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はじめに 

 

  近年、全国の地方自治体で、地方分権改革をはじめとする地方自治体を取り巻く環

境の変化を契機として、自治基本条例（まちづくり基本条例等の名称もあるが、便宜上

本報告書においては「自治基本条例」と称する。）を制定する動きがひろがってきてい

る。 

  自治基本条例は定義が定まっていないが、一般的には自治の基本的原則や市民等の行政

への参加のルール等について定めたものとされている。また自治体の憲法であり、自治体

の政治・行政の行動規範、政治・行政に対して市民が規制するルールという考え方もある。 

  喜多方市においても、平成19年３月に策定された喜多方市総合計画において市民为

体、協働の推進の方針が、また「喜多方市行政改革实施計画」において市民と行政と

の協働体制確立の視点から自治基本条例の制定が盛り込まれたことを受けて、庁内検

討委員会を設置して検討を進めてきた。 

  庁内検討委員会においては、自治基本条例の本市における意義や必要性、課題、策

定方法等について議論し、整理したが、自治基本条例は、何を盛り込むかを含め検討

の段階から市民参加で策定することが望ましいことから、条例の具体的内容について

は、今後の市民参加による策定組織において検討されるべきものと考えられる。 

 

第１章 いま、なぜ自治基本条例が必要なのか 

 

１ 全国で自治基本条例が制定されている背景 

平成１２年４月に地方分権一括法が施行され、中央集権型社会から地方分権型社会

へと変革が進み、地方自治体の権限が拡大すると同時に、より自为的・自立的な自治

体運営が必要となってきている。一方、尐子・高齢化などにより、自治体の政策課題

が増大する傾向があるのに対して、自治体の財源や人的資源には限りがあることから、

それらへの対応が課題となっている。 

地域には自治会やＮＰＯ、ボランティアなど様々な住民活動が行われるようになり、

市民の間にはまちづくりに積極的に関わる意識が芽生えてきており、まちづくりの为

体が多様化してきている。また市民生活はあらゆる面で政策との関わりをもっているこ

とから、市民一人ひとりが政治、行政に向き合わざるを得ない状況ともなっている。 

このようなことから、まちづくりには、市民参画や市民と行政の協働が欠かせない

時代となっている。 

各自治体が様々な施策を競い合い自治体間競争が激しくなるなか、自治体の行財政

環境は厳しくなっており、政策立案と实行に対する十分な検証と、効率的で総合的な

政策運営が求められており、また政策運営の拠り所が必要となっている。 

このようなことから、自治の基本的原則や市民等の行政への参加のルール等につい

て、それぞれの地方自治体が定めておくことが必要となってきている。 
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２ 自治基本条例を制定する意義と課題 

社会的背景において述べられている課題の解決－自为的・自立的な自治体運営・市

民参画や市民と行政の協働の推進・効率的で総合的な政策運営等－に向け、自治体の

基本的なルールを確立することができる。 

独自施策を展開したり、独自条例を制定することが可能になっており、これを行う

ための地方自治体の根拠を明確にすることができる。 

最高規範性を有する自治基本条例を制定することにより、自治体の各種条例・施策

等を体系化することや、それぞれの条例・施策の整合・連携を図り、分かりやすく整

理することが可能になる。 

自治基本条例は市民参画・協働を保障し推進するものでる。またその策定過程にお

いても市民参画・協働は重要であるとされており、その实践の場とすることができる。

更にその過程を通して市民の市政への関心、参加意識を高める効果なども期待できる。 

  しかし一方で、理念的内容が多いことから、自治基本条例の实効性に対する疑問が提起

されることもある。实効ある条例とするためにも策定過程における市民参加を充实させる

ことが必要であり、また条例を形骸化させないためには、策定した自治基本条例に沿って

その後の市政を点検していくことの重要性も指摘されている。 

 

３ 全国及び福島県内の自治基本条例制定状況 

（１）全国の制定状況  

   わが国における最初の自治基本条例は、平成１３年４月に北海道ニセコ町で施行さ

れた「ニセコ町まちづくり基本条例」が最初であるといわれている。以降、前述のよ

うな背景もあり、自治基本条例を制定する自治体は全国的に尐しずつ増加してきた。 

   ニセコ町の基本条例には当初議会の規定がなく、平成１７年に追加されている。自

治基本条例のなかで、初めて議会について規定したのは兵庫県生野町の「生野町まち

づくり基本条例」（平成１４年６月施行）である。また「自治基本条例」という名称を

初めて用いたのは、東京都杉並区の「杉並区自治基本条例」（平成１５年５月施行）で

ある。 

   現在の全国における制定状況は、条例の定義の仕方により数が異なるが、まちづく

りに関する基本条例ということで範囲を広くとれば、稚内市政策経営室の調査によれ

ば平成１９年１０月５日現在で１３５自治体となっている（後掲資料参照。但しこの

中には、自治基本条例の関係条例の制定をまって自治基本条例を施行することとして、

公布はされたが未施行となっている条例もある。）。 

   これらの条例の内容は、自治やまちづくりの基本理念やルール等を定める点で互い

に類似した項目を備えているが、理念を具体化する条項の盛り込み方は各自治体で

様々である。市町村合併問題（福島県矢祭町）、基地問題（神奈川県大和市）など、

自治体の独自の課題に触れている例もある。また特に前文にはそれぞれの自治体の特

色が打ち出されている。 

（２）県内の制定状況 

   県内では、会津坂下町（平成15年）、旧原町市（平成17年、市町村合併により現
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在は廃止）、三春町（平成17年）、矢祭町（平成18年）、三島町（平成18年）、西会津

町・南相馬市（平成19年）で制定しており、二本松市は、市政運営基本条例（平成

17年）を自治基本条例へ発展させる検討を行っている。 

 

４ 喜多方市におけるまちづくりの経緯と自治基本条例の必要性 

（１）喜多方市における市民参画・協働のまちづくりの経緯と課題 

喜多方市においては、これまで市町村合併前の旧市町村時代を含めて、市政への

市民（住民）参加を進めるために様々な取り組みが進められてきた。具体的には、

広報・インターネット等で情報を伝えると同時に、投書箱、市長への手紙（ファッ

クス）、市民サロン等で市民からの意見・要望等の吸い上げに努めるとともに、市

の施策に市民意見を反映させるために、各種審議会や総合計画のフォローアップ委

員会等に公募市民を加えたり、住民アンケートを实施してきた。また基本的な計画、

条例等について、案の段階で市民から意見や要望等を募集するパブリック・コメン

トも平成 19年 10月に制度化している。 

市民との協働の面では、地域コミュニティ活動の活性化を図るために一行政区一

運動を实施したり、市民のボランティア活動を促進するために喜多方市ボランティ

ア活動支援センターを設置し、ＮＰＯ法人の組織化を促進する取組みも行ってきて

いる。 

なお市民参画・協働においては行政と市民との情報の共有化が重要

であるが、それを保障するものとして、喜多方市情報公開条例及び関

係規則が施行されている。  

また平成 19年 3月策定の喜多方市総合計画においては、「住民と行政の協働の推

進」の施策のもとに、市民が参加しやすい行政体制を推進することとしている。 

このように、喜多方市における市民参画・協働の取り組みは徐々に進んできてい

るといえる。 

しかし、それらを支える基本理念・原則については、自治基本条例や市民参画、

協働推進条例等を制定している他の自治体のようには整理されてはおらず、市の取

り組みは担当別に個別に進められ、系統立てられてはいないのが現状である。 

（２）喜多方市における自治基本条例の必要性 

   喜多方市においても尐子高齢化や新市における市民の一体感の醸成など様々な

課題を抱えており、将来を見通したまちづくりが求められている。自治基本条例は、

そうした様々な課題をふまえつつ、市民との合意によりまちづくりのルールを定め

るものであり、今後の喜多方市のまちづくりを進める上で非常に有用である。 

   喜多方市においてもまちづくりに積極的に関わる市民が増えてきている。自治基

本条例は、市民参画・協働が進んでいるから必要、進んでいないから不要というも

のではない。自治基本条例の制定が、その策定過程を含めて、市民参画・協働を進

める契機となることから、制定を通してそれらを一層推進することが期待される。 

   喜多方市は市町村合併により新たなまちづくりを進めているところであり、新市

に対する市民の一体感や帰属意識を高めることに資することが期待される。 
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第２章 喜多方市にふさわしい自治基本条例のあり方 

 

１ 自治基本条例の性格・構成及び類型 

  自治基本条例は一般に最高規範性を持つものとされている。それによってこそ、条

例・施策の体系化が可能になり、制定する意味があると言われているが、一方で、自

治基本条例は法規の効力の優务としては個別条例と同位であることから、条例の中で「最

高規範」と明文化することには疑問を呈する意見もある。 

自治基本条例の類型には、市民参加条例の要素を含む一つの条例、フルセット型と

自治基本条例を基本条例として複数の条例群により構成されるコンポーネント型が

ある。フルセット型の場合、市民参加手続や協働の方法を詳しく盛り込むと条文が膨大

になるのに対して、自治基本条例は原則規定のみにとどめ、参加や協働の詳細を個別条

例に委ねたものがコンポーネント型である。最近はコンポーネント型が増えてきている

が、関連条例が制定されないと、自治基本条例本体の实効性に欠けるという問題点も指

摘されている。 

 

２ 喜多方市において自治基本条例を策定する上での基本的な考え方 

  喜多方市において策定する自治基本条例も、他の自治体の基本条例と同様に、市に

おける他の条例や計画の上位に位置する「最高規範性」をもったものとする。 

喜多方市における自治基本条例の必要性を十分にふまえつつ、施行後において真に

实効性のある条例とする必要がある。 

自治基本条例に盛られるべき喜多方市の自治の基本理念をはじめ条例に盛り込む

内容については、改めて市民参画により十分な協議を経て共通理解のうえで策定する

べきである。 

自治基本条例の類型についても、条例の内容に密接に関係するため、今後の策定組

織において結論を出すべきであると考えられる。 

条文の中で喜多方市らしさを表現することは困難であるが、喜多方市の特色をふま

え、条例全体で喜多方市らしさの表現を追求することが望ましいと考えられる。 

条例の名称については、まちづくり条例、自治（体）基本条例等々様々あるが、都市

計画関係条例との区別をするために、自治基本条例等の名称を用いる例が多くなって

きている。条例の性格・内容を踏まえた名称を検討するべきである。 

完成した条例だけが重要なのではなく、その策定経過も、市民参画・協働の实践と

して大変重要である。地方自治について、喜多方市の今後のあるべき姿について、市

民、議員、職員が改めて認識を深めることができるような取り組みが必要である。 

 

３ 市民憲章との関係 

市民憲章と自治基本条例は、市のあるべき姿や市民の行動規範(責務)を示す点では

共通点もあるが、市民憲章は市民の行動規範を中心に定めたものが多いのに対して、

自治基本条例においては、市民の権利の保障や自治体の組織や運営、活動に関する事
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項等が具体的に述べられ、その根拠となっており、その性格と内容は異なる。 

  性格と内容が異なるとしても、両者はまったく無関係ではありえない。現時点にお

いては、自治基本条例の策定が先行していることから、市民憲章を定める場合は、自

治基本条例をふまえたものにする必要がある。 

従って、市民憲章の制定については、今後自治基本条例を策定した後で検討してい

くことがよいと考えられる。 

 

４ 自治基本条例の具体的構成・内容  

（１）自治基本条例の要素 

   自治基本条例の条文として考えられる要素としては一般に次のようなものが考

えられる。实際にどのような項目を盛り込むかについては、今後の自治基本条例策

定組織の中で議論されるべきものである。ここでは例として为な内容や論点を示す。 

①前文 

  前文は自治基本条例に標準の要素となっている。前文には、地域特性、制定の

背景、趣旨、プロセスなどが記載されているものが多い。前文に記載すべき理念

となる考え方については、市民为体で検討されるべきものである。 

②目的 

前文とあわせて条例の目的を示す条項である。 

③条例の位置づけ・最高規範性 

「他の条例・規則等の制定改廃にあたっては、この条例を最大限尊重しなけれ

ばならない」などの表現が多い。「最高規範」と直接的に記載するかどうかにつ

いては議論が必要であると考えられる。 

④定義 

自治基本条例は市民の権利・責務や参画・協働のルール等を定めるものであり、

その市民とは誰を指すのかを明確にする必要がある。住所を有する者とするのか、

通勤・通学者を入れるのか、法人はどうするか、外国籍の住民はどうするかなど

を議論する必要がある。また、参画、協働などの用語についても、明確な定義が

なく使われていることから、改めて明らかにすることが必要である。 

⑤自治・まちづくりの基本原則 

市の自治に対する考え方や基本的なルールとして、次のような事項が挙げられ

る。 

「参画・協働の原則」、「情報共有の原則」、「財政自治の原則」、「対等と

協力の原則」など 

⑥市民の権利 

自治及びまちづくりにおいて市民が有する権利については次のようなものが

考えられる。 

「まちづくりに参加する権利」「市政に関する情報を知る権利」など 

子どもの参画を規定するかどうかなどは議論が必要である。 

⑦市民・市議会・市長等の役割と責務 
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市民は「まちづくりの为体、为役」として、参画にあたり発言・行動について

責任を有することを記載する例が多い。議会事項については盛り込まれていない

例もある。市長の他に職員の責務を記載する例もある。 

⑧参画と協働 

参画と協働に関して必要な事項を記載するものである。コンポーネント型の場

合は、別に条例を定めることとなり、その根拠規定が設けられることとなる。 

⑨行政の運営原則 

市政運営をどのように進めるかという市政運営の基本原則については、次のよ

うなものが考えられる。 

「市の組織」、「総合計画」、「行政評価」、「政策法務」、「財政」、「説

明責任」、「情報公開」、「個人情報の保護」、「パブリック・コメント」、

「市民の意見要望への応答」、「危機管理」、「オンブズマン」、「公益通報」

など 

⑩住民投票 

住民投票の規定を置くことは、市民が意思決定へ参画する制度として意義があ

るとされるが、本市として、将来的にこうした制度を備える必要があるかどうか

については、十分に検討する必要がある。なお、住民投票制度を導入する場合に

検討すべき課題としては、投票結果の拘束力の問題がある。現在の法制度では、

住民投票の結果に拘束力を持たせることはできないため、既に住民投票の規定を

持っている自治体の場合、投票結果を尊重するという内容になっている。 

また、その都度、個別の条例を制定して实施する非常設型とするか、常設型の

規定にするかという問題や、住民投票の請求者については、市長、市議会議員、

市民が該当するが、請求者の範囲や要件をどう設定するかという問題、投票権者

の範囲（年齢）の問題もある。 

コンポーネント型の場合は、住民投票条例を別に定めることになる。 

⑪他の自治体等との連携 

他の自治体及び住民や国その他機関等との連携、国際交流等を進める規定であ

る。 

⑫見直し・改正 

自治基本条例の最高規範性を高めるため、制定・改正の手続きに高いハードル

を設定する方法がある。ただし高いハードルは、状況の変化に迅速に対応する機

動性が低下する難点がある。制定時の内容を尊重して高いハードルを課すか、实

施しながら内容を充实させていくか、という問題もある。改正要件を加重する規

定を具体的に設けている事例はない。 

⑬その他 

その他の課題としては、自治基本条例の運用状況を審議する機関を設置するか

どうか。設ける場合は、どのような構成員、権限とするかなどの問題がある。 

（２）議会関連事項 

   議会関連の条文については、設けている自治体と設けていない自治体があり、設
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けていても抽象的な内容となっている場合が多い。議会は、自治体の統治機構の一

翼をなすため、議会に関する規定を設けることは望ましいとされている。 

しかし議会については、議会が自ら議会の基本条例を制定することもでき、自治

基本条例に盛り込む場合も議会の意向を踏まえずに決定することはできないこと

から、自治基本条例に盛り込む内容については、議会自身に議論を委ねつつ、議会

との協議の中で決定していくことが望ましいと考えられる。 

 

第３章 自治基本条例の策定方法及び策定上の留意点 

 

１ 自治基本条例の策定方法 

实効性のある自治基本条例を制定するためには、条例の策定過程において市民参画

を進めることが不可欠である。 

市民参画の方法については、多くの自治体で、審議会方式、市民委員会方式などが

行われているが、市民参加を深めるためには、意欲をもった市民が参加して、素案の

段階から市民が为体的に検討に関わる方式が望ましいと考えられる。 

市においては既に総合計画の策定において市民参画を实践していることから、これ

も参考としながら、喜多方市にふさわしい策定体制を十分に検討する必要がある。 

策定組織に参加できる市民も限られることから、策定組織に参加できない市民の意

見を吸い上げる手法（市ホームページ等の利用）や、各種団体との懇談会などを検討

することも適当である。 

 

２ 策定の日程 

自治基本条例の策定期間としては、他の自治体の例をみても、取り組みを始めてか

ら２年程度を要している。 

今後、市民とともに策定作業を進めていく場合、市民が先ず学習を深める時間が必

要であり、また案が完成してからもパブリック・コメントの期間が必要である。更に、

策定にかかわる一部の市民だけではなく、全市的に認識を深めることも必要であるこ

とから、丁寧な取組が求められる。 

このようなことを踏まえれば、十分な期間が保障されなければならない。 

例えば、次のようなスケジュールが考えられる。 

 

平成 19（2007）年度 ・自治基本条例庁内検討委員会（庁内組織）で調査研究

する。 

平成 20（2008）年度 

           

 

・市民との懇談会（※）等を通して喜多方市の自治基本

条例策定についての方針を検討し決定する。 

・市民を含む策定組織を設け、条例項目・素案を検討す

る。 
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平成 21（2009）年度 

 

・条例案を策定し、パブリック・コメント等を行って最

終案を決定し、議会において議決する 

  ※庁内検討委員会報告書をもとに、市の自治基本条例策定方針について市民（団体）

と懇談。 

 

３ 自治基本条例策定に向けた留意点 

制定された条例がいかに实際に生きたものになるかは、策定過程における市民の関

わり方、市民の意識レベルによっても左右されることになると考えられる。 

他の自治体には、市民の中から自治基本条例の制定を求める動きがあり、それを背

景に取り組みを進めた事例もある。喜多方市においては、自治基本条例に関する認識

もまだ薄いことから、策定過程において、市民の意識啓発、高揚にも配慮しながら取

組みを進める必要がある。 

行政の直接的担い手である職員、条例制定に直接関わる議員の参加も不可欠であり、

また市民に率先して認識を深める努力が求められる。 

検討には、専門的な立場から指導・助言を行う学識経験者の参画が必要不可欠と考

えられる。 

自治基本条例の整合性について既存の条例を見直すことや、新たに条例を制定する

ことをあわせて検討する必要がある。また市政全般、市の業務内容及びその進め方全

般についての見直しも必要になると考えられる。 
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１ 基本条例制定状況 
№ 都道府県 自治体 条例名称 施行日 備考 

1 埼玉県 川口市 まちづくり基本条例 昭和 62年 9月 22日   

2 大阪府 箕面市 市民参加条例 平成 9年 4月 1日   

  大阪府 箕面市 まちづくり理念条例 平成 9年 4月 1日   

3 兵庫県 兵庫県 まちづくり基本条例 平成 11年 9月 17日   

4 北海道 ニセコ町 まちづくり基本条例 平成 13年 4月 1日 17.12.19改正 

5 北海道 猿払村 村民参加条例 平成 13年 4月 1日   

  北海道 猿払村 まちづくり理念条例 平成 13年 4月 1日   

6 埼玉県 志木市 市政運営基本条例 平成 13年 10月 1日   

7 兵庫県 宝塚市 まちづくり基本条例 平成 14年 4月 1日   

  兵庫県 宝塚市 市民参加条例 平成 14年 4月 1日   

8 北海道 石狩市 行政活動への市民参加の推進に関する条例 平成 14年 4月 1日   

9 兵庫県 生野町 まちづくり基本条例 平成 14年 6月 1日 
合併により朝来
市へ 

10 東京都 西東京市 市民参加条例 平成 14年 10月 1日   

11 北海道 北海道 行政基本条例 平成 14年 10月 18日   

12 熊本県 菊池市 まちづくり基本条例 平成 15年 4月 1日 
合併前の旧菊池
市 

13 高知県 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 

平成 15年 4月 1日   

14 埼玉県 鳩山町 まちづくり基本条例 平成 15年 4月 1日   

15 滋賀県 甲良町 まちづくり条例 平成 15年 4月 1日   

16 石川県 羽咋市 まちづくり基本条例 平成 15年 4月 1日   

17 長野県 高森町 町民参加条例 平成 15年 4月 1日   

18 鳥取県 鳥取市 市民参画と市民活動の推進に関する条例 平成 15年 4月 1日   

19 東京都 清瀬市 まちづくり基本条例 平成 15年 4月 1日   

20 東京都 狛江市 市民参加と市民協働の推進に関する基本条例 平成 15年 4月 1日   

21 福島県 
会津坂下
町 

まちづくり基本条例 平成 15年 4月 1日   

22 北海道 旭川市 市民参加推進条例 平成 15年 4月 1日   

23 東京都 杉並区 自治基本条例 平成 15年 5月 1日   

24 鹿児島県 鹿児島市 市民参画を推進する条例 平成 15年 6月 1日   

25 静岡県 浜北市 市民基本条例 平成 15年 7月 1日 
合併により浜松
市へ  

26 京都府 京都市 市民参加推進条例 平成 15年 8月 1日   

27 新潟県 吉川町 まちづくり基本条例 平成 15年 10月 1日 
合併により上越
市へ 

28 新潟県 柏崎市 市民参加のまちづくり基本条例 平成 15年 10月 1日   

29 神奈川県 厚木市 住みよいまちづくり条例 平成 15年 10月 1日   

30 兵庫県 伊丹市 まちづくり基本条例 平成 15年 10月 1日   

31 愛知県 東海市 まちづくり基本条例 平成 15年 12月 22日   

32 長野県 茅野市 パートナーシップのまちづくり基本条例 平成 15年 12月 25日   

33 埼玉県 和光市 市民参加条例 平成 16年 1月 1日   

34 岡山県 大佐町 まちづくり基本条例 平成 16年 2月 11日 
合併により新見
市へ 

35 埼玉県 富士見市 自治基本条例 平成 16年 4月 1日   

36 埼玉県 宮代町 市民参加条例 平成 16年 4月 1日   

37 埼玉県 入間市 元気な入間まちづくり条例 平成 16年 4月 1日   

38 栃木県 南河内町 まちづくり基本条例 平成 16年 4月 1日 
合併により下野
市へ 

39 富山県 小杉町 まちづくり基本条例 平成 16年 4月 1日 
合併により射水
市へ  

40 北海道 芽室町 まちづくり参加条例 平成 16年 5月 1日   

41 山形県 川西町 まちづくり基本条例 平成 16年 6月 23日   
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№ 都道府県 自治体 条例名称 施行日 備考 

42 青森県 五戸町 まちづくり基本条例 平成 16年 7月 1日 
倉石村(自治基本
条例 14.11施行)
編入 

43 島根県 西郷町 まちづくり基本条例 平成 16年 7月 1日 
合併により隠岐
の島町へ 

44 栃木県 大平町 自治基本条例 平成 16年 7月 1日   

45 兵庫県 相生市 市民参加条例 平成 16年 7月 1日   

46 新潟県 関川村 むらづくり基本条例 平成 16年 8月 1日   

47 東京都 多摩市 自治基本条例 平成 16年 8月 1日   

48 神奈川県 愛川町 自治基本条例 平成 16年 9月 1日   

49 埼玉県 草加市 みんなでまちづくり自治基本条例 平成 16年 10月 1日   

50 千葉県 浦安市 市民参加推進条例 平成 16年 10月 1日   

51 長野県 岡谷市 市民総参加のまちづくり基本条例 平成 16年 10月 6日   

52 千葉県 白井市 市民参加条例 平成 16年 11月 1日   

53 三重県 伊賀市 自治基本条例 平成 16年 12月 24日   

54 大分県 九重町 まちづくり基本条例 平成 17年 2月 1日   

55 山口県 下関市 市民協働参画条例 平成 17年 2月 13日   

56 埼玉県 久喜市 自治基本条例 平成 17年 3月 1日   

57 福井県 武生市 自治基本条例 平成 17年 3月 1日 
合併により越前
市に 

58 北海道 遠軽町 まちづくり自治基本条例 平成 17年 3月 25日 
合併前の旧遠軽
町 

59 北海道 清里町 まちづくり参加条例 平成 17年 3月 25日   

60 岡山県 新見市 まちづくり基本条例 平成 17年 3月 31日   

61 愛知県 知立市 まちづくり基本条例 平成 17年 4月 1日   

62 岡山県 矢掛町 まちづくり基本条例 平成 17年 4月 1日   

63 香川県 さぬき市 まちづくり基本条例 平成 17年 4月 1日   

64 埼玉県 吉川市 市民参画条例 平成 17年 4月 1日   

65 神奈川県 川崎市 自治基本条例 平成 17年 4月 1日   

66 神奈川県 大和市 自治基本条例 平成 17年 4月 1日   

67 青森県 八戸市 協働のまちづくり基本条例 平成 17年 4月 1日   

68 静岡県 静岡市 自治基本条例 平成 17年 4月 1日   

69 石川県 金沢市 市民参加及び協働の推進に関する条例 平成 17年 4月 1日   

70 東京都 文京区 「文の京」自治基本条例 平成 17年 4月 1日   

71 東京都 足立区 自治基本条例 平成 17年 4月 1日   

72 東京都 中野区 自治基本条例 平成 17年 4月 1日   

73 福島県 原町市 まちづくり基本条例 平成 17年 4月 1日 
合併により南相
馬市に 

74 北海道 奈井江町 まちづくり自治基本条例 平成 17年 4月 1日   

75 埼玉県 秩父市 まちづくり基本条例 平成 17年 5月 24日   

76 北海道 富良野市 情報共有と市民参加のルール条例 平成 17年 7月 1日   

77 大阪府 岸和田市 自治基本条例 平成 17年 8月 1日   

78 三重県 四日市市 市民自治基本条例（理念条例） 平成 17年 9月 1日   

79 愛知県 豊田市 まちづくり基本条例 平成 17年 10月 1日   

80 香川県 善通寺市 自治基本条例 平成 17年 10月 1日   

81 福島県 三春町 自治基本条例 平成 17年 10月 1日   

82 北海道 苫前町 まちづくり基本条例 平成 17年 10月 1日   

83 神奈川県 海老名市 市民参加条例 平成 17年 10月 3日   

84 北海道 登別市 まちづくり基本条例 平成 17年 12月 21日   

85 三重県 名張市 自治基本条例 平成 18年 1月 1日   

86 福岡県 宗像市 
市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関
する条例 

平成 18年 1月 1日   

87 福島県 矢祭町 自治基本条例 平成 18年 1月 1日   

88 岡山県 瀬戸内市 自治基本条例 平成 18年 2月 13日   
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№ 都道府県 自治体 条例名称 施行日 備考 

89 群馬県 太田市 まちづくり基本条例 平成 18年 4月 1日   

90 群馬県 伊勢崎市 市民参加条例 平成 18年 4月 1日   

91 広島県 三次市 まち・ゆめ基本条例 平成 18年 4月 1日   

92 山形県 長井市 まちづくり基本条例 平成 18年 4月 1日   

93 神奈川県 逗子市 市民参加条例 平成 18年 4月 1日   

94 石川県 加賀市 まちづくり基本条例 平成 18年 4月 1日   

95 大阪府 池田市 みんなでつくるまちの基本条例 平成 18年 4月 1日   

96 大阪府 大東市 自治基本条例 平成 18年 4月 1日   

97 東京都 三鷹市 自治基本条例 平成 18年 4月 1日   

98 栃木県 芳賀町 まちづくり基本条例 平成 18年 4月 1日   

99 福岡県 前原市 市民協働まちづくり推進条例 平成 18年 4月 1日   

100 福島県 三島町 まちづくり基本条例 平成 18年 4月 1日   

101 北海道 清水町 まちづくり基本条例 平成 18年 4月 1日   

102 北海道 遠別町 自治基本条例 平成 18年 4月 1日   

103 大阪府 八尾市 市民参画と協働のまちづくり基本条例 平成 18年 6月 1日   

104 埼玉県 坂戸市 市民参加条例 平成 18年 7月 1日   

105 滋賀県 米原市 自治基本条例 平成 18年 9月 1日   

106 香川県 丸亀市 自治基本条例 平成 18年 10月 1日   

107 神奈川県 平塚市 自治基本条例 平成 18年 10月 1日   

108 兵庫県 篠山市 自治基本条例 平成 18年 10月 1日   

109 北海道 音更町 まちづくり基本条例 平成 18年 10月 1日   

110 埼玉県 新座市 自治憲章条例 平成 18年 11月 1日   

111 岐阜県 多治見市 市政基本条例 平成 19年 1月 1日   

112 大阪府 吹田市 自治基本条例 平成 19年 1月 1日   

113 北海道 白老町 自治基本条例 平成 19年 1月 1日   

114 群馬県 玉村町 自治基本条例 平成 19年 4月 1日   

115 神奈川県 寒川町 自治基本条例 平成 19年 4月 1日   

116 大阪府 柏原市 まちづくり基本条例 平成 19年 4月 1日   

117 長野県 飯田市 自治基本条例 平成 19年 4月 1日   

118 北海道 下川町 自治基本条例 平成 19年 4月 1日   

119 北海道 札幌市 自治基本条例 平成 19年 4月 1日   

120 北海道 苫小牧市 自治基本条例 平成 19年 4月 1日   

121 北海道 留萌市 自治基本条例 平成 19年 4月 1日   

122 北海道 帯広市 まちづくり基本条例 平成 19年 4月 1日   

123 北海道 稚内市 自治基本条例 平成 19年 4月 1日   

124 長野県 千曲市 まちづくり基本条例 平成 19年 4月 1日   

125 新潟県 妙高市 自治基本条例 平成 19年 4月 1日   

126 岐阜県 岐阜市 住民自治基本条例 平成 19年 4月 1日   

127 鳥取県 北栄町 自治基本条例 平成 19年 4月 1日   

128 福岡県 うきは市 協働のまちづくり基本条例 平成 19年 4月 1日   

129 福島県 大玉村 自治基本条例 平成 19年 4月 1日   

130 神奈川県 湯河原町 自治基本条例 平成 19年 4月 1日   

131 新潟県 新発田市 
市民参画と協働による新発田市まちづくり基本
条例 

平成 19年 4月 1日   

132 北海道 美唄市 まちづくり基本条例 平成 19年 9月 1日   

134 愛知県 日進市 自治基本条例 平成 19年 10月 1日   

133 滋賀県 
近江八幡
市 

協働のまちづくり基本条例   
平成 19年 3月公
布（1年後に施
行） 

135 岩手県 宮古市 自治基本条例   
平成 19年 7月公
布（未施行） 

（稚内市政策経営室調 平成 19 年 10 月 5 日現在） 
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２ 他自治体の自治基本条例の内容 

 （１）県内の基本条例の为な内容比較 

  会津坂下町まちづくり基本条例 原町市まちづくり基本条例 三春町町民自治基本条例 三島町まちづくり基本条例 

例規体系上
の位置・関
連例規 

第 1 編 総規・第 1章 町制   第１類 通規・第１章 町制   

関連例規なし   関連例規なし   

施行月日 平成 15年 4月 1日 平成 17年 4月 1日 平成 17年 10月 1日 平成 18年 4月 1日 

条  項 ５章 16条 ６章 28条 ７章 21条 ９章 21条 

前  文 ○ ○ ○ ○ 

目  的 §１ 町民、町及び議会が、協働して
取り組むまちづくりのための原則と
しくみづくりの方針を明確にする 

§１ 本市におけるまちづくりに関する
基本原則を確認し、基本的事項を定める
ことにより、自治を推進する 

§１ 自治に関する基本事項を明らかに
するとともに、まちづくりにおける町民
の権利並びに町民、議会及び町の責務を
定めることにより、真に自立した自治体
の实現を図る 

§１ まちづくりに関する基本的な
事項や、町民や議会及び町が果たす
べき役割などを明らかにし、分権社
会に 対応した地方自治の实現を図
る 

用語の定
義 

§２ まちづくり、協働、公益的活動  §３ 市民、執行機関、協働、コミュニ
ティ 

§２ 町民、議会、町協働 §２ まちづくり、協働、コミュニ
ティ  

条例の位
置付け 

§15 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、又は实
施しようとする場合、この条例に定め
る事項を遵守するとともに、それぞれ
が有機的に機能し合うよう体系化す
る 

§２ 市のまちづくりの基本となるもの
であり、他の条例、規則等の制定改廃及
び制度の整備にあたっては、この条例の
定めを最大限尊重する 

§20 町が定める最高規範であり、他の
条例及び規則等の制定改廃にあたって
は、この条例の趣旨を最大限に尊重しな
ければならない 

§20 町の自治の最も基本的な理念
と原則を定めるものであり、他の条
例及び規則の制定改廃にあたって
は、この条例の趣旨を最大限尊重す
る 

基本原則 §３ 住民自治の原則 
§５ 地域理解の促進 
§６ 合意形成の重視 
§７ 情報の共有 
§８ 人材育成 
§９ 公益的活動の推進 
§10 交流と連携 

§４ 情報共有の原則  
§５ 参加と協働の原則 
  
  
  
  
  

§３ 協働  §４ 情報共有 
§５ 合意形成 
§６ 公益的活動の尊重、 
§７ 学習と能力向上 
§８ 男女共同参画 
§９ 子どもの参画 
§10 交流と連携 

§３ 参加の原則 
§４ 情報共有の原則 
§５ 説明の原則 
§６ 個人情報保護の原則 
  
  
  

原則を具体化・实現する個別条項 

総合計画 
 §19 総合計画等の策定にあたっては、

この条例の基本原則に基づき行う 
 

 §13 基本構想及びこれを具体化す
るための基本(振興)計画を策定しな
ければならない 
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会津坂下町まちづくり基本条例 原町市まちづくり基本条例 三春町町民自治基本条例 三島町まちづくり基本条例 

総合計画      ２ 計画を策定するにあたっては、
町民が参画できるように配慮 
３ 振興計画に基づく種々の計画の
实施に際しては、新たな提案や優れ
た知見を取り入れる 
４ 予算の編成及び執行に当たって
は、振興計画を基本とする 

市(町)民
の権利 

§11 まちづくりに関する情報の提
供を受け、自ら取得する権利、まちづ
くりに関して意見を述べ、政策の企画
立案と決定及び評価に関し参画する
権利 

§６ まちづくりに参加する権利及び市
政に関する情報について知る権利 
§８ 子どもは、人格を持った一人の人
間として尊重されるとともに、まちづく
りに参加する権利を有する 

§11 まちづくりのあらゆる過程におい
て、自らの考えを述べるとともに、为体
的にまちづくりに参画する権利 
２ 議会及び町が保有するまちづくりに
関する情報について、その提供を受け、
自ら取得する権利 

  

市(町)民
の責務 

§11 住民自治の为体として、自らの
発言と行動に責任を持つとともに、地
域社会の将来を設計し、自らできるこ
と、なすべきことを考え行動する 

§７ まちづくりの为体であることを自
覚し、まちづくりに参加するにあたって
は、自らの発言と行動に責任を持つ 

§12 地域社会の一員として、まちづく
りの为体であることを認識し、まちづく
りの活動においては自らの発言と行動に
責任を持つよう努めなければならない 

§11 まちづくりの为役であること
を認識し、総合的な視点に立ち、ま
ちづくりの活動において自らの発言
と行動に責任をもつように努める 

コミュニ
ティ 

  §９ コミュニティが、まちづくりの担
い手であることを認識し、守り育てるこ
とに努める  
２ 市民及び市は、コミュニティの自为性
及び自立性を尊重 

  §７ 町民は、まちづくりの为役で
あり、コミュニティの役割を認識し、
そのコミュニティを守り、育てるよ
う努める 

§８ 町は、町民間のコミュニティ
の自为性と自立性を尊重し必要に応
じて、それらの活動を支援するよう
に努める 

市(町)･長
の役割・責
務・権限 

§12 住民自治を拡充するために必
要な施策を展開するとともに、町民の
福祉の増進を目標として、協働のまち
づくりを積極的に推進する 
２ 町が行っている政策及び事業の
過程や成果について、町民の評価を受
けるしくみを整備する 
３ 職員に対して、まちづくりの要員
としての使命感を醸成し、町民の期待
と要求に的確に応えられる人材育成
に努める 
 

§12 市長は、この条例に基づいて市政
を運営し、市民の負託に応えて、市民の
福祉の向上のために市政を執行する  
§13 市の執行機関は、その権限と責任
において、誠实に職務を執行する 
２ 市の組織について、市政課題に効率
的かつ柔軟に対応できるものとし、市民
にわかりやすいものになるよう整備する 
§14 職員は、常に研鑚に努め、まちづ
くりの基本原則に基づき、市民の立場に
立って、誠实かつ公平に職務を遂行する 
§15 市は、長期的展望に立った計画的 

§14 地方自治法に定める権限を有し、
町民総意の把握に努力するとともに、そ
の権限を有効に発揮する 
２ 情報公開によるほか、町政に関する
情報について町民に分かりやすく説明す
るなど積極的な情報提供を図るととも
に、町民が町政運営に適切に参画できる
よう努める 
３ その機能を遂行するにあたっては、
町民の信託に応えられるよう能力の向上
に努める 
§18 この条例の趣旨にそって、自治が 
 

§９ 町民の信託に応え、この条例
の理念を实現するため、適切かつ公
正・誠实に町政の執行に当たり、ま
ちづくりの推進に努めるものとする 
§12 職員は、まちづくりの専門職
員としての誇りと自覚を持ち、誠实
かつ能率的に職務を執行するととも
に、まちづくりの基本にたち、自ら
もまちづくりを担う一員であること
を自覚しなければならない 
§15 多様化する住民ニーズに柔
軟、迅速、的確に対応できる組織体 
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会津坂下町まちづくり基本条例 原町市まちづくり基本条例 三春町町民自治基本条例 三島町まちづくり基本条例 

市(町)･長
の役割・責
務・権限 

  
  

な財政運営に努め、財源を効果的かつ効
率的に活用する健全財政を図る 

適切に推進されるための組織を整備する 
  

制の整備を図るとともに、各分野に
またがる課題等に総合的に対応でき
る執行体制の構築に努める 

参画・協働 §14 協働のまちづくりを推進する
ために、町民による公益的活動の中心
となる組織体制を構築する 
２ 公益的活動を行う組織に対して、
必要な支援を行い、しくみについて整
備する 

§５ まちづくりは、市民の自为的な参
加と、市民と行政の協働により推進する 
§22 審議会等を設置する場合、市民委
員公募に努力する 
§23 基本的な政策などの策定におい
て、パブリック・コメント手続制度を活
用し、公平の確保と透明性を図る 
§24 まちづくりの企画立案、实施及び
評価の過程において、市民の多様な参加
と協働の機会の拡充に努める 
§25 市民及び市は、市民が自発的に行
う公益性のある活動を推進する 

§16 長期総合計画その他重要課題に関
わる事業の計画の策定にあたっては、そ
の立案から实施、評価の各段階において、
町民が参画できるよう努める 

§14 町は、町民との協働による創
造的なまちづくりの推進のため、ま
ちづくり団体等への支援に努める  

情報の共
有・公開 

  §４ まちづくりは、市民及び市がまち
づくりに関する情報を共有して推進する 
§17 政策立案から实施及び評価の過 
程について、市民に明らかにし、わかり
やすく説明する 
§20 市が保有する情報を積極的に公 

§15 まちづくりに関する情報を適正か
つ迅速に収集するとともに、速やかに提
供できるよう適切な情報管理に努める 

  

情報の共
有・公開 

 開するとともに、市民にわかりやすく提
供する 

  

個人情報
の保護 

  §21 市は、市が保有する個人情報に関
して、個人の権利や利益が侵害されるこ
とのないように、個人情報の保護を行う 

  §６ 個人の権利や利益が侵害され
ることのないよう個人情報の収集、
開示、提供、管理等について充分に
注意する 

男女共同
参画 

  §10 市民は、性別にとらわれることな
く一人の人間として尊重され、それぞれ
の個性を発揮してまちづくりに参加する 

    

議会の権
限・責務 §13 町民の意思を町政に反映させ

るため、その機能を発揮し協働のまち
づくりに積極的に関わる 
 
 
 
 

§11 市の意思決定機関として、行政運
営が常に民为的で効率的に行われている
かを調査・監視するとともに、政策案等
を行い、市民の意思が市政に反映される
よう活動する 
２ その保有する情報を公開し、市民と
情報を共有して、開かれた議会運営を行
う 

§13 地方自治法に定める権限を有し、
町民総意の把握に努力するとともに、そ
の権限を有効に発揮する 
２ 情報公開によるほか、会議の公開及
び積極的な情報提供を図り、開かれた議
会運営に努める 
３ その機能を遂行するにあたっては、
町民の信託に応えられるよう能力の向上
に努める 

§10 議会は町民の代表として選ば
れた議員によって組織された町にお
ける最高意思決定機関であり、町民
の意思を的確に把握し、まちづくり
の向上に寄与しなければならない 
２ 議員は、まちづくり活動に積極
的な役割をはたすとともに、町民と
議会活 動に関する情報を共有する
ように努める 
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会津坂下町まちづくり基本条例 原町市まちづくり基本条例 三春町町民自治基本条例 三島町まちづくり基本条例 

行政評価   §16 行政サービスの質的向上を図り、
市民にとってより満足度の高い市政を推
進するため、行政評価を实施 
 

§17 まちづくりに関する重要な施策等
の实施にあたっては、費用対効果を含め
その成果について自ら評価を行うととも
に、町民による評価を受け、政策の質的
向上を図るよう努める 

§16 効率的、効果的なまちづくり
の推進のために、外部評価を含めた
事業評価制度の確立に努める 
２ 評価は、社会情勢の変化やまち
づくりの状況の変化に照らし、最も
ふさわしい方法で实施できるよう
に、検討していく 

意見・要望
等対応 

  §18 市民の市政に関する意見・要望等
に迅速かつ適切に調査し、誠意をもって
応答する 

    

住民投票
制度 

 

§４ 町民は、町に関わる重要事項に
ついて、町民投票の实施を町長及び議
会に求める権利を有する。 
２ 町は、町民から請求があった時又
は町民投票の必要があると認めた時
は、町民投票の制度を設けることがで
きる。 
  
  

§26 本市に関わる重要事項について、
広く市民の意見を直接問う必要がある場
合は、その事案に応じ、別に条例を定め、
住民投票を实施することが 
できる 

§19 選挙権を有する者、議会議員及び
町長は、町政に関する重要事項について、
住民投票の实施を請求又は発議すること
ができる 
２ 町長は、発議があったときは、投票
の目的、投票者の資格その他住民投票の
实施に必要な事項を、別に条例で定める
ことにより住民投票を实施することがで
きる 
３ 町長は、住民投票の結果を速やかに
公表するとともに最大限に尊重し、事案
の審議に反映されるよう努めなければな
らない 
４ 前項に基づく事案の審議結果が住民
投票の結果と異なる場合、町長及び議会
は、審議経過について、町民への説明を
行い理解が得られるよう努める 

§17 町民は、まちづくりに関わる
重要事項について、町民投票の实施
を町及び議会に求める権利を有する 
２ 町は、町民から請求があったと
き、又は、町民投票の必要があると
認めた時は、町民投票の制度を設け
ることができる 
§18 町民投票に参加できる者の資
格その他町民投票の实施に必要な事
項は、それぞれの事案に応じ、別に
条例で定める 
２ 前項に定める条例に基づき町民
投票を行うときは、町長は町民投票
結果の取扱いをあらかじめ明示する 

連  携   §27 共通の課題を解決するために、国、
福島県及び他の市町村と相互に連携を図
り協力することに努める 

  §19 町や町民は、国際交流、文化、
芸術、スポーツ、環境、その他の課
題に関する取組を通して、他の自治
体の人々との連携や交流を図ること
により、新たなまちづくりの展開を
促進する 

見直し・委
員会 

  §28 まちづくりの推進状況や社会状況
の変化に対応し、条例の検討及び見直し
をするとともに、別に定める市民の意見
を反映するための委員会を設置します。 

  §21 町は、この条例の施行後四年
を超えない期間ごとに、この条例が
三島町にふさわしいものであり続け
ているかどう か等を検討し、必要
に応じて見直す 
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 （2）特色ある自治基本条例の条文 

 

（北海道）稚内市自治基本条例 

●子育てと平和運動の推進を定めている。 

●海外の特定地域との交流推進を定めている。 

【条文】 

第９章 子育て平和運動の推進 
（子育て平和運動の推進） 

第30 条 市、学校、地域、家庭とその関係する機関は、連携して子どもの安全の確保と教育の充
实に努め、本市の次代を担う子どもたちの健やかな成長を支えるため、市民ぐるみの子育てを
推進します。 

２ 市、学校、地域、家庭とその関係する機関は、平和を願う心を守り育てるため、連携して平
和に関する学習と活動の機会の提供に努めます。 

第10 章 国際交流の推進 
（国際交流の推進） 

第31 条 市は、世界平和と地域の発展に貢献するため、サハリン州をはじめとする海外の自治体
や団体などとの経済、教育、文化などの多様な分野での交流の推進に努めます。 

第11 章 安全安心なまちづくり 
（防犯と交通安全の推進） 

第32 条 市は、学校、地域、家庭とその関係する機関が連携し、市民が安全で、安心して暮らせ
るまちづくりのため、環境を整備するとともに、防犯活動と交通安全運動の推進に努めます。 
（危機管理） 

第33 条 市は、災害などに際して、市民の生命と財産を守るため、市民、関係する機関などとの
連携と相互支援のもと、迅速で的確な危機管理に努めます。 
（医療と福祉の充实） 

第34 条 市は、市 民の健康と安心な生活を守るために、医 療と福祉の充实に努めます。 
第12 章 自然環境との共生 

（自然環境を活かしたまちづくり） 
第35 条 市民と市は、大 切な環境を将来に向かって保全し、次 の世代に引き継ぐため、人と自

然との共生を基本として、本市の豊かな自然環境を活かしたまちづくりを進めます。 
２ 市民と市は、環境にやさしいエネルギーの活用に努めます。 

 

（北海道）ニセコ町まちづくり基本条例 

●未成年者のまちづくりへの参加権を定めている。 

【条文】 

(満 20 歳未満の町民のまちづくりに参加する権利 ) 
第 11 条  満 20 歳未満の青尐年及び子どもは、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。  

 

（福島県）矢祭町自治基本条例案 

●市町村合併しないことを定めている。 

【条文】 

前文 
・・法令を以って命令されない限り合併をせず、自为独立の道を歩むものである。 

（適正規模の共同社会） 

第１条 矢祭町は、我が国が歴史始まって以来の人口減尐を迎える中でも、自立するためのあら
ゆる施策を講じ、人口減尐に歯止めをかけ、適正規模の共同社会を目指す。 



 

18 

 

 

（千葉県）我孫子市自治基本条例（案）※条例案は市議会で否決された。 

●市長選挙におけるマニフェストの作成、多選禁止を定めている。 

【条文】 

（市長のローカル・マニフェスト） 
第１３条 市長選挙の立候補予定者は、市民が政策を選択できるよう政策の理念と目標を明確に

して、達成したかどうか検証可能な具体的な公約（ 以下「ローカル・マニフェスト」といい
ます。）を作成するよう努めなければなりません。 

２ 行政は、立候補予定者がローカル・マニフェストを作成できるよう、その求めに応じて必要
な協力をしなければなりません。 

３ 市長は、市民の信託を受けたローカル・マニフェストを、行政の計画に反映させるよう努め
なければなりません。 

（市長の在任期数） 
第１４条 市長は、我孫子市のバランスのとれた発展が図れるよう、その職には連続して３期を

超えて在任しないよう努めます。 
２ 前項の規定は、立候補の自由を妨げるものと解釈してはなりません。 

 

（神奈川県）大和市自治基本条例 

●基地問題に触れている。 

【条文】 

（厚木基地） 

第２９条 市長及び市議会は、市民の安全及び安心並びに快適な生活を守るため、厚木基地の移
転が实現するよう努めるものとする。 

２ 市長及び市議会は、国や他の自治体と連携して、厚木基地に起因して生ずる航空機騒音等の
問題解決に努めなければならない。 

 

（岐阜県）多治見市市政基本条例 

●自治体を「政府」と規定している。 

●多文化共生社会の实現、平和への寄与を定めている。 

【条文】 

（政府としての多治見市） 
第 34条 市は、市民に最も身近な政府として、市民の信託に基づくより良い地域社会の形成に、

国と県に優先して取り組まなければなりません。 
２ 市は、市政を自らの判断と責任において決定し、運営しなければなりません。 
３ 市は、国と他の自治体に対し、対等な立場で、政策、制度などの改善に向けて、为張し、連

携協力しなければなりません。 
（多文化共生社会の实現） 

第 36条 市は、多様な为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。 
（平和への寄与） 

第 37条 何人も、平和のうちに暮らす権利があります。 
２ 市民と市は、正義と秩序を基調とする平和を希求し、平和に寄与するよう努めなければなり

ません。 
３ 市は、市民の生命と身体や財産や生活の平穏を守るよう努め、国際的な人道上の条約に基づ

き行動しなければなりません。 
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３ 喜多方市の各種基本指針等  

 

「喜多方市総合計画」（平成１９年３月策定） 

 

第２編 基本構想 

 第１章 基本的課題と将来の都市像 

第３節 施策展開の基本的な考え方 

次の基本的な考え方を踏まえ、将来の都市像の实現に向け、体系的な施策を展開してい

きます。 

○ 市民为体 

市民を中心として、その目線からまちづくりを進めていくとともに、市は、市民の力を

引き出すサポート役として、側面や後方から支援・協力していくという考えを軸に、市民

の为体的な活動の促進に努めます。 

 第２章 施策の基本方向 

大綱３ みんなの知恵と協働で創るまちづくり～地域社会づくり～ 

１ 住民と行政の協働の推進 

地方分権社会の为役である市民とともに、それぞれの地域でこれまで行われてきた市

民参画・協働のまちづくりを、より積極的に推進していきます。 

生活様式の変化や価値観の多様化により、地域社会のつながりが希薄化しつつあると

いわれる中、行政区や町内会など既存の地域コミュニティ活動、NPO やボランティア団

体などの活動を促進し、地域社会における自治意識や連携意識の向上を図り、住民同士

の協力、住民と行政の協働によるまちづくりを目指します。 

 

第３編 基本計画 

 大綱３ みんなの知恵と協働で創るまちづくり～地域社会づくり～ 

  第1 節 住民と行政の協働の推進 

  現状と課題  

（略） 

 基本方針 

・ 行政区の市民同士が協力し合い、自らが为体となって地域社会の活性化に貢献し、その功

績が他の行政区の模範となる活動をしている行政区を表彰し、地域の様々なコミュニティ

活動を促進します。 

・ 行政区の自为性を尊重しながら、様々な補助制度等を活用し、地域活動の拠点として、コ

ミュニティ施設の整備を支援することにより、地域活動の活性化を図り、地域住民の福祉

の向上を図ります。 

・ コミュニティ関係の強化を図るために、財産の保有等を目的とする地縁団体が設立される

場合、その円滑な設立がなされるよう手続き等の相談体制の充实を図ります。 

・ 社会参加に対する市民の意識向上に努めながら、ボランティア活動に関する情報提供やコ

ーディネート機能の充实を図るとともに、ＮＰＯの組織化や活動の支援に努めます。 

 施策の内容  
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(1) 地域コミュニティ活動の促進 

・ 市民や行政区などが行う地域づくり事業に対して、各種補助制度等の情報提供を行いま

す。 

・ 地域におけるコミュニティ施設等の整備充实について、各種補助制度の情報提供などに

より支援します。 

・ 他の行政区の模範となる活動（一行政区一運動）の表彰制度を整備します。 

・ 地縁団体の設立等に関する相談体制を充实させるなど、適切な支援と認可事務を行いま

す。 

・ 地域づくりの中心となるリーダーを養成するため、各種研修会やセミナーなどの学習・

研修機会の提供に努めます。 

(2) ボランティア活動等の促進 

・ 市民のボランティア活動を促進するために設置された、市民参画運営による「喜多方市

ボランティア活動支援センター」の運営体制の強化と機能の充实を図るための支援に努

めます。 

・ ＮＰＯ活動に関する情報提供や相談等の支援に努め、ＮＰＯ法人の組織化を促進すると

ともに、ＮＰＯ法人がまちづくりに積極的に参画できる環境を整備します。 

(3) 非核平和の推進 

（略） 

 

第 4編 計画の实現に向けて 

 １ 市民が参加しやすい行政体制の推進 

(1) 協働体制の推進 

多様化するニーズや地域が抱える諸問題に対応するため、市民活動等への支援、各種団

体等の自立化促進など、市民と行政との役割や責務を明確にしながら、市民为体のまちづ

くりを推進します。 

(2) 市民の意見の反映 

市民の意見や要望を取り入れるため、各種審議会の公募、各種モニター制度の活用、パ

ブリック・コメント制度※1 などにより、市民参画の中、市民の意見が施策に反映される

仕組を整備・拡充します。 

(3) 情報公開の推進 

広報誌やホームページ、住民説明会などにより、市民への行政情報の提供を充实させ、

説明責任を果たすとともに、より一層の情報の共有化を進めながら市政の透明性・公平性

を高めていきます。 

(4) 庁舎等の整備改修 

（略） 

 

「喜多方市行政改革大綱」（平成１９年３月策定） 

 

第２ 实施概要 

 ３．市民と行政との協働体制の確立 

（１）地域協働体制の推進 
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地方分権が進む中、地域が抱える諸問題への対応と市民为体のまちづくりを推進するため、

市民、行政区及び市民団体等ができること、そして行政が行うことなど、市民と行政の役割

分担を明確にしながら、市民との協働によるまちづくりを進めます。 

また、市民と行政の協働のまちづくりを推進するため、「自治基本条例」の導入を図りま

す。 

※自治基本条例 

市民と行政との協働によるまちづくりを進めていくため、それぞれの役割、責任の明確化と

情報の共有化を図り、政策や事業計画の策定段階から市民の意見やニーズが十分に反映できる

ようにするなど、制度も含め体系的にまとめたもの。 

市民が参加しやすい行政体制の推進 

４ 自治基本条例検討委員会の委員等名簿・経過 

●委員名簿 

  区分 部等 職      名 氏  名 

1 委員長    副市長 斎須 秀行 

2 副委員長  
 

教育長 鈴木 充正 

3 委員 総合政策部 総合政策部長 田中 幸悦 

4 委員 総務部 総務部長 長谷川 廣一 

5 委員 市民部 市民部長 遠藤  寛 

6 委員 産業部 産業部長 喜古 克広 

7 委員 建設部 建設部長 野口 富士夫 

8 委員 会計課 会計管理者 髙澤  博 

9 委員 熱塩加納総合支所 熱塩加納総合支所長 上野 康男 

10 委員 塩川総合支所 塩川総合支所長 小林 幸助 

11 委員 山都総合支所 山都総合支所長 真部 政司 

12 委員 高郷総合支所 高郷総合支所長 齋藤 晃彦 

13 委員 教育委員会事務局 教育部長 原   稔 

14 委員 議会事務局 議会事務局長 髙澤  嶽 

15 委員 水道課 参事（水道課長） 加藤 一郎 

●幹事名簿 

  区分 部等 職     名 氏  名 

1 幹事長  総合政策部 企画政策課長 菅野 康裕 

2 幹事  総務部 総務課長兼選管事務局長 斎藤 勝富 

3 幹事 市民部 生活環境課長 手代木 俊英 

4 委員 産業部 農林課長 上野 光晴 

5 委員 建設部 建設課長 若菜  彰 

6 委員 熱塩加納総合支所 熱塩加納総合支所総務課長 吉田 裕志 

7 委員 塩川総合支所 塩川総合支所総務課長 田澤 吉悦 

8 委員 山都総合支所 山都総合支所総務課長 佐藤  優 

9 委員 高郷総合支所 高郷総合支所総務課長 遠藤 英雄 

10 委員 農業委員会事務局 農業委員会事務局長 丹波 忠良 
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11 委員 監査委員事務局 監査委員事務局長 五十嵐 隆徳 

12 委員 教育委員会事務局 教育総務課長 有田  實 

13 委員 水道課 水道課長補佐（総務担当） 遠藤 彰弘 

14 委員 議会事務局 議会事務局次長 物井 俊徳 

●作業部会員名簿 

  区分 部 所属 職名 氏名 

1 部会長 総合政策部 企画政策課 課長補佐 笹川 和則 

2 部会員 総務部 総務課 課長補佐 齋藤 憲一 

3 部会員 市民部 生活環境課 課長補佐 冨田 新一郎 

4 部会員 産業部 農林課 課長補佐 横山 和也 

5 部会員 建設部 建設課 課長補佐 柴田 信雄 

6 部会員 熱塩加納総合支所 熱塩加納総合支所総務課 課長補佐 山口 惠司 

7 部会員 塩川総合支所 塩川総合支所総務課 課長補佐 鈴木 富雄 

8 部会員 山都総合支所 山都総合支所総務課 課長補佐 板橋 政博 

9 部会員 高郷総合支所 高郷総合支所総務課 課長補佐 齋藤 利成 

10 部会員 農業委員会事務局 農業委員会事務局 为幹兼次長 宮城 和人 

11 部会員 監査委員事務局 監査委員事務局 次長 大竹 幸衛 

12 部会員 教育総務課 教育総務課 課長補佐 栗城 和男 

13 部会員 水道課長 水道課 課長補佐 棚木 实 

14 部会員 議会事務局 議会事務局 庶務係長 小林 繁雄 

 

事務局 総合政策部 企画政策課 副为任为査 原  利正 

 

●委員会等の経過 

年月日 内      容 

平成 19年７月６日 第 1回喜多方市自治基本条例庁内検討委員会作業部会 

平成 19年７月 26日 第２回喜多方市自治基本条例庁内検討委員会作業部会 

平成 19年８月８日 第 1回喜多方市自治基本条例庁内検討委員会幹事会 

平成 19年８月 10日 第 1回喜多方市自治基本条例庁内検討委員会 

平成 19年 10月 30日 第３回喜多方市自治基本条例庁内検討委員会作業部会 

平成 19年 11月１日 

自治基本条例職員研修会 

講師：福島大学行政政策学類 教授 今井照 氏 

南相馬市役所総務企画部企画経営課 係長 庄子まゆみ 氏 

平成 19年 11月 22日 

「喜多方市の市民参画と協働のまちづくりを考える」シンポジウム 

講師：福島大学行政政策学類教授 今井照 氏 

報告者：花園町内会長  満田 博禧 氏 

    喜多方市食生活改善推進員会 会長 立川智恵子 氏 

ＮＰＯ法人まちづくり喜多方 代表理事 江花圭司 氏 

平成 19年 11月 26日 第２回喜多方市自治基本条例庁内検討委員会幹事会 

平成 19年 11月 30日 第２回喜多方市自治基本条例庁内検討委員会 

平成 20年１月 10日 第３回喜多方市自治基本条例庁内検討委員会 

 


