十和田市まちづくり
基本条例の紹介
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cover design
この条例は一本の木。木のまわりには市民、
行政、議会が瞬き、木の上には"十和"田市を
表す十の輪。一体となってみんなで一本の木
を育てていくようすをイメージしました。十
和田市の花でもある桜のように、未来永劫、
愛されるまちになるようにという願いが込め
られています。

「十和田市まちづくり基本条例の紹介」
広報とわだ平成24年８月号から平成25年１月号に連載したものを掲載しました。

１

条例・予算など議案の提出

まちづくり基本条例の紹介①

年６月に開催された市議会

■十和田市まちづくり基本条例のイメージ

●市政への参画や市政の情報を知る
権利などが保障されています。
●お互いを認め合い、協力してまち
づくりを進めます。

条例・予算などの議決

十和田市まちづくり基本条例が制定されました

平成
定例会で、 十
｢ 和田市まちづくり基
本条例 が
｣ 可決、制定されました。
この「十和田市まちづくり基本条
例」は、まちづくりを進めていくた
年４月１日から施行されます。

民

めの基本的なルールを定めたもので、
平成
市では、これまでもたくさんの人
たちがかかわり合い、まちづくりを
進めてきました。しかし、近年、地
方分権の進展、人口の減少と少子高
齢化、地域課題の多様化・複雑化な
ど市を取り巻く環境は目まぐるしく

●市長は、市民の声を聴き、公正か
つ誠実に市政運営を行うとともに、
職員を指揮監督し、人材育成に努
めます。
●職員は、市民の視点に立って、誠
意を持って接するとともに、まち
づくりの推進に積極的に努めます。

●市の意思決定機関として、また、
行政を監視する機関としての役割
を果たすとともに、開かれた議会
運営に努めます。
●政策形成機能の充実を図り、誠実
に職務を行います。

変化しています。
このような中、まちづくりの基本
となる考え方や、まちづくりを進め
る上での市民、議会、行政それぞれ

市長・職員

議会・議員

の役割、市民参加の仕組みなどをあ
らためて確認することが、この条例
を制定する大きな理由です。
次回からは、条例制定の背景や意
味、条例の特徴や理念など「十和田

２

市まちづくり基本条例」の概要につ
いて、お知らせします。

請願・陳情
・傍聴など

審議会・懇談会な
どへの参加、まち
づくりに必要な情
報を知る権利の行
使など
会議の公開や情報
提供の充実による
開かれた議会運営

政策立案から決定・
評価までを説明
市民への情報の公
開・提供と個人情報
保護

市

24

25

まちづくり基本条例の紹介②

委

このチャートをもとに、市役所

第11章

内に設置された庁内検討委員会の

施行後の検証と見直し（条例の推進、条例の検証と見直し）

意見を踏まえつつ、分かりやすさ

任（必要な事項は市長が別に定める）

第10章

や実効性の視点から、自治基本条
年３月２日、市

例素案について検討を重ねました。
そして、平成

民検討委員会は、検討経緯、
チャートおよび条例素案などをま
とめた検討結果報告書を市長へ提
出しました。
その後、条例素案に対する市民

■十和田市まちづくり基本条例の構成

十和田市まちづくり基本条例とは？

さる６月 日に制定され、
平成 年４月１日から施行さ
れる十和田市まちづくり基本
条例の主な内容をお知らせし
ていきます。

条例制定の経緯

査委員会において、条文としての

からの意見の募集、庁内の例規審

けた公募委員、推薦委員、学識経験

整合性の修正などを経て、本年６

年８月、市長から委嘱を受

者で組織する「十和田市自治基本条

月、第２回市議会定例会で可決さ

第６章

市長及び職員
（市長の役割及び責務、
職員の役割と責務）

議会及び議員
（議会の役割と責務、市民に
開かれた議会、議員の役割と責務）

第５章

平成

例市民検討委員会」を設置しました。

日に公布されました。
この条例は、市民の皆さんにお

子ども（子どもの権利等）

（市政への市民参画、住民投票）

（情報の共有、説明・応答の責任）

情報の共有

れ、６月

第３章

市民の市政への参加

第８章

歳以上の市

知らせするための準備期間を設け、

私たちのめざすまち

第９章

地域経営

市民検討委員会は、

民を対象とした「まちづくりに関す

みんなで
まちづくり♪

年４月１日からの施行とな

平成

第２章

24

るアンケート」の実施、中学生・高

ります。

（行政経営の基本、総合計画等、健全な財政運営、評価、行政改革、危機管理）

第７章

26

校生および市内各種団体との「意見
交換会」や市民が自発的にまちづく
回以上開催、十和田市民の問題

りについて話し合う「しゃべり場」
を

意識、課題、必要とする取り組みな

25

第４章

市 民
（市民の権利、市民の責務）

地域づくりの担い手

20

どを市民目線で把握し、それらを

総

26

「策定小委員会」において、チャー

則（目的、定義、条例の位置付け）
第１章

22

ト（表）に取りまとめました。

文
前

25

40

３

条例の目的

に基づいた市政運営が求められてい

は地域で考える自己決定と自己責任
する権利、健やかに育つ環境の整備、

宝です。子どもがまちづくりに参加

子どもは、市の将来を担う大切な

２．「子ども」を独立した
章にしています

ます。また、少子高齢・人口減少社
地域で大切に守り育てるという思い

地方分権が推進され、地域の課題

会の到来や市民ニーズの多様化など
などを第３章にまとめています。

ついても作成、議論しました。

なく、それをもとにした条例素案に

とめました。また、チャートのみで

必要とする取り組みをチャートにま

市民検討委員会が市の現状、課題、

３．市民検討委員が
チャートを整理し、
条例素案を作成

により、社会環境は大きく変化し、
従来の市政運営では、さまざまな課
題に対応することが難しくなってき
ています。
これらの課題に対応していくため、
市民参加・協働によるまちづくりを
推進するための基本的な考え方、理
念をあらためてまちづくり基本条例
として定めました。

条例の特徴
１．最も基本 と な る
ルールです
十和田市まちづくり基本条例は、
市のまちづくりに関する基本的な考

や規則、まちづくりに関する制度な

原則」を定めたものです。他の条例

ます。そのため、「です・ます調」

んで活用して頂くことに意味があり

この条例は、市民のみなさんに読

４．「です・ます」調で
柔らかい表現に

どの制定や見直しにあたっては、こ

の柔らかい文章表現となっています。

え方やルールとしての「基本理念・

の条例との整合を図ります。

十和田市は、四季を織りなす十
和田湖・奥入瀬渓流・八甲田の豊
かな自然と、先人が築いた整然と
区画された街並みなど、豊かな自
然と近代的な都市機能が調和した
美しいまちです。
私たちは、将来を担う子どもた
ちが夢と希望を持って健やかに成
長するために、心豊かに暮らせる
まちを作り、次世代に引き継いで
いく使命があります。
そのためには、まちづくりの担
い手である私たちは、十和田市を
経営するという理念のもと、役割
を分担し、それぞれの責任を果た
しながら、共に力を合わせていく
ことが大切です。
市民は、議会及び市のそれぞれ
の責務や特性を理解し、信頼する
とともに、自らの役割や責務を自
覚し、主体的に市政に参画しなが
ら、まちづくりに取り組んでまい
ります。
また、議会及び市は、市民の負
託に応え、将来にわたり市民が安
全で安心して暮らすことのできる
豊かな地域社会を、すべての市民
と協働して実現していく責務があ
ります。
私たちは、市民一人一人の人権
や地域の個性、自主性を尊重する
とともに、地域の絆を大切にしな
がら、協働して地域の課題解決に
取り組み、安心して住み、働き、
学び続けることができる地域社会
の実現をめざし、ここに十和田市
まちづくり基本条例を制定します。

説 明

前文は、条例制定の背景や、趣

旨、基本的な考え方、決意などに

ついて分かりやすく示したもので

す。

第１段落では、十和田市の特性

を明らかにし、第２段落では、市

の将来を担う子どもたちへの継承

の必要性にふれ、第３段落では、

地
｢ 域 経 営 の｣ 理 念 の も と で 力 を 合

わせていくことの大切さを示して

います。

そして、第４段落では、市民、

市議会、市の執行機関それぞれの

役割と責務を自覚してまちづくり

に取り組んでいくことを宣言し、

第５段落では、市議会、市の執行

機関（市長、教育委員会、選挙管

理委員会など）、市民との協働に

よるまちづくりの責務を確認して

います。

最後の第６段落では、市民一人

一人を尊重し、協働して地域の課

題解決に取り組み、よりよい十和

田市の実現をめざすことを宣言し

ています。

前文は、市民検討委員が条例素

案を作成の後、全体を踏まえて最

後に議論して作成しました。いわ

ば、まちづくり基本条例への思い、

まちづくりへの課題に対してどう

あるべきか、委員の思いが限られ

た字数の中に詰まっています。

４

－①－

－②－

－③－

－④－

－⑤－

－⑥－

子どもたちの笑顔は市の宝！

十和田市まちづくり基本条例解説…前文

まちづくり基本条例の紹介③

市内に居住する者、市内に

市長、教育委員会等の執行
市民、議会及び市を総
まちが抱えている

まちづくりに主体的に参

私たちがそれぞれの役割

住民

市内に住所を有する人の

にしています。

住
｢民 と｣定義し、市民と住民の違いを明確

第２条は、この条例を正しく理解し運用
するために、基本的な用語の意味を示して
います。
この条例での「市民」の範囲は、市内に
住所を有する人に限らず、本市に通勤・通
学する人や、市内で事業を営む法人、町内
会やボランティア組織など市内で活動する
法人や団体などもまちづくりの重要な担い
手であることから、市民の意味を広くとら
えています。
「市」には、市の代表者である市長のほ
か、専門的な立場に立って仕事を分担する
教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、
監査委員、固定資産評価審査委員会の５つ
の行政委員会が含まれます。
この条例では、市民、議会、市をまちづ
くりの主体者として、「私たち」と表現し
ています。
「参画」とは、市政の運営や、地域の活
動に関して、立案、実施及び評価の各過程
において、主体的にかかわることをいいま
す。
「協働」とは、市民、議会、市のそれぞ
れが、自らの役割と責任を自覚しながら、
お互いの立場を尊重し、対等な関係で協力
し合うこといいます。
また、市内に住所を有する人のことを

ことを「住民」といいます。

⑺

次世代を担う子どもは地域の財産
「第３章 子ども」に込められた思い

（定義）

協働

とを「参画」といいます。

加し、その意思形成にかかわるこ

参画

を「まちづくり」といいます。

住みよいまちにしていくための活動

課題に対して、協働して解決を図り、

まちづくり

称して「私たち」といいます。

私たち

機関を総称して「市」といいます。

市

います。

動するものを総称して「市民」とい

通勤し、又は通学する者、市内で活

市民

用語の意義は、次のとおりとします。

第２条
⑴

⑵
⑶
⑷

⑸

この条例において使用する

十和田市まちづくり基本条例の内容を条文解説とともに、条
文に込められた市民検討委員の思いや願いを、検討委員会が整
理したチャートや議事録からご紹介します。
今月号では、第１章から第３章までを解説します。

総則

この条例は、十和田市にお

第１章
（目的）
第１条
けるまちづくりに関する基本的な
事項を定め、参画と協働による市
民主体の自治の進展を図り、活力
に満ち安心して暮らせる十和田市
を実現することを目的とします。
第１条は、この条例を制定する目的を明
らかにしています。
市民の参画と協働によるまちづくりが進
められることによって、活力に満ち安心し
て暮らすことができる地域社会の実現に取
り組む十和田市の姿勢を、第１条の表現に
込めています。

⑹

と責任を自覚し、協力して行動す
ることを「協働」といいます。

この条例は、十和田市のま

（条例の位置づけ）

第３条

ちづくりに当たっての基本的な理

念や原則を定めたものであり、私

たちは、この条例の趣旨を尊重す

廃及びまちづくりに関する計画の

他の条例、規則等の制定又は改

るものとします。

２

策定又は変更に当たっては、この

条例に定める事項との整合性を図

るものとします。

この条例は、まちづくりの基本的な事項

を定めたもので、市民、議会および市の執

行機関がこの条例の趣旨を尊重してまちづ

くりを進めることとしています。

▼理念…物事のあるべき状態についての基

本的な考え

規則や法則

▼原則…多くの場合にあてはまる基本的な

▼趣旨…あることをする理由・目的。趣意。

市民、議会および市は、それぞれの立場

または話や文章の言おうとすること

でこの条例に定める事項を順守するように

努めるとともに、市は市政を運営していく

に当たっては、この条例を自治の基本理念

や基本原則として、その趣旨および目的を

尊重した上で、条例、規則などの制定、改

正および廃止、並びにまちづくりに関する

計画の策定、見直しなどを行うことを規定

しています。

５

第２章

私たちの
めざすまち

私たちは、次に掲げる住みよ

（私たちのめざすまち）
第４条

第３章

子ども

（子どもの権利等）
子どもは、その年齢に応じ

私たちは、すべての子どもの人

ります。

てまちづくりに参加する権利があ

第５条

２
権を守るとともに、子どもが健や
かに育つ環境を作るように努めま
す。
持って未来を担うことができるよ

私たちは、子どもが夢と希望を

市民一人一人の基本的人権や多

うに、子どもの意見に耳を傾け、

３

様な価値観を認め、協働の推進に

進学などで十和田市を離れることがあって

「子ども」を章として取り上げた背景には、

も、いずれは十和田市に帰ってきて、まち

この条例では、「子ども」を、乳幼児か
ら義務教育を終了する中学校卒業までの０

そのためにも、大人は子どもの育つ環境

ります。

づくりを担って欲しいという強い願いがあ

歳までとしてとらえています。

また、この条例でいう子どもの権利とは、

歳～

１９８９年に国連で採択された「子どもの

を整備し、意見に耳を傾け、地域全体で育

権利条約」を基本としています。この条約

てるという決意を表しています。

み

子ども～

では、大きく分けて、▼生きる権利▼育つ

～第３章

権利▼守られる権利▼参加する権利の４つ

の子どもの権利を守るように定めています。

市民検討委員会での議論

取 り 組

・母親の相談体制の充実

識

・市内に産科が１件しかない

・産科センターの確保

状 認

・母親の孤立化、相談相手の不足

・ 助産師の活用（子育て相談窓口）

現

・虐待の増加

・地域で子育てをする環境整備

●乳幼児

・子育て支援が不足
・虐待の通告義務の難しさが障壁
・保育園児の親のうつ病の増加
・子育て情報の過多
・一人親家庭の増加
・子ども会活動が低調

●小学生
り育て、ふるさとを愛する心を育てていく

・親が子ども会の活動に参加させない ・子どもの存在を認めていくこと

・子どもの安全な居場所の確保
ことの大切さから、市民検討委員の総意で、

役割の重要性から、地域全体で子どもを守

が、次世代のまちづくりの担い手としての

「子ども」は「市民」の中に含まれます

に参加する権利があることを明記しました。

もが、それぞれの年齢に応じてまちづくり

第５条は、子どもについて記述し、子ど

中で守り育てます。

頃から愛情を持って接し、地域の

私たちは、すべての子どもに日

す。

まちづくりに活かすように努めま

市民が主体となったまちづくり
を推進するまち
ふるさとを愛し、開拓精神を受け
継ぎ、新しい文化を創造するまち

農業や観光等、地域の資源を活
かした活力のあるまち
高齢者や障害を持つ方に気配り
があるやさしいまち
地域の歴史や絆を大切にし、次
代へ継承していくまち
北里大学等の教育機関との連携

４

努めるまち

するまち

れる自然を大切にし、自然と共生

十和田湖や奥入瀬渓流に代表さ

安全で安心して暮らせるまち

お互いを思いやる心があふれ、

いまちを実現することをめざします。

⑴
⑵

⑶

⑷
⑸
⑹
⑺
⑻
⑼
による元気のあるまち

第３章に 子
｢ども の｣章が設けられました。

・居場所がない

・悩みを直接聞く場所を設ける

・高齢者との交流により地域を知る

・ 一人親家庭の子どものサポートが不足 子 ど も が ま ち づ く り に か か わ っ て
・
いくこと

・塾に行く子どもが多くなっている

市民、議会および市の執行機関が連携し、
協力してまちづくりを進めていくためには、

・放課後、遊ぶ場がない

・考えを発表できる場がない
・毎年、市長にまちづくりを提言

・まちづくりの担い手としての役割
を尊重

●中学生

めざすべきまちの姿を明らかにする必要が
あります。
第４条では、市民検討委員会、しゃべり
場などを通じて得られた意見などを集約し、
市民の求めるまちづくりの中での重要事項
として整理したものをもとに、９つの大き
な柱を掲げています。

６

15

まちづくり基本条例の紹介④

「市民の権利」 と「市民の役割」 を規定

第６条では、自治を担う主体としての市
民が有する権利について定めています。

２

３

市民は、まちづくりの担い

第３項では、市民は豊かな自然環境を守

り、次の世代に伝えるとともに、安全で潤

いのあるまちづくりに努めることを定めて

第４項では、市民は市民相互のさまざまな

います。

ティの役割として、地域の課題解決に向けて

地域のコミュニティを守り育て、コミュニ

市民は、参画に当たっては、自

行動するように努めることを定めています。

安全で潤いのある生活空間の形成

豊かな自然を守り育てるとともに、

市民は、ふるさとを大切にし、

とします。

らの発言と行動に責任を持つもの

ように努めるものとします。

いながら、まちづくりに参画する

手として、互いに尊重し協力しあ

第７条

（市民の責務）

役割と責任を担い合ってともに課題解決に取り組む

十和田市まちづくり基本条例の内容を条文解説とともに、条文に
込められた市民検討委員の思いなどを、検討委員会が整理した
チャートや議事録からシリーズでご紹介します。

市民

第１項では、日本の憲法に定められた国
民としての権利を、全国で２番目にセーフ

市民は、地域コミュニティを守

に努めるものとします。
４

●セーフコミュニティを叫んでいるが、 ■市民の権利
なかなか浸透していない。
・安全で安心な暮らしを営む権利。
・地域づくりに参加する権利。
●町内会加入率が低迷している。
●核家族化により、地域の結び付きが希 ・情報を知る権利。
薄になっている。
●周辺部では過疎化により、地域コミュニ ■市民の役割
ティを維持することが難しくなってきて ・地域づくりに主体的に取り組む。
・自然環境を守り、次世代に継承する。
いる。
・地域で子育てをする。
●三農、北里大学などの資源を活用でき
・生き物に優しいまちにする。
ていない。
・ふるさとを大切にする。
●市民同士の連携がうまく取れていない。・資源を大切にし、リサイクルに努める。
●市外居住の人もまちづくりに参加した ・市民同士のネットワークを作る。
いのにできていない。
●三本木中では市長へ提言を行っている ■事業者・団体の役割
が、他の中高では行われていない。
・地域に積極的に参加、寄与する。

今月号では、第４章から第６章までを解説します。

第４章
（市民の権利）

コミュニティとして認証されている十和田
市において、市民が日々の暮らしを安全に、

市民は、快適な環境におい

て安全で安心な生活を営む権利が

り育て、地域の課題を共有し、そ

その役割を認識し、お互いに認め合いなが

第１項では、まちづくりの主体として、

対になる責務について定めています。

第７条は、第６条の市民の権利の規定と

めるものとします。

て確認し、この条例においても定めました。

した選挙のほか、付属機関などの委員とし

参画する主な手段としては、参政権を保障

画する権利を定めています。市民が市政へ

するための基本的な権利として、市政へ参

の解決に向けて行動するように努

そして安心して営むことができる権利とし

市民は、まちづくりに関して意
見を述べるとともに、参画する権
利があります。
市民は、まちづくりに参画する
ために必要な情報を知る権利があ
ります。
市民は、前３項の権利を行使し、

第２項では、 市
｢民のための自治 を｣確立

あります。

第６条

２

３

４

ら、協力してまちづくりに参画するように
努めることを定めています。

【今後の取り組み】

【現状認識】

て の 参 加 、 意 見 公 募 手 続 き パ( ブ リ ッ ク コ
メント に)よる意見提出などがあります。
第３項では、協働による自治を確立する

自己決定・自己責任による市民主体のまち

ため、市民がまちづくりに必要な情報を知

づくりを実践していく上で、お互いに尊重

又は行使しないことを理由に不利

第４項では、市民一人ひとりの主体性を

し、そして信頼関係を保つために、自らの

第２項では、市民一人ひとりが自ら考え、
尊重し、憲法に定める基本的人権と多様な

発言と行動に責任を持ち、批判や行政依存

益な扱いを受けることはありませ

価値観を認め合うことから、市民の権利を

ではなく、建設的な提言・提案・行動をす

る権利を有することを定めています。

行使する、あるいは行使しないことによっ

るように努めることを定めています。

て、不利益を受けないこととしています。

ん。

市民）

◆市民検討委員会の議論（第４章

７

第５章

議会及び議員

（議会の役割と責務）
議会は、十和田市の意思を

議会は、審議に関する情報

（市民に開かれた議会）
第９条
を公開すること等により、市民に
分かりやすい議会運営に努めるも
のとします。
議会は、その活動内容に関する情

る地域課題を把握するよう努め、これを議

会の活動および政策の立案に反映させてい

市長及び職員

くこととしています。

第６章

（市長の役割と責務）

２
報を積極的に市民に提供するととも

２

職員は、職務の遂行に必要な知

識、技能等の能力の向上に努め、

公正で誠実にその職務を遂行する

職員は、地域社会の一員として、

責務があります。

３

まちづくりの推進に積極的に努め

条では、職員の役割と責務を定めて

ます。

第

市長は、市民の参画を推進するた

とを定めています。また、市職員は、地域

公正に、公平で誠実にその職責を務めるこ

己の研さんに努め、市民の立場に立って、

市職員は、市民全体の奉仕者として、自

います。

め、広く市民の声を聴き、市政に反

条は、市長の役割と責務を定めてい

市長は、住民の直接選挙により選ばれた

積極的に参加することとしています。

活動や市民活動などのまちづくりの活動に

進に取り組むとともに、地域コミュニティ

映させるとともに、説明責任を果た

市長は、職員を指揮監督し、人

社会の一員として、協働のまちづくりの推

第

条に分けて定めています。

第６章は、市長と職員に関することを２

材育成に努めるものとします。

３

すように努めるものとします。

２

実に市政運営を行うものとします。

て、市民の信託に応え、公正かつ誠

市長は、市政の代表者とし

ともに、機能の充実強化に努める
条

第

議員は、この条例に定める

議会の役割及び責務を果たすため、

条

（議員の役割と責務）

ることとしています。

見を議会活動に反映する機会の確保に努め

に、市民の代表として、地域課題や市民意

過程を市民に分かりやすく説明するととも

議会は、審議の公開、政策決定における

いて定めています。

第９条は、市民に開かれた議会運営につ

るように努めるものとします。

に、広く市民の声を聴く機会を設け

議会は、政策形成機能の充実を

に反映させるものとします。

ため、市民の意思を把握し、政策

議会は、市民の参画を推進する

ものとします。

機関として、その役割を果たすと

決定する機関及び行政を監視する

第８条

２

３
図るため、積極的に調査研究を行
うものとします。
第５章は、議会と議員に関することを３
条に分けて定めています。
第８条は、議会の役割と責務を定めてい
ます。

第

制（住民による選挙で、市長と議員のそれ

総合的な視点に立ち、公正かつ誠

市の代表者として、市民の信託に応え、市

■職員

議会は、住民の信託に基づいた二元代表
ぞれが市民の代表として選出されること）

実に職務を遂行するものとします。

政を運営していく責務があるとともに、こ

・市民目線で行動をする。
・職員自ら向上心を持ち職務に励む。
・市民への丁寧な説明に努める。
・職員は積極的にまちづくりに取り組
む。

・市民との協働ができていない。
・市民と同じ目線で物事を見ていない。
・市民への説明に誠意が見られない。
・市民とのかかわりが希薄である。

ます。

の一翼を担う機関として、市長とは独立・

の条例の基本理念に基づいた市政運営に努

・良く市民と交流している。
・市の代表として、職員の管理式、指
・政策が見えづらい。
揮監督、運営その他の職務を誠実に
・市民への丁寧な説明が不足している。
遂行する。
・町内会連合会との意見交換会を年に４ ・市民自治のまちづくりのため、市民
回実施している。
の意見を良く聞き、また、自らの意
・強いリーダーシップが求められている。 見を積極的に伝える。
・協働できる職員を育成する。
●職員

■市長

地方分権が進む中、議会は、市民の意見

職員は、市民全体への奉仕

【今後の取り組み】

【現状認識】

対等の関係にあります。

議員は、積極的に市民との対話

めなければなりません。また、執行機関の

２

を心がけ、市民の意思の把握に努

トップとして、市民が市政に参画する意思

を高めるために、参画する機会の拡充や、

情報提供、情報の共有に努めるとともに、

市職員の指揮監督および資質や能力の向上

など人材の育成に努め、参画と協働のまち
づくりを進めることとしています。

条

（職員の役割と責務）

者として、市民に誠意を持って接
するように努めます。

第

12

●市長

を十分に把握するよう努め、適正な市政運

議員は、市政の課題に関する調査、
政策提言等を積極的に行うように努
めるとともに、議会活動に関して市

条は、議員の役割と責務を定めてい

民に説明するように努めます。
第

３

めます。

営が行われるよう執行機関を監視・批判す
る機関としての重要な役割を果たしていく
こととしています。現在、議会改革特別委
員会を設置し、これまでの議会を検証しな
がら、開かれた議会を目指し、機能の充実
強化に努めています。

ます。

議員は、市民を代表してその意思を市政
に反映させ、市民の信託に応える役割を遂
行するため、公正、公平で市民に信頼され
る議会を目指し、多様な方法で市民が抱え

８

11

11

12

市長及び職員）

◆市民検討委員会の議論（第６章

10

10

まちづくり基本条例の紹介⑤

年４月１日から施行される十和田市まちづくり基本条例の内

私たちは、十和田市の自律

域経営を実践していきます。

条

市は、総合的かつ計画的な行

市は、総合計画や事業評価等

の結果を踏まえ、効率的で効果的な

条

（健全な財政運営）

第

市は、中長期的な展望に立ち、健

予算の編成に努めます。

２

市は、予算及び決算の内容や市の

全で持続可能な財政運営に努めます。

３

財政状況を市民に分かりやすく公表

第

政運営を行うため、総合計画を策定

条は、市の財政運営に係る、基本的

な考え方について定めています。

第

ます。

し、財政運営の透明性の確保に努め

市は、総合計画の策定に当たって、

します。
２

多くの市民の意見を反映させるため、

必要な情報提供に努め、市民の参画

市は、総合計画や事業評価などを踏まえ、

を進めます。

貴重な財源の効率的で効果的な活用に努め、

そのために、市民のまちづくりへの参画、

市は、総合計画の進行管理を適切

３

に行い、その進捗情報を市民に分か

年度から

年度まで

画は３カ年とし、おおむね３年ごとに改定
しています。

総合計画は、市の未来を示す重要な計画

て提供していくため、中長期的な展望に

立って、健全な財政運営に努めなければな

りません。そのため、合理的な基準による

予算編成、目的達成のための必要かつ最小

限の予算執行に努め、将来の財政状況を考

慮した財政運営に努める必要があります。

また、市民に市の財政状況を分かりやすく

公表し、財政運営の透明性の確保を図り、

市の財政状況を市民と共有するよう努めな

ければなりません。

市は、行政をより効率的かつ

（事業評価）

条

効果的に運営するため、実施する事

第

より多くの市民の意見を聞くなど、参画機

市は、その結果を市民に分かりや

すく公表するとともに、事業等の改

善に努めます。

２

検証及び評価を行うものとします。

業等について、外部評価を取り入れ、

ています。

市民に対し、その結果を公表することとし

られているかを適切に進行管理した上で、

めに、市は計画に基づくまちづくりが進め

さらには、この計画を着実に推進するた

会の充実に努める必要があります。

であることから、その策定に当たっては、

市民サービスを安定的かつ効果的に継続し

基本とし、法令に基づいた公正かつ透明性

りやすく提供します。

条は、まちづくりの基本指針である

現在市では、平成

合計画を策定することを位置付けています。

な行政運営を図る必要があることから、総

まちの将来を見据えた、総合的で計画的

総合計画について定めています。

第

の高い行政運営に努めます。

自治を確立するために必要な情報の共有を

（総合計画）

協働を積み重ね、地域経営を実践
平成

容を条文解説とともに、条文に込められた市民検討委員の思いや願
いを、検討委員会が整理したチャートや議事録からご紹介します。

地域経営

今月号では、第７章および第８章を解説します。

第７章

条

地域経営のイメージ

（地域経営の基本）
第
的発展を図るため、連携と協働に
より、地域の経営に取り組みます。
市は、市民の参画と情報共有を
基本とした、公正で透明性の高い
行政運営を行います。
市は、事務事業について「計画・

年間にわたる十和田市総合計画を策定

28

して、まちづくりを進めています。実施計

の

19

２

３

事務事業のPDCAサイクル

地域経営

協働の積み重ね

外部評価の活用

Check
（評価）
Action
（改善）

実施・評価・改善」に基づいた効率
的で効果的な行政運営を行います。
第７章は、地域経営の基本的な考え方に
条は、地域経営について定めていま

ついて、定めています。
第
す。

自ら考え、決定し（自立）、自らの発言、
行動に責任を持つ（自律）ことが、自治の
原点であると考えられます。市民、議会お
よび市は、相互の役割や特性を理解し、信
頼するとともに、自らの役割と責務を自覚

Plan

14

10

25

し、協働によるまちづくりを積み重ね、地

14

15

15

16

Do
（実施）
（計画）

13

13

９

第
条は、効率的で効果的な行政運営を

第
条は、危機管理体制の充実を図り、

事業評価とは、市の事務事業の目的を明
そのため、災害や大規模な事故などの不測

安心な日々の生活を守る責任があります。

市は、市民の生命と財産を守り、安全で

安全、安心なまちを目指していくことを定

らかにし、その成果を具体的に表すことに
の事態に対処できる危機管理体制の構築を

進めるため、事業評価を実施することを定

よって、その事業の必要性や有効性、効率
目指します。

めています。

性などを評価し、その評価結果を次の事業
また、迅速で機能的な支援、多面的なサ

第８章 情報の共有

条

市は、まちづくりについて市

（情報の共有）
第

民と共通の認識を持つために、保有す

る情報を市民に積極的かつ迅速に、分

かりやすく提供するように努めます。

ポートを実行できる体制の構築を目指し、

容易に得られるように、適切な仕組

市は、市民が市政に関する情報を

市では、評価の客観性を高めるため、第
国、県、近隣自治体などと相互の連携を図

２

３者による外部評価も取り入れつつ、評価

市民は、地域の課題を解決するた

めに必要な情報の収集と共有に努め

条は、基本原則の一つである情報共

項に関し、市民に分かりやすく説明

するように努めます。

市は、市民からの意見、要望等に

市は、政策の「計画・実施・評

対し、速やかな応答に努めます。

２

３

価・改善」の各段階における情報を、

適切な手段により市民に分かりやす

条は、情報共有の一つである説明責

く提供するように努めます。

第

任、応答責任について定めています。

協働のまちづくりを進めるためには、市は、

市民に対し情報提供するだけでなく、分かり

また、それぞれの信頼関係を築くため、市

やすく説明をする必要があります。

は、市民からの意見に対し、速やかに応答す

るよう努めるとともに、事業の計画、実施、

評価、改善の各段階で、市民に分かりやすく

公表し、施策や事業への反映に努めます。

りを進めていく上で、共通の認識を持つこ

市は、個人の権利及び利益を

条は、個人情報保護の基本的な考え

す。情報公開が大切な一方、この個人情報

さまざまな市民の個人情報を保有していま

市は、戸籍や住民票、各種の名簿など、

方について定めています。

第

措置を講じるものとします。

を適正に管理するとともに、必要な

保護するために、個人に関する情報

条

第

（個人情報の保護）

積極的かつ迅速に、そして分かりやすくそ

多くの情報を保有する市は、市民に対し、

とは必要不可欠なことです。このため、数

市民、議会および市が協働してまちづく

有についての基本的な考え方を定めています。

第

けて定めています。

第８章は、情報の共有について３条に分

ます。

３

みの整備に努めます。

■長期的な計画（基本構想・基本計画）のも
とに市政運営をする。
■健全で持続可能な財政運営をする。
■事業について評価と市民への公表を図る。
■市民の安全と安心を確保するための危機管
理をする。
■市民として議会として事業を検証し、公表
する。
■プラン（計画）→ドゥ（実施）→チェック
（評価）→アクション（改善）の各段階で
市民との情報を共有し、意見を取り入れ
る。

り、市民が安心して暮らせるまちづくりに

●市民が行政にかかわる意識がない。
●一緒に作り上げていく気風がない。
●職員に既得権益意識が強い。
●形式に偏った市民参加型の仕組みが多い。
●情報の共有が少ない。
●総合計画の基本構想が行政運営の基本に
なっている。
●実施計画は、向こう３年間の事業を掲載
し、３年ごとに見直しをしている。
●事業を決定（予算化）するプロセスが不
透明である。
●事業実施後の検証が不十分である。

の結果や対応方針を公表し、事務事業の改

市は、行政運営の資質の向上
【今後の取り組み】

取り組みます。

めの仕組みのことをいいます。

に生かすことで、事業の質を高めていくた

めています。

18

【現状認識】

善にいかし、よりよい市民サービスの効果
的効率的な提供に努めます。

条

（行政改革）
第
を図るため、市民とともに行政改革
に取り組み、その検証を行い、結果

条は、持続可能な行財政構造の構築

を市民に分かりやすく公表します。
第
のため、行政改革に取り組むことを定めて
います。また、市民、有識者などによる行
政改革の成果の検証を行い、市は、その結

また、多くの市民がそれらの情報を容易

れらの情報を提供するように努めます。

に集めることができるよう、市は広報や

ホームページのほか、さまざまな情報手段
を活用し、情報の提供に努めます。

しいとの市民検討委員会の思いから、市民

については、市民の基本的人権を守るうえ

条

市は、まちづくりに関する事

定めています。

る目的で、 十
｢和田市個人情報保護条例 を｣

市では、個人情報を適切に管理し、保護す

で、厳重に管理されなければなりません。

自身が、地域課題を解決するために必要な

第

（説明・応答の責任）

情報収集に努めることが定められました。

さらに、市民が市政によりかかわってほ

21

21

果を公表するとともに、行政運営に反映さ
せ、施策や事業の改善に努めます。

市は、市民の安全と安心を確

（危機管理）
条

保するため、緊急事態に適切に対処で

第

市は、市民及び関係機関と相互に

きる体制の充実及び強化に努めます。

２

連携し、協力しながら、市民が安全
で安心して暮らせるまちづくりの推
進に努めます。

10

19

20

地域経営）

◆市民検討委員会の議論（第７章

20

19

16

17

17

18

まちづくり基本条例の紹介⑥

年４月１日から施行される十和田市まちづくり基本条例の内

「この条例を育てていく」
平成

容を紹介します。
条文解説とともに、条文に込められた市民検討委員の思いや願い
を、検討委員会が整理したチャートや議事録からご紹介します。

市民の
市政への参加

市は、市民の参画を容易に

条は、市民の参画を推進するため、

そして第６条において、「市民は、まち

と定めています。

任を自覚し、協力して行動すること

▼「協働」…私たちがそれぞれの役割と責

いまちにしていくための活動

に対して、協働して解決を図り、住みよ

▼「まちづくり」…まちが抱えている課題

その意思形成に関わること

▼「参画」…まちづくりに主体的に参加し、

本条例第２条において、

めています。

市民が意見を述べる環境づくりについて定

第

２条に分けて定めています。

第９章は、市民の市政への参画について

今月号では、第９章から最終章までを解説します。

第９章

条

するため、市民が意見を述べやす
い環境を整えるように努めるもの
とします。
市は、まちづくりに関して市民
に意見を求めるときは、パブリッ
クコメントやアンケート調査の実
施、説明会の開催等適切な方法を
選択するように努めるものとしま

づくりに関して意見を述べるとともに、参
これらを踏まえ、市は、市民が相談、苦

画する権利がある」と定めています。

ようとする場合、その設置の目的

情、要望、意見などを述べやすい環境づく

市は、審議会等の委員を選任し

す。

に応じ、委員の一部を公募により

りに努めます。
そして市民に意見を求めるときは、代表

市民から選任するように努めるも
のとします。

続き（パブリックコメント）やアンケート

調査の実施、説明会や公聴会、あるいは電

話、ＦＡＸ、メールなど、事務事業ごとに

有効と思われる方法により、市民の声を聴
く仕組みづくりに努めます。

また、法令、条例、要綱などの規定によ

り設置されている審議会や委員会などの付

属機関や私的諮問機関などの委員について

は、専門的な知識や経験を有しているかた

条

市長は、市民生活に関する

（住民投票）

第

極めて重要な事項について、広く

住民の意思を問う必要があると認

める場合には、住民投票を実施す

市長及び議会は、住民投票の結

るものとします。

２

第１項の住民投票の実施に関し

果を尊重します。

３

必要な事項は、それぞれの事案に

条は、政策形成過程において市民が

応じ、その都度、条例で定めます。

第

市政に直接参画する手段として、住民投票

ることを定め、政策形成過程における公正

則を踏まえ、その設置目的に応じて公募す

るために行われるもので、住民が自らの意

度）を補完し、住民の総意を的確に把握す

住民投票とは、間接民主制（＝議会制

を定めています。

の維持や透明性の向上、市民委員の参加に

月号参照）。

るものであることを定めています。

に必要な住民投票条例を制定して、実施す

選択できるよう、個別の事案ごとに、実施

おうとする場合、最も適切な対象や方法を

なお、住民投票によって住民の賛否を問

れています。

な視点で意思決定をしていくことが定めら

するなど住民投票の結果を尊重し、全市的

議会は、投票の結果を十分に検討し、考慮

することはできないことから、市長および

の結果によって、市長や議会の意思を拘束

また、間接民主制においては、住民投票

定められています。

項について、住民投票を実施できることが

るなど、市民生活に関する極めて重要な事

かつ、市や住民全体が直接利害関係を有す

住民に直接賛否を問う必要があるもので、

市長は、市が行う施策・事業において、

思を直接表明する機会となるものです。

す（広報とわだ

る「市民の責務」に留意する必要がありま

なお、参画にあたっては、第７条に定め

努めます。

がたを選任するとともに、参加、協働の原

23

23

25

（市民の参画）
第

２

３

22

的な市民参画手法の一つである意見公募手

11

22

11

雑則

▽

この条例の施行に関し必要

章

▽

章では、この条例の見直しに対する、

第

（委任）
条

年４月１日か

な事項は、市長が別に定めるもの
則
ら施行します。

この条例は、平成

附

とします。

第

▽

第
条では、市長は、この条例に掲げら

基本的な考え方について定めています。
第
れていることが適正・円滑に運用されてい
るかどうか、その状況を検証し、将来にわ
たって、この条例の理念を発展させていく
ことが定められています。市民検討委員会
における「この条例の理念が広く浸透する

【今後の取り組み】
【現状認識】

まで、条例を育てていく」という委員の思
いがこの条文に込められています。

市長は、この条例が十和田

市長は、前項に規定する検証及

ものとします。

したときは、必要な措置を講じる

証し、見直しが必要であると判断

したものかどうか必要に応じて検

市にふさわしく、社会情勢に適合

条

（条例の検証及び見直し）
第

２

び見直しに当たっては、市民を主
体とした検討組織を設け、その意

条では、この条例が、刻々と変化す

見を聴くものとします。

第

る社会情勢に適合しているか必要に応じて
検証し、見直しが必要な場合は、必要な措
この条例は、まちづくりにとって普遍的

置を取ることができることを定めています。
なものであると考えますが、条例の内容が、
社会情勢の変化に対応していないときは、
必要に応じて見直すことが必要です。
その検討や、見直しについては、条例の

▽

▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

章

施行後の検証
及び見直し

私たちは、この条例の適正

▽

第

条

（条例の推進）
第

趣旨からも、市民を主体とした検討組織を
設け、市民の意見を聴いて行う必要があり

11

施行後の検証及び見直し）

◆市民検討委員会の議論（第10章

10
24

25

25
ます。

25

かつ円滑な運用及び推進に関し不
断の検証に努め、将来にわたりこ
の条例を発展させるものとします。

この条例は、平成

から施行されます。

年４月１日

した「十和田市まちづくり基本条例」

※８月号から６回にわたり連載いたしま

です。

を協働して進めていくことが重要

踏まえ、建設的な形でまちづくり

私たち一人ひとりが、この条例を

十和田市のまちづくりを担う

元気な十和田市」を実現するため、

「活力に満ち安心して暮らせる

都市として輝き続けるよう、

何百年先も魅力と活力があふれる

私たちの十和田市が、何十年、

する条例です。

関する基本的な理念を明らかに

と責務など、本市のまちづくりに

への参画、市や議会、市民の役割

市政運営の基本原則、市民の市政

本市における自治の基本理念、

25

の紹介は今号が最終回となります。

12

●社会情勢の変化に伴って、まちづく ■協働の推進
りへの取り組み方も変化していくこと 市民と市との協働を推進していく場所や仕組みの構築。
が想定されることから、よりよいまち ■検証と見直し
づくりを進めるためには、条例の施行 条例が社会情勢の変化や時間の経過により形骸化す
ることのないように、市民・議会・市それぞれの立
後に検証と見直しが必要である。
場で見守り、必要があれば見直すものとする。
見直しに当たっては、多くの市民の声に耳を傾ける
ように努める。
条例施行後に、市民参画や協働が、条例の意図する方
向に進んでいるか、検証する常設の市民参画・協働推
進委員会の設置。（市民検討委員から一定数の参加）
市の組織においても上記の委員会とまちづくりを協
働で推進する組織を新たに作る。

26

【今後の取り組み】

■住民の意思を確認する仕組みづくり
①市民アンケート調査（広報とわだを活用した市民
アンケート調査の実施。一つの簡易な事例）
②世論調査
③住民投票
住民投票の発議ができる仕組み作り。
投票結果の尊重。
市長は請求があった時は実施する。
市長は自ら実施できる。
投票権は16歳（中学校卒業）以上。
住民の６分の１以上で市長に対し実施の請求が
可能。

10

【現状認識】

●市長が市政にかかわる重要事項について、
住民投票など市民の意見を聴いたことがな
い。
●住民投票の制度がない。
●20歳未満の住民は市政に参加する仕組み
がない。
●住民投票の実施には多額の経費を要する。
●市長の解職請求や議会の解散請求の制度は
ある。
●重要課題について住民の意思を確認する仕
組みがない。（アンケート調査など）

24

市民の市政への参加）

◆市民検討委員会の議論（第９章

ま

ち

田市
十和
り基本
条
づく

例

十和田市まちづくり基本条例の紹介
（広報とわだ平成24年８月号～平成25年１月号掲載）
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