければならない。 

【佐用町】 職員は、全体の奉仕者であり、法令を遵守し、町民等に対して丁寧で分かりやすい説明に努め、公正かつ誠実に、その職務を

遂行しなければならない。２ 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識し、積極的に町民等と連携し、まちづくりの推進に取り

組まなければならない。 
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 項目 留意点 論点 

 

◆行政経営 

（町政運営

の原則） 

 まちづくり基本条例に基づく行政を行う。 

 民主主義、法治主義 

 町民主権の確認、町民ニーズの把握、参画と協働。 

 効率的（コストに配慮した）な町政運営（経営）。 

 情報公開、説明責任、計画行政（総合計画）、広報・広聴、危機管理。 

 持続可能な自治体経営。 

 「基本原則」との関係。他の条項（「情報共有」等）との

関係。 

 以下の個別項目（総合計画、組織、財政運営、法務…）

を別の条文で設けるか、この「調整運営の原則」の中に

入れ込むか。 

  →強調したいものは別項目の方がいいが… 

【丹波市】 市は、常に次に掲げることを基本として市政運営を行います。 

(1) 本条例、各種法令規則及び総合計画に基づき、市民一人ひとりの人権を尊重し、民主的かつ公平・公正に行います。(2) コスト

意識を持ち、効率的かつ効果的に行います。(3) 参画と協働の精神に基づき行います。(4) 市政に関する情報を市民と共有し、透明性

の高い市政を推進します。(5) 長期的視点に基づき市政を運営します。 

 
 項目 留意点 論点 

 

◆行政経営 

（総合計画）

 総合計画の策定の義務づけ。議会の議決。 

 策定及び見直しの方法。→ 町民参加。 

 地域まちづくり計画を反映し、整合を図る（今

後）。 

 計画の進捗を管理する会議を置くことができる。

 総合的で計画的な町政運営を図るために、総合計画を策定しなければならない。 

 議会の議決の範囲（基本構想まで／計画の基本部分も）をどうするか。 

 総合計画は町の最上位計画であり、まちづくり基本条例に基づく。 

 町の施策は原則として総合計画に基づかなければならない（予算の整合、適切

な進捗管理等）。 

 策定や進捗管理、見直しにあたっては、広く町民の参画を得る。 

 社会の変化、地域の実情に合わせ、適切な時期に見直しを行う。 

【生駒市】 市は、市民参画の下、総合的な市政運営の指針として、基本構想及びこれに基づく基本計画（ 以下これらを「総合計画」と

いう｡)をこの条例の趣旨にのっとり策定し、計画的な市政運営に努めるものとする。２ 市は、行政分野ごとの計画については、総合

計画に則して策定するものとする。３ 市は、前２ 項の各計画の進行管理を的確に行うものとする。○市は、市の将来や市民生活に関

係する重要なまちづくりの施策の検討及び決定に当たっては、広く市民の意見を求めるとともに、市の考え方を公表するものとする。 

 ○市民に意見を求めるときは、意思決定過程で素案を公表し、市民から出された意見及び情報を考慮して決定する制度やアンケートの

実施、公聴会の開催など適切な方法を選択するとともに、原則として提示された意見に回答し、速やかに公表しなければならない。 

【大和郡山市】 市長は、この条例で定めた基本理念及びまちづくりの基本原則に基づき、市政運営の指針として基本構想及びこれを具

体化するための計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。２ 市長は、総合計画と特定分野ごとの計画の整合を図

るものとする。３ 市長は、総合計画の内容を実現するため、実施する政策等の目標を可能な限り数値化し、適切な進行管理を行うも

のとする。４ 市長は、総合計画について、社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを図るものとする。 

【栗山町】 町は、町政の目指す方向を明らかにし、総合的かつ計画的に町政を運営するため、情報の共有と町民参加を踏まえて、最上

位の計画として総合計画を策定します。２ 町が進める政策等は、総合計画に根拠を置きます。３ 総合計画は、計画期間を原則８年

とする基本構想、基本計画、進行管理計画により構成し、このうち基本構想と基本計画については、議会の議決の対象とします。４ 基

本計画は、計画期間中の４年目に、議会の議決により改定します。６ 行政は、毎年度、基本計画に基づく事業の進行管理を行い、そ

の情報を公表します。７ 町は、各政策分野の基本的な計画の策定又は改定に当たっては、総合計画との整合性を図ります。５、８略 
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 項目 留意点 論点 

 

◆行政経営 

（行政組織）

 行政運営の原則に基づいた組織の原則。  効率的・効果的かつ柔軟な組織。 

 職員の能力を活かした、公正な人事。 

 組織力を高めるための研修等実施。 

【生駒市】 市は、社会情勢の変化に対応し、市民に分かりやすく、機能的かつ効率的な組織を整備するとともに、責任を明確にして、

組織の横断的な調整を図らなければならない。○市は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員の適切な任用及び配置に努

めなければならない。２ 市は、職員の資質及び能力の向上のための政策研究及び研修システムを充実し、自己研鑽さんのための多様

な機会の保障に努めなければならない。 

【丹波市】 市の組織は、社会情勢や行政課題に的確に対応できるよう、柔軟で、効率的かつ機能的に編成されなければなりません。２ 

市の組織は、効果的な情報伝達等を行い、効率的に意思決定できるようにするとともに組織間の連携及び協力態勢を構築し、市政の効

率的運営及び市民サービスの向上に努めなければなりません。３ 市の組織は、各部署が責任を持って施策を遂行し、最大限の効率を

図るため、権限委譲を旨とします。４ 市長は、職員及び組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員の適切な任用及び適材適所の人

材配置に努めなければなりません。 

【佐用町】 町長等は、町民等に分かりやすく、効率的かつ機能的な行政組織を編成しなければならない。２ 町長等は、町民等の声又

は社会経済情勢の変化に的確に対応できるよう行政組織の整備、充実を図るとともに、必要に応じて行政組織の見直しに努める。 

 
 

 項目 留意点 論点 

 

◆行政経営 

（財政運営）

 財政民主主義（予算、決算は議会の議決が必要）。 

 健全財政志向、コスト意識の徹底。 

 財政の透明化、説明責任の明確化。 

 原則（財政民主主義）、議会の決定、健全財政志向。 

 町民への財政状況の報告と評価の公表（透明化、説明責任）。 

 予算、決算への町民参加（予算へのパブリックコメント等）。 

 総合計画との整合。 

【生駒市】 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、実施計画及び行政評価を踏まえて行い、最少の経費で最大の効果をあげられる

よう努めなければならない。２ 市長は、市の事務の予定及び進行状況が明らかになるよう予算の執行計画を策定しなければならない。

３ 市長は、予算の編成過程も含め、市民が予算及び決算を具体的に把握できるよう、分かりやすい情報を提供するものとする。 

【大和郡山市】 第 14 条 市長は、総合計画及び次条で定める行政評価の結果を踏まえ、健全な財政運営を行い、予算、決算その他の財

政に関する事項を市民に公表しなければならない。２ 執行機関は、市が保有する財産を明確にし、適正な管理に努め、効果的に活用

しなければならない。 

【ニセコ町】 町長は、予算の編成に当たっては、編成過程の透明性に留意し、予算に関する説明書の内容の充実を図るとともに、町民

が予算を具体的に把握できるよう十分な情報の提供に努めなければならない。２ 前項の規定による情報の提供は、町の財政事情、予

算の編成過程が明らかになるよう分かりやすい方法によるものとする。 
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 項目 留意点 論点 

 

◆行政経営 

（政策法務）

 自治立法権の確認、法令の自主解釈権。 

 自治体法務の積極的活用 

条例等法に基づく町政を行う。 

町の自治立法権、法令解釈の自治権の確認（町の責任において）。 

法務部門の充実、職員の法務知識の充実（研修）。 

【生駒市】 市は、市民ニーズや地域課題に対応するため、自ら責任を持って法律等を解釈し、条例、規則等の整備や体系化を進めるな

ど積極的な法務行政を推進しなければならない。 

【大和郡山市】 市は、市民のニーズや行政課題に沿った主体的なまちづくりを推進するため、自治立法権、法令の自主解釈権の適正か

つ効果的な活用に努めなければならない。 

【丹波市】 市は、市民の要望、行政課題等に対応するため、自ら責任を持って法律等を解釈し、条例、規則等の整備及び体系化を進め

るなど自治権を活用し、積極的な法務行政を推進しなければなりません。 

【ニセコ町】 町は、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法権と法令解釈に関する自治権を活用した積極的な法務活動を行わ

なければならない。 

 
 

 項目 留意点 論点 

 

◆行政経営 

（法令遵守、

公益通報） 

 法令遵守の原則。 

 違法行為への迅速な対応。公益通報制度の確立。 

 公平性、透明性を担保するために法令に基づく行政執行の原則。 

 公益を損なう事実の通報（執行機関等の）の義務、公益通報の不利益除

去。 

 第三者機関の設置。 

【生駒市】 市は、市政運営の透明性の向上を図るとともに、公正な職務の執行を推進するため、法令遵守制度について必要な措置を講

じなければならない。２ 市は、市政運営上の違法行為及び公益の損失を防止するため、職員の公益目的通報に関する制度について必

要な措置を講じなければならない。 

【丹波市】 市は、常に法令を遵守し、市政を公正に運営しなければなりません。２ 市長は、市政運営上の違法行為又は公益の損失を

防止するため、公益通報について必要な措置を講じなければなりません。３ 市の職員は、公正な市政を妨げ、市に対する市民の信頼

を損なう行為が行われていることを知ったときは、その事実をすみやかに通報しなければなりません。４ 正当な公益通報を行った職

員は、そのことを理由に不当な扱いをされることのないよう保障されなければなりません。５ 公益通報に関して必要な事項は、別に

規則で定めます。 

【ニセコ町】 町は、まちづくりの公正性及び透明性を確保するため法令を誠実に遵守し、違法行為に対して直ちに必要な措置を講ずる

ものとする。 
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 項目 留意点 論点 

 

◆行政経営 

（説明責任、

応答責任） 

 政策過程及び結果の説明責任の明確化。 

 町民からの意見・提案等に対する応答責任の明確化。 

（説明責任） 

 条例や計画・政策の立案、実施、評価及び見直しについて各段階におけ

る意思決定過程及び結果を分かりやすく説明する。 

(応答責任) 

 町民からの意見・要望・提案、苦情等があった場合は、すみやかに事実

関係を調査し、誠実に対応し、必要な措置を講じる（記録の作成）。 

【生駒市】 市は、市民に対し、市政に関する意思決定過程の情報を明らかにすることにより、市の仕事の内容が市民に理解されるよう

努めなければならない。○市は、市民からの行政に関する意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対

応するものとする。２ 市は、前項の規定による対応を迅速かつ適正に行うため記録を作成し、その整理及び保存に努めるものとする。 

○市は、市民の苦情、要望、提言、意見等に対応するため、必要な措置を講じなければならない。○市は、政策の立案から実施、評価

に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を市民に分かりやすく説明しなければならない。 

【ニセコ町】 町は、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、分かりやすく説明する責務を有する。○町は、町民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、応答し

なければならない。２ 町は、前項の応答に際してその意見、要望、苦情等にかかわる権利を守るための仕組み等について説明するよ

う努めるものとする。３ 町は、前 2項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成する。 

【富士河口湖町】 町は、まちづくりに関する意見、要望、提案などに対して、迅速かつ誠実に応答するよう努めます。 

 
 

 項目 留意点 論点 

 

◆行政経営 

（広報・広

聴、パブリッ

クコメント）

 町政の広報・広聴の仕組み確立。 

 町政情報の共有の仕組み確立。 

 町民に大きな影響を与える施策に関して町民の意向を

聞く仕組み作り。 

 町政を多様な手段で周知する（情報提供から政策方針まで）。 

 多様な手段で町民の意見、意向を吸い上げる仕組みを確立する。 

 条例・規則に委任 

 情報公開・共有の項との関係整理。 

【大和郡山市】 執行機関は、市民生活において重要な政策及び計画の策定並びに条例の制定にあたり、市民が意見を述べることができ

る機会を保障しなければならない。２ 執行機関は、市民から提出された意見を考慮し、意見についての考え方を公表しなければなら

ない。３ 意見聴取制度の対象となるものについては、別に定める。 

【丹波市】 市は、市政運営のための情報については市民に対して積極的な広報を行い、また、市民からの意見、提案等を求めなければ

なりません。２ 市は、広報・広聴を実施するにあたっては、多様な手段をとるとともに、わかりやすく表現するものとします。 

【富士河口湖町】 執行機関は、重要な条例及び計画の策定などに当たり、事前に案を公表し、広く町民から意見を聴き反映するよう努

めます。２ 執行機関は、町民から提出された意見に対する執行機関の考え方を公表します。３ パブリックコメントの実施について

必要な事項は、別に定めます。 
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 項目 留意点 論点 

 

◆行政経営 

（行政手続、

公文書等管

理） 

 法（行政手続法第 46 条）を受けた条項（すでに条例施行）。

 行政手続きに関する町民の権利を保護。公正性と透明性

の確保。 

 処分、行政指導及び届出に関する公正の確保と透明性の向上。 

 町民の権利利益を保護する。 

 「公文書等の管理」の扱いをどうするか。 

 条例・規則に委任。 

【大和郡山市】 執行機関は、市民の権利利益を保護するため、処分、行政指導、法令に基づく届出に関する手続について、透明性の向

上を図り、公正かつ迅速に行わなければならない。２ 前項に関することは、別に定める。 

【ニセコ町】 条例又は規則に基づき町の機関がする処分及び行政指導並びに町に対する届出に関する手続について必要な事項は、条例

で定める。 

 
 

 項目 留意点 論点 

 

◆行政経営 

（行政評価、

行政改革） 

 行政評価の実施と反映。 

 効率的・効果的な行政運営の原則を明確化。 

 行政評価の実施と予算・施策への反映の確認。 

 →吉野町での実態を踏まえた記述に 

 町民あるいは第三者による評価実施、結果の公表。 

【大和郡山市】 執行機関は、市政運営を行うにあたり、行政評価を実施し、その内容及び結果を公表しなければならない。２ 執行機

関は、行政評価の結果に基づき、総合計画の進行管理及び予算の編成、組織の改善等に反映させなければならない。３ 執行機関は、

必要に応じて市民、専門家等の意見を聴く機会を設けることができる。 

【丹波市】 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を進めるため、市の政策等について行政評価を実施し、市民にわかりやすく公表し

なければなりません。２ 市長等は、前項の評価結果について、政策、予算、事務事業及び組織の改善等に反映させるよう努めなけれ

ばなりません。３ 市長等は、行政評価を行うにあたっては、市民の参画を求めるものとします。 

【ニセコ町】 町は、まちづくりの仕事の再編、活性化を図るため、まちづくりの評価を実施する。○前条の評価は、まちづくりの状況

の変化に照らし、常に最もふさわしい方法で行うよう検討し、継続してこれを改善しなければならない。○町が評価を行うときは、町

民参加の方法を用いるように努めなければならない。 

 
 

 項目 留意点 論点 

 

◆行政経営 

（外部監査）

 法定の監査（監査委員による監査、住民監査請求、事務

監査請求）以外に、専門的視点（弁護士、会計士等）に

よる外部監査を行うもの。 

 外部監査の実施、監査結果の公表。 

 →吉野町での実態を踏まえた記述に 

 条例・規則に委任。 

【生駒市】 市は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、必要に応じて外部機関その他第三者による監査を実施する。 

【丹波市】 市長等は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、必要に応じて外部機関による監査を実施し、その結果を公表しなけ

ればなりません。 

【伊賀市】 市は、公平・公正で効率的な行政運営を確保するため、専門性及び独立性を有する外部監査人による財務事情及び特定の事

業等に関する監査を実施する。 
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 項目 留意点 論点 

 

◆行政経営 

（危機管理）

 災害時の対応、危機管理体制の確立。 

 町民、行政等の協力・連携。 

 広域自治体間連携。 

 庁内の危機管理体制の構築。 

 地域防災の体制づくりの支援、防災（減災）教育・研修の推進。 

 広域な連携・協力。 

【生駒市】 市は、市民、関係機関及び他の自治体との協力及び連携により、不測の事態に備える総合的かつ機動的な危機管理の体制の

確立に努めなければならない。 

【大和郡山市】 市は、災害発生等の不測の事態に備え、市民の生命、身体及び財産を保護するため、総合的かつ機動的な危機管理体制

を整備しなければならない。２ 市は、前項の危機管理体制を強化するため、市民、関係機関及び他の地方自治体との連携、協力を図

らなければならない。 

【丹波市】 市は、災害等から市民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するため、関係機関及び他の自治体との協力及び連携により、

災害等の事態に備える総合的かつ機動的な活動が図れるよう危機管理体制の確立に努めなければなりません。２ 市は、災害等に備え、

緊急時の対応と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、情報の収集、訓練等を行わなければなりません。ま

た、災害時に被害を可能な限り減らすよう、事前の対応を充実させるよう努めなければなりません。３ 市民は、災害等の発生時にお

いては、自らを守る努力をするとともに、その役割の重要性を認識し、相互に協力して災害等に対応しなければなりません。 

【佐用町】 町長等は、町民等の安全と安心を確保するため、出来る限り危険を予測し、その対策を講じるとともに、緊急事態に適切に

対処できる体制の充実及び強化に努めなければならない。２ 町長等は、町民等及び関係機関と相互に連携、協力しながら、町民等の

安全と安心の推進に取り組まなければならない。また、災害時においては、速やかに状況を把握し、必要な対策を講じなければならな

い。３ 町民等は、一人ひとりが「自らの命は自ら守る（自助）」「自分たちの地域は自分たちで守る（共助）」ということを基本に、

平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取組を行うよう努めなければならない。 

【別海町】 行政は、災害などの緊急時に対処するため危機管理体制を整備し、町民の生命、財産などを守るために必要な措置を講じま

す。２ 町民は、緊急時において相互に助け合い、行動できるよう日頃から防災などに対する意識を高め、地域一丸となった協力体制

の整備に努めます。３ わたしたちは、あらゆる危機へ対応するため、常に連携し協力します。 

 
 

 項目 留意点 論点 

 

◆運用、第三

者機関 

 まちづくり基本条例の運用・進行管理を行うこと。 

 そのための（第三者）機関を設置するかどうか。 

 運用や進行管理の理念を確認する。 

 運用や進行管理の体制（第三者機関を設置するかどうか） 

【亀山市】 この条例に基づくまちづくりの推進のため、亀山市まちづくり基本条例推進委員会（以下「推進委員会」という。）を置く。

２ 推進委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。(1)この条例に基づくまちづくりの推進に関する具体的な方法、(2)この条

例の見直しに関する事項、 （途中略） ４ 市長は、第２項の規定による調査検討の結果に基づき、この条例及びまちづくりの諸制

度を見直す等必要な措置を講ずるものとする。 

【伊丹市】 市に，伊丹市参画協働推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。２ 委員会は，市長の諮問に応じ，次に掲げる事項を

調査審議するとともに，市長に対し意見を述べることができる。（1）市民の参画と協働の推進に関する施策の実施状況及び成果に関す

ること。（2）この条例の見直しその他市民の参画と協働によるまちづくりに関する重要事項 （以下略） 
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 項目 留意点 論点 

 

◆連携（国県

市町村間連

携） 

 地方分権の理念に基づく国・県・町間の連携の確立。 

 地方分権推進法第 2 条（地方分権の推進に関する基本理念）「地方分権の推進

は、国と地方公共団体とが共通の目的である国民福祉の増進に向かって相互に

協力する関係にあることを踏まえつつ、各般の行政を展開する上で国及び地方

公共団体が分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性を高

め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本として行われる

ものとする。」 

 理念の確認。 

 連携に関して、以下（広域連携・相互支援、国際

交流）などの条文をまとめてしまう、という選択

肢もある。 

【生駒市】 市民及び市は、市外の人々と交流及び連携を図り、その知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。○市は、

共通する地域課題の解決や効果的で効率的な行政運営のため、近隣自治体との情報共有と相互理解の下、連携してまちづくりを推進す

るものとする。○市は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な行政運営のため、市民参画を進めながら、他の自治体、国、県及

びその他の機関と対等な立場で広域的な連携を積極的に進めるものとする。 

【丹波市】 市は、国及び県と対等な立場で、補完性の原則に基づいた適切な役割分担を行いながら、連携及び協力して市民自治の確立

に努めなければなりません。２ 市は、他の地方公共団体と共通する課題に対しては、関連する当該地方公共団体と積極的に連携及び

協力して、その解決や問題の発生予防に努めなければなりません。（以下略） 

【佐用町】 町長等は、国及び他の地方公共団体と対等の関係にあることを踏まえ、自立した地方自治を目指すとともに、共通の課題又

は広域的課題を解決するため、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めるものとする。 

 
 

 項目 留意点 論点 

 

◆連携 広 域

連携、相互支

援 

 自治体間広域連携のあり方を示す。 

 行政とさまざまな分野の団体等との連携を確認する。 

 法による連携（議会、機関等の共同設置、事務の委託、

一部事務組合、広域連合）と自主連携がある。 

 定住自立圏は奈良県内での実績なし。 

 災害対応等。 

 災害対応、事務事業の共同実施等、広域的な課題への対応。 

 実効性のある連携を志向する。 

 連携に関する各項をまとめるという選択肢もある。 

【大和郡山市】 市は、他の地方自治体、大学、NPO、専門機関等と共通する地域課題等の解決を図るため、相互に協力し、課題を解決す

るよう努めなければならない。２ 市民は、他の地方自治体の住民と連携を図り、様々な意見を取り入れ、まちづくりに活用する。 

【栗山町】 町民、議会、行政は、より良い地域社会をつくるため、それぞれの活動において連携を図ります。○町は、効率的な町政運

営や共通する課題の解決のため、他の市町村との連携を図ります。 

【ニセコ町】 わたしたち町民は、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関する取組みを通じて、町外の人々の知恵や意

見をまちづくりに活用するよう努める。○町は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進するものとす

る。○町は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進めるものとする。 
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 項目 留意点 論点 

 

◆国際交流、

多文化共生 

 グローバルな社会経済政治の動きが地域を直撃する現状

がある（木材輸入）。 

 世界遺産を持つ町として、国際観光拠点をめざすためにも

国際交流の視点は必要。 

 民間どうしの国際交流の可能性がある。 

 グローバル化の影響を条例に盛り込めるか？ 

 世界遺産のある町。 

 →別条として検討した「世界遺産を生かしたまちづくり」との関連 

 多文化共生についてここに盛り込むか。 

  → 基本原則の「(5)共生」に、「環境」に加えて「多文化共生」を盛

り込むか？ 

【生駒市】 市民及び市は、各種分野における国際交流及び協力に努めるとともに、多文化共生社会の視点に立ったまちづくりを推進す

るものとする。 

【大和郡山市】 (他の自治体等との連携)市は、他の地方自治体、大学、NPO、専門機関等と共通する地域課題等の解決を図るため、相互

に協力し、課題を解決するよう努めなければならない。２ 市民は、他の地方自治体の住民と連携を図り、様々な意見を取り入れ、ま

ちづくりに活用する。 

【丹波市】 市は、国際社会に果たす役割を自覚し、人権尊重や多文化共生、平和の維持の理念を掲げつつ、広く国際社会との交流及び

連携に努めるものとします。 

【多治見市】 市は、多様な主体との連携協力により、多様な文化と価値観を互いに理解し、尊重する地域社会の形成を図るよう努めな

ければなりません。２ 市は、地域社会における課題が国際的な課題とかかわっていることを認識し、国際的な連携協力を促進するよ

う努めなければなりません。 

【日光市】 市は、国際感覚豊かな人材を育成するとともに、積極的に国際的な連携を図り、国際観光文化都市としてのまちづくりを推

進するものとする。 
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前文 
 

 項目 論点 

 

◆前文 

 まちづくり基本条例（自治基本条例）前文の一般的な構成 

（１）まちのアイデンティティを書き込む（歴史、文化、自然、環境、産業、各種取り組み等）。 

（２）時代の背景を受けて、基本条例（自治基本条例）の必要性を述べる。 

（３）条例の理念や原則を受けた、自治のかたちやまちのあるべき姿を示し、この実現には町民の主体性、参画と協働が重要である

ことを書き込む。 

（４）この条例により、自治およびまちづくりを進めていくという、町民（市民）と議会・行政の決意を表明する。 

 

 このパターンに縛られる必要はない。自治体独自の書き方が可能。（高知市の「高知市市民と行政のパートナーシップのまちづくり条

例（愛称：まちづくり一緒にやろうや条例）」の前文は土佐弁で書かれている。 

 

何でまちづくりをするが。みんなあにとって，「のうがえいまち」にしたいき。なんかあったときに，すっと助け合える

関係でおりたいき。このまちに住んじょって良かったと思えるようになりたいき。 

市民も行政もまちづくりを進めたいと思いゆう。悩みを共有したいし，喜びも分かち合いたい。話をしたらみんなあ目

指すところは一緒ながよ。市民同士，市民と行政がうまいことつながったらえいねえ。みんなあでまちづくりができる

ようになったらえいと思わん。 

ほんで，この条例をきおうてつくったがよ。どう，まちづくり一緒にやろうや。 

 

 前文とは、法令の本則の前に置かれ、その法令制定の由来、趣旨、基本原理、制定者の決意などを述べたものである。 

 前文は、法規範ではあるが、裁判規範ではないというのが通説であるが、前文は各条文の解釈指針としての意味を持っている。 

 

前文の作り方 

 

① 「前文」の意義と構成（ブロック化）の理解。 

② ブロック毎に盛り込む事柄を考えてくる（第 8回審議会（5月 21 日）における宿題）。 

     ＊宿題は、6月４日 5時までに事務局に提出（電子メール、FAX、持参等）。 

     ＊参考として、複数の事例を示す（15 頁以降）。 

③ 事務局による叩き台作成。 

④ 第 9回審議会（6月 24 日）の前に送るので、事前に読んできていただく。 

⑤ 第 9回審議会の全体会で審議し意見を集約。 

⑥ 第 10 回審議会（7月 23 日）において、意見を反映した前分案を確認。 

⑦ 条文と一体化し、全体調整にかける（第 10 回審議会）。 
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【生駒市】 私たちのまち生駒市は、大都市大阪に近接する緑豊かな住宅都市としての特性とともに、往馬大社、

長弓寺、宝山寺、高山茶筌せんなどの歴史文化資源に加えて、関西文化学術研究都市・高山サイエンスタウン

が立地するなど、豊かな自然や歴史、伝統産業と最先端の科学が融合した関西有数の住宅都市として発展して

きました。 

一方、少子高齢化をはじめ、人口減少や低成長時代の到来により、財源の確保が厳しさを増す中で地方分権

が進展するなど、地方公共団体を取り巻く社会経済情勢の急激な変化の中で、市民が行政に求めるニーズは高

度化・多様化しています。 

こうした状況において、これまでの行政主体の市政運営から脱却した市民主体のまちづくりが求められてお

り、そのために市民は、自治の主役であることを自覚し、地域社会の課題の解決に向けて、自ら考え、行動す

るとともに、主体的に自治にかかわっていくことが必要になっています。 

これに対して行政は、市の執行機関として持続可能な都市経営を行うため、計画的で効率的、効果的な行財

政運営を推進していかなければなりません。また、議会は、市民を代表し、市の団体意思の決定機関として、

広く市民の声を聴きながら、行政の監視、政策形成、立法といった機能を果たし、行政をけん制しつつ市政運

営の一翼を担わなければなりません。 

私たちは、このような認識の下に、将来にわたり、すべての市民の人権が尊重され、人と自然が共生する、

安全で安心な、健康で活力のある、文化の薫り高いまちづくりを基本理念として、いつまでも住み続けたい都

市－ 生駒市づくりに努めます。 

ここに私たちは、市民と議会と行政とが各々の役割を自覚し、お互いを尊重し、情報共有に基づく参画と協

働による真の市民自治を実現するため、生駒市におけるまちづくりの最高規範として生駒市自治基本条例を制

定します。 

 

【大和郡山市】 わたしたちが暮らす大和郡山市は、奈良盆地の北部に位置し、矢田丘陵の山なみ、緑豊かな田園

地帯が広がる素晴らしい自然環境のもと、先人が積み重ねてきた伝統と文化の歴史が息づく、‘金魚と城下町’

で知られる、人と人とのふれあい、思いやりを大切にするまちです。 
わたしたちは、このまちに集い、生まれ育ち、また、共に学び働き、暮らしながら「大和郡山らしさ」を基

調にした魅力のあるまちづくりに取り組んできました。 
これからも、地域の歴史、文化、自然、環境との調和をより一層図るとともに、市民、事業者、市議会、行

政等さまざまな人々がパートナーシップをはぐくみながら、平和で夢と希望に満ちたまちづくりを進めていき

ます。 
そのためにも、わたしたちは、それぞれの権利と役割、責務を認識したうえで、自分たちのまちは自分たち

の手で築きあげていこうという強い意志のもと、市民参加、参画、協働のまちづくりのしくみを構築していか

なければなりません。 
よって、自治の主体である市民が自らの責任に基づき決定し、自ら行動することにより更なる住民自治の進

展と日々の暮らしのなかで共に生きるよろこびが実感できる地域社会の実現を目指し、ここに大和郡山市自治

基本条例を制定します。 
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【名張市】 わたしたちのまちの自治は、主権者である市民が自らの責任に基づいて決定し、主体的に行動するこ

とにより進めなければなりません。また、自治体としての名張市には、市民の信託にこたえ、現在及び将来の

市民が安心して暮らすことのできる、豊かな地域社会を市民と協働して実現していく責務があります。このた

めには、自治の主体である市民、市議会及び市の果たすべき役割や責務、市政運営の原則など、自治体として

の基本的な枠組みを明らかにするとともに、市政への市民参画や協働の仕組みを定めておくことが必要です。 

名張市は、万葉ゆかりの歴史と文化、赤目四十八滝や香落渓など水と緑の自然環境に恵まれたまちです。こ

れらの財産を守り育て、次代に引き継ぐとともに、名張らしさを生かした個性的で持続可能なまちを創造する

取組を進めていかなければなりません。また、市内は古いまち並みや農村集落、新しい市街地が分散するなど、

それぞれ特徴ある地域で構成されており、こうした各地域の 2 特性を生かした個性ある地域づくりを市民が主

役となって行っていくことも大切です。 

わたしたちは、自己決定と自己責任のもと参画し、協働することを基本に、英知と力を結集することで、魅

力的で誇りの持てる「自治のまち」を実現することをめざし、ここに名張市自治基本条例を制定します。 

 

【佐用町】 わたしたちのまち佐用町は、全国名水百選に選ばれた清流千種川とその支流の佐用川などが南北に流

れ、大撫山の山頂から眺める雲海や夜空に輝く満天の星など豊かな自然に恵まれています。また、古くは出雲

街道と因幡街道が交わる交通の要衝として宿場町が栄えていました。さらに、利神城跡、上月城跡、熊見城跡、

三日月陣屋跡など多くの歴史文化遺産を有しています。 

わたしたちは、先人のたゆまぬ努力と営みによって大切に守り育てられてきたこれらの財産や自然を大切に

して未来に引き継ぐとともに、安心に暮らせるまち、人を思いやり、人と人との絆が豊かな、夢や希望の持て

る優しさのあふれるまちづくりを目指します。 

そのためには、「地域のことは地域が主体となって考え、行動する」という自治の原点に立ち、町民等一人ひ

とりがまちづくりの担い手として参画し課題に取り組むことが必要です。 

さらに、町民等、議会、行政がともに手を取り合い、協働してそれぞれの役割と責務を果たすことがよりよ

い佐用町の自治につながります。佐用町が希望と笑顔で活力あるまちとなることを望み、ここに佐用町まちづ

くり基本条例を制定します。 

 

【ニセコ町】 ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられて今日を迎え

ています。わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、「住

むことが誇りに思えるまち」をめざします。 

まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。わたしたち町民は「情

報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。 

わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中でよろこびを実感

できるまちをつくるため、この条例を制定します。 

 

【富士河口湖町】 私たちのまち富士河口湖町は、自然の宝庫であり、世界遺産を目指す富士山に代表される緑豊
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かな自然と清らかな水に恵まれた地域です。また、富士五湖のうち、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖を持つ「湖

水地方」として、富士山と高原と湖が織りなす四季折々の魅力ある自然景観に恵まれた国内屈指の国際観光地

として発展してきました。 

先人が築きあげてきた歴史や文化・伝統、そして、愛し守り育ててきた自然などのかけがえのない財産を、

まちの次代を担う子どもたちに引き継いでいくために、私たち町民は、自らができることは自ら行い、ともに

支え合いながら、知恵を集結し、地域の問題の解決にあたらなければなりません。 

そのためには、町民及び町（議会及び執行機関）がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いが対等な立場で協

働し、より一層連携を深めていくことで、町民が文化と自然を享受し合い、こころ豊かに暮らせる、住んで良

し、訪れて良しのまちづくりを進めていく必要があります。 

私たちは、こうした認識のもと、町民が主体のまちづくりの実現を目指し、富士河口湖町のまちづくりの最

高規範として、ここに、富士河口湖町自治基本条例を制定します。 

 
【栗山町】 栗山町は、明治 21 年（1888 年）に開拓の鍬がおろされてから今日まで、先人の英知と情熱により幾

多の困難を乗り越え、尊い歴史を刻みながら発展してきました。  
その先人が守り育てた歴史、文化、伝統を引き継ぎ、「ふるさとは栗山です。」と町民誰もが誇りを持ち、い

つまでも住み続けたいと思うことができるまちとするため、栗山町民憲章の理念を尊重し、新たな自治の歩み

を進めていかなければなりません。  
地方分権の時代を迎え、自治体の自主的な決定と責任の範囲が広がるとともに、少子高齢化と人口減少の進

展や、厳しさを増す地方行財政など、本町を取り巻く社会経済情勢が刻々と変化し、自治の在り方が問われて

います。  
時代に対応し、持続可能な地域社会をつくるためには、町民一人ひとりが自治の主体で 
あることを認識し、自ら考え、行動するとともに、町民、議会、行政がそれぞれの役割を尊重し、相互に補

完し合い、協力して町政を進めていかなければなりません。  
主権者である町民の参加による自律したまちづくりの推進を、町民、議会、行政が共有する基本理念とし、

実現のための仕組みを定め、これを守り育てていくため、ここに栗山町自治基本条例を定めます。 
 
【亀山市】 亀山市は、鈴鹿山系から布引山系へと続く雄大な山並み、大地に豊かな恵みをあたえる鈴鹿川などの

流れの中で、古くから東西交通の要衝として栄えてきました。 
私たちは、このような自然環境、歴史に育まれてきた文化に磨きをかけ、一人ひとりが生き生きと輝き、し

あわせに暮らせるまちを将来にわたって築いていきたいと願っています。 
こうしたまちを実現するためには、みんなの良心、英知、一歩一歩の努力を結集するとともに、市民と議会、

執行機関が協働し、それぞれの役割に基づいてまちづくりを進めていくことが大切です。 
さあ、このまちで暮らす私たちのために、未来を託す子どもたちのために、できることからはじめようでは

ありませんか。 
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みんなが助け合い、しあわせに暮らせるまち、住んでみたい、訪れてみたいまちを実現するため、まちづく

りの基本を定めるこの条例を制定します。 
 
【岸和田市】 私たちは、茅（ち）渟（ぬ）の海から和泉葛城の山に至る美しく豊かな自然に対して深い愛着を抱

いています。青い海と空をこよなく愛し、水の恵みと大地の実りへの感謝の気持ちを忘れず、その源となる山々

への畏（い）敬の念を胸に強く刻み込んできました。 
私たちのまちは、この恵まれた地勢をいかした農業や林業、水産業を中心としながら、一方で、地場産業を

育み、工業化を進め、都市として発展してきました。 
また、城下町としての歴史と伝統が息づき、だんじり祭りをはじめとした伝統行事や民俗文化が継承されて

きています。 
私たちは、いにしえより先人たちが守り続けてきたこれらの自然と、起こし育ててきた産業や伝統、培われ

てきた文化を受け継ぎ、次世代へ引き継いでいかなければなりません。 
これらを礎としながら、平和を願い、次代を担う子どもたちを育み、それぞれの責任と役割を自覚し、助け

合いながら、一人ひとりの命の尊さや人間の尊厳を認識し、すべての人権を尊重する豊かなまちづくりに取り

組んでいきます。 
私たちは、市民が自治の主体、市政の主権者であることを認識し、自らの地域は自らの手で築いていこうと

する意思を明確にし、自ら考え、行動することで、常に安心していつまでも住み続けることができる、個性豊

かな持続性のある地域社会、すなわち「市民自治都市」の実現を目指します。 
今、ここに「市民自治都市」を実現していくための基本原理として岸和田市自治基本条例を制定します。 

 
【箱根町】 私たちのまち「天下の嶮けん箱根」は、富士を映す名鏡芦ノ湖や美しい山なみを中心とした四季折々

の一大自然美、古くから東海道の要衝であった箱根関所をはじめとする歴史的文化遺産、更には豊かな温泉に

恵まれた国際観光地です。今日ある箱根は、先人の英知とたゆみない努力により、町民のみならず、訪れる多

くの人に愛され発展してきました。  
この恵まれた自然環境、積み重ねてきた歴史、そして培われた文化を次代に継承し、今まで以上に住んで良

いまち、訪れて良いまちにしていくためには、町民、町議会及び町が、より一層関係を深め、協力してまちづ

くりを行う必要があります。  
このような認識のもと、町民が主体のまちづくりの実現を目指し、本町の自治の基本を定める規範として、

ここに箱根町自治基本条例を制定します。 

 


