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基本理念・基本原則について 

 

１ それぞれの一般的な意味合い 

 ・基本理念 ＝ まちをつくる際の基本的な考え方 

         （※ 理念 ある物事についての、こうあるべきだという根本の考え） 

 ・基本原則 ＝ まちをつくる際の具体的な進め方、作り方 

         基本原則をより具体化したものが仕組み（仕組み対象は、行政が中心） 

         （※ 原則 多くの場合に共通に適用される基本的なきまり・法則） 

 

２ 基本理念の例示 

 （例）① 補完性の原理※に基づき、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

定や実行を行うとともに、・・・市民が主体となり地域の個性が生きた自治を形成する。 

      ※ 小さな単位で出来ることはそこで行い、出来ないことや、そこですることが効率的

でないことは、より大きな単位で行うという概念 

       個人 → 地域 → 市町村（基礎自治体） → 都道府県（広域自治体） → 国 

    ② 自然との共生を図り、各地域が有する様々な資源を有効に活用するなど次世代に引き継

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する。 

 

３ 基本原則の例示（代表的なものは、以下の４つ。） 

 (1) 住民自治の原則 

   住民自治 ＝ 地域のことは、市民の参加を得て、市民の意思に基づき、その責任において行 

うこと。 

  ∴ まちづくりにおいて、最も基本となる原則 

   （例）① 自主性の尊重 

      ② 自己決定・自己責任 

      ③ 市民が主体のまちづくり 

(2) 情報共有の原則 

   市民自らが考え、的確な判断が下せ、行動できるためには、正しい情報が不可欠 

   市民の興味や意欲を喚起し、実際に参加を得るには、行政や議会が保有する情報の提供が必要 

  ∴ まちづくりの基本であって、住民自治・市民参加の大前提である原則 

   （例）① 市政情報の共有 

      ② 情報は共有財産 

(3) 参加の原則 

   まちは、各主体（市民、議会、行政等）が積極的に参加してはじめてつくることができる。 

  ∴ 自治基本条例において定めることにより、重要性を再認識する原則 

（参加と参画） 「参加」＝ 決まったことに形式的に加わるという消極的な意味合い。 

「参画」＝ 企画・立案の段階から主体的に参加していく意味合い。 

   （例）① 自主的・自立的な参画 

      ② 参画の機会の保障 
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(4) 協働の原則 

   協働 ＝ 市民・議会・行政がそれぞれの責任と役割分担に基づき、互いの特性を尊重しな 

がら協力し合うこと 

  ∴ 自治基本条例における基本的な概念である原則 

   （例）① 役割分担を明確にする 

      ② 互いの活動を尊重 

 

４ 体系等の例 

 

（例１） 基本理念・基本原則有（並列）

①歴史等

①歴史等

・市民総参加の原則

・情報共有の原則

・協働の原則

＜前文＞

＜目的＞

＜基本理念＞

　市民の幸せな暮らしの実現
を目指すために、市民主体
のまちづくりを行うこと

＜基本原則＞

・緑豊かな山々、・・・この美しい住みよいまちをこよなく愛している。

・歴史と文化の香りあふれるまちであり、・・・・発展を続ける中心都市

・こうした自然や歴史を育み、文化や産業を築いた先人の偉業を誇りとし、一人ひとりの生
きた証が、このまちの輝かしい未来につながると信じている。

市民主体による自治の実現を図ることを目的とする

・互いに人権を尊重し、ともに考え、行動し、豊かな自然環境と平和で幸福な暮らしを次世
代に引き継ぎ、発展させていくことを誓い、その道しるべとして、本市の在り方を定める最
高規範である条例を制定

自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、

市民、議会及び市長等の役割、行政運営の方法その他のまちづくりの基本事項を定める
ことにより、

③協働等の重要性
④制定の意義、決意等
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（例２） 基本理念・基本原則有（上下）

・参画と協力

・情報共有

・対等な立場の尊重

・自己決定・自己責任

③協働等の重要性

④制定の意義、決意等

③協働等の重要性

＜前文＞

＜目的＞

豊かな地域社会を実現することを目的とする

＜自治の理念（協働・協治）＞

・歴史的文化的遺産に恵まれた緑豊かな地域。私たちは、文化の香り高いまちを誇りと
し、様々な可能性に富んだこの地を将来に向かって、さらに発展させたいと願っている。

・良好な環境を維持し真に文化的にしあわせに暮らすには、この地に住み、学び、活動す
る人々が自律した存在として尊重されるとともに、守るべきもの、育むべきものを確かめ、
自立した存在として、互いに合意形成し、協力し合うことが必要。

　各主体は、協働・協治の考え方に基づき、相互に理解を深め、それぞれの果たすべき役
割と責任を分担し、助け合いながら自主的・自律的に活動を行う

・地域社会を豊かにするには、区民、地域活動団体等、事業者、区が相互に協力し、地域
社会の課題を解決するための住民自治の原則を共有のものとすることが大切

①歴史等

＜基本原則＞（各主体が活動するに当たっての原則）

協働・協治の考え方並びに区民、地域活動団体等及び事業者の権利と責務並びに区の
責務を明らかにするとともに、

協働・協治の基本的事項を定めることにより、

④制定の意義、決意等

・この原則を、ともに活動し、ともに地域社会の課題を解決するという意味で、「協働・協治」
と呼び、自治の理念として位置づけ。

・自治の理念や基本的なしくみを明らかにし、自治に関する基本条例として、条例を制定
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（例３） 基本理念・基本原則有（基本原則を市政運営に限定し、役割分担の一部として規定）

①歴史等

②あるべき姿

③協働等の重要性

④制定の意義、決意等

等

＜市の執行機関＞

＜市議会と市議会議員＞

・市長の役割と責務

・職員の責務

・市民意見を聴取
し条例等を制定

・議会機能の十分な発揮と市民に
開かれた議会運営　等

・市民と協働して行う市政運営

・積極的な情報提供と会議の公開

・個人情報の厳正な保護

・この条例の理念等に基づく分野
基本条例制定、総合計画策定

・国等との対等・協力の関係

＜市政運営の基本原則＞

＜市民の権利と義務＞

・まちづくりに参加する権利等

・人権を尊重し、公共利益を念頭に行う
義務

・情報公開を請求する権利

・計画段階から市政に参画する権利　等

・そこで、私たちは、まちづくりの主体であることを自覚し、自立した市民として、私たち自
身で、又は信託した議会と執行機関と協働して、このまちを共に成長させながら、世界に
誇れる自立した市を創造することを誓い、まちづくりの最高規範として、条例を制定

①歴史等

まちづくりの基本理念及び市政運営の基本原則を明らかにするとともに、

まちづくりに関する市民の権利及び義務並びに市議会及び市の執行機関の役割及
び責務を定めることにより、

市民自治によるまちづくりを実現することを目的とする

・まちづくりの主体である市民は、自主的に、又は市と協働して、市の現在及び未来に責
任を負うことのできるまちづくりを行う。

＜基本理念＞

・市民は、積極的にまちづくりに参画し、まちづくりの推進に努める。

≪役割分担≫

＜前文＞

＜目的＞

・市は、北は･･･山々が連なり、南は･･･など、豊かな自然と温暖な気候に恵まれた快適な
環境を有し･･･政治、経済、文化及び交通の要所として国内外の拠点都市という役割を担
い、重みある歴史と伝統とともに発展してきた。

・このまちには、先人たちが･･･はぐくんだ･･･心豊かなまちという、これまでの大都市とは
趣の異なる特色が備わっており、また大切な財産として受け継がれている。

・私たちは、このまちを心から愛し、誇りにも思っています。そして、豊かな風土を大切に
守り育てつつ、･･･によって、より一層心豊かで快適に暮らせる生活環境と安心して活動で
きる安全な地域社会を築き上げ、未来を担う子供たちへ引き継がなければなりません。

・そのためには、地域のことは、地域で考え、地域で実行するという地域主権の精神に基
づき、自ら考え、自らの責任の下に自ら行動して、地域の個性や財産を生かした市民自治
によるまちづくりを行うことが必要。
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５ 関連するもの 

 (1) 前文 

  ア 意義 

    前文は、条例制定の由来や背景、自治（まちづくり）の方向性や基本原理、制定者の決意等

を述べたもの 

  イ 基本パターン 

   ① まちの歴史、文化、環境や自治の取組 

   ② まちのあるべき姿 

   ③ 市民の主体性や参加、協働が重要であること 

   ④ 条例を制定する意義や決意 

 (2) 目的 

  ア 意義 

    条例がどのような目的で制定されたかを簡潔に表現するもの 

  イ 基本構造 

① 条例に規定することや明らかにすることを示す。 

 例：市民自治の基本理念を明らかにするとともに、その基本となる事項を定めることにより、 

② 最終目的を示す。 

 例：自立した自治体にふさわしい自治の実現を図ることを目的とします。 

 

  

（例４） 基本理念なし

・個人情報の保護　等

＜情報共有の推進＞ ＜まちづくりへの参加の推進＞

・まちづくりに参加する権利

・まちづくりにおける町民の責務　等

自治の実現を図ることを目的とする

＜まちづくりの基本原則＞

・情報共有の原則

・情報への権利

・情報共有のための制度

・説明責任

・参加原則

＜目的＞

情報共有の原則の細則 住民参加原則の細則

二大原則として相互に補完

原則の総則

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、

＜前文＞

・まちづくりは、一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本。わたしたちは
「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。

・わたしたちは、ここに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、条例を制定

③協働等の重要性
(基本理念の要素）

②あるべき姿

④制定の意義、決意等

・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
を迎えている。わたしたちは、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」をめざす。

①歴史等
②あるべき姿
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６ 参考 

 (1) 弘前市の憲章、宣言等 

  ア 弘前市民憲章 

   目的  平成２３年の弘前城築城４００年祭および合併５周年を機に、市民の皆さまにふるさ

とに対する誇りと愛着心を持っていただき、より一層の一体感をはぐくむとともに、ま

ちづくりに対する市民意識の高揚を図ること 

   全文    弘前市民憲章 

平成２４年１月１日 

弘前市告示第１号 

岩木山
お や ま

とお城に見守られ 

 

春は 桜 

夏は ねぷた 

秋は りんご 

冬は 雪 

  

弘前 ひろさき 

あずましい ふるさと 

  

あふれる笑顔で 

未来へ つなごう 

  イ 平和都市宣言 

   目的 核兵器の廃絶と世界平和の実現を願い宣言したもの 

   全文    平和都市宣言 

平成２２年１２月１７日 

第二次世界大戦並びに太平洋戦争終戦 65 年を経た今日もなお、地球上では、局地的

な戦争や戦闘行為が続いており、核兵器使用の危険性も含めて戦争を過去のものとする

状況は、いまだ生まれていない。 

平和を希求する私たちは、あの忌まわしい戦禍を再び引き起こさないためにも、日本

国憲法の理念であり、人類共通の切実な念願である世界の恒久平和を願ってやまない。 

そして、あらゆる国の核兵器の廃絶と世界の平和の実現を切望し、ここに平和都市と

なることを宣言する。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


