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自治基本条例素案比較表 

提言書の内容 条例素案 相違点 

目次

前文 

Ⅰ 総則（第１―第４） 

Ⅱ 自治の主体としての権利、役割等 

１ 市民（第５・第６） 

２ 市議会（第７・第８） 

３ 市長等及び職員（第９・第１０） 

Ⅲ 市民参画と協働のしくみ 

１ 市政への市民参画（第１１―第１３） 

２ 協働のまちづくり（第１４―第１８） 

３ 情報の共有（第１９―第２１） 

Ⅳ 市政運営（第２２―第３３） 

Ⅴ 住民投票（第３４） 

Ⅵ 国及び他の地方公共団体との関係（第３５） 

Ⅶ 条例の検証及び見直し（第３６） 

附則（第３７） 

目次

前文 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 自治の主体 

第１節 市民（第５条―第７条） 

第２節 市議会（第８条・第９条） 

第３節 市長等及び職員（第１０条・第１１条） 

第３章 市民参画と協働のしくみ（第１２条―第１ 

９条） 

第４章 市政運営（第２０条―第３１条） 

第５章 国及び他の地方公共団体との関係（第３２ 

条） 

第６章 条例の検証及び見直し（第３３条） 

附則 

←章名としての整理を 

した。 

←市民参画と協働のし 

くみは、節に区分するほ 

どでもないため、削除し 

た。 

←住民投票については、 

提言書では独立した項 

目としていたが、市民参 

画と協働のしくみの一 

つとして規定する。 

前文

遠く万葉の昔から歌人たちに愛され、源氏物語の舞 

台として登場するわたしたちのまち。 明石城に登れば、 

明るい瀬戸内の海に淡路島が迫り、明石海峡大橋を望 

む、海の幸にも恵まれた“ゆほびか”な風土。近代化 

の幕開けとともに日本標準時のまちにも定められまし 

た。これらはすべて、私たちのほこりです。 

この明石のまちを、いつまでも暮らし続けたい、も 

っとほこらしいまちにしたいと願って、わたしたちは 

明石市自治基本条例を定めることにしました。 

前文

遠く万葉の昔から歌人たちに愛され、源氏物語の舞 

台として登場するわたしたちのまち。 明石城に登れば、 

明るい瀬戸内の海に淡路島が迫り、明石海峡大橋を望 

む、海の幸にも恵まれた“ゆほびか”な風土。近代化 

の幕開けとともに日本標準時のまちにも定められまし 

た。これらはすべて、わたしたちのほこりです。 

この明石のまちを、いつまでも暮らし続けたい、も 

っとほこらしいまちにしたいと願って、わたしたちは 

明石市自治基本条例を定めることにしました。 

←検討委員会案を基に 

するが、一部、文言整理 

した。
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もちろん、これまでも、暮らしていてよかったと思 

える、安全で安心に暮らせる豊かなまち、人をいたわ 

り互いの尊厳や人権を大切にし、自然をいつくしむ優 

しさにあふれたまちを目指してきました。全国に先駆 

けて「コミュニティ都市」宣言をし、コミュニティづ 

くりにも力を注いできた先人の努力をわたしたちは知 

っています。 

しかし、こうしたまちづくりの取り組みをさらに深 

化させ、質を高めるためには、市長・市役所などや市 

議会だけでなく、場合によってはわたしたち市民がも 

っと積極的に役割を分担し、かかわっていくことも必 

要になってきています。 

大切なのは、これからの「明石の自治」の主体とな 

っていかなければならないのは、わたしたち市民だと 

いう意識です。明石に住む。明石で働く。明石で活動 

する。わたしたちがこうあってほしいと望むまちに、 

みんなで力を合わせて挑戦していく決意と行動が、新 

しいまちづくりのきっかけになっていくのではないで 

しょうか。 

明石市自治基本条例は、市民主体のより質の高いま 

ちづくりを実現するために、市民による「参画と協働 

のまちづくり」と、よりよい公共サービスを受けるこ 

とができる「市政運営の実現」という、明石のまちづ 

くりを担う全員が共有しなければならない最も大切な 

ことを定めた、「明石の自治」の指針となるものです。 

この条例が、豊かで優しさにあふれた、これからも 

ほこりに思えるまち明石を築く大きな一歩となること 

を望んでいます。 

※ 「ゆほびか」とは、ゆったり豊かなさまをあらわ 

す日本の古語で、「源氏物語」にも登場しています。 

もちろん、これまでも、暮らしていてよかったと思 

える、安全で安心に暮らせる豊かなまち、人をいたわ 

り互いの尊厳や人権を大切にし、自然をいつくしむ優 

しさにあふれたまちを目指してきました。全国に先駆 

けて「コミュニティ都市」宣言をし、コミュニティづ 

くりにも力を注いできた先人の努力をわたしたちは知 

っています。 

しかし、こうしたまちづくりの取り組みをさらに深 

化させ、質を高めるためには、市長・市役所などや市 

議会だけでなく、場合によってはわたしたち市民がも 

っと積極的に役割を分担し、かかわっていくことも必 

要になってきています。 

大切なのは、これからの「明石の自治」の主体とな 

っていかなければならないのは、わたしたち市民だと 

いう意識です。明石に住む。明石で働く。明石で活動 

する。わたしたちがこうあってほしいと望むまちに、 

みんなで力を合わせて挑戦していく決意と行動が、新 

しいまちづくりのきっかけになっていくと考えます。 

明石市自治基本条例は、市民主体のより質の高いま 

ちづくりを実現するために、市民による「参画と協働 

のまちづくり」と、よりよい公共サービスを受けるこ 

とができる「市政運営の実現」という、明石のまちづ 

くりを担う全員が共有しなければならない最も大切な 

ことを定めた、「明石の自治」の指針となるものです。 

この条例が、豊かで優しさにあふれた、これからも 

ほこりに思えるまち明石を築く大きな一歩となること 

を望みます。 

※ 「ゆほびか」とは、ゆったり豊かなさまをあらわ 

す日本の古語で、「源氏物語」にも登場しています。
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、明石市における自治の基本原則 

を明らかにし、自治を担う主体である市民及び事業 

者等の権利又は責務並びに市議会及び市長等の役割 

又は責務を明確にするとともに、市政に関する基本 

的な事項を定めることにより、市民自治によるまち 

づくりを推進し、もって「明石の自治」の実現を目 

指すことを目的とする。 

←提言の趣旨を踏まえ、 

条例の目的を定める。 

Ⅲ 自治の基本原則 

（市民・住民について） 

・市民とは、市内に居住する人、市内で働く人・ 

学ぶ人、事業活動や市民活動などの様々な活動 

を行っている人や団体をいいます。 

・住民とは、市内に居住する人をいいます。 

Ⅳ 自治の主体 

２ 事業者等の権利と役割 

市内に事務所等を置いている、いないにかかわ 

らず、あるいは営利・非営利の活動を問わず、事 

業者やそこで働いている人たち、あるいは市民活 

動団体（以下「事業者等」といいます。） 

４ 市長等及び職員の責務 

市長その他の執行機関（以下「市長等」といい 

ます。） 

市長のほか、教育委員会、監査委員、選挙管理 

委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評 

価審査委員会が執行機関として市の行政を担って 

います。 

Ⅴ 市民参画と協働のしくみ 

１ 市政への市民参画 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の 

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 市民 次号に規定する住民、市内で働き、若 

しくは学ぶ者又は第３号に規定する事業者等をい 

う。 

(２) 住民 市内に居住する者をいう。 

(３) 事業者等 市内において、事業活動若しくは 

市民活動を行う者又は団体をいう。 

(４) 市長等 市長、教育委員会、監査委員、選挙 

管理委員会、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。 

(５) 参画 市の政策等の計画段階から実施、 評価、 

改善に至るそれぞれの段階において、市民が自覚 

と責任をもって、主体的に関わっていくことをい 

う。 

(６) 協働 市民と市、市民同士が、それぞれの知 

恵や経験、専門性などの資源を生かし、尊重し合 

いながら、果たすべき役割と責任を自覚し、共に 

考え、共に力をあわせることをいう。 

←提言書では、「市民」、 

「住民」、「事業者等」、 

「市長その他の執行機 

関」、「参画」、「協働」に 

ついて、「自治の基本原 

則」や「自治の主体」「市 

政への市民参画」「協働 

のまちづくり」の項目で 

個々に言葉の説明がさ 

れているが、分かりやす 

さと条例の構成を考え、 

１か所にまとめて定義 

した。 

←条例全体のバランス 

から言葉の定義として 

は「参画」の方が適当。 

また、「自治の主体とし 

ての市民の権利、責務」 

や「市政への市民参画」 

での表現に合わせた形
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「市民参画」とは、市の政策等について、その 

企画・構想段階から、立案、実施、評価、見直し 

に至る市長等の意思決定過程において、市民と市 

長等がコミュニケーションを図りながら、一緒に 

なってつくりあげ、実施していくことです。 

２ 協働のまちづくり 

「協働」とは、市民と市、市民と市民が、それぞ 

れの知恵や経験、専門性などの資源を生かし、尊重 

し合いながら、果たすべき役割と責任を自覚し、共 

に考え、共に力をあわせることにより、より良いま 

ちを築きあげていくことです。 

に定義内容を修正した。 

Ⅱ 自治基本条例の位置付け 

① 自治基本条例が市の最高規範であって、他の条 

例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、自 

治基本条例との整合性を図る。 

② 市は、自治基本条例に定める内容に則って、政 

策分野（例えば、福祉や環境、子育て、男女共同 

参画、安全安心のまちづくりなど）ごとの基本条 

例の制定や見直しをし、他の条例、規則等又は政 

策の体系化を図る。 

（条例の位置付け等） 

第３条 この条例は、 自治の基本を定めるものであり、 

この条例の趣旨を最大限に尊重し、他の条例、規則 

等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例との 

整合性を図るものとする。 

２ 市は、この条例に定める内容にのっとり、政策分 

野ごとの基本条例の制定や見直しを行い、 他の条例、 

規則等又は政策の体系化を図るものとする。 

←自治基本条例も条例 

であることには変わり 

なく、他の条例との間に 

優劣の関係はない。必要 

があれば自治基本条例 

の見直しも考えられる。 

しかし、「最高規範」と 

いう言葉が誤解を与え、 

独り歩きするおそれも 

ある。自治基本条例に定 

められていることが市 

の「最高の理念、最高の 

ルール」なのだというこ 

とを意識することが重 

要であり、この条例は自 

治の基本、ベースを定め 

るものと考え、表現を改 

めることとした。 

←政策分野の例示は削
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除した。 

←その他条例としての 

文言の整理をした。 

Ⅲ 自治の基本原則 

（市政への市民参画） 

① 自治の主体は市民であり、市民の市政への参画 

の機会が保障されること。 

（協働のまちづくり） 

② 市民と市、市民同士は、適切な役割分担のもと 

で連携し、まちづくりに取り組むこと。 

（情報の共有） 

③ 市民と市、市民同士は、市民参画や協働のまち 

づくりを進めるに当たって、互いに情報を共有し 

合うこと。 

（自治の基本原則） 

第４条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本原則と 

して自治を推進するものとする。 

(１) 市政への市民参画 自治の主体は市民であ 

り、 市民の市政への参画の機会が保障されること。 

(２) 協働のまちづくり 市民と市、市民同士は、 

適切な役割分担のもとで連携し、協働してまちづ 

くりに取り組むこと。 

(３) 情報の共有 市民と市、市民同士は、市民参 

画や協働のまちづくりを進めるに当たって、互い 

に情報を共有し合うこと。 

←条例としての文言の 

整理をした。 

Ⅳ 自治の主体 

１ 市民の権利と役割 

① 市民は、自治の主体である。 

② 市民は、自覚と責任をもって、市政に関わっ 

ていく。 

Ⅴ 市民参画と協働のしくみ 

１ 市政への市民参画 

⑴ 市民の権利と役割 

① 市民は、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、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。 

③ 市民は、市政に関心をもち、自らの発言と 

行動に責任をもって積極的に参画するよう努 

める。 

２ 協働のまちづくり 

第２章 自治の主体 

第１節 市民 

（市民の権利） 

第５条 市民は、市政に参画する権利並びに市政及び 

まちづくり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。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、市政に関心をもち、積極的に参画す 

るよう努めなければならない。 

２ 市民は、 自らの発言と行動に責任を持つとともに、 

まちづくりにおいて互いの意見又は行動を尊重し合 

わなければならない。 

←提言では、市民の権利 

と役割については、「自 

治の主体」や「市政への 

市民参画」「協働のまち 

づくり」「情報の共有」 

の場面ごとに定めてい 

るが、重複している内容 

もあり、分かりやすさの 

観点から、集約、整理し 

た。 

←提言では、「市民の役 

割」としているが、市民 

にも責任を自覚しても 

らう必要があるため「責 

務」とした。
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⑴ 市民の権利と役割 

① 市民は、まちづくりのための主体的・自主 

的な活動を自由に行う権利を有する。 

② 市民は、市民同士や市と協働したまちづく 

りのため、それぞれが保有するまちづくりに 

関する情報を知る権利を有する。 

③ 市民は、自らの発言と行動に責任を持つと 

ともに、協働のまちづくりの推進に当たって 

は、お互いの意見や行動を尊重し合う。 

３ 情報の共有 

⑴ 市長等から市民への情報の公開・提供 

ア 市民の権利と役割 

① 市民には、市政についての必要な情報な 

どを知る権利がある。 

Ⅳ 自治の主体 

２ 事業者等の権利と役割 

① 事業者等は、市政に関する情報を知るととも 

に、まちづくりに参加する権利を有する。 

② 事業者等は、市民とともに地域社会を構成す 

るものとして社会的責任を自覚し、地域との調 

和を図り、まちづくりの推進に寄与する。 

（事業者等の権利及び責務） 

第７条 事業者等は、市政に関する情報を知る権利及 

びまちづくりに参加する権利を有する。 

２ 事業者等は、市民とともに地域社会を構成するも 

のとして、社会的責任を自覚し、地域との調和を図 

り、まちづくりの推進に寄与するよう努めなければ 

ならない。 

←事業者等にも積極的 

に明石の自治を担って 

もらう必要があるため、 

見出しを「責務」とし、 

努力義務の表現とした。 

Ⅳ 自治の主体 

３ 市議会及び市議会議員の役割と責務 

⑴ 市議会の役割と責務 

（市議会の権限と責務） 

① 市議会は、市民の目線に立って、市政の重 

要事項を決定するとともに、市政に対する監 

視、調査を的確に行い、適正な執行を確保す 

る。 

（市議会の調査活動と立法活動） 

第２節 市議会 

（市議会の役割、責務等） 

第８条 市議会は、市民の目線に立って、市政の重要 

事項を決定するとともに、市政に対する監視及び調 

査を的確に行い、 適正な執行を確保するものとする。 

２ 市議会は、地域の実情及び市民ニーズを的確に把 

握し、政策の立案又は提言を行うものとする。 

３ 市議会は、活動報告会の実施等により、議会活動 

について積極的に市民に情報発信するとともに、市 

←条例全体の表現上の 

バランスと条例として 

の文言の整理を行った。 

←「活動報告会の実施」 

については、 「明石市議
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② 市議会は、意思決定及び監視機能のみなら 

ず、 地域の実情と市民ニーズを的確に把握し、 

政策の立案や提言を行う。 

（市議会の情報共有と市民参加） 

③ 市議会は、活動報告会を実施するなどを通 

じて、議会の様々な活動状況を積極的に発信 

するとともに、市民の声をより一層把握し市 

政に反映するために市民参加を推進し、市民 

に分かりやすい、参加しやすい開かれた市議 

会を目指す。 

（議会運営と議論の活発化） 

④ 市議会は、議会が言論の府であること及び 

合議制の意思決定機関であることを認識し、 

会議における議員相互の自由討議によって合 

意形成を図る。 

民の意思を市政に反映するために、市民参加を推進 

し、市民に開かれた議会運営に努めなければならな 

い。 

４ 市議会は、合議制の意思決定機関であることを認 

識し、意思決定を行うに当たっては、十分な議論を 

尽くし、議員相互の自由討議によって合意形成を図 

るものとする。 

会のあるべき姿」には盛 

り込まれていないが、検 

討委員会では、「他都市 

で市議会として地域に 

出向いて市民に対し活 

動報告会を実施してい 

る例が見られることか 

ら、明石市議会でもこの 

ような活動報告会を実 

施して情報発信と説明 

責任を果たし、市民参加 

の機会を提供してほし 

い。」という考えで、あ 

えて提言書に盛り込む 

ことになった。 

⑵ 市議会議員の責務 

（市議会議員の責務） 

① 市議会議員は、市民の代表者として、自ら 

の役割と責務を常に自覚し、市民全体の利益 

を優先して行動し、 市民福祉の増進に努める。 

（市民との情報共有） 

② 市議会議員は、様々な機会を通じて情報提 

供（活動報告）を行うとともに、市民や地域 

の意見の把握や積極的な情報収集に努める。 

（市議会議員の政策立案能力の向上） 

③ 市議会議員は、 政策立案能力の向上に努め、 

自ら有する政策提案や市政調査等の権限を積 

極的に活用する。 

（市議会議員の責務） 

第９条 市議会議員は、市民の代表者として、市民全 

体の利益を優先して行動し、市民福祉の増進に寄与 

するとともに、自己研鑽に努め、議員としての行動 

規範又は道理をわきまえ、市議会の役割、責務等が 

果たされるよう努めなければならない。 

２ 市議会議員は、市民への情報提供又は活動報告を 

行うとともに、市民の意見及び地域の課題を把握す 

る等、情報収集に努めなければならない。 

３ 市議会議員は、政策立案能力の向上に努め、政策 

提案、市政調査等の権限を積極的に活用するものと 

する。 

←条例全体の表現上の 

バランスと条例として 

の文言の整理を行った。 

Ⅳ 自治の主体 

４ 市長等及び職員の責務 

第３節 市長等及び職員 

（市長等の責務）



- 8 - 

⑴ 市長等の責務 

① 市長等は、市民のニーズを的確に判断し、 

市民と継続的なコミュニケーションを図りな 

がら、公正かつ誠実に市政運営を行う。 

② 市長等は、協力・連携し、一体となって市 

政運営に当たる。 

③ 市長は、毎年度、市政の基本方針を明らか 

にするとともに、その達成状況を市民や市議 

会に報告する。 

第１０条 市長等は、市民のニーズを的確に判断し、 

職務の執行に当たって説明責任を果たして、公正か 

つ誠実に、市政運営を行わなければならない。 

２ 市長等は、それぞれ相互に連絡調整を図り、一体 

として、市政運営に当たらなければならない。 

３ 市長は、市政の代表者として、毎年度、市政の基 

本方針を明らかにするとともに、その達成状況を市 

民及び市議会に報告しなければならない。 

←条例としての文言の 

整理をした。 

⑵ 職員の責務 

職員は、全体の奉仕者であり、法令及び条例 

等を遵守して、公正かつ誠実に、市民に対する 

説明責任を果たして、その職務を遂行する。 

（職員の責務） 

第１１条 職員は、全体の奉仕者であり、法令及び条 

例等を遵守し、公正かつ誠実に、市民に対する説明 

責任を果たして、その職務を遂行しなければならな 

い。 

←条例としての文言の 

整理をした。 

Ⅴ 市民参画と協働のしくみ 

１ 市政への市民参画 

⑵ 市長等の責務 

① 市長等は、市民の市政への参画の機会を保 

障する。 

② 市長等は、職員が市民の意見を的確に受け 

とめることができるように、市民参画に関す 

る意識改革を行う。 

⑶ 市民政策提案手続 

① 市民は、市長等に対して、具体的な政策等 

を提案することができる。 

② 市長等は、提案のあった政策等について検 

討し、検討経過、検討結果及びその理由を原 

則として公表する。 

⑷ 条例に基づく市民参画の推進 

市民参画の手法や手続などの詳細は、別に条 

第３章 市民参画と協働のしくみ 

（市民参画の手法等） 

第１２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意するとともに、市民 

参画に関する職員の意識を高めるよう努めるものと 

する。 

２ 市民は、市長等に対して、政策等を提案すること 

ができる。 

３ 市民参画の手法、手続その他必要な事項について 

は、別に条例で定める。 

←市長等の責務につい 

て、条例素案では、市長 

等の具体的な取組内容 

が分かるような見出し 

とした。 

←市民政策提案手続は 

市民参画の一手法とし 

てこの条にまとめ、基本 

事項を規定した。詳細 

は、別途条例で定める。 

←詳細を条例で定める 

規定もこの条にまとめ 

た。 

←その他条例としての 

文言の整理をした。
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例で定める。 

Ⅶ 住民投票 

① 将来にわたって市に重大な影響を及ぼすと考え 

られる事項について、住民が、市長に対して住民 

投票の実施を請求したときは、市長は、住民投票 

を実施しなければならない。 

② 市長等及び市議会は、住民投票の結果を尊重し 

なければならない。 

③ 住民投票の実施に関する詳細は、別に条例で定 

める。 

（住民投票） 

第１３条 市長は、将来にわたって市に重大な影響を 

及ぼすと考えられる事項について、住民のうち選挙 

権を有する者が、その総数の３分の 1 以上の者の連 

署をもって、市長に対して住民投票の実施を請求し 

たときは、住民投票を実施しなければならない。 

２ 市長等及び市議会は、住民投票の結果を尊重しな 

ければならない。 

３ 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。 

←提言書では、一つの独 

立した項目として定め 

られているが、市民参画 

と協働のしくみの一つ 

として規定した。 

←検討委員会の提言を 

尊重し、市民参画の権利 

を保障する仕組みとし 

て、常設型の住民発議の 

規定を定める。 

←請求に当たっての要 

件は、地方自治法に規定 

されている議会の解散 

請求や議員又は市長の 

解職請求（リコール請 

求）に準じ、「選挙権を 

有する者」の総数の「３ 

分の 1以上」の者の連署 

としている。 

←その他条例としての 

文言の整理をした。 

Ⅴ 市民参画と協働のしくみ 

２ 協働のまちづくり 

⑵ 市長等の責務 

① 市長等は、 地域における活動拠点施設など、 

まちづくりのための基盤整備を図るととも 

に、市民との円滑な連携を図るための人材を 

配置するほか、市民活動への支援を行う。 

② 市長等は、市民と情報を共有するため、積 

（協働のまちづくり） 

第１４条 市長等は、市民とともに協働のしくみづく 

りに取り組むものとする。 

２ 市長等は、まちづくりのための基盤整備を図ると 

ともに、市民との円滑な連携を図るため、市民活動 

への支援を行うものとする。 

３ 市長等は、協働に関して職員の意識を高めるよう 

努めるものとする。 

←市長等の責務につい 

て、条例素案では、市長 

等の具体的な取組内容 

が分かるような見出し 

とした。 

←②の情報の提供、公開 

は第１８条（情報の共 

有）の第１項にまとめて
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極的に情報を提供し、公開するほか、協働に 

関して職員の意識改革を行う。 

③ 市長等は、市民との協働の仕組みづくりに 

取り組む。 

⑹ 条例に基づく協働のまちづくりの推進 

協働のまちづくりの推進方策などの詳細は、 

別に条例で定める。 

４ 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。 

規定した。 

←詳細を条例で定める 

規定もこの条にまとめ 

た。 

←その他条例としての 

文言の整理をした。 

Ⅴ 市民参画と協働のしくみ 

２ 協働のまちづくり 

⑷ 地域コミュニティ 

ア 地域コミュニティの位置付けと役割 

① 小学校区において、地域の多岐にわたる 

課題に総合的に対応する「協働のまちづく 

り推進組織」を立ち上げ、まちづくりの基 

本的な単位とする。 

② 「協働のまちづくり推進組織」は、自ら 

地域の課題を発見し、共有し、地域での合 

意形成を図り、解決するための自主的・主 

体的な活動を行う。 

イ 地域コミュニティの運営 

① 「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 

くりや活動に当たって、地縁型組織の間だ 

けでなく、地縁型組織と分野型組織との間 

の連携、協力を図る。 

② 「協働のまちづくり推進組織」は、お互 

いに連携し、情報共有を図る。 

ウ 地域コミュニティと市との協働 

① 市民は、地域での課題解決に向け、地域 

で議論して意見を集約し、地域として合意 

（地域コミュニティ） 

第１５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。 

３ 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。 

４ 協働のまちづくり推進組織は、地域での課題解決 

に向け、地域で議論して意見を集約し、地域として 

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。 

５ 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。 

←条例としての文言の 

整理をした。
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形成を図った上で、地域コミュニティから 

市長等に対して、地域の意見としてまちづ 

くりに関する提案（協働の提案）を行うこ 

とができる。 

② 市長等は、地域コミュニティからまちづ 

くりに関する提案が行われた場合には、地 

域と協議の上、真摯に検討し、対応する責 

務がある。 

エ 小学校区コミュニティ・センターの役割 

（まちづくりの場） 

① 地域コミュニティの拠点として、地域自 

らが地域のまちづくりを考え実践する場で 

あること。 

② 市民と市が協働するための場であるこ 

と。 

③ 地縁型組織と分野型組織が協働するため 

の場であること。 

④ 市民同士が交流する場であること。 

（情報共有の場） 

⑤ 市民と市、市民同士が地域等の情報を共 

有する場であること。 

（協働のまちづくりの拠点） 

第１６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、まちづくりの場 

及び情報共有の場とする。 

←条例としての文言の 

整理をした。 

Ⅴ 市民参画と協働のしくみ 

３ 情報の共有 

⑴ 市長等から市民への情報の公開・提供 

ア 市民の権利と役割 

② 市民も、市長等に対し、積極的に必要な 

情報の公開・提供を求めていかなければな 

らない。 

イ 市長等の責務 

（情報の公開及び提供） 

（情報の共有） 

第１７条 市長等は、市民が必要とする情報を的確に 

把握するとともに、 別に条例で定めるところにより、 

市政情報を効果的かつ積極的に、分かりやすく市民 

に公開及び提供するなど、情報公開を総合的に推進 

し、情報の共有に努めるものとする。 

２ 市民は、市長等に対して、積極的に必要な情報の 

公開若しくは提供を求め、又は地域での情報を積極 

的に提供し、情報の共有に努めるものとする。 

←市長等の責務につい 

て、市長等の具体的な取 

組内容が分かるような 

見出しとした。 

←その他条例としての 

文言の整理をした。
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① 市長等は、市民や地域、市民活動の実情 

を把握するため情報の収集を図るととも 

に、市政情報を適切な時期に、適切な方法 

で、積極的に市民に公開及び提供し、その 

内容等について、市民に分かりやすく説明 

することによって情報の共有を図る。 

② 市長等は、市政に関する情報を提供する 

窓口等を一層市民の利用しやすいものにす 

るなど、積極的に各種の情報の提供や公表 

を進め、情報公開を総合的に推進していく 

ことに努める。 

（個人情報の保護） 

③ 市長等は、個人の尊厳を守るため、情報 

の共有に当たっては、市政全体において、 

個人情報を保護しなければならない。 

⑵ 市民から市長等への情報提供 

市民も、市長等に対して、地域での問題解決 

の取組みなどについて、 積極的に情報を提供し、 

情報の共有に努める。 

（個人情報の保護） 

第１８条 市長等は、情報の共有に当たっては、別に 

条例で定めるところにより、市政全体において、個 

人情報を保護しなければならない。 

⑶ 市民同士の情報の共有 

① 市民同士互いに、個人情報の保護には十分 

配慮した上で、積極的に情報の交換を行い、 

情報の共有に努める。 

② 市民活動団体は、その活動内容を積極的に 

公開し、情報の共有に努める。 

（市民同士の情報の共有） 

第１９条 市民は、互いに、個人情報の保護には十分 

配慮した上で、積極的に情報の交換を行い、情報の 

共有に努めるものとする。 

２ 市民活動を行う者又は団体は、その活動内容を地 

域において積極的に公開し、情報の共有に努めるも 

のとする。 

←条例としての文言の 

整理をした。 

Ⅳ 市政運営 

１ 基本原則 

① 参画と協働に基づくこと。 

② 公正で透明であること。 

第４章 市政運営 

（基本原則） 

第２０条 市長等は、次の各号に掲げる事項を基本原 

則として、市政を運営するものとする。 

←条例としての文言の 

整理をした。
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③ 効果的・効率的であること。 

④ ＰＤＣＡ（Ｐｌａｎ（計画） ・Ｄｏ（実施） ・ 

Ｃｈｅｃｋ（評価） ・Ａｃｔｉｏｎ（改善・見直 

し））を基本に市政を運営すること。 

(１) 参画と協働に基づくこと。 

(２) 公正で透明であること。 

(３) 効果的で効率的であること。 

(４) 施策の実施に当たっては、事前に計画を策定 

し、当該計画に基づいて実施するとともに、実施 

結果について検証及び評価を行い、改善につなげ 

ること。 

２-１ 総合計画 

① 総合計画を策定する。 

② 総合計画は、次の役割を担う。 

(ｱ) 市民とともにまちづくりをすすめていく 

ため、市民と共有できるビジョンや目標を示 

すこと。 

(ｲ) 市政を総合的かつ計画的に運営していく 

ための基本となる指針や目標、その実現のた 

めの取組方針や施策内容を明らかにするこ 

と。 

(ｳ) 実施されるべき政策（施策・事業）の優先 

順位を選択すること。 

(ｴ) 実施する政策等の財源、 達成目標等をでき 

るかぎり数値で示すこと。 

(ｵ) 市民との連携・役割分担、財政運営、行政 

改革等の方針を明らかにすること。 

③ 自治基本条例の定める理念や基本原則に即し 

たものでなければならない。 

④ 総合計画の策定に当たっては、通常の場合よ 

りもより一層の市民参画や、市議会・市議会議 

員の参画を行わなければならない。また、その 

ための必要適切な情報を公開しなければならな 

い。 

（総合計画） 

第２１条 市長は、市政を総合的かつ計画的に運営し 

ていくための基本となる計画（以下「総合計画」と 

いう。）を市民参画のもとで定めなければならない。 

２ 市長は、市民とともにまちづくりを進めていくた 

め、市民と共有できるまちづくりの目標を総合計画 

に定めるものとする。 

３ 市長は、総合計画に基づくまちづくりを推進して 

いくため、適切な進行管理を行うものとする。 

←条例としての文言の 

整理をした。
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⑤ 政策評価、予算編成等の財政運営、組織編成、 

行政改革は、総合計画と調整を図りながら行わ 

れなければならない。 

⑥ 市民参画のもとで、 適切に進行管理が行われ、 

常に評価・検証され、見直しがなされなければ 

ならない。 

２-２ 財政 

① 健全で持続可能な財政運営に努めなければな 

らない。 

② そのため、次のことに配慮しなければならな 

い。 

(ｱ) 財源の確保に努めること。 

(ｲ) 効果的で効率的な経費支出に努めること。 

③ 総合計画と政策評価に整合するように、財政 

計画や予算を編成しなければならない。 

④ 市の財政状況を市民に適切に知ってもらうた 

め、市全体の財政情報をわかりやすく公表しな 

ければならない。 

（財政） 

第２２条 市長は、総合計画に基づき、計画的な財政 

運営を行い、予算を編成しなければならない。 

２ 市長は、財源の確保及び効果的で効率的な経費支 

出に配慮することにより、健全で持続可能な財政運 

営に努めなければならない。 

３ 市長は、市全体の財政情報を市民に分かりやすく 

公表しなければならない。 

←条例としての文言の 

整理をした。 

２-３ 政策法務 

① 地域の実情にあった、質の高い行政を行うた 

めに、法務の体制を充実しなければならない。 

② そのために、自主解釈権（国の法令を適正か 

つ積極的、自主的に解釈・運用していくこと） 

や、自治立法権を有効に活用していかなければ 

ならない。 

③ 職員の法務に関する能力を高めなければなら 

ない。 

（政策法務） 

第２３条 市長等は、地域の実情にあった、質の高い 

行政を行うために、職員の法務に関する能力を高め 

るなど、法務の体制を充実しなければならない。 

２ 市長等は、積極的に政策づくりを推進するため、 

自治立法権等を有効に活用していかなければならな 

い。 

←条例としての文言の 

整理をした。 

２-４ 政策評価 

① 市のすべての機関のすべての政策（施策・事 

業）について、評価を実施しなければならない。 

（評価） 

第２４条 市長等は、実施する事業等について、市民 

参画のもと、検証及び評価を行い、その結果を公表 

←政策評価に限らず、広 

く評価を行うという意 

味で、見出しを「評価」
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② 必要適切な情報が公開され、市民参画のもと 

で実施され、 結果が公表されなければならない。 

③ 総合計画に示された目標に準拠して、検証・ 

評価されなければならない。 

④ 評価の結果を、総合計画、財政計画や予算の 

編成、組織の編成、個別の政策等に当たって配 

慮しなければならない。 

⑤ 政策評価に関する詳細は、別に条例で定めな 

ければならない。 

するものとする。 

２ 市長等は、前項の評価の結果を、予算の編成又は 

個別の事業等に反映させるよう努めなければならな 

い。 

にした。 

←提言⑤については、政 

策評価の手法が確実な 

手法だと評価されるま 

でに至っておらず、今後 

研究をしていく必要が 

あることから、評価の実 

施に関する詳細につい 

て条例で定めることに 

ついては規定しないこ 

ととした。 

←その他条例としての 

文言の整理をした。 

２-５ 行政改革 

① 市長等は、効果的で効率的な行政運営を行う 

ため、行政改革の推進に取り組まなければなら 

ない。 

② 市長等は、持続可能な行財政体質を構築しな 

ければならない。 

③ 市長等は、積極的に市民活力を活用しなけれ 

ばならない。 

④ 市長等は、質の高い、効果的・効率的な市民 

サービスの提供を目指さなければならない。 

（行政改革） 

第２５条 市長等は、積極的に市民活力を活用しなが 

ら、持続可能な行財政体質を構築するものとする。 

２ 市長等は、質の高い、効果的で効率的な市民サー 

ビスを行うため、行政改革の推進に取り組むものと 

する。 

←提言書２-６の組織 

(ｳ)について市民サービ 

スの向上という観点で、 

④と併せて第２項に規 

定する。 

←その他条例としての 

文言の整理をした。 

２-６ 組織 

市の行政組織は、次のことに基づいて、編成され 

なければならない。 

(ｱ) 簡素で機能的で、かつ、市民に分かりやすい 

組織の編成であること。 

(ｲ) 社会経済の状況や市民ニーズの変化に適確 

に対応して、常に見直しが図られること。 

（組織） 

第２６条 市長等は、市民に分かりやすく、簡素で機 

能的な組織の編成に努めなければならない。 

２ 市長等は、社会情勢又は市民ニーズの変化に的確 

に対応し、常に組織の見直しに努めなければならな 

い。 

←提言書(ｳ)は、第２６ 

条第２項にその趣旨を 

規定した。 

←その他条例としての 

文言の整理をした。
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(ｳ) 市民に身近なところで処理されるよう、市民 

に近い組織レベルに権限を移譲すること。 

２-７ 行政手続 

① 行政の勝手気ままな運営を防止し、市民の権 

利や利益を保護するため、 行政処分や行政指導、 

規則制定等に当たって、行政手続を適正に行わ 

なければならない。 

② 行政手続に関しては、市民参画に関する条例 

と整合を図りつつ、別に条例を制定しなければ 

ならない。 

（行政手続） 

第２７条 市長等は、市政運営における公正の確保と 

透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護 

に資するため、別に条例で定めるところにより、行 

政手続を適正に行わなければならない。 

←条例としての文言の 

整理をした。 

２-８ 要望、苦情等への対応 

① 市民の市政に対する要望、苦情等に誠実かつ 

迅速に対応しなければならない。 

② 市民の要望、苦情等の内容を施策や事業の改 

善に反映しなければならない。 

③ 市民の要望、苦情等の検討結果とその理由を 

公表しなければならない。 

（要望、苦情等への対応） 

第２８条 市長等は、市民の市政に対する要望、苦情 

等に対して誠実かつ迅速に対応し、その内容を施策 

又は事業の改善に反映するよう努めるとともに、当 

該要望、苦情等に対する検討結果及びその理由を公 

表しなければならない。 

←条例としての文言の 

整理をした。 

２-９ オンブズマン制度 

① 市民の権利や利益の侵害からの救済制度とし 

て、オンブズマンを設置する。 

② オンブズマン制度の詳細（独立性をもった地 

位、職務と権限その他）は、別に条例で定めな 

ければならない。 

（行政オンブズマン） 

第２９条 市長は、市民の権利利益の侵害を救済する 

制度として、別に条例で定めるところにより、行政 

オンブズマンを設置する。 

←現行のオンブズマン 

制度に合わせ、行政オン 

ブズマンとする。 

←その他条例としての 

文言の整理をした。 

２-１０ 法令遵守と公益通報 

① 市長等や職員は、法令等を誠実に遵守しなけ 

ればならない。 

② 職員は、公正な職務の執行を妨げるような行 

為を知ったときは、通報しなければならない。 

③ 公益通報（市の内部からのもの、外部の事業 

者内部からのもの）の処理等の詳細は、別に条 

（法令遵守及び公益通報） 

第３０条 市長等又は職員は、法令等を誠実に遵守し 

なければならない。 

２ 職員は、公正な職務の執行を妨げるような違法又 

は不当な事実があると思ったときは、通報しなけれ 

ばならない。 

３ 前項に規定する公益通報等に関する処理その他必 

←条例としての文言の 

整理をした。
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例で定めなければならない。 要な事項については、別に条例で定める。 

２-１１ 危機管理 

① 市長等は、市民の安全と安心を確保するため 

に、緊急事態に適切に対処できる体制の充実、 

強化を図らなければならない。 

② 市長等は、市民、関係機関、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 

安心の確保に取り組まなければならない。 

（危機管理） 

第３１条 市長等は、市民の安全と安心を推進するた 

め、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。 

←条例としての文言の 

整理をした。 

Ⅷ 国及び他の地方公共団体との関係 

市長等は、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。 

第５章 国及び他の地方公共団体との関係 

（国及び他の地方公共団体との関係） 

第３２条 市長等は、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。 

←条例としての文言の 

整理をした。 

Ⅸ 条例の検証及び見直し 

自治基本条例の施行後一定期間ごと市民参画のも 

とで見直しを行う。 

第６章 条例の検証及び見直し 

（条例の検証及び見直し） 

第３３条 市長等は、この条例の施行後、５年を超え 

ない期間ごとに、この条例の内容が本市にふさわし 

く、社会情勢に適合しているかどうか検証し、その 

結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度 

等の見直しが適当であると判断したときは、必要な 

措置を講じるものとする。 

２ 前項に規定する検証及び見直しは、市民参画のも 

とで行われなければならない。 

←見直しの期間は、提言 

の「３年～５年の期間ご 

とに」の考え方を踏まえ 

て、５年までにという趣 

旨で規定している。 

←その他条例としての 

文言の整理をした。 

附 則 

この条例は、 平成 年 月 日から施行する。 

※ 条例素案において、記載されていない内容 ※ 提言書の内容を修正、追加した主な内容
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【法令用語について】 

○「しなければならない」と「ものとする」 

「しなければならない」は、はっきりと義務付けをしておく必要がある場合に使い、「ものとする」は、取扱いの原則や方針を宣 

言する場合に使うとされている。 

行政機関に関する条文では、「ものとする」という表現をすることが多い。 「ものとする」は、「しなければならない」ほど拘束力 

は強くないが、相手が行政機関の場合ならば、そういう原則を示しておけばそれに反することはしないだろうという期待が込められ 

ている。 

条文を書く際に、「しなければならない」と「ものとする」のどちらを使うかについてあらかじめ決まった基準があるわけではな 

い。その義務付けをどの程度強いものとするかを個別に判断することになる。場合によっては、同じ条文の中で両者を使い分けるこ 

ともある。 

○「努めなければならない」「努めるものとする」 

義務まで課すことが適当ではない場合に、「努めなければならない」とか、「努めるものとする」という表現をすることがある。こ 

れを努力義務という。 

○「することができる」 

法的な権利・能力・権限などがあることを表す場合には、「することができる」という用語を使う。 

（出典：自治体法務研究「法令用語の使い方」）


