
西脇市自治基本条例西脇市自治基本条例西脇市自治基本条例
.... みんなが主役！　みんなで進めるまちづくり！....

自治基本条例は、みんなで力を合わせてより住みよいまちにしていくための道
具です。道具ですので、うまく使えばふるさと西脇をさらに高めることができ
ますが、使わなければ意味のないものになってしまいます。
自治基本条例をうまく使って、住みよいまちづくりを進めて行けるかどうかは
私たち次第です。
条例をうまく使うためには、条例を良く知ることが大切です。このパンフレッ
トを読んで、みんなで自治基本条例をうまく使いましょう。
さらに詳しい西脇市自治基本条例解説書は市ホームページに掲載していますの
でご覧ください。

自治基本条例を使う！
自治基本条例は、みんなで力を合わせてより住みよいまちにしていくための道
具です。道具ですので、うまく使えばふるさと西脇をさらに高めることができ
ますが、使わなければ意味のないものになってしまいます。
自治基本条例をうまく使って、住みよいまちづくりを進めて行けるかどうかは
私たち次第です。
条例をうまく使うためには、条例を良く知ることが大切です。このパンフレッ
トを読んで、みんなで自治基本条例をうまく使いましょう。
さらに詳しい西脇市自治基本条例解説書は市ホームページに掲載していますの
でご覧ください。
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「自治」を別の言い方でいうと、「自分たちのまちをさらに
住みよいまちにするためみんなで力を合わせていくこと」
で、「まちづくり」も同じような意味をもっています。
難しいことのように感じるかも知れませんが、実際には、
選挙で投票すること、市が開催する説明会に参加したり、
アンケートに回答すること、町内会の清掃活動やゴミス
テーションの管理をすることなども「自治」「まちづくり」
と言えます。
市民のみなさんは様々な形で「自治」「まちづくり」に関
わっています。

『自治基本条例』は、市民のみなさんが主役になってまち
づくりを進めるための基本的な考え方やルールを定めた
ものです。
今後さらに加速する少子高齢化や人口減少社会をみんな
で知恵と力を出し合い乗り越えていくための基本を定めた
条例です。

西脇のことは西脇で考える時代です
これからのまちづくりは、私たちが自ら考え、自ら決めな
ければなりません。そのための基本的な考え方やルール
が必要です。
人口は減りますがお年寄りは増えていきます
少ない人口で社会を支えなければならない少子高齢社会
では、いろいろな人や団体が元気に活動することが求め
られます。そのための基本的な考え方やルールが必要で
す。

｢自治｣って？ ｢まちづくり｣って？

「自治基本条例」って？

なぜ自治基本条例が必要なの？

自治基本条例は、平成 22年３月に区長会などの各種団
体から選出いただいた委員や公募委員、学識委員で構成
する「西脇市自治基本条例検討委員会」を設置し、委
員全員で検討する検討委員会や部会を40回開催し、条
例に定めるべき内容について検討を進めました。
その後、庁内でも検討を重ね、検討委員会と調整を行い
ながら条例素案としてまとめました。
そして、平成 24年 12月議会に上程し、３日間の西脇市
自治基本条例審査特別委員会での審査を経て、平成 25
年１月16日の臨時議会において賛成多数で原案のとおり
可決されました。
自治基本条例は、これまでの条例と異なり、市民参画によっ
て策定した初めての条例です。

自治基本条例をつくってすぐに市民の皆さんの生活が大
きく変わることはありません。
この条例では、市民のみなさんが市政に参画するための
制度を定めています。これらを活用いただくことで、より
市民のみなさんの意思を反映した市政運営やまちづくり
が実現できると考えています。
一方、市役所においても、市職員の責務や市民との情
報共有、説明責任、応答責任などを市民のみなさんにわ
かりやすく示していますので、これまでのやり方を精査し、
これまで以上に気を引き締めて、開かれた市政に向け意
識を変えていかなければなりません。
市政が変わり、市民のみなさんのご意見をより一層反映
させ「市民主役のふるさと運営」をさらに推進していき
ます。

この条例をつくって何が変わるの？

どのように制定したの？

西脇市のめざすまちづくり

●皆が支えあうまちをつくり、次代に引き継ぐことのできる西脇市を築きます。
●市民のみなさんそれぞれが、地域や市政に参画し、力を合わせてまちづくり
を進めることが必要です。

●参画と協働を基本とした、自主・自立のまちづくりを推進します。
●市民・議会・行政が協力して住みよい西脇市を考え、つくりあげます。

◆市民のみなさんのご意見を
適切に反映した市政運営

◆一人ひとりの個性や能力
が発揮できるまち

★まちづくりは
　自助 (自分のことは
自分で)　
　共助（隣保や町、地
区で助け合って）
　公助（市役所や県・
国と助け合って）　
の精神で取り組みま
しょう

★一人ひとりの多様な
価値観や個性を認
め合いましょう

★行政の情報や市民
のみなさんが持つま
ちづくり情報を共有
しましょう

★まず、まちづくりや
市政に参画しましょ
う！　そして協力し
て実践しましょう

【まちづくりの例】

ゴミゼロ運動などに
参加する

住民説明会に参加する 地域で支え合う
活動を行う

町内会活動に
参加する

選挙で市長や
議員を選ぶ

自治基本条例の『市民』って？
西脇市に住んでいる人はもちろんですが、本市に通勤・通学する人や企業・様々な団体も含めて幅広く捉
えています。これは、本市における課題解決やまちづくりの推進のためには、住民だけでなく市内で活動す
る幅広い人々が協力・連携しあって取り組む必要があると考えるからです。

前文

目的はこれ
（第１条）

まちづくりの理想を実現するための
４つのポイント（第４条）（基本原則）

◆次世代に引き継ぐ持続可
能なまち

まちづくりの理想（あるべき姿）を
共有しよう！（第３条）（基本理念）
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市　民

議　会
市長

執行機関
職員

《基本原則》
補完性の原則
多様性の尊重
情報の共有
参画と協働

・条例、予算などの議会の議決
・市政運営に関する監視、けん制

・情報の公開・公表
・個人情報の保護
・コミュニティ活動支援

条例・予算などの議案の提出

・アンケート調査の協力
・審議会などへの参画
・パブリックコメントなど
　意見提出・請願、陳情

・議会の傍聴
・報告会への参加

・市民意思の把握と
　市政への反映
・会議の公開や情報
　提供による開かれた
　議会運営 市民のための市政運営

市民・議会・行政の役割等 住民投票（第 12条・第 13条）
市政に関する重要事項で直接住民の意思を確認する必要がある場合には、議会の議決を経て住民投票を行う
ことができます。

地域自治協議会（第 14条）
一定のまとまりのある地域において、それぞれの地域課題を解決するための組織として地域自治協議会を設置
することができます。
地域自治協議会は、民主的で透明性のある運営を行い、自主的・主体的な活動に取り組みます。
（※今後各地区の現状を把握し、意見を伺いながら、地域の実情に応じた地域自治協議会の設置に向け検討
を行います。）

市民公益活動（第 15条）
自発的・自主的に行う非営利で公益的な市民の活動を尊重し、様々な支援を行います。

参画と協働のふるさとづくりのために

参画の制度（第 10条）
市民のみなさんが市政に参画する企画を確保するため、パブリックコメントやアンケート調査、公聴会の開催な
ど適切な方法で実施します。
審議会等の運営（第 11条）
審議会などを設置する場合には、多様な委員構成に努めるとともに、原則として市民から委員を公募します。

参画と協働の推進（第９条）
参画と協働を推進するため、市民との情報共有を図り、必要な制度を整えます。

情報の提供（第５条）
広報や広聴の充実を図り、市政情報を広報紙や
ホームページなどを活用して、積極的・効果的
に提供します。

市民間の情報の共有（第８条）
市民同士でも、まちづくり活動についての情報交換や情報公開を積極的に行うように努めます。

情報の公開（第６条）
情報公開条例に基づき、市政に関する情報を原
則として公開します。

それぞれに役割が
あるんだね

個人情報の保護（第７条）
個人情報については、個人情報保護条例に基づ
き厳正に保護を行います。

具体的には…

●総合的かつ計画的な市政運営のため、最上位計画として総合計画を策定します。
●総合計画の策定・見直し・進行評価は市民のみなさんの参画により行います。

●安全で安心な市民生活を確保するため、災害等に的確に対応する体制を整備します。
●災害時に、市民のみなさんや関係機関と連携し対処します。
●市民のみなさんは、災害の発生時には、自らの安全を確保することとあわせて、互
いに協力して対処します。

●政策や計画の立案・実施・評価・見直しの各段階の過程や結果について分かりやす
く説明します。
●市民のみなさんからの意見や要望、提案などに迅速・適切に対応します。

●市民のみなさんに分かりやすく、簡素で機能的な組織を編成します。
●組織間の適切な連携を図ります。

●職員の適切な任用と配置に努めます。
●市民ニーズや地域課題に対応できる人材育成を図ります。

●法律などの適切かつ自主的な解釈と運用を行い、条例などを制定する権限を十分に
活用します。

●市民のみなさんに信頼される市政運営を行うために法令遵守について必要な制度を
つくるよう努めます。
●職員による違法行為の発生や違法行為による公益の損失を防止するために必要な
制度をつくるよう努めます。

●行政手続条例に基づき、行政事務の公平性と透明性を確保し、市民のみなさんの
権利や利益を保護します。

●市民のみなさんの多様な学習活動を支援し、生涯学習の機会を提供します。

●健全な財政運営を行います。
●予算や決算を分かりやすく公表します。
●財政状況も分かりやすく公表します。

●行政評価を行い、結果を公表します。
●必要に応じて市民参画による行政評価を実施します。

総合計画
（第 25条）

説明責任
（第 26条）
応答責任
（第 27条）

行政組織
（第 28条）

人事政策
（第 29条）

政策法務
（第 30条）

法令遵守
公益目的通報
（第 31条）

行政手続
（第 32条）

危機管理
（第 33条）

生涯学習
（第 34条）

財政運営
(第35～37条)

行政評価
（第 38条）

●市政運営にはどんなルールがあるの？

●市民のみなさんが活用できることは？
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 前文　
　わたしたちのまち西脇市は、加古川、杉原川、野間川の水の
恵み、大地の緑や肥沃な土壌、そして温暖な気候に育まれた自
然豊かなまちです。
　「播磨国風土記」にも記されたように、古代から人々は豊かな
農山村生活を営みながら幾世代を重ね、多くの先人たちの英知
とたゆまぬ努力によってこの地を守り、独自の文化の上に播州
織、播州釣針、黒田庄和牛といった特色ある産業を興し、全国
屈指のものづくり産地として今日の礎を築いてきました。
　また、日本標準時子午線である東経 135 度と北緯 35 度が交
差する地理的な特徴を生かし、『日本のへそ』のまちに住む自覚
と誇りを持って、個性溢れるまちづくりを進めてきました。そして、
こうした地域の特性に寄せる意識を高め、誰もが誇りを持って、
安心して暮らせるまちを目指しています。
　近年、少子高齢化や人口減少など急激に社会・経済の環境
や構造が変化し、地方分権が進展する中にあって、多様化する
地域課題に対応するため、改めて本市の自治のあり方を見つめ
直す時がきました。
　わたしたちは、日本国憲法に掲げられた基本的人権を大切に
しながら、人と人との絆を深め、地域と地域が交流し、皆が支
えあうまちを自らの手でつくりあげ、次代に引き継いでいかなけ
ればなりません。
　そのためには、一人ひとりが、より一層郷土を愛する心を培い、
自治の主体は市民であることを自覚し、地域社会及び市政の運
営に参画することや様々な主体の協働による自治を創造すること
が必要です。
　わたしたちは、今ここに、自治の基本理念を共有し、学び、
育ち合いながら、地域の個性や自主性を尊重したまちづくりに取
り組むことを決意して、本市の自治の基本規範となるこの条例を
制定します。
　　　第１章　総則
　（目的）
第１条　この基本条例は、本市における自治の基本理念と主権

者である市民の権利及び責務を明らかにするとともに、市民、
議会、市長等の果たすべき役割及び市政運営の仕組みを定め
ることにより、地方自治の本旨に基づく自立した地域社会を創
造することを目的とします。

　（定義）
第２条　この基本条例において、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。
⑴　市民　市内に居住する者並びに市内で働く者、学ぶ者、活

動するもの及び事業を営むもの並びに市の政策等に直接利害
関係を有すると市長が認めるものをいいます。

⑵　市　議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいいます。
⑶　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をい
います。

⑷　参画　市の政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階
において、市民が自主的、主体的に関わることをいいます。

⑸　協働　自治の推進のために市民及び市がそれぞれの果たす
べき役割と責務を認識し、対等な立場で、協力、連携するこ
とをいいます。

　　　第２章　基本理念及び基本原則
　（基本理念）
第３条　市民及び市は、次に掲げる基本理念により、自治を推

進するものとします。
⑴　自治の主体は市民であり、市は主権者である市民の意思を

適切に反映した信託に基づく市政運営を行います。
⑵　性別、年齢、国籍、民族、思想信条等にかかわらず、一

人ひとりの人権が尊重され、その個性及び能力が十分発揮さ
れる地域社会を形成します。

⑶　自然との共生を図り、地域が有する様々な資源を有効に活
用することにより、次世代に引き継いでいくことができる持続
可能な共生社会を形成します。

　（基本原則）
第４条　市民及び市は、次に掲げる基本原則により、自治を推

進するものとします。
⑴　補完性の原則　地域課題の解決に当たっては、より身近な

ところから協議や実践を行い、それぞれの適切な役割分担に
より、補完していくこと。

⑵　多様性の尊重　多様な価値観を持つ人々の交流が豊かな
自治につながることを認識し、男女共同参画、多文化共生等
の理念を尊重すること。

⑶　情報の共有　自治の推進に必要な情報を共有すること。
⑷　参画と協働　それぞれの役割及び責務に基づいて公共の領

域を担い、参画と協働を推進すること。
　　　第３章　情報の共有
　（情報の提供）
第５条　市は、広報及び広聴の充実を図ることにより、市民が

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
効果的に提供するものとします。

２　市は、前項の規定による情報の提供に当たっては、広報紙、
ホームページ等を積極的に活用し、分かりやすく、かつ、入
手しやすい方法で市民に提供するものとします。

　（情報の公開）
第６条　市は、公正で開かれた市政を推進するため、別に条例

で定めるところにより、市民の情報の開示を請求する権利を明
らかにし、市政に関する情報を原則として公開しなければなり
ません。

　（個人情報の保護）
第７条　市は、市民の権利利益を守るため、別に条例で定める

ところにより、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に
係る個人情報の開示、訂正等を請求する市民の権利に対して
適切な措置を講じなければなりません。

２　個人情報の取扱いについては、前項の条例の規定を適切に解
釈、運用するとともに、人の生命、身体又は財産を保護するた
めに必要な情報を関係者間で共有するよう努めるものとします。

　（市民間の情報の共有）
第８条　市民は、互いにまちづくり活動に関する情報の交換を行

い、情報の共有に努めるとともに、まちづくり活動を行うものは、
その活動内容を積極的に公開するよう努めるものとします。

２　市民は、前項の規定による情報の共有又は公開に当たって
は、個人情報の保護に十分配慮しなければなりません。

　　　第４章　参画と協働
　（参画と協働の推進）
第９条　市は、参画と協働による市政を推進するため、情報及

び学習の機会を提供するとともに、必要な制度及び施策を講
ずるものとします。

　（参画の制度）
第 10 条　市は、政策の立案、実施、評価及び見直し過程にお

ける参画の機会を確保するため、市民生活に重大な影響を及
ぼすものについては、別に定めるところにより、市民に当該事
項に関する情報を提供し、意見を求めなければなりません。

２　市は、前項の規定により市民に意見を求めるときは、パブ

２　市民は、自ら考え行動するため、生涯にわたって学習する
権利を有します。

　（市民の役割及び責務）
第 17 条　市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、互い

に尊重し、助け合うとともに、協働による自治の推進に努める
ものとします。

２　市民は、自治の推進に当たっては、次世代にも配慮し、持
続可能な地域社会を築くよう努めるものとします。

３　市民は、市政運営に関し、市が市民の信託に的確に応えて
いるか注視するよう努めるものとします。

４　市民は、前条第１項に定める権利の行使に当たっては、自
らの行動及び発言に責任を持たなければなりません。

　（事業者の役割及び責務）
第 18 条　事業者は、前条に規定する役割及び責務を有するほ

か、自らの社会的責任を認識し、環境及び市民生活に配慮し
た事業活動を推進するとともに、公益活動等への積極的な参
加及び支援を行うよう努めるものとします。

　　　　第２節　議会
　（議会の役割等）
第 19 条　議会は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）の

定めるところにより、条例の制定改廃、予算の決定、決算の
認定等を議決するほか、市政に関する重要な事項で別に条例
で定めるものを議決するものとします。

２　議会は、市の意思決定機関であるとともに、適正に市政運
営が行われているかを監視し、けん制する機能を果たすもの
とします。

　（議会の責務）
第 20 条　議会は、市民との情報共有及び意見交換を図り、開

かれた議会運営に努めなければなりません。
２　議会は、広く市政を調査するとともに市民の意思を把握し、

政策形成機能の強化とその活用に努めなければなりません。
　（議員の役割及び責務）
第 21 条　議員は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に職務を

遂行するとともに、その責務を果たすため、自己の研さんに努
めなければなりません。

　（議会への委任）
第 22 条　この基本条例に定めるもののほか、議会及び議員の

活動原則に関する基本的事項については、別に定めるものと
します。

　　　　第３節　市長及び市職員
　（市長の役割及び責務）
第 23 条　市長は、市の代表者として、市民の信託に応え、市

民福祉の向上のために権限を適正に行使するとともに、この
基本条例に定める基本理念及び基本原則にのっとり、公正か
つ誠実に市政運営を行わなければなりません。

　（市職員の責務）
第 24 条　市職員（以下「職員」といいます。）は、全体のた

めに働く者として、法令を遵守し、市民の立場に立って創意
工夫し、公正で誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなり
ません。

２　職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努め
なければなりません。

３　職員は、自らも市民であることを自覚し、積極的に地域活
動等に参加するよう努めなければなりません。

４　職員は、地域の課題解決に向け、必要に応じて市民と市との
意思疎通を図るための役割を担うよう努めなければなりません。

　　　第８章　市政運営
　（総合計画）
第 25 条　市長は、この基本条例で定める基本理念及び基本原

則に基づき、市の最上位計画として、基本構想、基本計画及

リックコメント、アンケート調査、公聴会の開催等適切な方法
で実施するものとします。この場合において、市民に対して十
分な情報を提供するとともに、適当な周知期間を設けなけれ
ばなりません。

３　市民は、市に意見を提出するときは、市民間で討議を行う
よう努めるものとします。

４　市は、前項の規定による討議を促進するため、情報及び意
見交換の場の提供等を行うよう努めるものとします。

　（審議会等の運営）
第 11 条　執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、

市民の多様性に配慮した委員構成に努めるとともに、原則とし
て委員の全部又は一部を市民から公募するものとします。

２　執行機関は、審議会等の会議について、法令等に定めのあ
るものを除き、原則として公開するとともに、開催情報、会議
の記録等を公表するものとします。

　　　第５章　住民投票
　（住民投票）
第 12 条　市長は、市政に関わる重要事項について、直接住民

の意思を確認するため、議会の議決を経て、住民投票を実施
することができます。

２　住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必
要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に定めるものとします。

３　市長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければなりま
せん。

　（住民投票の請求及び発議）
第 13 条　本市において選挙権を有する者は、その総数の 50

分の１以上の者の連署をもって、その代表者から、住民投票
実施に関する条例の制定について市長に請求することができ
ます。

２　市長は、前項の規定による請求があったときは、住民投票
実施に関する条例を議会に提出しなければなりません。

３　議員は、議員の定数の 12 分の１以上の者の賛成を得て、
また、市長は必要に応じ、住民投票実施に関する条例の制定
について発議することができます。

４　市長は、前２項に定める条例が可決されたときはこれを実
施しなければなりません。

　　　第６章　地域自治組織等
　（地域自治協議会）
第 14 条　市民は、地域の特性を生かした自治を推進するため、

一定のまとまりのある地域内において、多様な主体で構成す
る地域自治組織（以下「地域自治協議会」といいます。）を
一に限り設立することができます。

２　地域自治協議会は、公共的団体として、民主的で透明性の
ある運営を行い、地域の課題を解決するものとします。

３　地域自治協議会は、自らの責任の下に、自主的かつ主体的
な活動に取り組むものとします。

４　市は、地域自治協議会の活動を尊重し、その活動に対して
必要な支援を行うものとします。

５　地域自治協議会に関して必要な事項は、別に定めるものと
します。

　（市民公益活動）
第 15 条　市は、自発的かつ自主的に行われる非営利かつ公益

的な市民団体の活動（以下「公益活動」といいます。）を尊
重するとともに、必要に応じその活動に対して支援を行うもの
とします。

　　　第７章　市民・議会・市長等の役割・責務等
　　　　第１節　市民
　（市民の権利）
第 16 条　市民は、市政に関する情報の開示を請求する権利及

び市政に参画する権利を有します。

西脇市自治基本条例
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び行動計画により構成される総合計画を策定し、総合的かつ
計画的な市政を運営するものとします。

２　市長は、総合計画の策定、見直し及び進行評価に当たって
は、市民の意見を適切に反映するため、広く市民の参画を得
るものとし、基本構想については、別に条例で定めるところに
より、議会の議決を経るものとします。

３　執行機関は、個別政策分野に係る計画を策定するときは、
総合計画との整合を図るものとします。

４　市長は、総合計画について市民への周知を図り、その進行
管理を適正に行うとともに、社会情勢に十分配慮し、必要に
応じて見直しを図らなければなりません。

　（説明責任）
第 26 条　市は、市政運営における公正を確保し、透明性を向

上させるため、政策及び計画の立案、実施、評価及び見直し
の各段階における過程及び結果について市民に分かりやすく
説明するものとします。

　（応答責任）
第 27 条　市は、市民からの意見、要望、提案等に対し、迅速

かつ適切に対応するものとします。
　（行政組織）
第 28 条　市は、市民に分かりやすく、簡素かつ機能的な組織

を編成するとともに、組織相互の連携が適切に行われるよう
努めなければなりません。

　（人事政策）
第 29 条　市長は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、

職員の適切な任用及び配置に努めなければなりません。
２　市は、職場環境づくりに取り組むとともに、研修の充実及び

人事考課制度の有効活用を図ることにより、職員の能力を向
上させ、多様化する市民ニーズや地域課題に対応できる人材
育成を図らなければなりません。

　（政策法務）
第 30 条　市は、自主的かつ自律的な市政運営を行うため、法

令等の適切かつ自主的な解釈及び運用のもと、条例、規則等
を制定する権限を行使するものとします。

　（法令遵守及び公益目的通報）
第 31 条　市は、市政運営の透明性の向上を図るとともに、公

正な職務の執行を確保するため、法令遵守制度について必要
な措置を講ずるよう努めなければなりません。

２　市長は、市政運営上の違法行為及び公益の損失を防止す
るため、職員の公益目的通報に関する制度について必要な措
置を講ずるよう努めなければなりません。

　（行政手続）
第 32 条　市は、市民の権利利益を保護するため、別に条例で

定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する手続に
関し、公正の確保及び透明性の向上を図らなければなりません。

　（危機管理）
第 33 条　市は、安全で安心な市民生活を確保するため、常に

災害等の不測の事態に備えるとともに、的確に対応するため
の体制を整備しなければなりません。

２　市は、災害等の発生時には、市民及び関係機関と連携し、
速やかに状況を把握し、的確に対処しなければなりません。

３　市民は、災害等の発生時には、自らの安全を確保するとと
もに、果たすべき役割を認識し、相互に協力して対処しなけ
ればなりません。

　（生涯学習）
第 34 条　市は、市民の多様な学習活動を支援し、市民主体の

まちづくりを推進するため、生涯にわたって学習する機会を提
供するよう努めるものとします。

　（財政運営の基本方針）
第 35 条　市長は、総合計画を実現するための財政計画を定め

るとともに、行政評価を踏まえ、財源を効率的かつ効果的に
活用し、健全な財政運営を行わなければなりません。

　（予算編成、執行及び決算）
第 36 条　市長は、予算の編成及び執行に当たっては、この基

本条例及び総合計画を踏まえ、最少の経費で最大の効果を発
揮できるよう努めなければなりません。

２　市長は、予算の編成方針を明らかにするとともに、予算及
び決算について分かりやすく公表しなければなりません。

　（財産管理及び財政状況の公表）
第 37 条　市長は、市が保有する財産の適正かつ計画的な管理

及び運用に努めるとともに、予算の執行状況並びに財産、地
方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況につい
て、分かりやすく公表しなければなりません。

　（行政評価）
第 38 条　市長は、効率的かつ効果的な市政運営を図るため、

行政評価を行うよう努めるとともに、行政評価に関する情報を
分かりやすく公表しなければなりません。

２　市長は、前項の規定による行政評価の実施に当たっては、
必要に応じて市民等が参画する外部評価を実施するものとし
ます。

　　　第９章　連携
　（国及び兵庫県との連携）
第 39 条　市は、自律した自治体として国及び兵庫県と対等な

立場で、適切な役割を担いながら、連携して自治の推進に努
めるものとします。

　（他の自治体等との連携）
第 40 条　市は、共通する課題を解決するとともに効率的、効

果的な行政運営を行うため、他の自治体等と積極的に連携す
るものとします。

　（国際及び国内交流）
第 41 条　市民及び市は、平和と人権を重んじる国際社会の一

員であることを自覚し、環境、経済、文化、教育等の各分野
において、国内及び海外の自治体や市民団体等との交流及び
連携に努めるものとします。

　　　第 10 章　条例の位置付けと見直し
　（条例の位置付け）
第 42 条　この基本条例は、本市における自治についての基本

規範であり、市民及び市は、この基本条例を遵守しなければ
なりません。

２　市は、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止に当たって
は、この基本条例の趣旨を尊重し、整合を図らなければなり
ません。

　（条例の運用及び見直し）
第 43 条　市長は、この基本条例を適正に運用するとともに、社

会情勢の変化等に応じ、適切な時期に検討を行い、その結果
に基づき見直し等の必要な措置を講ずるものとします。

２　市長は、前項の規定による検討等を行うに当たっては、市  
民の参画を得るものとします。


