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基本理念・基本原則について 

 

１ 他自治体の例 

(1) 基本理念について 

ニセコ町まちづくり基本条例 

 － 

四日市市市民自治基本条例（理念条例） 

 （基本理念） 

第３条 市民、市の執行機関及び市議会は、相互に協力して市民自治の実現に努めるものとします。 

２ 市民、市の執行機関及び市議会は、それぞれの立場及び特性を理解し、相互の信頼関係を保持

するように努めるとともに、それぞれの意思を尊重するものとします。 

３ 市民、市の執行機関及び市議会は、常に平等公正を旨とし、人種、信条、性別、社会的身分又

は門地を理由にした差別の根絶に全力を尽くすものとします。 

４ 市民、市の執行機関及び市議会は、市の行政運営及び市議会の運営に関する情報を共有し、公

正かつ効率的な市政の実現に努めるものとします。 

太田市まちづくり基本条例 

 － 

飯田市自治基本条例 

 － 

大分市まちづくり自治基本条例 

 第２章 基本理念及び基本原則 

（基本理念） 

第３条 本市は、市民の幸せな暮らしの実現を目指すために市民主体によるまちづくりを行うこと

を自治の基本理念とする。 

 

(2) 基本原則について 

ニセコ町まちづくり基本条例 

 第２章 まちづくりの基本原則 

（情報共有の原則） 

第２条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、わたしたち町民が

まちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。 

（情報への権利） 

第３条 わたしたち町民は、町の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有す

る。 

（説明責任） 

第４条 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。 

（参加原則) 

第５条 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、町民の参加を保障

する。 
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四日市市市民自治基本条例（理念条例） 

 － 

太田市まちづくり基本条例 

 第２章 まちづくりの基本原則 

（基本原則） 

第４条 わたしたちの自治は、市民の意思に基づき、次に掲げる基本原則によって推進されなけれ

ばなりません。 

(1) 市民は、住民自治のまちづくりを行うために、自ら考え行動し、責任を持ち、平等に参加す

ることが保障されなければなりません。 

(2) 市の執行機関及び市議会は、市政に関する情報を公開し、市民と情報を共有します。 

(3) 市民、市議会及び市の執行機関は、夢と希望の持てるまちづくりにむけて協働します。 

(4) 市の執行機関及び市議会は、まちづくりを進めるにあたり、次の世代に大きな負担を残さな

いよう健全な財政運営を行います。 

(5) 市民一人ひとりの人権が保障され、何人も差別されることなく、その個性及び能力が十分に

発揮されるまちづくりを行います。 

(6) 市及び市民は、男女共同参画社会の実現に向けたまちづくりに総合的に取り組みます。 

飯田市自治基本条例 

 第２章 自治の基本原則 

（自治の基本原則） 

第４条 市民と市とは、この章に掲げる自治の原則に基づき、協働して自治を推進するものとしま

す。 

（市民主体の原則） 

第５条 まちづくりは、市民一人ひとりが主体となり、市民相互及び市と協調することにより推進

します。 

２ 市民は、地域社会の一員として尊重され、その個性や能力を十分発揮することができます。 

（情報共有の原則） 

第６条 まちづくりは、市政についての情報が市民に公開され、市民が市政について意見を提出し、

その情報や意見を市民と市とが共有することにより推進します。 

（参加協働の原則） 

第７条 まちづくりは、市民に市政への多様な参加の場と機会とが保障され、市民と市とが適切に

役割分担し、協働することにより推進します。 

大分市まちづくり自治基本条例 

 （基本原則） 

第４条 本市は、次に掲げる事項を自治の基本原則としてまちづくりを行うものとする。 

(1) 市民総参加の原則 全ての市民が、性別、年齢等を問わず、まちづくりに参加できる機会を

有すること。 

(2) 情報共有の原則 まちづくりに関する情報を市民、議会及び市長等が共有すること。 

(3) 協働の原則 市民、議会及び市長等が、協働によりまちづくりに取り組むこと。 
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２ 本委員会における主な意見及び条文イメージ 

（頁数は第 17回会議参考資料のもの、その次の数字は同資料の№欄のもの） 

 (1) 基本理念 

  ア 主な意見 

   ・８頁(63) 子どもに胸を張って見せられる仕事（職業倫理）＝まちづくりに求められる姿勢 

   ・８頁 5-12 住んでいる人達の役割分担とその明確化 

（人々が心豊かに楽しく安心して暮らせるまちを存続させていくため、自治基本条例制定の意味） 

   ・第 17回会議意見 住民自治の原則が頭一つ出た作りの方がいいと思う。 

   ・同上 自治基本条例の制定目的は、住民主体の自治を確立するためという考え方 

   ・同上 単なる住民自治ではなく、協働が大事という意味で自治基本条例が必要なんだと思う。 

  イ 条文イメージ 

 例１（第 17回会議参考資料頁８(63)の意見を基礎にしたもの） 

     （基本理念） 

    第◯条 当市のまちづくり（自治）は、市民が心豊かに楽しく安心して暮らせるまちを存続させ

ていくため、常に倫理観を持ち、子どもに胸を張って見せることができる姿勢で取り組むこと

を基本的な考え方（基本理念）とする。 

 

例２－１（住民自治の原則を基礎にしたもの） 

   （基本理念） 

  第◯条 当市のまちづくり（自治）は、市民が心豊かに楽しく安心して暮らせるまちを存続させ

ていくため、市民一人ひとりが自治意識を持ち、地域の課題解決等のため、自主的に行うこと

を基本的な考え方（基本理念）とする。 

 

例２－２ 

   （基本理念） 

  第◯条 当市のまちづくり（自治）は、市民が心豊かに楽しく安心して暮らせるまちを存続させ

ていくため、市民が主体となって行うことを基本的な考え方とする。 

 

例３（協働の原則を基礎にしたもの） 

     （基本理念） 

    第◯条 当市のまちづくり（自治）は、市民が心豊かに楽しく安心して暮らせるまちを存続させ

ていくため、各主体が信頼関係を深め、それぞれの役割に応じ、連携・協力して行うことを基

本的な考え方（基本理念）とする。  
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(2) 基本原則 

 ア 主な意見 

   ＜住民自治の原則＞ 

    ・８頁(64) 市民一人ひとりがまちづくりの一角を担っている意識（責任）を持ち、･･･ 

    ・10頁(42) 自分達のまちは自分達でつくっていく（自治）意識 

    ・10頁 6-27 自分の地域のことを自分で考える意識 

    ・10頁 9-14 市民一人ひとりの自治意識、それとともに行政との協働の意識 

    ・10頁 9-18 まちづくりの主体であるという意識 

    ・10頁 9-20 市民一人ひとりが自分達でやってみるということを考えるべき 

    ・10頁 9-23 自分達も何らかで努力していこうという意識 

    ・10頁 7-3 まちづくりの主体は住民で、住民が共助で取り組む 

    ・10頁 8-22-a（11頁 8-8-a） 地域の課題を地域で解決 

   ＜情報共有の原則＞ 

    ・10頁(29-a) 行政運営の情報を知る権利 

    ・12頁 8-7 議会の活動内容の情報提供 

    ・14頁 11-1 見せて終わりでなく、思いを汲み取って、それに関係する情報も提供する必要 

    ・14頁 11-4 積極的に情報公開をし、よりクリーンに、透明性を出すべき 

    ・14頁 11-5 誰に対しても公平に、積極的に公開する姿勢が必要 

    ・14頁 6-26 積極的な情報公開（市民意識の変化（陳情要望型⇒政策要望型）へつながる） 

    ・15頁(13) 積極的な情報公開、情報提供（市民参加の大前提となるものであるため） 

   ＜参加の原則＞ 

    ・９頁 10-13-b 学生がまちで色んな貢献をするための環境の整備 

    ・９頁 9-33-a 子どもが企画し、実践する機会をつくる 

    ・９頁 9-36 子ども達の意見を聴く、子どもが意見表明する機会を設けるべき 

    ・12頁 8-8-b まち全体の発展のための活動（議員とはそういうもの） 

    ・12頁 8-13 市全体のこと考えるべき（議員：地域の代表でもあるが、市全体の代表） 

    ・12頁 8-14 政策提案、立法権の行使（議会は、市民に近いところにいるので） 

    ・12頁(20) 議会運営や議論内容の透明化 

    ・12頁 8-3-a 説明責任（議会の活動内容が不明、市民の声を反映していないという声） 

    ・12頁 10-13-a 時代に応じた若い考え方を吸い上げること（執行機関の役割） 

    ・12頁 8-26 ＮＰＯのコーディネート（執行機関の役割） 

    ・12頁 8-2-ａ 透明性の確保（執行機関の役割） 

    ・12頁 8-31 その他コミュニティ団体のネットワークの構築（地域に近い市役所がやるべき。） 

    ・13頁(38) 地域町会組織の自主的活動の尊重・支援（執行機関の役割） 

    ・13頁 8-3-ｃ 説明責任（行政の活動内容が不明、市民の声を反映していないという声） 

   ＜協働の原則＞ 

    ・９頁(40) 協働によるまちづくり 

    ・９頁(45) 新しい公共のあり方 

（行政は市民に場を提供し、信頼し、権限を移譲することが求められる。） 

    ・９頁(69) 異業種が関わりあうこと 
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    ・９頁 9-2 町会、ＮＰＯ、企業等幅広く、市に所属という意識で、それぞれの力を結集 

    ・13頁－（下から３つ目） 公共団体（市）・議会・市民の役割の明確化 

（３者のトライアングルがしっかりしていないと本当の意味でのまちづくりが実現できない。） 

    ・22頁 16-20 市民と一緒にやっていくということは条例に強く出すべき 

（「協働」というワード） 

  イ 条文イメージ 

   例１（原則名とその内容を併記したもの） 

     （基本原則） 

    第□条 当市のまちづくり（自治）は、次の各号に掲げる原則の区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める内容に基づき、進めるものとする。 

     (1) 住民自治の原則 市民一人ひとりが自治意識を持ち、地域の課題解決等のため、自主的に

行うこと。 

     (2) 情報共有の原則 市議会及び執行機関は、積極的な情報の公開及び提供が次号の参加の原

則の前提であることを認識し、積極的にそれらの推進を図り、各主体間で当該情報を共有す

ること。 

     (3) 参加の原則 学生及び子どもを除く各主体は、他の主体がまちづくりに参加し易い環境づ

くりに努めるとともに、執行機関は、必要に応じ、そのための支援を行うこと。 

     (4) 協働の原則 各主体が信頼関係を深め、それぞれの役割に応じ、連携 ・協力して行うこと。 

 

   例２（内容のみを記載したもの） 

（基本原則） 

第□条 当市のまちづくり（自治）は、次に掲げる原則に基づき、進めるものとする。 

     (1) 市民は、一人ひとりが自治意識を持ち、自主的に地域の課題解決等に取り組むものとする。 

     (2) 市議会及び執行機関は、積極的な情報の公開及び提供が次号に規定する参加の原則の前提

であることを認識し、積極的にそれらの推進を図り、各主体間で当該情報を共有するよう努

めるものとする。 

     (3) 学生及び子どもを除く各主体は、他の主体がまちづくりに参加し易い環境づくりに努める

とともに、執行機関は、必要に応じ、そのための支援を行うものとする。 

     (4) 各主体は、相互に信頼関係を深め、それぞれの役割に応じ、連携 ・協力して行うものとす

る。 
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前文について 

 

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 
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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 

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、分権型社会や少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) 書き出しが「私たちは」というのが一般的であるが、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。） 


