
定義  責務・役割 

 ①ニセコ町まちづくり 

基本条例 

②加賀市まちづくり 

基本条例 

③伊予市自治基本条例 ④熊本市自治基本条例 ⑤所沢市自治基本条例 

 

 

 

市 民

（働く

人等を

含む） 

 

○市民 

・市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において活動を行う法人 

その他の団体をいう。（加賀市）                                                                          

・市内に居住する者、市内に勤務する者、市内に通学する者、市内で事業を 

営むもの、市内で活動するもの（伊予市）   

・次のいずれかに該当するものをいいます。 

 ア：住民 

 イ：本市の区域内に通勤 し、又は通学する者 

 ウ：本市の区域内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他 の団体

(以下「事業者、地域団体、市民活動団体等」といいます。 （熊本市）                                              

○町民 

・町内に住所を有する人（以下「住民」という。）、町内で働く人、町内で学ぶ

人及び町内で活動する法人その他の団体をいいます。 （中標津町）    

 

住 民

（住民

票を持

つ人） 

○住民                                               

本市の区域内に住所を有する者をいいます。（熊本市）                                                                                 

 

○市民 

本市に住んでいる者をいいます。（所沢市） 

 

市民等 
○市民等 

 市民、市外在住者で本市で働く者及び学ぶ者、事業者及び地域コミュニティ

をいいます。（所沢市） 

 

 
○コミュニティ                                                                                                                                                                      

町内会･自治会、地域ボランティア・ＮＰＯ等、地域の課題や社会問題の解決

に向けて取り組むことを目的に形成された人々の集まりのことをいいます。

（大磯町）                                                     

○地域コミュニティ  

・共同体意識又は連帯感を持って生活する町内の一定の地理的区域を基盤とす

る町民、諸団体などで構成され、地域の暮らしを支え合う集団をいう。（本

山町）                                         

・地域コミュニティとは、住民一人ひとりが連携し助けあって、より安全で安

心なまちづくりを目指す地域社会のことです。  ( 佐賀市）  

 

 

地

縁

型

組

織 

 

○地域活動                                                                                                                                                                  

一定の区域内の市民の地縁に基づいて行われるその区域内のまちづくりにつ

ながる活動をいう。（小田原市）      

 

○町内会                                                                                                                                                                      

町、字等の区域を単位とした自治組織をいいます。（越前市）                                     

 

○地区組織                                                                                                                                                          

おおむね小学校の通学区域を単位とした自治組織をいいます。（越前市）                                              

 

○地域共同体                               

自主的、自立的に結ばれた町民により構成される地域に根ざした多様な集団及

び組織をいう。（太平町） 

 

 

 

 

 

 

 

市 

 

民 

 

活 

 

動 

 

団 

 

体 

 

 

志

縁

型

組

織 

 

○地域社会団体                                                    

地域の包括的な課題などを解決したり、地域住民の連携を図るために活動する

団体をいう。（羽咋市） 

 

○公益的活動                                                                                               

営利を目的としない、不特定多数の者及び地域社会全体の福利に資する活動

（会津坂下町） 

 

○市民活動                                                                                                                                              

特定の分野に対する市民の関心又は問題意識に基づいて自発的に行われるま

ちづくりにつながる活動をいう。（小田原市）               

 

市 

 

 

 

 

 

 

 

民 

事業者 

○事業者 

・市内において事業活動を行う個人又は法人をいう。（加賀市） 

・市内で事業活動を行うものをいいます。（所沢市） 

・町内で事業等を営む者をいい、町の外郭団体や指定管理者を含みます。 

（大磯町） 

 

(まちづくりにおける町民の責務)                                  

第 12 条  わたしたち町民は、ま

ちづくりの主体であることを認

識し、総合的視点に立ち、まちづ

くりの活動において自らの発言

と行動に責任を持たなければな

らない。                             

                                                   

(まちづくりに参加する権利拡充)       

第 13 条  わたしたち町民は、ま

ちづくりへの参加が自治を守り、

進めるものであることを認識し、

その拡充に努めるものとする。                          

 

(コミュニティにおける町民の役割) 

第 15 条 わたしたち町民は、まち

づくりの重要な担い手となりう

る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。 

(市民の権利)                                        

第 6 条 市民は、自己の責任におい

て的確に判断できるよう、市政に関

する情報を知る権利及び市政に参画

する権利を有する。               

2 前項に規定する市民の権利は、

公共の福祉に反しない限り最大限に

尊重され、市民は、権利の行使に際

しては、不当に差別的な扱いを受け

ない。                     

                                             

(市民の責務)                                        

第 7 条 市民は、相互に多様な価値

観を認め合い、自らの発言と行動に

責任を持ち、まちづくりに取り組む

よう努めなければならない。                   

2 市民は、持続可能なまちづくり

の推進のため、市民の自立性を育む

環境の整備に努めなければならな

い。                               

3 市民は、市政に関する認識を深

め、市と協働して地域社会の発展に

努めなければならない。                

                                                 

(コミュニティ活動) 

 第 13 条 市民は、安心して心豊か

に暮らすことのできる地域社会を実

現するため、自主的な意思によって

まちづくりに取り組み、お互いに助

け合い、地域の課題を共有し、解決

に向けて自ら行動するよう努めなけ

ればならない。 

2 市は、前項に規定する市民の自

主的な地域におけるコミュニティ活

動の役割を尊重しながら、適切な施

策を講じなければならない。 

3 市は、市民による自主的なまち

づくり活動を促進するため、情報の

提供、相談、技術的支援その他必要

な措置を講ずるものとする。 

   

(事業者の権利)                                   

第 8 条 事業者は、自己の責任にお

いて的確に判断できるよう、市政に

関する情報を知る権利を有する。                            

2 前項に規定する事業者の権利

は、公共の福祉に反しない限り最大

限に尊重され、事業者は、権利の行

使に際しては、不当に差別的な扱い

を受けない。             

                                                  

(事業者の責務)                                       

第 9 条 事業者は、事業活動を行う

に当たり、自然環境、生活環境及び

文化環境に配慮するよう努めなけれ

ばならない。                              

2 事業者は、社会的な役割を自覚

し、市民及び市と協働しながら地域

との調和を図るよう努めなければな

らない。               

（市民の権利）                                              

第５条 市民は、個人として

尊重され、快適な環境におい

て安全で安心な生活を営む権

利を有する。                               

２ 市民は、執行機関が実施

するまちづくりの政策形成過

程へ参画する権利を有する。                                       

３ 市民は、執行機関及び市

議会に対し情報を求める権利

を有する。                                             

４ 市民は、市政に関し意見

を表明し、又は提案する権利

を有する。         

５ 市民は、執行機関が行う

公共サービスを平等に受ける

権利を有する。                    

                                                     

（市民の責務）                   

第６条 市民は、自治の主体

であることを認識し、その発

言と行動に責任をもち、市政

に積極的に参画することによ

り、自らまちづくりに取り組

むよう努めなければならな

い。                                                                        

２ 市民は、市政に関する認

識を深め、執行機関と協働す

ることにより、地域社会の発

展に寄与するよう努めなけれ

ばならない。        

 

（住民自治組織） 

第 24 条 市は、市民が互いに

助け合い地域の課題に自ら取

り組むことを目的とした住民

自治組織の形成を支援するも

のとする。この場合において、

住民自治組織の福祉、環境、

防災、教育などの公共的活動

に対し、必要な財政的、人的

支援を行うよう努めなければ

ならない。 

２ 住民自治組織は、共同体

意識の形成が可能な一定の地

域において、その地域の課題

に民主的に対応できるよう、

その地域の住民のだれもが参

加でき、かつ、自発的に組織

されなければならない。 

３ 住民自治組織は、その地

域の課題に対応するための計

画を策定し、公表しなければ

ならない。 

４ 住民自治組織の形成及び

運営等に関し必要な事項につ

いては、別に定める。 

(市民の権利)                                         

第 5 条 市民は、日本国憲法及び

法令に定める権利を有するとと

もに、自治の基本理念を実現する

ため、次に掲げる権利を有しま

す。ただし、法令上保有できない

ものを除きます。                                         

(1) 市長等及び市議会に対し

て、情報を求める権利                     

(2) 市政・まちづくりに参画し、

意見を表明し、又は提案する権利                  

                                                     

(市民の責務)                                             

第 6 条 市民は、日本国憲法及び

法令に定める義務を有するとと

もに、自治の基本理念を実現する

ため、次に掲げる責務を果たしま

す。                                                  

(1) 市政・まちづくりへ積極的

に参画し、又は自らまちづくりに

取り組むよう努めること。                                                              

(2) 市政・まちづくりへの参画

に当たっては、自らの発言と行動

に責任を持つこと。                                              

2 事業者、地域団体、市民活動

団体等は、その事業又は活動が社

会生活に及ぼす影響に十分配慮

するとともに、社会との調和に努

め、まちづくりに取り組みます。 

 

(地域コミュニティ活動) 

 第 32 条 市民は、市民相互の協

働により、身近な地域の課題を解

決していくとともに、社会を多様

に支え合う自主的で自立的な地

域のコミュニティ活動(以下「地

域コミュニティ活動」といいま

す。)を推進するよう努めます。 

2 市民は、地域コミュニティ活

動を行うに当たっては、思いやり

とふれあいのある住みよい地域

となるよう、自らの役割を自覚

し、互いを十分に尊重しながら進

めることとします。 

3 市長等は、市民による地域コ

ミュニティ活動が推進されるよ

う支援します。 

  

(市民公益活動) 

 第 33 条 市民は、前条に規定す

る活動のほか、公共の利益や社会

貢献を目的として自主的に活動

する市民活動(以下「市民公益活

動」といいます。)に対する理解

を深め、これを守り育てるよう努

めます。 

2 市長等は、市民公益活動が推

進されるよう支援します。 

(市民の権利)                                           

第 6 条 市民は、個人とし

て尊重され、安全で安心な

生活を営む権利を有しま

す。                                           

2 市民は、市政に関する情

報について知る権利を有し

ます。                                      

3 市民は、市政における企

画立案、実施、評価及び見

直しにおけるそれぞれの過

程に参加する権利を有しま

す。                                    

4 市民は、前 3 項の権利を

適正に行使するものとしま

す。                                   

5 市民は、市政に参加しな

いことを理由として、不利

益を受けることはありませ

ん。                                         

                                                    

(市民の責務)                                               

第 7 条 市民は、互いにそ

の立場及び意見を尊重し、

協力してまちづくりの推進

に努めるものとします。                                

2 市民は、市政に参加する

に当たり、自らの発言及び

行動に責任を持ちます。                              

 

(地域コミュニティ) 

 第 9条 市民は、地域コミ

ュニティ(自治会等の地縁

による団体及びボランティ

ア、非営利活動団体その他

の市民活動団体等で共通し

た目的を持ち、地域で活動

するもの)の担い手であり、

これを守り育てるよう努め

るものとします。  

2 地域コミュニティは、地

域の課題解決のため、組織

の活性化及びネットワーク

による連携の強化に努める

ものとします。 

3 市長その他執行機関は、

地域コミュニティの自主性

及び自立性を尊重しつつ、

地域の課題解決に必要な支

援に努めるものとします。                                                    

 

(事業者の役割)                                            

第 8 条 事業者は、地域の

一員であり、地域の環境に

配慮するとともに、市民

等・市とともにまちづくり

の推進に寄与するよう努め

るものとします。 

■自治基本条例の言葉の定義及び責務(市民) 

資料８ 



 

定義  責務・役割 

 ①ニセコ町まちづくり 

基本条例 

②加賀市まちづくり 

基本条例 
③伊予市自治基本条例 ④熊本市自治基本条例 ⑤所沢市自治基本条例 

市長 

 

 

○市長等                                                                                                                                                                           

市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいいます。（熊本

市） 

 

○行政                                                                                                                                                                                 

町長及び執行機関（教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会

及び固定資産評価審査委員会）をいいます。（中標津町） 

執行 

機関 

○執行機関 

・市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員

会及び固定資産評価審査委員会（伊予市） 

・市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員

会及び固定資産評価審査委員会をいう。（小田原市）  

 

○行政委員会等                                                                                                         

教育委員会，選挙管理委員会，公平委員会，監査委員，固定資産評価審査

委員会，農業委員会をいいます。（ひたちなか市） 

行 

 

 

 

 

政 

職員 

 

○市の職員                                                                                                                                   

市長や行政委員会等の補助機関として市の職務に従事する地方公務員を

いいます。（ひたちなか市） 

 (町長の責務)                                   

第 25 条  町長は、町民の信託に

応え、町政の代表者としてこの条

例の理念を実現するため、公正か

つ誠実に町政の執行に当たり、ま

ちづくりの推進に努めなければ

ならない。                     

                                

(執行機関の責務)                             

第 27 条  町の執行機関は、その

権限と責任において、公正かつ誠

実に職務の執行に当たらなけれ

ばならない。 

2 町職員は、まちづくりの専門

スタッフとして、誠実かつ効率的

に職務を執行するとともに、まち

づくりにおける町民相互の連携

が常に図られるよう努めなけれ

ばならない。 

（市の責務)                                    

第 10 条 市は、市民参加の機会を拡

充するとともに、市政に関する市民

の意見及び提案を総合的に検討し、

適切に市政に反映させなければなら

ない。                      

2 市は、市民に対し、まちづくり

に関する情報及び学習の機会の提供

に努めなければならない。            

                                        

(市長の責務)                                  

第 11 条 市長は、市の代表者とし

て、公正かつ誠実に市政を運営しな

ければならない。                

2 市長は、市民の意向を適正に判

断し、市政の課題に対処したまちづ

くりを推進しなければならない。         

3 市長は、人材の育成を図るとと

もに、職員を指揮監督し、その能力

を評価し、適正に配置するよう努め

なければならない。                     

                                   

(職員の責務)                                    

第 12 条 職員は、この条例に定める

事項を自覚し、市民の視点に立って、

公正かつ誠実で効率的に職務を遂行

しなければならない。                         

2 職員は、まちづくりに関する専

門的な知識を十分に発揮し、法令等

を遵守することはもとより、法令等

を活用して、まちづくりに積極的に

取り組まなければならない。                                    

3 職員は、必要な知識や技術等の

能力開発及び自己啓発を行うととも

に、職務の遂行に当たっては、創意

工夫に努めなければならない。 

（市長の責務）                         

第９条 市長は、市の代表と

して、この条例に定める自治

の基本理念を実現するために

必要な市政運営の方針を明ら

かにし、適正かつ効果的な市

政運営を行わなければならな

い。                           

２ 市長は、行政活動の目的

と活動内容等の公開により、

市民と情報を共有し、透明性

の確保に努めなければならな

い。                           

３ 市長は、毎年度、市政運

営の状況を市民及び市議会に

説明しなければならない。                  

４ 市長は、適正な組織管理

を遂行するとともに、職員の

人材育成を図り、政策形成能

力など職員の能力の向上に資

するよう努めなければならな

い。                          

                       

（市長を除く執行機関の責務）                 

第 10 条 市長を除く執行機

関は、その職務に応じて、市

長と同様の責務を負い、市長

その他の執行機関と協力して

市政の適正な執行に当たらな

ければならない。                   

                                    

（市職員の責務）                               

第 11 条 市職員は、職務遂行

のために必要な知識及び能力

の修得とその向上に努め、全

体の奉仕者として、誠実に職

務を行わなければならない。 

(市長の責務)                              

第 9 条 市長は、住民の信託を受

けた市の代表として、市民の福祉

の増進を図るため、地方自治法そ

の他の法令に定める権限を行使

し、総合的に市政を行います。                

                                

(市長等の役割)                         

第 10 条 市長等は、次に掲げる

役割を担います。                  

(1) 公平、公正かつ誠実に、透

明性の高い市政を行うこと。                                      

(2) 市民の意向及び地域の実情

を的確に把握し、行政サービスの

質を向上させ市民の満足度を高

めること。                       

                                       

(市の職員の責務)                              

第 11 条 市の職員は、市長等の

補助機関としてその役割を担い、

職務を遂行するための知識と能

力の向上に努めるとともに、全体

の奉仕者として市民の視点に立

って職務を行います。 

(市長の責務)                      

第 12 条 市長は、市民等と

ともに自治を推進するとい

う認識に立ち、この条例、

法令等を遵守して毎年度、

市政運営に関する基本方針

を明らかにします。また、

公正かつ誠実に職務を遂行

し、進行状況等を公表する

ものとします。                                  

2 市長は、本市を取り巻く

社会情勢の変化に適切に対

応して、市民福祉の増進を

図るために効率的で効果的

な市政運営を推進し、かつ、

組織の整備及び活性化に努

めるものとします。                          

3 市長は、職員の能力の向

上を図るとともに、政策形

成等が活発に行われる職場

環境の整備を行うものとし

ます。                       

                                

(職員の責務)                                   

第13条 職員は、この条例、

法令等を遵守し、全体の奉

仕者として公正、誠実かつ

効果的に職務の遂行に努め

るものとします。 

2 職員は、市民等の意見、

要望等及び行政課題に適切

に対応するために、必要な

知識、技能等の向上に努め

るものとします。 

 

■自治基本条例の言葉の定義及び責務(行政) 


