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前文について 

 

【議事(1) 前文】 

１ 意義 

   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述べる 

  ことにより、自治基本条例の内容を解釈するに当たっての指針等を明らかにするもの 

 

２ 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 

 

３ 弘前市の憲章、宣言等 

  (1) 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 

(2) 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。 
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４ 他自治体の例 

ニセコ町まちづくり基本条例 基本パターン 

 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。 

①歴史等 

②あるべき姿 

 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。 

③協働等の重要性 

(基本理念の要素) 

 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。 

②あるべき姿 

④制定の意義等 

四日市市市民自治基本条例（理念条例）  

 私たちのまち四日市は、鈴鹿山脈や伊勢湾などの素晴しい自然に恵まれ、宿場

町として、また古くから「市」が開かれたまちとして栄えてきました。現在では、

世界に開かれた四日市港を基盤として石油化学コンビナートや各種産業が集積

しており、万古焼、お茶、そうめんなどの地場産業とあわせて盛んな生産活動が

行われる活気あふれる都市としてさらに発展しています。 

①歴史等 

 本市は、長らく国の指導のもとに画一的行政運営を行ってきましたが、既にこ

れまでの行政運営の限界が明らかとなってきています。本来、四日市のことは私

たち自らが責任を持って決定するものでなければなりません。そこでは、本市が、

本市の地域特性を踏まえた、行政運営を行うにあたっての拠りどころとなる条例

を新たに定めることが必要となってきています。 

③協働等の重要性 

 また、本市が今後も三重県下最大の人口を有する中核都市として発展を続けて

いくためには、新しい無駄のない行政運営を行うこととともに、市民憲章の精神

を活かして市民にとって暮らしやすいまちづくり、住み続けたいまちづくりを行

っていくことが求められます。 

②あるべき姿 

③協働等の重要性 

 従って、これからの時代にふさわしい、四日市市市民自治基本条例（理念条例）

の制定により、市民主権の市政の実現を宣言し、その実現に向けた行政運営のあ

り方及び市民、市の執行機関及び市議会の役割や協働のあり方を明らかにするこ

とで、市民誰もが様々な形で市政に参加し、市の執行機関や市議会とともにより

良い四日市の「まちづくり」を担っていけるような仕組みを作り上げることで、

豊かで人権が尊重される地域社会の実現を目指していくものです。 

②あるべき姿 

④制定の意義等 

太田市まちづくり基本条例  

 太田市は、歴史に名を残す先人はもとより、そこに住む人びとの活力と英知に

よって育まれてきました。各地に人権意識の高い先達が存在したこともわたした

ちの誇りです。 

①歴史等 

 わたしたちは、太田市の歴史と文化を財産として引き継ぐとともに、多くの国

の文化と共生する地域の特性を生かしながら、人と自然環境と産業が調和した、

だれもが暮らしやすいまち、誇りのもてるまちをつくることをめざします。 

②あるべき姿 

 子どもからお年よりまで一人ひとりがまちづくりの主役であり、担い手です。

わたしたちは、自らの責任を自覚し、参画と協働のまちづくりをすすめるために、

この条例を制定します。 

④制定の意義等 
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飯田市自治基本条例  

 わたくしたちの住む飯田市は、美しい自然に恵まれ、地域の風土に根付いた伝

統や文化に支えられた人情豊かなまちとして知られ、伊那谷の中心都市として躍

進しています。 

①歴史等 

 わたくしたちは、これまで互いに助け合い協力し、特色のある地域活動やまち

づくりを実践してきました。 
 

 わたくしたちは、分権型社会や尐子高齢社会の到来により、社会構造が大きく

変化する中で、まちづくりに進んで参加する「ムトス」の精神を、次の時代へ確

実に引き継がなくてはなりません。 

③協働等の重要性 

 わたくしたちは、飯田市市民憲章にうたわれた市民としての心構えと理念を尊

重し、協働して、市民が主体の住みよいまちづくりを推進するため、ここに、新

たな自治の仕組みを定める飯田市自治基本条例を制定します。 

④制定の意義等 

大分市まちづくり自治基本条例  

 わたしたち大分市民は、緑豊かな山々、豊饒（ほうじょう）の海である豊後水

道と別府湾、清らかで豊かな水に恵まれた大分川と大野川を持つ、この美しく住

みよいまち大分市をこよなく愛しています。 

①歴史等 

 大分市は古くは豊後の国の国府が置かれ、十六世紀には国際交流都市を築くな

ど、歴史と文化の香りあふれるまちであり、今も産業集積都市として発展を続け

る東九州の中心都市です。 

①歴史等 

 わたしたちは、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

ています。 

 

 わたしたち大分市民は、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、子どもや孫の世代に確実に引き継ぎ、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

大分市まちづくり自治基本条例を制定します。 

③協働等の重要性 

④制定の意義等 

 

５ 参考 

(1) 書き出しを「私たちは」とするのが一般的だが、その場合、「私たち」とは誰を指すのかが問題 

  (2) 明確にしている例 町民、議会及び町（以下「わたしたち」という。） 
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その他の項目について 

 

【議事(2) ア 目的】 

６ 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で、条例全体の解釈・運用の指針と

なるもの 

７ 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。 

 ８ 最終目的の基本パターン 

  ① 自治の実現 

   例１ 自治の実現のみ 

ア 自治の実現を図る 

イ 住民自治（市民自治）の実現を図る 

   例２ 形容詞＋自治の実現 

       形容詞の例（下線部分） 

   ａ 市民の知恵と力を生かした豊かな自治の実現を図ることを目的 

   ｂ 地方自治の本旨に基づく自治を実現し、自立した地域社会を創造することを目的 

ｃ 真の地方自治を実現することを目的 

② まちの実現 

例１ まちの実現のみ（［ ］部分は形容詞） 

ア ［個性豊かで活力に満ちた］地域社会の実現を図る 

イ ［誰もが安心して暮らせる］地域社会を実現する 

ウ ［住みよい］まちづくりを実現する 

例２ 形容詞＋まちの実現 

    形容詞の例（下線部分） 

  ａ 豊かで潤いのある地域社会の実現を図ることを目的 

ｂ 自立した地域社会を実現することを目的 

ｃ 安心して生き生きと暮らせる地域社会を実現することを目的 

③ 両者の合体（①＋②） 

例１ 地方自治の本旨に基づく自治を実現し、自立した地域社会を創造することを目的･･･ 

    （ 形容詞 ＋ 自治の実現 ） ＋（ 形容詞 ＋ まちの実現 ） 
 

例２ 自治の進展を図り、自立した地域社会を実現し、市民福祉の向上を目指すことを目的･･･ 

   （自治の実現のみ）＋（ 形容詞 ＋ まちの実現 ） 
 

９ 条文イメージ 

   この条例は、本市（弘前市）の◯◯を明らかにするとともに、△△を定めることにより、□□を

図ることを目的とする。 

  （参考）① ◯◯又は△△のいずれかは、「××に関する基本的な事項」 

⇒ △△へ盛り込むタイプが多い 

② □□の表現は、条例の題名も考慮する必要有。但し、リンクしていない自治体も多い。 

         題名＝・・・まちづくり条例 ⇒ □□＝自治の実現 

         題名＝・・・自治基本条例  ⇒ □□＝まちづくりの実現 

ことを目的とする。 

ことを目的とする。 
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【議事(2) イ 題名】 

10 意義 

   条例の内容を的確かつ簡潔に表すもの 

 11 ルール 

   どこ自治体の条例であるかを明らかにするため、市町村名を冠するのが一般的 

 12 参考例 

  ① △△市自治基本条例 

  ② ××市まちづくり基本条例 

  ③ その他 

    ・□□市市民自治基本条例 

    ・□□市まちづくり自治基本条例 

    ・□□市みんなでまちづくり基本条例 

   （注）「自治基本条例」と「まちづくり基本条例」 

      他自治体のものにおいて、両者は、内容的に大差がないが、厳密には、次のとおり微妙な

違いがある。 

      自治基本条例 ＝ 自治のあり方や枠組みを規定するもの 

      まちづくり基本条例 ＝ 元気なまちをつくるためのルールを規定したもの 
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条例の体系等について 

 

【議事(3) ア 体系】 

13 一般的な体系 

  ① 題名 

  ② 目次 

  ③ 本則 ＝ 本体的な事項を規定する部分 

    ③-1 総則的規定 ＝ 全体に通ずる原則的・基本的事項 

     ③-1-1 目的（趣旨）規定 ＝ どのような目的で制定されたかを簡潔に表現したもの 

          ⇒ 目的 

     ③-1-2 定義規定 ＝ 条例の中で用いる用語の定義を定めるもので、意義を明確にし、解釈 

上の疑義をなくすためのもの 

          ⇒ 定義 

     ③-1-3 解釈規定 ＝ 条例全体又は一部の条項について解釈の指針を示すもの 

                 条例全体に対するものである場合には、総則的規定として定義規 

定の次あたりに置かれることが多い。 

          ⇒ 条例の位置付け 

     ③-1-4 適用範囲に関する規定 ＝ 条例全体又は一部の条項を、ある範囲のものに限って、 

又はある範囲のものを除外して適用する場合に置かれるもの 

     ③-1-5 理念（責務）規定 ＝ 条例の制定の理念や方針を強調したい場合に規定されるもの 

          ⇒  基本理念、基本原則 

    ③-2 実体的規定 ＝ 中心的な内容を成す実体的事項 

        ⇒ 主体とその役割、仕組み、国、その他の機関との連携 

    ③-3 雑則的規定 ＝ 実体的規定を前提として、その全般にわたって共通に適用される事項で、 

しかも総則的規定とするには適しない手続的・技術的事項 

        ⇒ 実効性の確保 

    ③-4 罰則規定 

  ④附則・・・付随的な事項を規定する部分 
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14 参考例等 

 

目次 目次

前文 前文 前文

総則 総則 総則

1 目的 1 目的 1 目的

2 条例の最高規範性 2 定義 2 定義

3 言葉の意味 基本理念及び基本原則 3 条例の位置付け

まちづくりの基本原則 3 基本理念 4 基本理念

4 基本原則 4 基本原則 5 基本原則

情報の共有 市民、議会及び市長等の役割等 主体とその役割

5 情報への権利 市民 6 市民

6 説明責任 5 市民の権利 7 学生

7 情報の収集及び管理 6 市民の責務 8 子ども

8 個人情報の保護 議会 9 コミュニティ

参画と協働の市政運営 7 議会の基本的役割と責務 10 事業者

9 参画と協働 市長等 11 議会

10 参画への保障 8 市長等の基本的役割と責務 12 執行機関

11 協働 9 市長の基本的役割と責務 仕組み

12 意見公募 10 職員の責務 13 総合計画

財政 行政運営 14 財政運営

13 財政状況の公表 11 総合計画 15 評価

14 財政に係る中長期計画の策定 12 財政運営 16 意見、要望等への応答義務

15 予算の編成と執行 13 政策法務 17 説明責任

16 予算の説明責任 14 条例の制定等の手続 18 情報公開・情報提供

17 決算内容の説明責任 15 行政評価 19 個人情報保護

18 財産の管理 16 行政手続 20 意見聴取手続

19 財政改革のための委員会 17 情報公開 21 附属機関の運営

評価 18 個人情報の保護 22 その他

20 評価の実施 19 権利保護及び苦情対応 住民投票

住民投票 20 危機管理体制の整備等 国、その他の機関との連携

21 住民投票 21 行政組織の編成 実効性の確保

地域コミュニティ 市民参画等

22 コミュニティの役割 22 市民参画

23 住民自治組織 23 協働の推進

行政及び議会の役割と責務 24 市民提案

24 市長の役割と責務 25 市民意見の聴取

25 行政の役割と責務 26 住民投票

26 議会の役割と責務 27 審議会、懇話会等

安全で安心して暮らせるまちづくり まちづくりの推進

27 安全安心の環境整備と防犯活動 28 都市内分権

28 危機管理 29 地域コミュニティ

やさしさと思いやりのあるまちづくり 30 連携及び協力

29 子育てと子どもにやさしいまちづくり 31 多様な文化の尊重等

30 青少年に対する環境整備と育成 この条例の位置付け

31 高齢者、障がい者が暮らしやすいまちづくり 32 この条例の位置付け

環境と共生する豊かなまちづくり

32 環境と共生するまちづくり

33 活力ある豊かなまちづくり

連携と交流

34 近隣市町村との連携と交流

35 国及び県との連携

36 国際交流と連携

条例の見直しと検討

37 条例の見直しと検討

第11章

第7章

第12章

第13章

第14章

第8章 第5章

第9章

第10章 第6章

第4章 対
等第7章 第5章

第6章 雑則的規定

一
般

第5章 第4章

情

報

共

有

参
加

第6章

第2節 団
体第4章

第3節

第3章

行
政
主
導

〃

第3章 第3章 第2章 実体的規定

第1節
個
人

年
齢
順

目的

定義

第2章 解釈

第2章 理念

太田市まちづくり基本条例 大分市まちづくり自治基本条例 弘前市◯◯条例 （並び説明）

目次

第1章 第1章 第1章 総則的事項

市民

(広義)
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【議事(3) イ 条文の形式（文体）】 

15 条例における一般的な文体 

   「である体」 （例）「～とする。」など 

 16 自治基本条例における傾向 

  ・前文「です・ます体」が圧倒的 

・前文「です・ます体」、本文「である体」の自治基本条例も多い。 

 17 参考 

  (1) 他自治体の自治基本条例における条文の形式 

   ・前文、本文とも「です・ます体」⇒ 四日市市、太田市、飯田市 

・前文「です・ます体」、本文「である体」⇒  ニセコ町、大分市 

  (2) 当市における「です・ます」体形式の条例 

 

子どもの笑顔を広げる弘前市民条例～いじめや虐待のないまちづくりを目指して～ 

平成２５年３月２２日 

弘前市条例第２３号 

子どもの笑顔は全ての人への『贈りもの』です。 

 

生きている輝きで人々を温めてくれるすばらしい贈りものです。 

どの笑顔も、一人一人がかけがえのない存在として認められているからこそ、宝物のような笑顔が生

まれることを忘れてはなりません。 

笑顔は、人間の尊厳の象徴とも言えるからです。 

その笑顔を奪ういじめや虐待を防がなければなりません。 

いじめや虐待の起きにくいまちをつくらなければなりません。 

歴史を積み重ねてきた文化と学びのまち弘前は、人と人とが関わり合う力を蓄えています。 

多様性の社会を共に生きながら、子どもを支え、自立を促す心のつながりを持っています。 

 

弘前市は、未来を担う子どもたちが豊かな日々を生きるために、笑顔を奪ういじめや虐待を根絶し、

大人の役割と責任をしっかり確かめ合い、「あずましい」まちをつくるために、ここに、市民の総意とし

て強い希望と意志に基づいて条例を制定します。 

（目的） 

第１条この条例は、子どものいじめや虐待を根絶し、子どもの笑顔を守り、広げるための基本的な理念

を定め、市民一人一人がその役割を確かめ合い、明るく住み心地のよい、これからも住み続けたいま

ちづくりを継続していく中で、子どもの健全な成長を見守り、促すことを目的とします。 

（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りま

す。 

(1) いじめ一定の人間関係にある者から、心理的又は物理的な攻撃を受けたことで、精神的な苦痛を

感じている状態のことをいいます。 

(2) 虐待児童虐待の防止等に関する法律（平成 12年法律第 82号）第２条に規定する行為をいいます。 

(3) 子ども児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第４条に規定する児童をいいます。 

(4) 市民弘前市内に居住する者又は市内に通学し、若しくは通勤する者をいいます。 
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（基本理念） 

第３条 市民は、どんな理由があっても、子どもをいじめ、又は虐待してはなりません。 

２ 市民は、子ども同士のいじめを防ぎ、これが起きにくい環境をつくり、日々の笑顔を守り、広げな

ければなりません 

（市民の役割） 

第４条 市民は、子ども一人一人の尊厳を守り、これらを将来の社会を担う存在として全ての子どもを

慈しみ、敬う心をもって接するよう努めなければなりません。 

２ 市民は、子どもの健やかな成長を支えるために、いじめや虐待を生み出さない強い思いを共有する

よう努めなければなりません。 

（取組） 

第５条 市民は、第３条に定める基本理念（以下「基本理念」といいます。）に従って、学校、家庭及び

地域において、互いに積極的に情報を交換し、いじめや虐待を防ぐために連携及び協力を推し進めな

ければなりません。 

２ 市民は、各地域や学区で取組が進んでいる子どもとのつながりを深める活動などを支援し、いじめ

や虐待の起きにくいまちづくりに取り組むなど、日常の子どもとの関わりを大切にしなければなりま

せん。 

３ 市民は、いじめや虐待を見つけた場合やこれらの相談を受けた場合は、より多くの人が協力しなが

ら対応するため、速やかに市、学校、関係機関等に情報を提供するよう努めなければなりません。 

４ 市民は、いじめ予防とその啓発に努め、子どもに助言し、指導する場合は子ども一人一人の今現在

をまるごと受容し、存在を認め、その背景にある気持ちを理解し、取るべき行動を指導するよう努め

なければなりません。 

５ 市民は、子どもが自分たち自身の手で、いじめを防ぎ、又はいじめの起きにくい集団をつくってい

けるように、成長段階に応じて、話し合う場面や協力し合う場面をより積極的に設定するよう努めな

ければなりません。 

６ 市民は、子どもたちが自主性を伸ばし、役割を通して責任感を持ち、互いに思いやる人間関係の中

で日々自己存在感を高めるように働きかけなければなりません。そのために子どもたち自身が次に掲

げる各号の内容を理解し、納得するよう機会を見つけて伝えていかなければなりません。 

(1) どんな理由があっても、どれほど気持ちが不安定になっても、誰かをいじめてはいけないこと。

いじめのすぐ隣には犯罪に含まれる行為が存在していること。 

(2) 自分の心と友達の気持ちを向き合わせ、家族や友達と一緒に話し合い、力を合わせながら、楽し

く充実した生活を送る権利を持っていること。自分らしく生きる権利を持っていること。だからこ

そ、楽しさや笑顔、一人一人の良さを奪ってしまういじめをしてはならない、させてはならないと

いう気持ちを強く持つこと。 

(3) いじめは、いじめを受けた人はもちろん、いじめに加わった人や周囲で見ている人みんなの心に

いつまでも傷が残ること。 

(4) もし万一、いじめを受けていると感じたときやいらだちや不満で気持ちが不安定になったときは、

ためらわず身近な大人や友達に相談し、決して自分ひとりで抱えこまないこと。生命を守るために、

勇気を持って行動することが大切であること。 

(5) 周囲の大人や友達の力を借りながら、尐しずつ自分たちの問題を自分たちで解決していく力の素

がもともと誰にでも備わっており、すぐに解決できないことでも決してあきらめないこと、そして

力を合わせること。 
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(6) 一人一人が代わりのない大切な存在であること。毎日が新しい自分と出会えるかけがえのない時

間であること。 

(7) 自分たちが大人になったときに、いじめや虐待のない社会がより実現していくように、今の生活

で得た力を十分に発揮し、新たな力を育みつつ未来に続く自分の道を歩んでいくこと。その道のり

を人と比べないこと。 

(8) 将来、自分たちの子どもにも前各号のことを伝えていく役割を持っていること。 

７ 市民は、パソコンや携帯電話などを利用したインターネット等の匿名性の陰に隠れて行われる言葉

によるいじめや暴力に対しては、積極的に機会をとらえて、子どもたちにマナーや犯罪性に関しての

指導を丁寧に行うよう努めなければなりません。 

８ 市民は、子どもの小さな表情の変化や呼びかけへの対応の違いに目を配り、人間関係や学校生活等

で不安や葛藤を抱えていないかどうかに気づき、相談にのるよう努めなければなりません。 

９ 市は、子どもや市民から相談や連絡を受けた場合は迅速に状況の正確な把握に努めるとともに、必

要に応じて関係機関と連携して早期の解決を目指して取り組みます。 

（計画の策定） 

第６条 市は、基本理念に従い、いじめや虐待を防ぎ、子どもの笑顔が広がるまちづくりのために、計

画的、総合的な視点から、具体的な行動計画を策定します。 

２ 前項の行動計画は、家庭、学校及び地域において子どもと関わる際のそれぞれの役割、既存の取組

との連携その他必要に応じた新しい施策を加えた内容とします。 

（いじめや虐待の防止のための会議） 

第７条 市は、いじめや虐待の防止及びその対応などに関する会議を設け、市民の意見を十分に受けと

め、取組に反映させるよう努めます。 

（個人情報の保護） 

第８条 いじめや虐待に関する通告、通報、相談、話合い、対応等に関係した市民は、正当な理由があ

る場合を除き、知り得た個人情報を決して他に漏らしてはなりません。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関して必要な事項は、市規則及び教育委員会規則で定めます。 

附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行します。 
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条例の必要性について 

 
【議事(4) 条例の必要性】 

18 執行機関の見解 

  (1) 必要とする理由 

    ※１～３のような状況の中で、未来に向け、活力ある、誇りの持てる弘前を実現するためには、 

市民、議会、行政が一体となった新しい公共により、まちづくりに取り組むために、人によって 

左右されない基本的ルールや仕組みが必要であるため 

      ※１ 地方分権や地域主権改革により、地域の課題は、地域自らの責任で考え、解決して

いくという自律性、独自性を持った行政運営が求められていること。 

      ※２ 急速な尐子高齢、人口減尐社会の到来や市民ニーズの多様化などにより、社会環境

が大きく変化する中で、従来の行政運営では、様々な課題に対応することが困難になっ

てきていること。 

      ※３ これまでも地域住民による自主的なまちづくり活動は行われていたが、その活動を

支え、市民主権システム（住民自治）を実現する必要があること。 

(2) なぜ今、制定に取り組むのか。 

市では、平成２３年度から実施している市民参加型まちづくり１％システムなど、市民がまち 

づくりに参画するシステムを構築しており、また、市民団体などは、被災地支援、弘前バル街、

弘前合コンリーグ、街歩きガイドなどの活動を自主的に行うなど、実際にまちづくりへの参画意

欲が高まってきているため。 


