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武蔵村山市自治基本条例（議案）について 

 

１ 武蔵村山市自治基本条例（議案）の構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 前文及び６章３４条で構成 

《各 論》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 情報共有 

 情報共有（第 15 条） 情報公開（第 16 条） 個人情報保護（第 17 条） 

 説明責任（第 18 条） 

第４章 参加及び協働 

 参加及び協働の推進（第 19 条） 

 参加の機会及び方法（第 20 条） 

 不利益取扱いの禁止（第 21 条） 

 附属機関等（第 22 条） 

 意見公募手続（第 23 条） 

 住民投票（第 24 条） 

第５章 市政運営 

 市政運営の基本原則（第 25 条） 

 長期総合計画等（第 26 条） 

 財政運営（第 27 条） 

 組織編成等（第 28 条） 

 行政評価（第 29 条） 

 意見、要望等への対応（第 30 条） 

 法令遵守等（第 31 条） 

 危機管理（第 32 条） 

 他の地方公共団体等との関係（第 33

第２章 自治を担う主体の役割等 

 

 

 

 

 

 

第１節 市民等 

市民等の権利（第 5 条） 

市民等の責務（第 6 条） 

コミュニティ（第 7 条） 

第２節 市議会 

市議会の権限（第 8 条）

市議会の責務（第 9 条）

市議会議員の責務 
      （第 10 条）

第３節 市長等 

市長の権限（第 11 条） 

市長の責務（第 12 条） 

各執行機関の責務 
     （第 13 条） 

職員の責務（第 14 条） 

《総 論》 

 

 

 

 

 
第１章 総則 

 目的（第 1 条） 用語の意義（第 2 条） 

 基本理念（第 3 条） 

  …主権者である市民の意思に基づき自主的かつ自立的に運営される市政 

   ①基本的人権の尊重 ②市政情報の共有 ③参加及び協働の推進 

 最高規範性等（第 4 条） 

  …市政運営における最高規範 条例を発展させていく責務 

前文 

 本市の沿革 郷土愛及び将来展望 住民自治の推進 条例の最高規範性 

《その他》 

 

 
第６章 雑則 

 委任（第 34 条） 

附則 

 施行期日 経過措置 
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２ 武蔵村山市自治基本条例（議案）の全文 

 

   武蔵村山市自治基本条例 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条－第４条） 

 第２章 自治を担う主体の役割等 

  第１節 市民等（第５条－第７条） 

  第２節 市議会（第８条－第１０条） 

  第３節 市長等（第１１条－第１４条） 

 第３章 情報共有（第１５条－第１８条） 

 第４章 参加及び協働（第１９条－第２４条） 

 第５章 市政運営（第２５条－第３３条） 

 第６章 雑則（第３４条） 

 附則 

 私たちのまち武蔵村山市は、中世武士団の一つである村山党ゆかりの地であり、狭山丘陵

という太古の遺跡を抱く歴史的自然環境の下で、豊かで平和な地域社会の創造を願う幾多の

先人の英知と努力により、歴史と伝統の息づくまちとして発展してきた。 

 私たち市民は、先人から受け継いだ郷土武蔵村山市を深く愛し、誇りに思うと同時に、家

族や地域、自然とのふれあいの中でこの豊かな風土を大切に守りつつ、多様な都市機能との

融合によって、誰もが安全かつ快適に暮らせる生活環境を創造し、将来を担う子どもたちが

夢と希望を持てる魅力的なまちとして、これを後世に引き継いでいくことを願うものである。 

 そのために、私たち市民は、地域主権の精神に立脚し、主権者として市議会及び市長等と

の間で将来にわたって共有すべき自治の基本理念、自治を担う主体の役割等を定め、市政へ

の参加と協働により自立的な地域社会の実現に努めるとともに、一人一人が恒久平和への希

求と基本的人権の尊重を基調として、自ら考え、自らの責任において行動することが求めら

れる。 

 こうした認識の下に、武蔵村山市の最高規範として、ここに、この条例を制定する。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、武蔵村山市（以下「市」という。）にお

ける自治の基本理念を定め、自治を担う各主体の役割等を明らかにするとともに、情報

共有、参加及び協働、市政運営の基本原則その他自治の基本となる事項を定めることに

より、市民主権の自治を確立し、自立した地域社会の実現を図ることを目的とする。 

 （用語の意義） 

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。 

 ⑴ 市民 武蔵村山市内（以下「市内」という。）に居住し、通勤し、若しくは通学し、

又は市内で公共的な活動を行う個人をいう。 
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 ⑵ 市民等 市民及び市内で営利若しくは非営利の活動又は公共的な活動を行う法人その

他の団体をいう。 

 ⑶ 市長等 市長、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

価審査委員会をいう。 

 ⑷ 参加 市民が自らの意思を市政に反映させるため、市の施策に関し、計画、実施及び

評価の一連の過程（以下「実施過程等」という。）において主体的に意見を述べ、又は

提案することをいう。 

 ⑸ 協働 市民等、市議会及び市長等が相互の立場及び特性を理解し、及び尊重しながら、

共通する公共的な課題の解決に向けて、対等な立場で協力して取り組むことをいう。 

 （基本理念） 

第３条 市は、主権者である市民の意思に基づき、次に掲げる事項を基本原則として自主的

かつ自立的に運営される市政を目指すものとする。 

 ⑴ 市民一人一人の基本的人権が尊重され、その個性及び能力が十分に発揮されること。 

 ⑵ 市民等、市議会及び市長等が市政に関する情報（以下「市政情報」という。）を相互

に共有すること。 

 ⑶ 市政への市民の参加の機会が保障されるとともに、相互理解及び信頼関係の下に協働

が推進されること。 

 （最高規範性等） 

第４条 この条例は、市政運営における最高規範であり、市は、他の条例、規則その他の規

程（以下「条例等」という。）の制定又は改廃並びに法令（法律及び法律に基づく命令

（告示を含む。）をいう。以下同じ。）及び条例等の解釈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らない。 

２ 市は、社会経済情勢の変化、市民主権の自治の確立に向けた取組状況等を勘案し、この

条例について不断の見直しを行い、将来にわたってこの条例を発展させるものとする。 

   第２章 自治を担う主体の役割等 

    第１節 市民等 

 （市民等の権利） 

第５条 市民は、主権者として、市政に参加する権利を有する。 

２ 市民等は、市議会及び市長等が保有する市政情報を知る権利を有する。 

３ 市民等は、公共的な課題の解決に向けて、主体的に行動し、又は自主的な活動を推進す

るために組織を形成して自由に活動を営む権利を有する。 

４ 市民等は、法令又は条例等の定めるところにより、市長等が提供する行政サービスをひ

としく受ける権利を有する。 

 （市民等の責務） 

第６条 市民等は、基本的人権を尊重する責務を有するとともに、法令又は条例等の定める

ところにより、市長等が提供する行政サービスの負担を分任する義務を負う。 

２ 市民等は、自治の主体であることを自覚し、相互に尊重しながら連携し、及び協力して

自治を推進する責務を有する。 

３ 市民等は、前条に規定する権利を行使するに当たっては、常に公共の福祉及び市の将来
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に配慮する責務を有するとともに、市民は、市政に参加するに当たっては、自らの発言

及び行動に責任を負うものとする。 

 （コミュニティ） 

第７条 市民等は、良好な地域社会の維持及び形成に資するために連帯して活動を行うこと

を目的として形成された集団（以下「コミュニティ」という。）が自治の主体を構成す

る一部であることを認識し、これを尊重するとともに、積極的に関与しながら守り育て

るよう努めるものとする。 

２ 市議会及び市長等は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援する

ものとする。 

    第２節 市議会 

 （市議会の権限） 

第８条 市議会は、議事機関として、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の定めるとこ

ろにより、条例の制定又は改廃、予算、決算の認定その他市政の基本的な事項を議決す

る権限、市長等の事務の執行に関する検査及び監査の請求を行う権限等を有する。 

 （市議会の責務） 

第９条 市議会は、その権限を行使することにより、自治の発展及び市民福祉の向上に努め

なければならない。 

２ 市議会は、市民等への情報提供を積極的に行い、開かれた議会運営に努めるとともに、

その保有する個人情報を保護しなければならない。 

 （市議会議員の責務） 

第１０条 市議会議員は、市民全体の利益のために誠実に職務を遂行しなければならない。 

２ 市議会議員は、前条に規定する市議会の責務を果たすため、地域社会における課題及び

市民の意見を的確に把握するとともに、自己研鑽
さん 

に努めなければならない。 

    第３節 市長等 

 （市長の権限） 

第１１条 市長は、執行機関として、市を統轄し、これを代表する。 

２ 市長は、地方自治法の定めるところにより、市議会への議案の提出、予算の調製及び執

行、市税の賦課徴収その他の事務を管理し、及びこれを執行する権限を有する。 

 （市長の責務） 

第１２条 市長は、この条例の基本理念を実現するため、誠実かつ公正に市政運営に当たら

なければならない。 

２ 市長は、毎年度、市政運営の方針を明確に定めるとともに、その内容及び達成状況を市

民等及び市議会に説明しなければならない。 

３ 市長は、第１項の目的を達成するため、職員を適切に指揮監督するとともに、職員の能

力及び資質の向上を図るよう努めなければならない。 

 （各執行機関の責務） 

第１３条 市長等の各執行機関は、市民福祉の向上を図るため、自らの判断及び責任におい

てその所掌事務を誠実かつ公正に執行するとともに、市長の総合的な調整の下に、執行

機関相互の連携及び協力を図りながら、一体として行政機能を発揮しなければならない。 
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 （職員の責務） 

第１４条 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、法令及び条例等の規定を遵守すると

ともに、この条例の基本理念に基づいて誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。 

２ 職員は、市民福祉の向上を図るため、職務に関する知識、技能等の向上に努めるととも

に、職務の執行に当たっては、創意工夫に努めなければならない。 

   第３章 情報共有 

 （情報共有） 

第１５条 市議会及び市長等は、その保有する市政情報が市民等の共有財産として有効に活

用されるよう、これを分かりやすいものにしなければならない。 

２ 市議会及び市長等は、参加及び協働の推進に当たっては、市民等と市政情報の共有を図

るものとする。 

 （情報公開） 

第１６条 市議会及び市長等は、市民等の市政情報を知る権利を保障し、公正で開かれた市

政の実現を図るため、その保有する公文書の開示のほか情報公開の総合的な推進に努め

なければならない。 

 （個人情報保護） 

第１７条 市議会及び市長等は、市民の基本的人権を擁護し、その権利利益を保護するため、

市民の自己に係る個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障するととも

に、個人情報の保護に関して適切な措置を講じなければならない。 

 （説明責任） 

第１８条 市長等は、施策の実施過程等においてその内容を市民等に分かりやすく説明しな

ければならない。 

   第４章 参加及び協働 

 （参加及び協働の推進） 

第１９条 市長等は、市民の意思を市政に反映させるため、多様な参加の機会を確保するよ

う努めなければならない。 

２ 市長等は、公共的な課題を解決するため、市民等との相互理解及び信頼関係を深め、適

切な形態による協働を推進するとともに、協働を推進するための環境整備に努めなけれ

ばならない。 

 （参加の機会及び方法） 

第２０条 市長等は、市政への市民の参加を推進するため、次に掲げる事項について、参加

の機会を保障するものとする。 

 ⑴ 市の基本構想及び基本計画（以下「長期総合計画」という。）その他の基本的な政策

を定める計画の策定又は変更 

 ⑵ 市の基本的な政策に関する条例及び市民等に義務を課し、又は市民等の権利を制限す

る内容の条例（市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを

除く。）の制定又は改廃 

 ⑶ 市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認める事項 
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２ 市長等は、前項に規定する参加の機会を保障するため、事案に応じて次の各号に掲げる

方法のうちから適当と認めるものを用いるものとする。この場合において、市長等は、

参加の方法を決定したときは、これを事前に公表しなければならない。 

 ⑴ 附属機関等（法令又は条例の規定により置く附属機関及び市長等が訓令等により置く

協議会、懇談会その他の会議をいう。以下同じ。）への付議 

 ⑵ 公聴会、説明会等の開催 

 ⑶ 第２３条第１項に規定する意見公募手続の実施 

 ⑷ アンケート調査の実施その他の方法 

３ 前２項の規定にかかわらず、その内容が軽微なもの、緊急を要するもの又は法令によっ

て定められているものについては、これらの規定は、適用しない。 

 （不利益取扱いの禁止） 

第２１条 市民等は、市政に参加しないこと又は協働しないことを理由として、いかなる不

利益な取扱いも受けない。 

 （附属機関等） 

第２２条 市長等は、市民、識見を有する者等の意見を市政に反映させるため、附属機関等

を設置することができる。 

２ 市長等は、附属機関等を設置するときは、その設置目的等に応じて委員の公募を行うと

ともに、委員の性別構成が著しく不均衡にならないよう留意し、同一人が同時期に複数

の附属機関等の委員に就任し、又は著しく長期にわたって在任することのないよう努め

なければならない。 

３ 附属機関等の会議は、正当な理由がない限り、公開しなければならない。 

４ 市長等は、前項の規定により附属機関等の会議が公開により開催されたときは、当該会

議の会議録及び会議資料を公表するものとする。 

 （意見公募手続） 

第２３条 市長等は、第２０条第１項第１号及び第２号に掲げる事項（同条第３項の規定の

適用を受けるものを除く。）について、市民の意見を適切に反映させるため、あらかじ

め案を公表し、広く市民の意見を求める手続（以下「意見公募手続」という。）を実施

しなければならない。 

２ 市長等は、意見公募手続により提出された市民の意見を十分に考慮して意思決定を行う

とともに、当該意見に対する考え方を取りまとめて公表しなければならない。 

 （住民投票） 

第２４条 市長は、市政に関する重要事項について、広く住民（市内に居住し、住民基本台

帳法（昭和４２年法律第８１号）第５条に規定する住民基本台帳に記録されている者

（同法第３０条の４５に規定する外国人住民を除く。）をいう。第４項において同

じ。）の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。 

２ 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 

３ 住民投票に付すべき事項、住民投票の投票権及び投票手続その他住民投票の実施に関し

必要な事項は、当該住民投票に付すべき事項ごとに別に条例で定める。 

４ 年齢満１８年以上の住民で別に定めるものは、その総数の５０分の１以上の者の連署を
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もって、前項の条例の案を添えて、その代表者から市長に対し住民投票の実施を請求す

ることができる。 

   第５章 市政運営 

 （市政運営の基本原則） 

第２５条 市長等は、この条例の基本理念に基づき、総合的かつ計画的な市政運営を行わな

ければならない。 

 （長期総合計画等） 

第２６条 市長等は、総合的かつ計画的な市政運営の礎として、長期総合計画を策定するも

のとする。 

２ 長期総合計画に基づき策定する個別の計画は、長期総合計画との整合が図られるように

しなければならない。 

 （財政運営） 

第２７条 市長は、長期総合計画に基づき、中長期的な観点に立った計画的な財政運営を行

うとともに、不断に行財政改革に取り組むことにより、財政の健全性を確保するよう努

めなければならない。 

２ 市長等は、地域資源を最大限に活用して、必要な財源の確保を図るとともに、最少の経

費で最大の効果を挙げるよう努めなければならない。 

３ 市長は、財政運営の透明性を確保するため、予算、決算その他の財政に関する状況につ

いて、市民等に分かりやすく公表しなければならない。 

 （組織編成等） 

第２８条 市の組織は、社会経済情勢の変化に対応しつつ、市民等に分かりやすく、効果的

かつ効率的に市政運営が行われるよう編成されなければならない。 

２ 市長等は、広く人材を求め、公正かつ有能な職員の任用に努めるとともに、職員及び組

織の能力が最大限に発揮されるよう努めなければならない。 

 （行政評価） 

第２９条 市長等は、市民の視点に立った効果的かつ効率的な市政運営を行い、説明責任を

全うするため、外部評価を取り入れた行政評価を実施するものとする。 

２ 市長等は、前項の行政評価の結果を公表し、施策、予算編成等に適切に反映させるよう

努めなければならない。 

 （意見、要望等への対応） 

第３０条 市長等は、市民等から市政に関し意見、要望、苦情等があったときは、迅速かつ

誠実に対応するとともに、その結果について速やかに回答しなければならない。 

２ 市長等は、市民等から苦情として寄せられた事案については、その原因を究明し、再発

を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 市長等は、市民等の意見、要望、苦情等の状況について年次報告を取りまとめ、これを

公表するものとする。 

 （法令遵守等） 

第３１条 市長等は、常に適法かつ公正に市政運営を行わなければならない。 

２ 市長等は、市政運営上の違法又は不当な行為による公益の損失を防止し、市政に対する
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市民の信頼を確保するため、必要な措置を講じなければならない。 

３ 市長等は、市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民等の権利利益を

保護するため、処分、行政指導及び届出に関する手続についての基本的な事項を定め、

適切に運用しなければならない。 

 （危機管理） 

第３２条 市長等は、自然災害その他の不測の事態に的確に対処し、市民等の生命、身体及

び財産を保護するため、総合的かつ機動的な危機管理の体制の整備に努めなければなら

ない。 

２ 市長等は、市民等の危機管理に対する意識の高揚を図るとともに、市民等及び関係機関

と相互に連携し、及び協力して危機管理の体制の強化に努めなければならない。 

 （他の地方公共団体等との関係） 

第３３条 市は、広域的な又は共通する課題の解決を図るため、関係する地方公共団体との

連携及び協力に努めるものとする。 

２ 市は、国及び東京都との適切な役割分担を踏まえた上で、対等な立場から連携及び協力

を促進するとともに、必要に応じ、適切な措置を講ずるよう国及び東京都に対し働きか

けを行うものとする。 

   第６章 雑則 

 （委任） 

第３４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する条例等については、この条例の趣旨に基づいて制定され

たものとみなす。この場合において、この条例の規定と整合を図る必要があると認める

ときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。 

３ この条例の施行の日から住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成２１年法律第７７

号）附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第２４条第１項

の規定の適用については、同項中「記録されている者（同法第３０条の４５に規定する

外国人住民を除く。）」とあるのは、「記録されている者」とする。 

 


