
  

 

 

三郷市自治基本条例 
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附則 

私たちには夢があります。市民一人ひとりの知恵をいかして、すべての人

が幸せにいきいきと暮らせるまち、愛着と誇りと希望の持てるまちを実現す

ることです。 

そのためには、市民の信託と参加に基づく市政、市民をはじめ、多様なま

ちづくりの主体による協働が必要です。 

私たちは、ここに三郷市の自治のあり方を明らかにする市民共有の最高規

範として、この条例を定めます。 

第１章 総則 



  

（目的） 

第１条 この条例は、三郷市の自治の基本理念を明らかにするとともに、市

民等の権利及び責務、議会及び執行機関の責務並びに市政運営及び参加と

協働の基本的な事項を定めることにより、地方自治の確立を図り、もって

豊かな地域社会を実現することを目的とする。 

（用語の定義） 

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る。 

(1) 市民 市内に住所を有する個人をいう。 

(2) 市民等 市民及び市内において働き、学び、若しくは活動する個人又

は団体をいう。 

(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委

員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。 

(4) 参加 政策の立案、実施又は評価の過程（以下「政策過程」という。）

に主体的に関わることをいう。 

(5) 協働 市民等及び執行機関が、それぞれの役割及び責任の下、互いに

尊重し、対等な立場で補完又は協力して公益的な活動を行うことをいう。 

(6) まちづくり 地域社会の維持及び向上に役立つ活動をいう。 

（自治の基本理念） 

第３条 三郷市の自治の基本理念は、次に掲げるものとする。 

(1) 市民等、議会及び執行機関は、互いに協力して、一人ひとりの人権が

尊重され、だれもが安心していきいきと暮らせる豊かな地域社会を築く

ことをめざす。 

(2) 市民は、主権者として自治の一部を議会及び市長に信託する。 

(3) 議会は、市政の意思決定機関として市民の信託に応える。 

(4) 執行機関は、市民の信託に応え、公正かつ適切に市政を運営する。 

(5) 市民等及び執行機関は、自治の推進に必要な情報を相互に共有すると

ともに、参加と協働のまちづくりを進める。 

第２章 市民等 

第１節 市民等の権利 



  

（行政サービスを受ける権利） 

第４条 市民等は、法令、条例、規則等（以下「法令等」という。）の定める

ところにより、行政サービスを受けることができる。 

（情報を知る権利） 

第５条 市民等は、市政に関する情報を知ることができる。 

（参加する権利） 

第６条 市民は、市政に参加することができる。 

２ 市民等（市民を除く。）は、市民に準じ、市政に参加することができる。 

（まちづくりの自由） 

第７条 市民等は、自由にまちづくりを行うことができる。 

第２節 市民等の責務 

（市民等の責務） 

第８条 選挙権又は市民投票権を有する市民は、当該権利を行使するよう努

めるものとする。 

２ 市民等は、法令等の定めるところにより、行政サービスに要する費用を

税、使用料、手数料等により負担するものとする。 

３ 市民等は、自らがまちづくりの主体であることを認識するとともに、参

加と協働のまちづくりにあたっては、互いの意見及び行動を尊重するもの

とする。 

４ 市民等は、地域社会との調和、環境への配慮その他の社会的責務を認識

し、その責務を果たすよう努めるものとする。 

第３章 議会 

（議会の役割及び権限） 

第９条 議会は、市民から選ばれた議員で構成される市政の意思決定機関と

して市民の信託に応えるものとする。 

２ 議会は、市政運営の監視及び政策立案の機能を有し、市民の視点に立っ

た権限の行使に努めるものとする。 

（議会の運営） 

第１０条 議会は、市民等の意見を十分反映し、市民等に分かりやすく、市

民等から信頼される、開かれた議会の実現に努めるものとする。 



  

（議員の責務） 

第１１条 議員は、自らの責任を自覚し、自己研鑽、多様な市民等の意見の

把握及び議会活動に関する情報の提供に努め、常に市民等の福祉の向上を

行動の指針として、その職務を誠実に行うものとする。 

第４章 市長等 

（市長の責務） 

第１２条 市長は、市民の信託を受けて市民を代表する公職についたことを

強く認識し、公正かつ誠実に市政を運営するものとする。 

２ 市長は、市政の運営にあたっては、自らの考えを市民等に明らかにする

とともに、多様な市民等の意見を十分に把握するものとする。 

３ 市長は、市職員に対して、この条例の遵守を求めるとともに、市職員が

自治の実現のために必要な能力を向上させ、政策形成を行えるよう、適切

に環境を整備するものとする。 

（市長を除く執行機関の責務） 

第１３条 市長を除く執行機関は、設置の目的に応じた責務を負い、この条

例を遵守し、互いに協力して市政を運営するものとする。 

（市職員の責務） 

第１４条 市職員は、市民等の視点に立って、全体の奉仕者として公正かつ

誠実に職務を遂行するとともに、まちづくりにおいて市民等が連携を図れ

るよう努めるものとする。 

２ 市職員は、常に、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に取り

組むものとする。 

第５章 市政運営 

（市政運営の基本方針） 

第１５条 執行機関は、市民等の福祉の向上のため、市民等の視点に立ち、

合意形成を図りながら公正かつ効率的に市政を運営するものとする。 

２ 執行機関は、計画、財政、評価等の制度を相互に連携させ、総合的かつ

計画的に市政を運営するものとする。 

（総合計画） 

第１６条 市長は、議会の議決を経て、市政運営の指針となる基本構想を定



  

めるとともに、基本構想、基本計画及び実施計画で構成される総合計画に

基づき、総合的かつ計画的に市政を運営するものとする。 

２ 市長は、総合計画の策定にあたっては、行政評価の結果を反映させるも

のとする。 

（行政改革） 

第１７条 執行機関は、行政改革に関する計画を策定し、常に市政運営の質

の向上を図るものとする。 

（行政評価） 

第１８条 執行機関は、総合計画に基づく政策の成果を明らかにし、効率的

かつ効果的に市政を運営するため、行政評価を実施し、当該行政評価に関

する情報を市民等及び議会に分かりやすく公表するものとする。 

２ 執行機関は、行政評価にあたっては、市民等が参加できるよう努めるも

のとする。 

３ 執行機関は、行政評価を常に最もふさわしい手法で行えるよう検討し、

その改善に努めるものとする。 

（政策法務） 

第１９条 執行機関は、政策法務能力の向上に努め、法令等の解釈及び運用

を適正に行うとともに、必要な条例、規則等の制定及び改廃を適切に行う

ものとする。 

（行政手続） 

第２０条 執行機関は、市民等の権利及び利益の保護を図るため、処分、行

政指導及び届出に関する手続に関し、市政運営における公正性の確保及び

透明性の向上を図るものとする。 

（説明責任） 

第２１条 執行機関は、政策過程において、政策の内容、効果、必要性、妥

当性等について、市民等及び議会に分かりやすく説明するものとする。 

（応答責任） 

第２２条 執行機関は、市民等からの市政に関する意見等を十分に検討し、

公正かつ適切に対応し、市政に活用するものとする。 

（法令遵守及び公益通報） 



  

第２３条 執行機関は、市職員の職務に係る法令等の遵守及び倫理の徹底を

図り、公正な職務の遂行を確保するものとする。 

２ 市職員は、市政運営に違法又は不当な事実があった場合には、これを放

置し、又は隠してはならず、事態を是正するため、公益通報等の適切な行

動をとるものとする。 

（組織及び人事） 

第２４条 市長は、社会情勢の変化又は複数の分野にまたがる課題に柔軟に

対応するため、効率的かつ効果的な内部組織の編成に常に努めるものとす

る。 

２ 市長は、政策形成にあたり創造性を発揮できるよう、優秀な人材の確保、

職員研修の充実、評価重視の人事等に取り組むものとする。 

（危機管理） 

第２５条 執行機関は、地震、火災、水害その他の不測の事態（以下「災害

等」という。）から、市民等の身体、生命及び財産を守るため、緊急時の対

応計画を策定するとともに、これを担う体制を整備するものとする。 

２ 執行機関は、災害等の復旧に関する計画を策定するとともに、これを担

う体制を整備するものとする。 

（財政運営） 

第２６条 市長は、計画的に市政を運営するため、必要な財源を確保すると

ともに、最少の経費で最大の効果をあげるよう、健全な財政運営及び合理

的な予算執行に努めるものとする。 

２ 市長は、予算の編成及び執行にあたっては、総合計画及びその評価を踏

まえて行うものとする。 

３ 市長は、財政状況、予算の内容及び編成過程、予算執行並びに決算につ

いて、市民等及び議会への分かりやすい情報提供に努めるものとする。 

（財産管理） 

第２７条 市長は、市有財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及

び効率的な活用に努めるものとする。 

（監査） 

第２８条 監査委員は、合理的かつ能率的な市政運営の確保のため、事務事



  

業の適法性、妥当性、経済性等の評価を踏まえて監査を行うものとする。 

第６章 参加と協働 

第１節 情報の共有 

（情報の共有） 

第２９条 議会及び執行機関は、参加と協働のまちづくりを推進するため、

市政に関する情報が市民等との共有財産であることを認識し、適切な情報

の提供及び情報公開を推進するものとする。 

２ 市民等、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに共有す

るよう努めるものとする。 

（情報の提供） 

第３０条 議会及び執行機関は、広聴及び広報の充実を図ることにより、市

民等が必要とする情報を把握するとともに、当該情報を積極的かつ効果的

に提供するよう努めるものとする。 

２ 議会及び執行機関は、情報の提供にあたっては、広報、ホームページ等

を積極的に活用し、市政情報を分かりやすく、かつ、入手しやすい複数の

方法で市民等に提供するものとする。 

（情報公開） 

第３１条 議会及び執行機関は、保有する情報について公開請求を受けたと

きは、正当な理由がない限り、適切かつ迅速に公開するものとする。 

（個人情報保護） 

第３２条 議会及び執行機関は、個人の権利及び利益の保護並びに適切な市

政運営に資するため、保有する個人情報を適切に取り扱うものとする。 

第２節 参加 

（参加する権利の保障） 

第３３条 執行機関は、政策過程において、市政運営の効率性の確保に配慮

しつつ、市民等の参加する権利を保障するとともに、そのための制度の充

実に努めるものとする。 

２ 市民等の市政への参加は、政策過程の質の向上を目的とするものであり、

市政を運営するにあたり、執行機関が負うべき責任及び義務を軽減するも

のと解してはならない。 



  

（参加の対象） 

第３４条 執行機関は、次に掲げる政策を定める場合は、参加の機会を保障

するものとする。 

(1) 基本構想、基本計画又は個別分野における政策の基本的事項を定める

計画 

(2) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例 

(3) 市民生活に大きな影響を及ぼす政策又は制度 

２ 前項各号に掲げるもののうち、次に掲げるものは、参加の対象外とする

ことができる。 

(1) 内容の軽微なもの 

(2) 緊急を要するもの 

(3) 法令によって定められるもの 

(4) 税及び納付すべき金銭に関するもの 

（参加の方法） 

第３５条 執行機関は、市民等の参加の機会を保障するため、公聴会、説明

会、懇話会等の開催、審議会等の公募委員募集、提案書の提出等目的に応

じた適切な方法を用いるものとする。 

２ 執行機関は、前項に規定するほか、多様な市民等の参加の方法を積極的

に検討し、継続して改善に努めるものとする。 

３ 市民等及び執行機関は、市民等の参加にあたり、互いの意見を十分に尊

重しながら、合意形成に努めるものとする。 

（会議の公開） 

第３６条 執行機関は、法令等で定めのあるものを除き、会議及びその会議

録を公開しなければならない。ただし、当該会議に諮り、全部又は一部を

非公開とすることができる。この場合において、執行機関は、非公開とす

る理由を公表するものとする。 

（参加における配慮） 

第３７条 執行機関は、市民等が参加できるよう、会議の時間、場所その他

開催方法等に配慮するものとする。 

（政策過程の透明化） 



  

第３８条 執行機関は、市民等の参加を促進するため、参加の場において、

政策の内容、効果、必要性、妥当性等について、積極的かつ効果的な情報

提供を行い、政策過程の透明化を図るものとする。 

（意見の取扱） 

第３９条 執行機関は、市民等から示された意見及び意見に対する考え方を

適切な時期及び方法で公表するものとする。 

２ 執行機関は、市民等から示された意見を踏まえ、合意点を見極め、市政

へ適切に反映させるよう努めるものとする。 

（パブリック・コメント手続） 

第４０条 執行機関は、市政の重要な政策の決定にあたり、事前にその案を

公表し、市民等が意見を述べる機会を設け、当該意見に対する考え方を公

表するものとする。 

（学習・調査研究の支援） 

第４１条 執行機関は、市民等が参加し、十分な効果をあげられるよう、市

民等が市政や地域社会の課題について学習し、及び調査研究するための支

援に努めるものとする。 

第３節 協働 

（協働の基本原則） 

第４２条 市民等及び執行機関は、地域課題の解決に向けて協働することが

できる。 

２ 協働にあたっては、互いに十分な協議を行い、協働の意義、目的及び役

割分担について合意を図るものとする。 

（協働推進の基盤整備） 

第４３条 執行機関は、市民等が協働の意義及び目的を共有し、共に活動で

きるよう支援するため、協働を推進する総合的な政策を行うものとする。 

２ 執行機関は、市民等による協働を支援するため、活動の機会、場所の提

供、人材の育成、情報の収集及び提供等を行うものとする。 

３ 執行機関は、市民等からの協働についての提案等、多様な協働の試みが

展開されるよう、相談体制の充実等に努めるものとする。 

第７章 コミュニティ 



  

（コミュニティの尊重） 

第４４条 市民等は、暮らしやすい地域社会を築くために、自主的かつ自立

した地域の基盤となる町会、自治会その他の地縁的な団体及び目的を共有

する組織又は集団（以下「コミュニティ」という。）を形成することができ

る。 

２ 市民等及び執行機関は、地域の共通課題について共に考え、当該課題の

解決にあたるためのコミュニティの役割を認識し、コミュニティの活動を

守り育てるよう努めるものとする。 

（コミュニティの連携） 

第４５条 各コミュニティは、地域の様々な課題及び互いの活動が深く関連

していることを認識し、連携を図るよう努めるものとする。 

（コミュニティ活動の支援） 

第４６条 執行機関は、コミュニティ活動を支援するため、活動の拠点とな

る施設整備、情報提供、人材育成、コミュニティ相互の連携促進等に必要

な政策を推進するものとする。この場合において、執行機関は、コミュニ

ティの自主性及び自立性を尊重するものとする。 

第８章 市民投票 

（市民投票制度の設置） 

第４７条 市長は、市民又は執行機関の発議に基づき、市政に関わる重要事

項について、直接、市民の意思を確認するため、市民投票を実施すること

ができる。 

（市民投票に関する情報提供） 

第４８条 市長は、市民投票の実施にあたり、市民が適切な判断ができるよ

う、あらかじめ十分な情報提供を行うものとする。 

（結果の尊重） 

第４９条 議会及び執行機関は、市民投票の結果を尊重するものとする。 

（委任） 

第５０条 市民投票の実施に関し、必要な事項は、別に条例で定める。 

第９章 国、埼玉県、他の地方自治体等との連携 

（国及び埼玉県との関係） 



  

第５１条 基礎自治体としての三郷市は、市民等にもっとも身近な政府とし

て、国及び埼玉県に対して対等な立場に立ち、協力及び役割分担を行うも

のとする。 

（他の地方自治体との関係） 

第５２条 三郷市は、共通するまちづくりの課題を解決するため、他の地方

自治体と相互に交流し、連携を図り、協力するよう努めるものとする。 

（国際的な関係） 

第５３条 三郷市は、環境問題等の国際的な課題が地域社会における課題と

深く関わっていることを認識し、国際的な連携協力を促進し、国際社会の

一員として当該課題の解決のため必要な取組みを行うものとする。 

第１０章 条例の位置付け及び見直し等 

（条例の位置付け） 

第５４条 個別の条例、規則、計画等の制定若しくは策定又は解釈において

は、この条例の趣旨を最大限尊重するものとする。 

２ 市民等、議会、執行機関及び市職員は、この条例を尊重し、及び遵守す

るものとする。 

３ この条例の施行前に既に施行されている条例、規則等は、この条例との

整合を図るため、適宜見直しを行うものとする。 

（条例の検証及び見直し） 

第５５条 市長は、この条例の施行状況を検証し、必要に応じて見直しを行

うものとする。 

（条例の基本理念の普及） 

第５６条 市長は、市民等がこの条例の内容を深く理解し、積極的に市民等

の権利を行使できるよう、普及及び啓発を継続して行うものとする。 

附 則 

この条例は、平成２１年１０月１日から施行する。 

 

 


