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廿日市市協働によるまちづくり基本条例（仮題）要綱案   

要  綱  案 条  文  案 備    考 

前文 

第１章 総則 

第１ 目的 

第２ 定義 

１ まちづくり 廿日市市の地域に存する課題の解決を図り、

住みよい豊かな地域社会を形成するための活動をいう。 

※条文中に「まちづくり活動」と出てくる箇所について、整

理が必要 

２ 市民 次に掲げるものをいう。 

ア 市内に居住、通勤又は通学する個人 

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人又は団体 

ウ 市内において活動する個人又は団体 

３ 市 廿日市市の執行機関をいう。 

４ 協働によるまちづくり 市民と市が共同でまちづくりに

取り組むことをいう。 

（第２案）市民と市（及び市民相互）がそれぞれの立場を

理解し、自主性を尊重し、及び共同してまちづく

りに取り組むことをいう。 

５ まちづくり活動団体 地縁によるつながり又は公共的な

関心によるつながりを持ち、（相互に助け合い、及び）共通

の目的を達成するために活動する団体をいう。 

注：「市民」と「コミュニティ推進団体」は重複した概

念であるため、条文化に当たっては、更なる検討が

必要  

※ 地縁系活動団体とテーマ系活動団体の定義が必要 

※ 地域と地区について、第 1 章 総則 で定義 

６ 地区 コミュニティ推進団体の活動区域とし、おおむね小

学校区を単位とする区域（大野地域は区の活動区域）をいう。 

７ 地域 合併（平成○年における廿日市市等の合併をいう。）

前の市町村の区域をいう。 

 

 

 

（定義） 

第○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。 

(1) まちづくり 廿日市市の地域に存する課題の解決を図り、

住みよい豊かな地域社会を形成するための活動をいう。 

(2) 市民 次に掲げるものをいう。 

ア 市内に居住、通勤又は通学する個人 

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人又は団体 

ウ 市内において活動する個人又は団体 

(3) 市 廿日市市の執行機関をいう。 

(4) 協働 市民と市及び市民相互がそれぞれの立場を理解し、

自主性を尊重し、及び共同してまちづくりに取り組むことを

いう。 

 

(5) まちづくり活動団体 地縁に基づくつながりにより地域

的な課題を解決するために活動する団体（以下「地縁による

まちづくり活動団体」という。）及び共通の関心に基づくつ

ながりにより共通の目的を達成するために活動する団体（以

下「共通の関心によるまちづくり活動団体」という。）をい

う。 

(6) 地区 おおむね小学校区（旧大野町の区域においては、区）

を単位とする区域をいう。 

(7) 地域 平成１５年における合併前の旧廿日市市、旧佐伯町

及び旧吉和村の区域並びに平成１７年における合併前の旧

大野町及び旧宮島町の区域をいう。 

(8) 人づくり まちづくりに取り組む人材を育成する活動及

び探し出す活動をいう。 

 

 

 

 

 

 

・言い回しについては、じ

っくりご検討ください。 

 

 

 

 

・マーカ＝検討課題 

・「協働のまちづくり」→「協

働」としました。 

・言い回しについては、じ

っくりご検討ください。 

・「趣味的」を含めて「共通

の関心」としました。 

・言い回しについては、じ

っくりご検討ください。 
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第２章 協働によるまちづくりを推進するための基本原

則等 

第１ 基本原則 

１ 次世代にわたるまちづくりが可能となるよう、人づくりを

行う。 

２ 地縁系活動団体を中心に主体的な地域活動が行われてい

る地区を基本単位として、地域、市域全体へとつながってい

く重層的なまちづくりを市内・市外の多様な主体と連携しな

がら進める。 

３ 市民によるまちづくりの自主性及び自立性を尊重し、情報

共有を前提に相互理解を進め、信頼関係づくりを行う。 

 ４ まちづくりを活発にし継続させるために、評価を行う。 

※評価について追加する。 

 

 

第２章 協働によるまちづくりの基本原則等 

（基本原則） 

第○条 まちづくりは、多様な主体が連携及び協力を図ることに

より次代にわたって継続されるようにするため、人づくりを行

いつつ取り組まれなければならない。 

２ まちづくりは、地縁によるまちづくり活動団体及び共通の関

心によるまちづくり活動団体が地区の特性を生かしつつ相互

に緊密な連携及び協力を図ることにより、地区を構成する地域

へ、更に市の全域へとあまねく展開される重層的なまちづくり

が進められるとともに、市の区域外の主体と連携及び協力を図

りつつ取り組まれなければならない。 

３ まちづくりは、市民の自主性及び自立性を尊重し、かつ、市

民と市及び市民の間において情報の共有を図ることにより、お

互いの信頼を築きつつ取り組まれなければならない。 

４ まちづくりは、市民による主体的なまちづくりを奨励し、か

つ、継続したまちづくりを推進するため、市民によるまちづく

りの価値を認める活動を行いつつ取り組まれなければならな

い。 

５  まちづくりは、多様な主体が協働するに当たり、それぞれの

立場を尊重し、かつ、対等な立場で話し合いを行いつつ取り組

まれなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第３項と若干重複してい

る。 

第２ 協働によるまちづくりに参加する市民の権利 ←余計な

規定ですがお奨めです。 

１ 市民は、それぞれの立場において、協働によるまちづくり

に参加する権利を有する。 

２ 20 歳未満の市民は、年齢に相応した協働によるまちづく

りに参加する権利を有する。 

３ まちづくりに取り組む市民の自主的な活動は、尊重されな

ければならない。 
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第３ 市民の責務（役割及び責務） 

１ 市民は、まちづくりに関心を持つとともに、まちづくりに

関する主体的な担い手であることを認識し、個人で又はコミ

ュニティ推進団体を結成してまちづくりに取り組むよう努

めるものとする。 

（第２案）市民は、それぞれの立場から主体的に、まちづ

くりに取り組む役割を担うものとする。 

２ 市民は、まちづくりへの取組に当たっては、市民が持つ知

識、技能等を積極的に活かして取り組むものとする。 

 

 

  

第４ コミュニティ推進団体（※１）の責務 

１ コミュニティ推進団体（※１）は、基本理念にのっとり、

自主的かつ積極的にまちづくりに努めるとともに、協働

によるまちづくりの推進に協力するよう努めるものとす

る。 

２ コミュニティ推進団体（※１）は、活動内容の公益性に鑑

み、その活動が当該活動の成果を受ける者に対して等しく享

受されるよう努めなければならない。 

 

 

  

第５ 市の責務 

市は、基本理念にのっとり、協働によるまちづくりの推進に

関し、市民及びコミュニティ推進団体（※１）との連携を図

りつつ、協働によるまちづくりに関する施策を総合的、計

画的かつ具体的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

 

 

  

第２章の２ 協働によるまちづくり推進計画 ←余計な

章かもしれませんがお奨めです。 
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第１ 協働によるまちづくり推進計画 

１ 市長は、協働によるまちづくりに関する施策の総合的、計

画的かつ具体的な推進を図るため、協働によるまちづくり推

進計画を定めなければならない。 

２ 市長は、協働によるまちづくり推進計画を定め、またこれ

を変更しようとするときは、あらかじめ、市民の意見を聴か

なければならない（市民の参加により作成しなければならな

い。）。 

３ 市長は、協働によるまちづくり推進計画を作成したとき又

は変更したときは、速やかにこれを地域の関係機関に通知す

るとともに、公表しなければならない。 

 

第３章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 

第１節 人づくり ※素案を尊重し「人づくり」とする。 

第１ まちづくりを担う人材の育成 

１ 市民は、社会教育や生涯学習を通じて、まちづくりについ

て学び合い、人材の育成に取り組むよう努め、市は、市民が

行うこの取組を支援するなど人材育成のために必要な方策

を行うものとする。 

※「施策を講ずる」の表現が硬いためここでは

「方策を行う」と修正。今後条例全体にかか

ることとして方針を決定し、全体を修正する

必要あり。 

２ 前項に規定する市民が行う取組又は市が行う方策は、

現にまちづくりを行っている者のみならず、子ども、若

者等の将来においてまちづくりを担う者に対しても行わ

れるものとする。 

３ 前項に規定する子どもに対する取組又は方策は、地域への

関心と理解を深めるため学校、家庭、地域住民その他の関係

者が連携して行われるものとする。 

４ まちづくり活動を行う者は、まちづくりリーダーの育成に

努めるものとする。 

第３章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 

第１節 人づくり 

（まちづくりに取り組む人材の育成） 

第○条 市民は、社会教育又は生涯学習の場を通じて、市民相互

にまちづくりを学ぶことにより、まちづくりに取り組む人材を

育成するよう努めるものとする。 

２ 市は、市民による人材の育成を支援するために必要な方策を

行うものとする。 

 

 

 

３ 市民による人材の育成及び市による必要な方策は、次代の

まちづくりを担う子ども、若者等の世代に対して特に行わ

れるよう配慮されなければならない。 

 

４ 市民による人材の育成及び市による必要な方策でとりわけ

子どもに対するものは、子どもが地域に対する関心を高め、

かつ、理解を深めることができるよう、家庭、学校、地区及び

地域の住民その他の者が連携を図ることによって行われなけ

ればならない。 

 

 

 

・人材育成を行うの主語は、

「まちづくりに取り組む

者」か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「地域」の語は、他の言葉

へ言い換えが必要 
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注：「市」は、市の執行機関を意味しているため、

教育委員会も含まれている。 

５ 市は、職員は市民の奉仕者であるとの自覚のもと、まちづ

くりに理解を有し、積極的に行動する職員を育成する方策を

行うものとする。 

 

 

 

（まちづくりリーダーの育成） 

第○条 まちづくりに取り組む者は、人づくりに努めるものとす

る。 

 

（まちづくりに取り組む者を探し出す活動） 

第○条 まちづくりに取り組む者は、まちづくりに取り組む人材

の育成に続く活動として、人材を探し出す活動を行うよう努め

るものとする。 

 

 （まちづくりに取り組む職員の育成） 

第○条 職員は、市民への奉仕者であるととともに市民の一員で

あることを自覚し、自らが積極的にまちづくりに関わるよう努

めるものとする。 

第２ 人材の発掘(※１) ※当初の構成どおりとする。 

１ まちづくりを行う者は、第１に規定する人材の育成につな

がるものとして、人材を発掘する方策を行うよう努めるもの

とする。 

２ 市は、職員が職務外で地域活動に関わることができる方策

を行うものとする。 

 

 

  

第２節 地域特性を生かした連携 

第１ 地区のまちづくり 

１ 地区の地縁系活動団体は、地区のまちづくりに関する情報

共有、地区におけるまちづくりの課題及びその解決方法の協

議などを行うため、地区円卓会議を開催することができる。 

２ 地区円卓会議に参加するその地区の市民及びまちづくり

活動団体（以下「地区円卓会議参加者」という。）は、それ

ぞれ対等な立場で参加していることを認識し、お互いの意見

を尊重するものとする。 

３ 地区円卓会議参加者は、地区円卓会議の協議を経て、身近

第２節  地区、地域、市域全域のまちづくり 

（重層的なまちづくり） 

第○条 地区に関わるまちづくりは、地区単位に設置された市民

センター（旧大野町の区域にあっては、地域集会所）を（まち

づくりに取り組む者の）活動の拠点として、地区の特性を生か

した取組が行われるよう推進されるものとする。 

２  地域に関わるまちづくりは、地域単位に設置された支所（旧

廿日市市の区域にあっては、本庁）を（まちづくりに取り組む

者の）活動の拠点として、地域の特性を生かした取組が行われ

るよう推進されるものとする。 

 

 

・合併によって誕生した廿

日市市のまちづくりは、

これまでの地区又は地域

の歴史的経緯と特性を尊

重して進める必要がある

ことから、地区、地域、

市域全域という重層的な

まちづくりについて規定
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な地域課題の解決その他のまちづくり活動を自主的に行う

ものとする。 

４ 市は、地区円卓会議の開催及び運営に関しては、その地区

の市民及びまちづくり活動団体の自主的な活動を尊重する

とともに、必要に応じて参画、支援をするものとする。 

５ 市は、地区円卓会議で協議した事項を尊重し、必要な施策

を講ずるものとする。 

６ 市は、市民センター及び地区集会所（※４）を拠点として、

その地区の市民及びまちづくり活動団体との協働により、地

区の実情に応じたまちづくりを進めるものとする。 

７ 市民センターは、地区の市民及びまちづくり活動団体が行

う地区のまちづくり活動に対して、その自主性と自立性を尊

重しつつ、次に掲げる事項を適切に行うものとする。 

 (1) 活動の場及び機会の提供 

 (2) まちづくり活動団体間の連携の促進 

 (3) その他地区のまちづくりに関すること。 

 

３  市の全域に関わるまちづくりは、市民活動センター等を（ま

ちづくりに取り組む者の）活動の拠点として、地域を超えた取

組が行われるよう推進されるものとする。 

 

（円卓会議） 

第○条 円卓会議は、第○条の基本理念にのっとり、市民、まち

づくり活動団体及び市がまちづくりに関する情報を共有し、又

は課題の解決を図るための話し合いの場とする。 

２ 前項の円卓会議は、地区に関わるまちづくりについて話し合

うときは地区円卓会議と、地区を超えて地域に関わるまちづく

りについて話し合うときは地域円卓会議と、地域を超えて市の

全域に関わるまちづくりについて話し合うときは市円卓会議

とする。 

３ 市民、まちづくり活動団体及び市は、必要に応じて円卓会議

を開催するよう努めるものとする。 

する。 

・「（まちづくりに取り組む

者の）」を記述するかどう

かは要検討 

・第１項で円卓会議を説明

し、第２項で、地区円卓

会議、地域円卓会議、市

円卓会議を規定し、第３

項で円卓会議の開催に努

める規定を定める。 

・円卓会議の開催方法等に

ついては、地区又は地域

のまちづくりの状況、経

緯に基づいて、それぞれ

地区又は地域ごとに定め

る。 

第２ 地域のまちづくり 

１ 市は、支所及び市役所を拠点として、地域の市民及びまち

づくり活動団体との協働により、地域特性を生かした地域の

まちづくりを進めるものとする。 

２ 市は、地域のまちづくりに関する情報交換、地域における

まちづくりの課題及びその解決方法の協議などを行うため、

地域ごとに地域円卓会議を開催するものとする。 

３ 地域のまちづくり活動団体は、市に対して、地域円卓会議

の開催を求めることができる。 

４ 前項の規定による地域円卓会議の開催の求めがあったと

きは、市は、速やかに地域円卓会議を開催するものとする。 

 ５ 市は、地域円卓会議で協議した事項を尊重し、必要な施策

を講ずるものとする。 
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第３ 市域全体のまちづくり 

 １ 市は、地区・地域の枠組みを越えて、市民、まちづくり活

動団体、企業など多様な主体との連携により、市域全体のま

ちづくりを進めるものとする。 

２ 市は、地区及び地域のまちづくりを進めていくうえでの課

題、要望などに適切に対応できるよう機能的かつ効果的な組

織運営に努めなければならない。 

３ 市民活動センターは、市民及びまちづくり活動団体が行う

まちづくり活動に対して、その自主性と自立性を尊重しつ

つ、次に掲げる事項を適切に行うものとする。 

(1) 市域全体の情報共有及び話し合いの場の設置 

(2) 地縁系活動団体、テーマ系活動団体、企業など多様な主

体の連携によるまちづくりの推進 

 

  

第３節 信頼関係づくり 

第１ まちづくり活動の支援  

１ 市は、地域又は地区における市民によるまちづくり活動が

積極的に行われるよう、必要な施設及び環境の整備と機能の

充実に努めなければならない。 ※第２節第１ ２から移動 

第２ まちづくりに関する情報の共有  ※第２章第６から移

動 

１ 市民、コミュニティ推進団体及び市はそれぞれの行う活動

を理解し、協力してまちづくりに取り組むことができるよう

情報の共有に努めるものとする。 

２ コミュニティ推進団体及び市は、その行う活動について積

極的な情報の提供に努めるものとする。 

３ 前項の規定による情報提供は、情報を受ける者が理解しや

すいよう、分かりやすい情報を作成し、適切な方法で行うよ

うに努めなければならない。 

 

第４節  信頼関係づくり 

（まちづくり活動への支援） 

第○条  市は、市民及びまちづくり活動団体が積極的にまちづく

りに取り組むことができるよう、活動の場となる施設の整備、

情報共有及び交流の場となる機会の提供その他のまちづくり

を行うための環境の整備に努めなければならない。 

 

（情報の公表及び共有） 

第○条  市民、まちづくり活動団体及び市は、相互の活動を理解

し、協働によるまちづくりを推進するため、自らが行う活動に

関する情報を積極的に公表するとともに、相互に情報の共有を

図るよう努めるものとする。 

２  まちづくりに関する情報は、情報を受ける者が十分に理解す

ることができるよう分かりやすいものとし、適切な方法により

公表又は共有されなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

要綱第１項と第２項をまと

めました。 

第４節 市のまちづくり活動への評価 ※「第３章第２

節」から移動 

 

 

※この節は、26 日の送付を

受けて取り急ぎ作業をした
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第１ 市のまちづくり活動への評価・支援 

１ 市民は、まちづくり活動が適切に行われているか、自己評

価するものとします。 

２ 市は、市民等によるまちづくり活動を評価し、その活動に

相応した支援を行うものとします。 

３ 市民及び市は、まちづくり活動を推進するため、その活動

に対し、感謝・賞賛・期待の気持ちを大切にします。 

４ 市は、まちづくり活動を推進するため、まちづくり活動団

体からの申請に基づき、優良なまちづくり団体として認定

（表彰）・支援（対価）する制度を設けます。 

５ 市長は、第４項の規定による制度に係る基準を策定しよう

とするときは、あらかじめ、第４章に規定する協働によるま

ちづくり審議会の意見を聴かなければならない。 

 

（自己評価） 

第○条 まちづくり活動団体は、自らが行うまちづくりが適切に

行われているかどうかについて、活動の評価を行うよう努める

ものとする。 

 

（市による評価及び支援） 

第○条 市は、まちづくり活動団体が行うまちづくりについて、

協働によるまちづくり審議会の意見を聴いて評価を行い、その

活動に対し必要な支援を行うものとする。 

 

（市民によるまちづくり活動の尊重） 

第○条 市民及び市は、市民によるまちづくりを促進するため、

その活動を尊重するものとする。 

 

（認定及び支援制度） 

第○条 市は、まちづくり活動団体からの申請に基づき、優良な

まちづくり活動団体として認定し、表彰する制度及び支援する

制度を設けるものとする。 

２ 市長は、優良なまちづくり活動団体の認定基準を策定しよう

とするときは、あらかじめ、協働によるまちづくり審議会の意

見を聴かなければならない。 

部分です。 

・自己評価を規定するのは

少し厳しいような気はし

ます。 

・一人ひとりの市民が行う

まちづくり活動について

も自己評価を行うことを

努力義務として課すこと

は困難であると考え、ま

ちづくり活動団体に限定

する代案を提案します。 

・ひとりの市民が行うまち

づくり活動に対して市が

支援することは困難であ

ると考え、まちづくり活

動団体が行う活動に対し

て支援を行うこととしま

した。また、市の評価に

あたっては、あらかじめ

審議会の意見と聴くもの

とすることとしました。 

・「感謝・賞賛・期待の気持

ち」を持つことは大切で

すが、これは基本原則に

委ねたべきではないかと

思います。また、この節

で規定しようとするとき

は、「感謝・賞賛・期待の

気持ち」とすることは難

しいので、「当該活動を尊

重する」という規定にし

ています。 
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・「対価」は難しい概念であ

るので、「支援」で足りる

と思いますが、具体的に

記述ことが必要であれば

「技術的又は金銭的支

援」とすることでどうで

しょうか？ 

第４章 協働によるまちづくり審議会 ※名称再検討 

←評価のために有効な手段です。 

第１ 審議会の設置 

１ この条例による協働によるまちづくりの推進を実効ある

ものにし、まちづくりの実情に的確に対応させるため、協働

によるまちづくり審議会（以下「審議会」という。）を設置

する。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じて、次に事項について調査及

び審議する。 

(1) 協働によるまちづくりの方針に関する事項 

(2) 協働によるまちづくりの実施状況に関する総合的評価

の実施に関する事項 

(3) 協働によるまちづくりに関する施策について改善策に

関する事項 

(4) この条例の改廃に関する事項 

 

３ 審議会は、市長からの諮問に応じて答申するほか、協働に

よるまちづくりの実施について、市長に意見を述べることが

できる。 

 

第４章 実効性の確保 

 

（協働によるまちづくり審議会） 

第○条 この条例に定める協働によるまちづくりを実効性のあ

るものとし、かつ、まちづくりの実情に的確に対応させるた

め、協働によるまちづくり審議会（以下「審議会」という。）

を設置する。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じて、次に事項について調査及び

審議する。 

(1) 第○条に規定する協働によるまちづくり推進計画に関す

る事項 

(2) 協働によるまちづくりの実施状況に係る総合的評価に関

する事項 

(3) 協働によるまちづくりに係る施策の改善に関する事項 

(4) 第○条第４項に規定する表彰基準及び支援基準に関する

事項 

(5) この条例の改廃に関する事項 

３ 審議会は、市長からの諮問に応じて答申するほか、協働によ

るまちづくりの実施について、市長に意見を述べることができ

る。 

 

・名称は審議会とする（8/1） 

・審議会の設置については、

条例で定め、以下、組織

等については、別に定め

るかどうかは別途検討す

る。 

 

 

 

・第２項第１号については、

そもそも「協働によるま

ちづくり推進計画」を定

めるかどうか。 

第２ 組織等 

１ 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員

10人以上 15人以内をもって組織する。 ※○人以上と書く

ことについて技術的な面からアドバイス願います。 

（組織） 

第○条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委

員 15人以内をもって組織する。 

(1) 市民であって公募に応じた者 ８名以内 

 

 

 

 



10 

(1) 市民であって公募に応じたもの ※規定は大切と思う

順に修正。 

(2) まちづくり活動団体から推薦を受けた者 

(3) その他、市長が適当と認めた者 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、連続して３期を超えない範囲で再任されることが

できる。 

 

(2) まちづくり活動団体から推薦を受けた者 ５名以内 

(3) その他市長が適当と認めた者 ２名以内 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、連続して３期を超えない範囲で再任されることがで

きる。 

 

 

第３ 会長及び副会長 

１ 審議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によ

ってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職

務を代理する。 

 

（会長及び副会長） 

第○条 審議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選に

よってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務

を代理する。 

 

 

第４ 会議 

１ 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のとき

は、会長の決するところによる。 

 

（会議） 

第○条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことが

できない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。 

４  審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会の議決があっ

たときは、非公開とすることができる。 

 

 

第５ 庶務 ※事務局の規定を追加する。 

１ 審議会の庶務は、○○部において処理する。 

 

 

（庶務） 

第○条 審議会の庶務は、○○部において処理する。 

（委任） 

第○条 この節に定めるもののほか、審議会の運営について必要

な事項は審議会が定める。 
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 （検証及び必要な措置） 

第○条 市は、４年を超えない期間ごとに、この条例の施行状況

を検証し、必要があると認めるときは、適切な措置を検討する

ものとする。 
 

・適切な措置とは、条例の

改正案を議会に提案する

ことを言う。 

第５章 雑則 

第１ 委任 

この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

 

  

 

附 則 

この条例は、平成○年○月○日から施行する。 

 

  

 


