
伊賀市自治基本条例の見直しについて 

伊賀市企画振興部総合政策課 
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第４回 資料１ 



伊賀市自治基本条例とは 

 伊賀市ならではのまちづくりを目指して、自治の基

本的な事項や住民自治の しくみ、市民、市議会、市

それぞれが、できること、しなければならないこと、な

どについて定めた、伊賀市の最高規範です。 
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これまでの経緯 
新市将来構想（平成14年度） 

新市建設計画（伊賀市まちづくりプラン）（平成15年度） 

伊賀市自治基本条例施行（平成16年12月24日） 
伊賀市の最高規範 

見直し検討開始（平成20年度） 

改正案議決（平成24年6月議会） 

自治基本条例改正 施行（平成24年7月4日） 

自治組織のあり方検討 
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自治基本条例の体系 
前文 

第7章 この条例の検討及び見直し 

目的 

基本理念 

自治の基本原則 

第1章  総則 

 
議会の
役割と
責務 

 
市民の
参加 

 
情報の 
共有 

 
自治の
しくみ 

 
行政の
役割と
責務 

第2章  第3章  第4章  第5章  第6章  



第1章 《総則》 

伊賀市自治基本条例の内容 

 条例策定の目的と最高規範性を持つというこの条例の
目的や位置付け、基本理念、自治の基本原則などについ
て規定しています。 

第2章 《情報の共有》 
 意思決定過程の情報も提供に努めるよう明記したほか、
一定基準以上出資している外郭団体の情報公開への指導
に努めていく旨も規定しています。 

5 



第３章 《市民の参加》 
 国籍、性別、年齢などに関わらず、まちづくりに参加
する権利を市民が有していることを規定するとともに計
画策定や条例制定時における市民参加についても規定し
ています。また、市民投票制度についても規定していま
す。 

第４章 《住民自治のしくみ》 
 新市建設計画（伊賀市まちづくりプラン）に盛り込ま
れている住民自治協議会の機能等について規定していま
す。また、住民自治協議会が設立されない場合の暫定的
な意見諮問機関として地域振興委員会やそれらが支所の
単位で連合した住民自治地区連合会についても規定して
います。 
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第５章 《議会の役割と責務》 
 議会の役割や責務等を規定するとともに、会期外での
議会活動や議会の会議に出席を求めた者を協議に加える
などの市民との情報共有や市民参加の促進、さらには議
員の政治倫理の保持や自己研鑽の推進など議員の責務に
ついて規定しています。 

第６章 《行政の役割と責務》 
 市長や行政の役割や責務を規定するとともに、市民に
分かりやすい組織体制や職員の資質向上、公益通報など
行政の運営方針について規定しています。また分かりや
すい予算編成、財政状況の公表、行政評価や外部監査の
実施等について規定しています。 
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第7章 《条例の見直し》 

 この条例の見直しについては、４年を目途に行い、常
に時代に即した条例とすることを規定しています。 
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伊賀流自治のしくみ 

 伊賀市自治基本条例では、第4章で「住民自治協議会｣の

要件等を明文化しており、自治の担い手となる、市民、市

議会、市（行政）の連携の中に、住民自治協議会が機能的

に位置づけられることが、伊賀流自治のしくみの大きな特

徴となっています。 
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伊賀市自治基本条例の見直しを検討する必要性 

市は、改正後４年を目途に社会情勢、経済情勢に応じて
施行状況を勘案し、検討の上、その結果に基づいて必要な
措置を講じるものとする（第58条） 

新市建設計画（伊賀市まちづくりプラン）が、平成31年
度末に計画期間を終了することから、計画期間満了を考慮
した検討が必要 

伊賀市自治基本条例は、合併時に周辺地域も含めた広い
地域の総合的な発展と振興をめざして策定された新市建設
計画（伊賀市まちづくりプラン）に掲げるまちづくり（住
民自治）を実現するために規定されている 
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伊賀市自治基本条例の見直しを検討する必要性 

社会情勢、地域課題が変化してきており、現状に即した
条例にするための検討が必要 

合併後13年が経過する中、伊賀市として総合的な視点に
よる検討が必要 
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伊賀市を取り巻く状況 

①人口減少が進展 
   
   Ｈ22国調 97,207人 → Ｈ27国調 90,581人 
 
 
②厳しい財政状況 
  ・生産年齢人口の減少に伴う税収減 
 
  ・普通交付税の合併算定替えから一本算定に向けた 
   移行時期 
 
  ・合併特例債による大型事業実施による公債費負担 
 
  ・公共施設の維持管理 
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地域コミュニティを取り巻く課題 

①地域活動の担い手（リーダーやその後継者）の不足 
 
②地域活動への参加者の減少・固定化 
 
③多様な地域主体との連携・ネットワークの不足 
 
④多様な地域課題への対応力の不足 
 
⑤団体の組織運営・マネジメント力の不足 
 
⑥情報の発信・収集・共有力の不足 
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各自治体の条例制定状況及び見直し規定の比較 

自治体名 伊賀市 四日市市 名張市 亀山市 鈴鹿市 松阪市 

施行日 H16.12.24 H17.9.1 H18.1.1 H20.8.1 H22.4.1 H24.12.1 

見直し規定 有（4年） 有（4年） なし 有（4年） 有 有 

構成 7章58条 8章25条 10章40条 9章33条 4章20条 6章26条 

自治体名 ニセコ町 生駒市 大和郡山市 

施行日 H13.4.1 H22.4.1 H24.4.1 

見直し規定 有（4年） 有（5年） 有（5年） 

構成 15章47条 10章55条 9章32条 
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主な検討課題 
① 基本的人権の視点 

② 住民自治協議会の役割と責務 

（住民自治協議会の役割と責務）※前回改正時の提案内容 
第26条の２ 住民自治協議会は、まちづくりに関する情報を会員相互に共 
 有するとともに会員がまちづくりに参加しやすい環境を整備するように努 
 めなければならない。 
２ 住民自治協議会が、前条第１項から第４項までの規定に基づく権能を行 
 使する場合は、会員への情報提供及び情報収集を行いその協議過程を公表 
 し、決定した内容を地域内で情報共有した上で行使しなければならない。 
３ 住民自治協議会は、第28条に規定する地域まちづくり計画を策定又は 
 変更する場合は、会員が意見を述べる機会を設けなければならない。 
４ 住民自治協議会は、協議及び事業に関して、会員に対して説明責任を果 
 たさなければならない。 

 日本国憲法でも謳われる基本的人権の尊重について、自治基本条例は伊賀
市の最高規範であるとのことから、この視点は入れるべきではないか 
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主な検討課題 

③ 住民自治協議会の権能に関する事項 

 ・例えば、同意事務の対象の判断基準が曖昧 
  

※住民自治協議会の同意事務に関する規則（平成24年7月25日） 
（同意事務の対象） 
第２条 同意事務については、当該地域において行われる住民生活と関わ 
 りが深く、重大な影響が及ぶと考えられる事務として、市が当該地域に 
 設置・運営する公共施設のうち、市長が必要と認めるものを対象とする。 
 
◆同意事務の対象となる事務については、市が当該地域に設置・運営する公
共施設のうち、水道、し尿処理、ごみ処理、保育所（園）、病院、幼稚園、
小中学校、地区市民センター、公民館、消防分署などの公益施設に係る建設
事業を想定し、また、これら以外の施設についても、当該地域で同意事務を
行うべきものがあると考えられるため、市長が必要と認めるものを加えてい
ます。 
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【公益施設の整備】 

Ａ地域 

Ｂ地域 
Ｃ地域 

②住民説明会の開催 

④同意書の提出 

伊賀市 

Ａ地域：同意事務   
Ｂ・Ｃ地域：住民説明会により対応 

①協議書の提出 

②住民説明会の開催 

③意向確認 

同意事務のイメージ 
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主な検討課題 

④ 住民自治地区連合会のあり方 

『伊賀市における自治組織のあり方に関する報告書（H22.3）』より抜粋 
 合併特例法で定める地域審議会としての役割と併せ、合併当初それぞれの
地域の特性を残すため設置された制度であるため、住民自治地区連合会は、
新市建設計画期間（10年）の暫定設置とし、その後は各地域の自治協によ
り情報交換の場として任意に設置することとします。 

住民自治地区連合会とは？ 

・旧市町村の特性を活かしたまちづくりの推進のために設置 
 
・支所の所管区域全域での意見等を聞く機関 



見直し検討の体制 
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総合計画審議会で担っていただくこと 

① 見直しの方針案について、ご意見をいただきたい。 
 
 
 
② 各条に関する見直しの方向性等について、ご意見を 
  いただきたい。 
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