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○一宮市自治基本条例

平成22年6月29日

条例第22号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市民主体のまちづくり(第5条―第17条)

第3章 市民のための議会(第18条)

第4章 市民のための行政(第19条―第23条)

第5章 実効性の確保(第24条・第25条)

付則

わたしたちのまち一宮市は、濃尾平野の中央部に位置し、木曽川をはじめとする豊かな自然に

恵まれ、「尾張の国の『一の宮』」であった真清田神社門前町として、平安時代の昔から栄えて

きました。そして、先人のたゆまぬ努力により、繊維のまちとしてより一層の発展を遂げ、尾張

西部の中心的都市となっています。

この一宮市に住み、学び、働くわたしたちは、先人が築き上げてきた誇りある一宮市を受け継

ぎ、さらに住みよいまちとするため、地域・年齢・性別などを問わず、力を合わせていくことが

必要です。地域主権の進展や少子・高齢化の進行、公益的市民活動の活発化といった時代背景の

中、市民・議会・執行機関の新たな協働関係を構築するとともに、市民一人一人の主体性を大切

にしながら、市民もまちづくりを担い、かつ、責任も負うということを基本理念とし、未来に向

けた新しいまちづくりを推進しなければなりません。

わたしたちは、一宮市民憲章に掲げられた住みよい一宮市を実現するため、ここに、まちづく

りの原則と仕組みを定める一宮市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、前文に掲げられたまちづくりの基本理念にのっとり、一宮市(以下「市」と

いいます。)におけるまちづくりに関する原則及び仕組み、市民の権利及び役割、議会及び執

行機関の責務等を定め、市民が主体のまちづくりを推進し、もって市民が幸せに暮らせるまち

を築くことを目的とします。

(この条例の位置付け)

第2条 この条例は、市のまちづくりに関する最も基本的な意思の表明であり、その趣旨は、最

大限尊重されなければなりません。

(定義)

第3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) 市民 市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市の区域内において事業又

は活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。

(2) 執行機関 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います。

(3) まちづくり 市民が幸せに暮らすまちとしていくための、あらゆる活動及び事業をいい

ます。

(4) 協働 市民、議会及び執行機関が、それぞれの役割及び責務のもと、お互いの自主性及

び自立性を尊重し、十分な協議と理解の上、目的を共有し、対等な立場で連携し、協力して

活動することをいいます。

(5) 地域活動団体 市民のうち、地域で公共的活動を行う団体であって、地域ごとに形成さ

れたものをいいます。

(6) 非営利活動団体 市民のうち、自主的に公共的活動を行う団体であって、営利を目的と

せずに活動するもの(地域活動団体を除きます。)をいいます。

(まちづくりの基本原則)

第4条 この条例の目的を達成するため、次に掲げることをまちづくりの基本原則とします。

(1) 情報共有の原則(まちづくりに関する情報を共有することをいいます。)
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１．一宮市自治基本条例



(2) 参加の原則(市民がまちづくりに参加できるよう、その機会が多様に保障されることをい

います。)

(3) 協働の原則(協働によりまちづくりを推進していくことをいいます。)

(4) 有効性の原則(有効性の高いまちづくりを行うことをいいます。)

第2章 市民主体のまちづくり

(市民の権利)

第5条 市民は、市が保有する情報を知る権利を有しています。

2 市民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参加する権利を有しています。

(市民の役割)

第6条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、まちづくりに参加しなければなりませ

ん。ただし、その参加を強制されることがあってはなりません。

(情報共有)

第7条 市が保有する情報は、市民との共有物であって、市は、これを適正に管理し、公正かつ

公平に提供するものとします。

2 市民が保有する公共的活動に関する情報は、まちづくりを進めるために有用であり、市民及

び市は、これを適正に共有するよう努めます。

(市民の参加の機会の保障)

第8条 市は、市民の市政への参加の権利を保障するため、多様な参加の機会を設けるよう努め

なければなりません。

2 市は、多様な方法を用いて市民の意見や提案を求め、これを市政の運営に反映するよう努め

なければなりません。

(子どもの参加の機会の保障)

第9条 市は、子どものころから自らのまちに愛着を持てるよう、子どもが参加しやすいまちづ

くりの機会を設けるよう努めなければなりません。

(総合計画)

第10条 市長は、この条例の趣旨に基づき、総合的かつ計画的な市政運営の基本となる計画(以

下「総合計画」といいます。)を策定します。

2 市長は、総合計画の策定、見直し及び評価に当たっては、市民に参加の機会を保障します。

3 市長は、総合計画の推進及びその進捗
ちょく

管理に当たっては、各事業の有効性に留意します。
(市政に関する意見等の取扱い)

第11条 執行機関は、市政に関する意見、要望及び苦情(以下「意見等」といいます。)を公正か

つ迅速に処理します。この場合においては、事実関係の的確な把握に努めるとともに、利害の

対立する事案については、中立的な立場で処理しなければなりません。

2 執行機関は、市政に関する意見等への対応に当たっては、市民の権利利益を擁護し、公正か

つ迅速な処理を図るため、適正な体制整備に努めます。

(住民投票)

第12条 市長は、市政に関する重要事項について、広く住民の意思を確認するため、条例で定め

るところにより、住民投票を実施することができます。

2 前項の条例には、それぞれの事案に応じ、住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票資

格、成立要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとします。

3 議会及び市長は、住民投票が実施された場合は、その結果を尊重します。

(協働によるまちづくり)

第13条 市民及び市は、協働によるまちづくりを推進していくものとします。

2 市は、協働によるまちづくりを効果的に推進するための制度の整備に努めなければなりませ

ん。

(地域活動団体)

第14条 地域活動団体は、地域内の住民で構成される、まちづくりに欠くことのできない存在で

あり、これをまちづくりの主体として位置付けます。

2 地域活動団体は、地域内の住民の意見の集約を図り、その地域における公共的課題の解決に

努めるものとします。
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3 地域活動団体は、運営ルールを明確にするとともに、開かれた運営を行い、地域内の住民が

参加しやすいように活動を行います。

4 地域内の住民は、地域活動団体がまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、尊重する

とともに、その活動に積極的に参加し、協力するよう努めます。

(非営利活動団体)

第15条 非営利活動団体は、自主的に公共的活動を行う、まちづくりに欠くことのできない存在

であり、これをまちづくりの主体として位置付けます。

2 非営利活動団体は、自らの公共的活動を行うとともに、他の非営利活動団体等との連携を図

りながら、課題の解決に努めるものとします。

3 非営利活動団体は、地域社会の一員として、それぞれの活動がまちづくりに関与していると

いう意識を持ち、市民が参加しやすいように活動を行います。

(地域活動団体等への支援)

第16条 市民及び市は、地域活動団体及び非営利活動団体が活発に活動を行うために必要な支援

を行います。

(地域におけるまちづくり)

第17条 市は、地域の意思を反映させ、地域内の住民が自主的に身近な地域の課題の解決を図

り、地域のことは地域内の住民が自ら考え、実行できるようにするため、連区(地域の合意に

よる複数の町内会で形成された区域をいいます。)単位でまちづくりを進めるための施策を講

じます。

第3章 市民のための議会

(議会の役割及び責務)

第18条 議会は、選挙により選ばれた議員によって構成される市の意思決定機関であることか

ら、市民の意思が市政に適切に反映されるよう努めます。

2 議会は、市政の適正な推進に資するため、監視機能及び政策立案機能を果たします。

3 議会は、より開かれた議会を実現するため、議会の情報公開及び議会への市民参加の推進に

努めます。

第4章 市民のための行政

(市長の役割及び責務)

第19条 市長は、市民のため、公正かつ誠実に市政を運営します。

(執行機関の役割及び責務)

第20条 執行機関は、公平、公正、誠実、迅速及び効果的に事務を執行するとともに、市民の福

祉の増進を図るため、市民のニーズの的確な把握に努めます。

2 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるとともに、職員

の職務能力の向上を図るよう努めます。

(職員の役割及び責務)

第21条 職員は、市民との協働によりまちづくりを進めます。

2 職員は、市民全体のために働くことを自覚し、市民の福祉の増進を図るため、質の高い行政

サービスを提供します。

3 職員は、自らの職務能力向上のため、必要な知識、技能等の習得及び向上に努めます。

(財政運営)

第22条 市長は、最少の経費で最大の効果を挙げることを財政運営の柱とする、持続可能な健全

財政の確立を図ります。

2 市長は、財政状況を市民に分かりやすく公表し、かつ、説明します。

(国等との連携)

第23条 市は、共通する課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関と相互に連携

し、協力するよう努めます。

第5章 実効性の確保

(この条例の遵守等)

第24条 市民及び市は、この条例を遵守し、まちづくりを進めなければなりません。

2 市長は、この条例の実効性を確保するため、この条例の運用状況等を調査し、公表するとと

もに、市民との協働によりその改善に努めます。
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(この条例の見直し)

第25条 市長は、社会情勢の変化等により、この条例の見直しが必要になったときは、市民の意

見を広く求めるよう努めます。

付 則

1 この条例は、平成23年1月1日から施行します。

2 議会及び執行機関は、この条例の施行の際、現に存する条例、規則その他のまちづくりに関

する諸制度について、第2条に定めるこの条例の位置付けに鑑み、必要な検証を行い、必要が

あると認めるときは、所要の措置を講ずるものとします。
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江南市市民自治によるまちづくり基本条例

目次

前文

第１章 総則（第１条―第３条）

第２章 市民自治によるまちづくりの基本原則（第４条―第７条）

第３章 市民及び事業者等（第８条―第１０条）

第４章 協働によるまちづくりの推進（第１１条―第１４条）

第５章 議会、議員、執行機関等及び市職員（第１５条―第１８条）

第６章 市政運営（第１９条―第２４条）

第７章 住民投票制度（第２５条）

第８章 国及び他の地方公共団体との連携（第２６条）

第９章 条例内容の検証（第２７条）

附則

前文

いま、わが国は、少子高齢化のもとで人口減少段階に入るとともに、世界を一つの

市場に巻き込んでいくグローバリゼーションと呼ばれる地球的な規模の大きな流れの

中で、産業構造や環境条件の変化に対応するために、国家や社会のあり方についての

模索を続けています。その一つの動きが地方分権の推進であり、わが国の地方自治は、

市民自治の一層の発展に向けて大きな転換期を迎えています。

江南市では、次世代育成や高齢者の生きがいづくりなどの支えあいの福祉の推進に

よる安心かつ安全で温かい生活環境づくり、男女共同参画と多文化共生による平和で

明るく豊かな人間関係の育成、先人が切り拓いてきた貴重な郷土の歴史と温暖な自然

環境を活かした美しくうるおいのある生活と文化の継承や発展のために、総合計画に

基づいて、力強くまちづくりを進めています。これからも、まちづくりの担い手であ

る市民や事業者等、市が一層強い協働の関係を築き、地域の総力を結集する仕組みを

作っていく必要があります。

私たち江南市民は、市民一人ひとりが自治の主体であることを自覚し、市民一人ひ

とりの思いを活かした市民自治によるまちづくりの推進を目指します。また、市は、

市民の信託に応えて効果的に市政を運営し、よりよい市政の実現のため、これからも

自らの責任を果たしていきます。そのために必要な基本的な理念とルールを確認し、

共有するため、ここに江南市市民自治によるまちづくり基本条例を制定します。
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第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、江南市における市民自治によるまちづくりの基本原則、市民の

権利及び責務等並びに市の役割及び責務を将来にわたって明らかにするとともに、

市政運営のあり方を定め、地方自治をより身近なものとし、もって自立した地域社

会を実現することを目的とします。

（条例の位置づけ）

第２条 この条例は、江南市の市民自治によるまちづくりに関する最も基本的な意思

の表明であり、その趣旨は最大限尊重されなければなりません。

（定義）

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによります。

（１）市民 市内に在住し、在勤し、在学し、又は市内で公益的活動を行う個人をい

います。

（２）事業者等 市内で事業を営む法人、個人事業主、公益的活動を行う組織等をい

います。

（３）市 議会及び執行機関等で構成する地方公共団体をいいます。

（４）執行機関等 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、固定資産評価審査委員会及び消防長をいいます。

（５）まちづくり 地域課題の解決、地域の価値の創造その他の地域を活気があり、

明るく住みよいものとすることを目的とする公益的な活動をいいます。

（６）まちづくり組織 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」といいま

す。）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体（以下「地縁による団体」

といいます。）、まちづくりのために構成されたＮＰＯ（特定非営利活動促進法(平

成１０年法律第７号)第２条第２項に規定する特定非営利活動法人をいいます。）

等の組織をいいます。

（７）市政 まちづくりのうち、市の活動をいいます。

（８）市民参加 市民が、まちづくりの立案、実施及び評価のそれぞれの過程におい

て、自主的に加わり行動することをいいます。

（９）協働 市民、事業者等及び市が、それぞれの立場及び特性を相互に尊重した上

で、それぞれの役割及び責務を自覚し、対等な立場で目的の遂行に向かって協力
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することをいいます。

（１０）市民自治 市民が、主体的に自らの意思及び責任に基づいてまちづくりに参

加し、行動することをいいます。

第２章 市民自治によるまちづくりの基本原則

（市民自治の原則）

第４条 まちづくりは、市民自治のもとに行われます。

（協働の原則）

第５条 市民、事業者等及び市は、協働して、まちづくりを推進します。

（平等の原則）

第６条 市民は、年齢、性別、国籍等にかかわりなく、まちづくりに平等に参加でき

ます。

（情報共有の原則）

第７条 市民、事業者等及び市は、まちづくりに関する情報を共有します。

第３章 市民及び事業者等

（市民の権利）

第８条 市民は、自らまちづくりを行う権利を有するとともに、執行機関等が行う政

策の形成、執行及び評価の過程に参加し、自らの意思を表明する権利を有します。

（市民の責務）

第９条 市民は、市民自治の主体であることを自覚し、まちづくりに参加するに当た

っては、自らの発言及び行動に責任を持つものとします。

（事業者等の役割）

第１０条 事業者等は、地域社会の一員としての責任を認識し、まちづくりを推進す

る役割を持ちます。

第４章 協働によるまちづくりの推進

（市民及び事業者等のまちづくりへの参加）

第１１条 市民及び事業者等（まちづくり組織を除きます。）（以下「市民等」といい

ます。）は、まちづくり組織の活動に、自主的に参加するよう努めます。

２ 前項の規定による参加をする市民等は、交流しながら相互に助け合うとともに、

地域課題の解決等に向けて協力し、行動するよう努めます。

３ 執行機関等は、まちづくりへの参加者の対等性を確保するために、子どものまち

づくりへの参加、多文化共生への配慮等をするよう努めます。

（地域の自治力の向上）
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第１２条 地縁による団体は、地域住民の自主的な参加のもとに、地域課題の解決を

図るなど、まちづくりを推進することにより、自治力の向上に努めます。

（まちづくり組織の運営）

第１３条 まちづくり組織は、誰もが参加しやすい運営に努めることとし、必要に応

じて他の組織と協働しながら、地域課題の解決等を図ります。

（まちづくり組織への執行機関等の支援）

第１４条 執行機関等は、市民等がまちづくり組織の活動に参加しやすい環境づくり

を積極的に行うものとします。

２ 執行機関等は、まちづくり組織の設立及び活動を支援するよう努めます。

３ 執行機関等は、まちづくりを推進する人材の育成を図ること、まちづくり組織間

の交流の機会を設けること等により、まちづくりの活発化を推進するよう努めます。

第５章 議会、議員、執行機関等及び市職員

（議会の役割）

第１５条 議会は、直接選挙により選出された議員によって構成される法の規定に基

づく議決機関として、第４条に規定する市民自治の原則にのっとり、市民の意思を

的確に反映した市政の実現のために権能を発揮するとともに、執行機関等が行う市

政の運営を監視する役割を果たします。

２ 前項に規定する議会の役割その他議会運営に関して必要な事項は、別に条例で定

めます。

（議員の責務）

第１６条 議員は、自らの役割及び責務を認識し、公正かつ誠実に職務を遂行すると

ともに、議員としての能力を高めるために、自己研さんに努めます。

（執行機関等の責務）

第１７条 市長は、市民自治によるまちづくりを推進し、市民の意思が反映されるよ

うな行政経営をします。

２ 執行機関等は、公正で効果的な行政経営に努めるとともに、基本的な政策の形成、

執行、評価等の内容について、市民及び事業者等に対して適切な時期及び方法によ

り説明しなければなりません。

３ 執行機関等は、市民及び事業者等の市政に関する要望等に迅速に対応し、公正か

つ中立な立場でその権利利益の保護を図るよう努めます。

（市職員の責務）

第１８条 市職員は、市民がまちづくりの主役であることを踏まえ、職務能力の開発
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に努め、市民とともに意欲をもってまちづくりを行います。

第６章 市政運営

（市民の意思の表明）

第１９条 執行機関等は、第８条に規定する政策の形成、執行及び評価の過程に、市

民が参加し、自らの意思を表明する機会を設けます。

２ 前項に規定する市民の意思の表明に関して必要な事項は、別に条例で定めます。

（まちづくりに関する情報の提供等）

第２０条 市は、まちづくりに関する情報を市民及び事業者等に分かりやすく提供し

ます。

２ 市は、市民及び事業者等が前項に規定する情報を迅速かつ容易に得られるよう、

情報を提供する体制を充実します。

３ 市は、第１項に規定する情報の収集に努めるとともに、保有する情報を適正に管

理します。

（個人情報の保護）

第２１条 市は、その保有する情報の取扱いについては、個人の権利利益が侵害され

ることのないよう、個人情報を保護しなければなりません。

（基本構想等）

第２２条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想及びその実現の

ための基本的な計画を策定します。

（行政評価）

第２３条 執行機関等は、効率的かつ効果的な行政経営を図るため、市民参加のもと

に行政評価を実施し、その結果を政策立案、予算編成方針等に速やかに反映させな

ければなりません。

２ 市長は、行政評価の結果、政策の達成状況その他行政評価に関する情報を適切な

時期及び方法により市民に公表しなければなりません。

（財政運営）

第２４条 市長は、必要な財源の確保を図るとともに、費用対効果の高い効率的な財

政運営を行い、社会情勢の変化に対応できる持続可能で健全な財政の確立を図りま

す。

２ 市長は、財政状況の現状及び予測を市民に公開し、説明します。

第７章 住民投票制度

（住民投票制度）
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第２５条 市長は、住民の請求等を踏まえ、市政に係る重要事項について、広く住民

の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。

２ 市は、住民投票の結果を尊重します。

３ 住民投票に付すべき事項、投票資格者その他実施に関して必要な事項は、別に条

例で定めます。

第８章 国及び他の地方公共団体との連携

（国及び他の地方公共団体との連携）

第２６条 執行機関等は、共通する地域課題を解決するための施策の実施、効率的か

つ効果的な行政経営のための広域にわたる事務処理、大規模災害時の相互応援等に

ついて、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めます。

第９章 条例内容の検証

（条例内容の検証）

第２７条 市は、必要に応じて、市民参加のもとに、この条例と社会情勢の適合性等

の検証をするための組織を設置します。

２ 市は、前項に規定する検証の結果、必要があると認めるときは、この条例の改正

その他適切な措置を講じます。

附 則

この条例は、平成２３年４月１日から施行します。

附 則

この条例は、平成２８年７月１日から施行します。
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○日進市自治基本条例

平成19年4月1日

条例第24号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本原則(第4条)

第3章 市民の権利(第5条―第10条)

第4章 市民、市議会及び市長等の役割と責務(第11条―第14条)

第5章 参加と協働(第15条―第17条)

第6章 市政の組織及び運営(第18条―第25条)

第7章 住民投票(第26条)

第8章 条例の遵守等(第27条―第29条)

附則

わたしたちのまち日進市は、東部には緑豊かな丘陵地があり、そこを源流とする天白川の流域

には、田園風景が広がり、そして古くからの街道の歴史とともに、四季折々の自然の美しさを感

じさせてくれます。

また、日進市は、「日々進みゆく」の名にふさわしく、学園都市の顔を持つ大都市近郊のまち

として発展しました。そこには多様な思考や行動力を備えた、活力に満ちた市民の営みと交流が

あります。

わたしたち市民には、長い年月にわたって、この土地の気候や風土に培われ育まれてきた人々

の考えや文化を踏まえながら、時代の変化に対応した地域社会を創造する必要があります。その

ために、わたしたち市民は、人権を大切にする差別のない社会の実現、環境に配慮した持続可能

な循環型社会の創造、地域課題を解決するための新しいコミュニティの形成、新たな公共を担う

市民自治活動の推進、少子高齢社会への対応などそのときどきの課題に積極的かつ主体的に取り

組まなければなりません。

今、わたしたち市民は、誰もが個人として尊重され、戦争のない平和な社会で、健康で快適か

つ安全安心に、幸せに暮らすことができる日進市を守り育てていこう、そして、次の世代を担う

子どもに引き継いでいこうと決意しました。

そのためには、市民一人ひとりが、自立した市民として、また地方主権の名のもとに自立した

自治体の一員として、自ら考え、行動し、お互いを尊重し、認めあい、ふれあい、助けあいなが

ら、自分たちのまちは、自分たちの手で築いていこうとする市民主体の自治の精神を共有するこ

とが何より大切です。

わたしたち市民は、この精神を自治の基本理念として、市議会や市の執行機関と協働し、愛着

と誇りを持って暮らせる日進市を守り育てていくため、ここに日進市自治基本条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、日進市における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、市民、市議会及び市の執行機関が一体となって市民主体の自治の実現を図ること

を目的とします。

(条例の位置づけ)

第2条 この条例は、日進市が定める最高の規範です。日進市における他の条例、規則等の制定

改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければなり

ません。

(定義)

第3条 この条例において用いる用語の定義は、次のとおりとします。

(1) 市民 市内に居住する者又は市内で学ぶ者、働く者、事業を営むもの若しくは活動を行

うもの等をいいます。

(2) 協働 共通の目的を持つものが、それぞれの役割と責務を自覚し、相互に補完し、及び

協力することにより、課題解決を図ることをいいます。

(3) コミュニティ 住民自治組織等地域の問題を自ら解決することを目的とする集団又はNPO
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等の活動内容若しくはテーマを主なつながりとする集団をいいます。

(4) 市民自治活動 市民が、住みよいまちづくりをめざし、自主的に行う多様な公益的活動

をいいます。

第2章 自治の基本原則

(自治の基本原則)

第4条 市民主体の自治の基本となる原則は、次のとおりとします。

(1) 平等な社会 市民、市議会及び市の執行機関は、人権が尊重され、公正、公平かつ平等

な社会の実現に努めます。

(2) 市民主体の自治の推進 市民は、自治の担い手として、それぞれの個性や能力を発揮

し、自覚と責任を持ってお互いを尊重し支えあいながら、市民主体の自治を推進します。

(3) 自立した自治体 日進市は、自立した自治体として、国及び愛知県との適切な役割分担

により、民意のもとに自らの判断と責任において、市政を行います。

(4) 協働の原則 市民、市議会及び市の執行機関は、協働して市民主体の自治を推進しま

す。

(5) 市民の信託による市政 日進市は、市民にとって最も身近な自治体として、市民からの

信託をもとに市政を行います。

(6) 男女共同参画の原則 市民、市議会及び市の執行機関は、男女の平等を基本とし、共同

参画のもとに市民主体の自治を推進します。

(7) 情報共有の原則 市議会及び市の執行機関は、その保有する情報を積極的に公開し、市

民と共有します。

第3章 市民の権利

(個人の尊厳)

第5条 市民は、年齢、性別、国籍その他社会的地位によるもの等いかなる差別も受けることな

く、平等な個人として尊重されます。

(平和的生存権)

第6条 市民は、穏やかな暮らしのもと、平和で安全に生きる権利を持ちます。

(環境権)

第7条 市民は、良好な環境の中で生きる権利を持ちます。

(知る権利)

第8条 市民は、市政について市議会及び市の執行機関の持っている情報を知る権利を持ちま

す。

(個人情報の保護)

第9条 市民は、個人に関する情報が侵されることのないよう保護される権利を持ちます。

(権利の尊重)

第10条 前5条に規定する市民の権利については、公共の福祉に反しない限り、最大の尊重を必

要とします。

第4章 市民、市議会及び市長等の役割と責務

(市民の役割と責務)

第11条 市民は、良好な環境を次の世代に引き継ぐ責任を持ちます。

2 市民は、市政の運営に関し、市議会及び市の執行機関を注視し、市民の信託に的確に応えて

いるかどうかを見守るよう努めます。

3 市民は、行政サービスその他市政の執行に要する費用について、応分の負担をします。

(市議会の役割と責務)

第12条 市議会は、日進市の意思決定機関として、市民の意思を的確に反映した市政の実現のた

めに権能を発揮するとともに、市政の運営に関し、市の執行機関を監視する役割を果たさなけ

ればなりません。

2 前項に規定する市議会の役割と責務その他議会運営に関して必要な事項は、別に条例で定め

るものとします。

(市長の役割と責務)

第13条 市長は、この条例を遵守し、市民の信託に応え、公正、公平かつ誠実に市政を運営し、

市民主体の自治を推進しなければなりません。
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2 市長は、市政の総合的かつ計画的な展望及び方針を示し、その実現に取り組まなければなり

ません。

3 市長は、市職員を適切に指揮監督し、リーダーシップを発揮して、市政の運営を行わなけれ

ばなりません。

(市職員の役割と責務)

第14条 市職員は、市民との信頼関係づくりに努め、市民全体のために、公正、公平かつ誠実に

職務を遂行し、市民主体の自治を推進しなければなりません。

2 市職員は、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まなければなりません。

第5章 参加と協働

(市民参加)

第15条 市民は、市政に関わる政策等の立案、実施、評価のそれぞれの過程において、自主的に

参加することができます。

2 子どもは、それぞれの年齢にふさわしいかたちで市政に参加することができ、能力に応じた

役割を果たすことができます。

3 市民は、子どもが能力に応じた役割を果たすことができるよう、適切な支援に努めます。

4 市議会及び市の執行機関は、市民が市政に参加する場や機会を多く提供し、誰もが参加しや

すい多様な工夫と環境づくりを行わなければなりません。

5 前各項に規定する市民参加に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

(市民自治活動)

第16条 市民は、それぞれの地域において、住民自治組織等によるコミュニティ活動を通じ、市

民自治活動の推進に努めます。

2 市民は、NPO等によるコミュニティ活動やボランティア活動を通じ、それぞれの役割のもと

で、自らできることを考え、行動し、市民自治活動の推進に努めます。

3 市民は、コミュニティが市民主体の自治の重要な担い手となることを認識し、これを守り育

てるよう努めます。

4 市の執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとし

ます。

5 前項に規定する市民自治活動の支援に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとしま

す。

(連携)

第17条 市民は、市民自治活動の推進のため、コミュニティ活動やボランティア活動等を通じ、

市外の人々と広く交流し、連携するよう努めます。

2 日進市は、他の自治体と、共通の課題を解決するため、相互に連携するよう努めます。

第6章 市政の組織及び運営

(柔軟な組織の形成)

第18条 市の執行機関は、市民にわかりやすく、効率的で機能的であるとともに、横断的で柔軟

に対応できる組織体制をつくらなければなりません。

(市民本位の市政運営)

第19条 市の執行機関は、広報及び広聴の機能を一体的に発揮することにより、市民の意向を的

確にとらえ、市民本位の市政の運営を行わなければなりません。

(計画的な市政運営)

第20条 市の執行機関は、この条例に定める基本理念にのっとって総合計画を定め、総合的かつ

計画的な市政の運営を行わなければなりません。

(開かれた市政運営)

第21条 市議会及び市の執行機関は、市民にわかりやすいかたちでその保有する情報を積極的に

公開し、公正かつ透明性の高い開かれた市政の運営を行わなければなりません。

2 前項に規定する情報公開に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

(個人情報の適切な取扱い)

第22条 市議会及び市の執行機関は、個人の権利利益を守るため、その保有する個人に関する情

報を保護しなければなりません。

2 前項に規定する個人情報の保護に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
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(適切な行政手続)

第23条 市の執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利

利益を保護するために、適切な処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」とい

います。)を行わなければなりません。

2 前項に規定する行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

(財政)

第24条 市長は、総合計画に基づき中長期的な財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにそ

の効率的な活用及び効果的な配分を行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革

に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。

2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、わかりやすく説明しなければな

りません。

3 市長は、日進市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。

(行政評価)

第25条 市の執行機関は、市政をより効率的かつ効果的に運営するため、市民参加のもとに行政

評価を実施し、その結果を市政の運営に反映させていかなければなりません。

2 市の執行機関は、行政評価の結果を市民にわかりやすく公表しなければなりません。

第7章 住民投票

(住民投票)

第26条 市長は、日進市に関わる重要な事項について、住民の意思を確認するために、住民投票

を実施することができます。

2 住民投票は、住民、市議会又は市長の発議があったときに実施します。

3 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

4 前3項に規定する住民投票の発議、投票資格者その他住民投票の実施に関して必要な事項は、

別に条例で定めるものとします。

第8章 条例の遵守等

(条例の遵守)

第27条 市民、市議会及び市の執行機関は、この条例を遵守しなければなりません。

2 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを市民参加のもとに検証し、その

結果により、必要な措置をとらなければなりません。

3 前2項に規定するこの条例の遵守に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

(条例の見直し)

第28条 市長は、この条例の施行の日から5年以内に、この条例が市民主体の自治の推進にふさ

わしいものであるかどうかを市民参加のもとに検証し、その結果により、必要な措置をとらな

ければなりません。

2 市長は、前項の規定により、この条例を検証した日から5年以内に再び検証するものとし、以

降同様とします。

3 前2項に規定するこの条例の見直しに関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

(委任)

第29条 この条例の施行に関して必要な事項は、市議会及び市の執行機関が別に定めるものとし

ます。

附 則

この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行します。

Page 4 of 4日進市自治基本条例

2017/10/15http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000494.html
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弘前市協働によるまちづくり基本条例

平成27年３月19日

弘前市条例第４号

目次

前文

第１章 総則（第１条―第６条）

第２章 まちづくりの主体とその役割等

第１節 まちづくりの主体（第７条）

第２節 主体の役割等（第８条―第14条）

第３章 協働の推進（第15条）

第４章 まちづくりの仕組み

第１節 行政運営（第16条―第28条）

第２節 住民投票（第29条）

第３節 市外の人々、国等との連携（第30条―第32条）

第５章 条例の実効性の確保（第33条）

附則

本市は、歴史・文化資源を数多く有するとともに、緑豊かな自然環境に恵まれています。

また、学都として教育も充実し、地域のコミュニティによる活動も根付いているなど、自然との共

生を図りながら、地域ならではの文化・生活が営まれてきました。

先人たちが築き上げてきたこの住みよいまちは、今後も時代に応じ、新たなものを取り入れながら

しっかりと育て、次代を担う子どもたちへ継承していかなければなりません。

この住みよいまち、「あずましい ふるさと」を笑顔でつないでいくためには、弘前を愛する心を

育み、まちづくりの担い手を育成するとともに、協働によるまちづくりを行っていく必要があります。

したがって、市民の主体性を尊重するというまちづくりの基本理念や市民、議会及び執行機関の役

割、それらによる協働のあり方を具体化したまちづくりの仕組みなどを明らかにし、その仕組みに基

づく継続的な取組により、市民の幸せな暮らしを実現するために、本市のまちづくりの基本とする弘

前市協働によるまちづくり基本条例を制定します。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、本市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、その基本的な事項を定

めることにより、協働による継続的なまちづくりの進展を図り、市民の幸せな暮らしを実現するこ

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、当該各号に定めるところによるものと

します。

(１) 協働 まちづくりにおいて、市民等、議会及び執行機関が相互に補完し、及び特性を尊重す

るとともに、それぞれの役割に応じて取り組むことをいいます。

(２) まちづくり 市民の幸せな暮らしを実現するために行う公共的な活動をいいます。

(３) 市民 市内に居住する全ての者をいいます。

(４) 学生 市内に居住し高等教育機関に在学する者又は市内に存する高等教育機関に在学する者

をいいます。

(５) 子ども 市内に居住する義務教育諸学校の児童若しくは生徒又は高等学校等の生徒をいいま

す。

(６) コミュニティ 市内に事務局を置き、営利を目的とせず、かつ、複数のものの利益の増進に

寄与することを主たる目的として活動する団体をいいます。

(７) 事業者 市内に事務所、営業所等を有し、営利を目的として活動することを主たる目的とす

るものをいいます。

(８) 市民等 市民、学生、子ども、コミュニティ及び事業者をいいます。
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(９) 議会 議員によって組織する合議制の機関及びそれを補助する議会事務局の職員をいいます。

(10) 執行機関 市長及び行政委員会並びにそれらを補助する職員をいいます。

(11) 市 地方公共団体としての本市をいいます。

(12) 市外の人々 市外に在住し、市内に通勤、通学等をし、又は本市の出身であるなど、本市に

関わりがある人々をいいます。

（条例の位置付け）

第３条 この条例は、本市のまちづくりの基本として位置付けるものとします。

２ 市民等は、まちづくりに参加するに当たり、この条例の趣旨を尊重するよう努めるものとします。

３ 議会及び執行機関は、他の条例、規則等の制定及び改廃、各種計画の策定及び変更等に当たり、

この条例の趣旨を尊重するものとします。

４ 前項の規定は、この条例の趣旨を尊重する余地がないもの又は尊重することにより、他の法令等

の趣旨を損なうおそれがあるものについては、適用しないものとします。

（条例の適用除外）

第４条 次に掲げる活動については、この条例の規定は、適用しないものとします。

(１) 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としない活動

(２) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(３) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(４) 特定の公職（衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいいま

す。以下同じです。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含みます。）若しくは公職にあ

る者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(５) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある活動

（基本理念）

第５条 本市のまちづくりは、平和及び人権が尊重され、市民が幸せに暮らすため、市民の主体性を

尊重するとともに、協働によることを基本的な考え方とします。

（基本原則）

第６条 本市のまちづくりは、次の各号に掲げる原則に応じ、当該各号に定める決まりに基づき、進

めるものとします。

(１) 協働の原則 協働によること。

(２) 住民自治の原則 市民等は、一人一人が自分や自分たちに関することを自らの責任において

取り組む意識を持ち、公共の福祉の増進に向けて、主体的に取り組むこと。

(３) 情報共有の原則 議会及び執行機関は、市民等の知る権利を保障するとともに、市民参加を

促進するため、積極的に情報公開及び情報提供を行い、全ての主体がまちづくりの情報を共有で

きるように努めなければならないこと。

(４) 参加・環境づくりの原則 次に掲げる主体の区分に応じ、それぞれに定めること。

ア 市民等 それぞれの環境に応じ、主体的にまちづくりに参加するように努めること。

イ 議会 まちづくりに参加する機会を設けるとともに、それに参加しやすい環境づくりに努め

ること。

ウ 執行機関 イに定めること及び必要に応じ、市民等が主体的にまちづくりに参加するための

支援を行うこと。

第２章 まちづくりの主体とその役割等

第１節 まちづくりの主体

（まちづくりの主体）

第７条 本市のまちづくりの主体は、次に掲げるものとします。

(１) 市民

(２) 学生

(３) 子ども

(４) コミュニティ

(５) 事業者
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(６) 議会

(７) 執行機関

第２節 主体の役割等

（市民の役割）

第８条 市民は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。

(１) まちづくりの主体であることを認識すること。

(２) 市民力の向上に努めること。

(３) 地域において安心安全に暮らしていけるように、自らがその環境づくりに取り組むよう努め

ること。

（学生の役割）

第９条 学生は、まちづくりにおいて、特性を生かした新鮮味のある提案をし、又は実践をするなど、

学生力を発揮するよう努めるものとします。

（子どもの権利等）

第10条 子どもは、まちづくりにおいて、次に掲げる権利を有するものとします。

(１) まちづくりに参加する権利

(２) まちへの愛着心及び主体的に考える力を育む機会を与えられる権利

２ 子どもは、前項の権利を有することを基本として、自信を持って、まちづくりに関わり、その経

験を積む役割を担うものとします。

（コミュニティの役割）

第11条 コミュニティは、まちづくりにおいて、次の各号に掲げるコミュニティの区分に応じ、当該

各号に定める役割を担うものとします。

(１) 町会その他の地縁を基盤とした団体 担い手の育成に努め、その組織、活動等の充実を図り、

それらを継承していくこと。

(２) 市民活動団体その他のテーマで結び付いた団体 当該団体相互の連携に配慮するとともに、

専門性を生かした取組をすること。

（事業者の役割）

第12条 事業者は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。

(１) まちづくりの重要な担い手として、一層の社会貢献に努めること。

(２) 安心して暮らせるまちをつくる一翼を担うこと。

(３) 休暇制度の充実等当該事業者の従業員がまちづくりに参加しやすい環境づくりに配慮するこ

と。

（議会の役割）

第13条 議会は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。

(１) 審議・議決機関としての機能を果たすこと。

(２) 法令等に基づき行うことができる行為を有効に活用すること。

(３) 市民等に対して、議会の活動内容に関する情報を積極的に提供し、説明責任を果たすこと。

２ 議員は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。

(１) まち全体の発展を考え、そのための活動をすること。

(２) 政策の提案及び議案の提出を行うこと。

(３) 議案の賛否を明らかにし、その理由を説明すること。

３ 議会事務局の職員は、まちづくりにおいて、議会の役割が全うされるよう全力を挙げて職務を遂

行する役割を担うものとします。

（執行機関の役割）

第14条 執行機関は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。

(１) 市民の生命、身体及び財産を守るとともに、福祉の向上を図ること。

(２) 法令、条例等を遵守し、及びこの条例の基本理念等を十分に認識し、誠実公正に事務を管理

し、及び執行すること。

(３) 市民等のまちづくりを支援すること。
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(４) 市民にとって分かりやすい組織とすること。

２ 執行機関の職員は、まちづくりにおいて、執行機関の方針、この条例の基本理念等を十分に認識

し、忠実かつ着実に職務を遂行するとともに、市民の立場に立って、懇切丁寧に職務を遂行する役

割を担うものとします。

第３章 協働の推進

（協働の推進）

第15条 市民等、議会及び執行機関は、協働のあり方を具体化したまちづくりの仕組みを形式的に用

いるだけでなく、第５条に規定する基本理念等に定める協働の趣旨を十分に認識し、及び尊重する

よう努めるものとします。

第４章 まちづくりの仕組み

第１節 行政運営

（総合計画）

第16条 市は、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための計画（以下「総合計画」と

いいます。）を策定しなければならないものとします。

２ 市は、総合計画を策定するに当たっては、市民参加及び専門的な視点による検討を求めるととも

に、あらかじめ総合計画案を公表し広く意見を求め、市民との協働によるものとします。

（財政運営）

第17条 市は、財政運営を行うに当たっては、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければな

らないものとします。

２ 市長は、継続的かつ安定的な行政サービスを提供するため、中期的な財政収支の推計を示す計画

を作成し、それに基づき限られた財源の効率的な運用を図るなど、健全な財政運営を維持しなけれ

ばならないものとします。

３ 市長は、予算及び決算の要領、歳入歳出予算の執行状況並びに財産の現在高その他財政状況につ

いて、市民にとって分かりやすい内容で公表しなければならないものとします。

（評価）

第18条 執行機関は、総合計画、政策、施策、事務事業等の達成度、執行状況の妥当性等を明確にす

るため、それらの評価を実施するものとします。

２ 執行機関は、前項の規定に基づく評価の結果について、市民に分かりやすく公表するとともに、

総合計画等の進化及び成長につなげるため、その結果を基に改善策を検討するものとします。

３ 執行機関は、第１項に規定する評価の実施及び前項に規定する改善策の検討に当たっては、市民

も含めた第三者の参加を求めなければならないものとします。

４ 市は、第１項の達成度、妥当性等を評価するために特に必要があると認めたときは、別に定める

ところにより、外部監査契約に基づく監査を求めることができるものとします。

（意見等への応答義務）

第19条 議会及び執行機関は、まちづくりに関する意見、要望、苦情等の応答に当たっては、速やか

に事実関係を調査し、誠実に受け答えするなど、誠意を持って臨まなければならないものとします。

（危機管理体制の確立）

第20条 議会及び執行機関は、市民の生命、身体及び財産を守るため、市民等及び関係機関と連携し、

災害等に対する危機管理体制の確立に努めなければならないものとします。

２ 市民は、自らの生命、身体及び財産を守るため、日頃から安全確保に努めるとともに、市民相互

の連携・協力体制の充実を図るよう努めるものとします。

（市民力等の推進）

第21条 執行機関は、市民力、学生力及び地域力を高める取組を後押しし、主体性の向上を図るため、

次に掲げる措置を講じるものとします。

(１) 市民力及び学生力を発揮して取り組むまちづくりを行う者に対し、その円滑な実施のために

必要な援助をするように努めること。

(２) 地域活動への協力、様々な情報提供等を行う職員を各地域へ配置するなど、地域との情報の

共有化を図ること。
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（説明責任）

第22条 議会及び執行機関は、行政運営の透明性の向上を図るため、各種計画、財政、条例、事業評

価等の内容及び決定に至る過程について、市民に理解されるように分かりやすく説明しなければな

らないものとします。

２ 議会は、第13条第１項第３号に規定する役割及び前項に規定する説明責任を果たすための取組の

一環として、会議の原則公開に努めるとともに、議決の経過及び結果の説明等をするものとします。

３ 執行機関は、第１項に規定する説明責任を果たすための取組の一環として、市の施策について分

かりやすく公表する仕組みの創造に努めるほか、市長と市民等がまちづくりに関して、直接意見交

換を行う機会を設けるものとします。

（情報公開）

第23条 議会及び執行機関は、説明責任を全うするとともに、他の主体との信頼関係を深めるため、

別に定めるところにより、その保有する情報の一層の公開を図るものとします。

２ 市が出資する法人のうち実施機関が定める法人は、その保有する情報について、別に定めるもの

を除き、積極的な姿勢で開示に努めなければならないものとします。

（情報提供）

第24条 議会及び執行機関は、情報提供をするに当たり、新しい媒体の活用を検討する姿勢を継続す

るとともに、分かりやすく、かつ、効果的な方法及び内容で行わなければならないものとします。

（情報共有）

第25条 議会及び執行機関は、市民等と情報共有を図るため、市以外の者から収集した公益的な情報

を広く市民等に提供するものとします。

（個人情報保護）

第26条 議会及び執行機関は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護に関する法令、条例

等の趣旨にのっとり、個人情報を適正に取り扱うものとします。

２ 市民等は、個人情報の保護の重要性を認識し、その適正な取扱いに配慮するよう努めるものとし

ます。

（意見聴取手続）

第27条 執行機関は、重要な施策を決定するに当たっては、その過程において広く市民の意見を聴取

し、その結果を公表するものとします。

２ 執行機関は、前項の規定による意見聴取を行うときは、職員が積極的に地域へ出掛けるなど、あ

らゆる方法を講じるよう努めるとともに、その前提となる説明、質問の内容等について、市民にと

って分かりやすく行うものとします。

（附属機関の運営）

第28条 執行機関は、附属機関の委員を選任するに当たっては、市民参加を促進するとともに、公平

性を確保するため、公募の実施、年齢及び性別の均衡等に配慮し、多様な分野、幅広い年齢層から

適切な人材を選任するものとします。

２ 附属機関の会議は、運営の透明性を図るため、公開することを原則としなければならないものと

します。

第２節 住民投票

（住民投票）

第29条 議員、議会及び市長は、まちづくりに関する重要事項について、直接、住民（第３項の条例

で定める者をいいます。）の意見を確認するため、住民投票に係る条例案を議会に提出することが

できるものとします。

２ 議会及び執行機関は、住民投票の結果を尊重するものとします。

３ 前２項に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度、別に条例で定める

ものとします。

第３節 市外の人々、国等との連携

（市外の人々との連携等）

第30条 市民等及び執行機関は、まちづくりにおいて、必要に応じ、市外の人々の参加を得て、連携
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し、及び協力しながら進めるとともに、市外の人々の意見、知恵、工夫等を活用するよう努めるも

のとします。

（国等との連携）

第31条 議会及び執行機関は、自らの公共課題を効果的及び効率的に解決するため、その状況に応じ、

国、県、近隣市町村等と連携しながら取り組むものとします。

（国際社会との交流及び連携）

第32条 議会及び執行機関は、まちづくりにおける国際社会とのつながりの重要性を認識し、国際社

会との交流及び連携に努めるものとします。

第５章 条例の実効性の確保

（条例の実効性の確保）

第33条 市長は、この条例に基づくまちづくりを着実に実行するとともに、社会環境の変化に的確に

対応し、進化し、及び成長するまちづくりを協働により推進することにより、平和及び人権の尊重

並びに市民の幸せな暮らしを実現するため、弘前市協働によるまちづくり推進審議会（以下「審議

会」といいます。）を設置するものとします。

２ 審議会の担任する事務、委員の構成、定数及び任期は、次の表のとおりとします。

担任する事務 委員の構成 定数 任期

(１) この条例と各種計画、事

業等の整合性に関すること。

(２) この条例の見直しに関す

ること。

(３) 事業遂行等の改善に関す

ること。

(１) 知識経験のある者

(２) 公共的団体等の推薦を受

けた者

(３) 公募による市民

(４) その他市長が必要と認め

る者

15人以内 ３年

３ 市長は、審議会に対して、少なくとも毎年度１回、諮問をするものとします。ただし、担任する

事務について、複数年度にわたり審議等を行う必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合

は、この限りではありません。

４ 前３項に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成27年４月１日から施行します。ただし、第33条第３項の規定は、平成28年４月

１日から施行します。

（弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例の一部改正）

２ 弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例（平成18年弘前市条例第36号）の一部を

次のように改正する。

（次のよう略）

（弘前市附属機関設置条例の一部改正）

３ 弘前市附属機関設置条例（平成26年弘前市条例第２号）の一部を次のように改正する。

（次のよう略）
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