古賀市条例第 １２ 号

古賀市まちづ くり基本 条例
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附則

古賀市は、国 の史跡に 指定されてい る船原古 墳、緑豊かな 犬鳴の山 並 や白砂
青松の花鶴浜 など、歴 史遺産と 自然 に恵まれ 、文化の伝承 も大切に されている
心豊かな地方 都市です 。 また、古来 より人や 物が行き交う 交通の要 衝となって
おり、多様な 人々が集 い、様々な場 で交流が 盛んに行われ ているこ とも、古賀
市の誇るべき 財産とな っています。
私たちは、英 知を傾け てこれら地域 の歴史、 文化を守り育 て、古賀 市の誇り
を次世代に引 き継いで いきたいと願 っていま す。
しかし、少子 高齢化の 進行、地方分 権社会の 進展などによ り、私た ちを取り
巻く環境は急 速に変化 しています。 そのなか で、心豊かな 子どもた ちが育つ、
安全で安心し て暮らせ るまちをつく り、未来 に残していく ためには 、議会、行
政はもとより 、市民一 人ひとりがま ちづくり の担い手とし て、これ まで以上に
人や地域の結 びつきを 強め、信頼関 係を構築 し、お互いに 協力し合 いながら、

前向きに取り 組んで行 くことが不可 欠です。
私たちはここ に、古賀 市におけるま ちづくり の担い手の役 割を明ら かにし、
私たちのまち 古賀市が 「これからも ずっと住 み続けたいと 誇 れるま ち」となる
ように、この 条例を制 定します。
第１章

総則

（目的）
第１条

この 条例は、 まちづくりの 基本 的事 項を定め、市 民等、議 会及び行政

がそれぞれの 役割を果 たし、相互 に 連携し、 市民が住み続 けたい と いえるま
ちの実現を図 ることを 目的とする。
（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。
⑴

まちづ くり

⑵

行政

住 みよいまちを つくるた めの公益的な 活動をい う。

市 長、教育 委員会、選挙 管理委員 会、監査委員 、農業委 員会、固

定資産評価審 査委員会 及び公営企業 管理者の 権限を行う市 長 並びに 当該機
関の職員をい う。
⑶

自治会

良好な地 域社会をつく るため、 市内の一定区 域 内 の市 民によっ

て主体的に組 織された 団体をいう。
⑷

校区コ ミュニテ ィ

良好な地 域社会を つくるため、 市内の 小 学校区 内の

市民、自 治会及び その 他の 団体等に よって主 体的に 組織さ れた団体 をいう。
⑸

市民活動 団体

特 定非営利活動 法人、ボ ランティア団 体その他 の共通の

目的を持つ人 が集まり 、自主的・自 発的に公 益的な活動を 行う団体 であっ
て市内で活動 するもの をいう。ただ し、主と して営利を 目 的とした 活動、
政治的活動及 び宗教的 活動を行う団 体並びに 自治会及び 校 区コミュ ニティ
を除く。

⑹

事業者

市内で 事業を営む個 人又は団 体（市民 活動団体 を除 く。）をいう 。

⑺

市民等

次のいず れかに該当す るものを いう。

ア

市内に住 所を有す る者

イ

市内に通 勤又は通 学する者

ウ

自治会

エ

校区コミ ュニティ

オ

市民活動 団体

カ

事業者

⑻

市民参画

行政が 実施するまち づくりに おいて、事業 の 企画、 実施又は

評価等につい て、市民 等が自主的に 意見 を述 べ、又は 提案 を行う等 直接関
与することを いう。
⑼

共働

市民等、 議会及び行政 が果たす べき責任と役 割を自覚 し、共通の

目標に向かっ て、対等 の立場で、自 己責任に 根ざす自律し た活動を 通し、
相互に補完し 合い、相 乗効果をあげ ながら、 様々な社会的 課題の解 決に当
たることをい う。
⑽

コミュ ニティ活 動

市民等が 地域又は 共通の目的に よってつ ながり、自

主的に行うま ちづくり であって、団 体として 行うもの をい う。
（まちづく りの基本 理念）
第３条

市民 等、議会 及び行政は、 次に掲げ る基本理念に よりまち づくりを推

進する。
⑴

相互に連 携し、古 賀市民憲章（ 昭和６０ 年 １１月告示 第６３号 ）に基づ
くまちづくり に取り組 む。

⑵

先人が築 いてきた 地域の歴史、 文化及び 英知を大切に し、次世 代に引き
継ぐとともに 、 相互に 人権を尊重し 、共に支 えあう地域社 会の形成 に取り
組む。

⑶

相互の自 主性及び 自律性を尊重 しながら それぞれの責 任と役割 を果たし 、
まちづくりに 取り組む 。

（まちづくり の基本原 則）
第４条

次に 掲げる事 項を本市のま ちづくり の基本原則と する。

⑴

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。

⑵

市民参 画の原則

市民参画に より行政 運営が行われ ること。

⑶

共働の 原則

共 働してまちづ くりに当 たること。

（条例の位 置付け ）
第５条

この 条例は、 本市のまちづ くりの基 本的事項を定 めるもの であり、他

の条例、規則 又は 行政 計画（行政が 策定する 様々な計画を いう。以 下同じ。）
等を定めるに 当たって は、この条例 の趣旨を 尊重し、整合 性 の確保 を図る。
第２章

市民 等・議会 ・行政の役割

（市民等の 役割等）
第６条

市民 等は、自 らがまちづく りの担い 手であること を認識し 、積極的に

まちづくりに 関わるよ う努める。
２

市民等が まちづく りに取り組む に当たっ ては、自発的 意思が尊 重されるも
のとする。

３

市民等は 、まちづ くりに取り組 むときは 、自らの発言 及び 行動 に責任を持
つものとする 。
（議会の役 割等）

第７条

議会は、選挙 で直接選ばれ た議員で 構成する 議事 機関とし ての役割を

担う。
２

議会及び 議員活動 その他必要な 事項につ いては、古賀 市議会基 本条例（平
成２５年条例 第３３号 ）に定めると おりとす る。
（行政の役 割等）

第８条

市長 は、選挙 で直接選ばれ た代表者 として市を統 轄する。

２

市長は、 効率的で 公正かつ透明 性の高い 行政運営 を行 う。

３

職員は、 全体の奉 仕者として、 職員間の 情報共有・連 携を図り ながら公平
かつ公正に職 務を遂行 する。
第３章

まち づくりの 基本的事項

（情報共有 ）
第９条

市民 等、議会 及び行政は、 信頼関係 の構築のため 、情報共 有の推進に

努める。
２

自治会、 校区コミ ュニティ、市 民活動団 体及び事 業者 は、まち づくりに関
する情報を積 極的に発 信するととも に、 共有 するよう努め る。

３

行政は、 市民等が 必要とする情 報の把握 に努めるとと もに、ま ちづくりに
関する情報を 積極的に 発信する。
（市民参画 ）

第１０条
２

市 民等は、 自発的意思に 基づいて 、市民参画 す ることが できる。

行政は、 市民 参画 の機会を確保 するため 、その環境の 整備に努 める。
（共働）

第１１条

市 民等、議 会及び行政は 、対等な 立場で相互に 理解を深 め、共働の

まちづくりの 推進に努 める。
２

市民等、 議会及び 行政は 、相互 連携がま ちづくりの新 たな展開 及び 発展を
生むことに鑑 み、対話 及び交流の機 会 の提供 に努める。
（コミュニ ティ活動 ）

第１２条

自 治会は、 その区域内の まちづく りを実践する 主体とし て、市民の

交流・親睦を 促進する 活動を行うと ともに、 身近な暮らし に関わる 課題の解
決に取り組む ものとす る。
２

校区コミ ュニティ は、小学校区 内の市民 、自治会、小 中学校及 び 市民活動

団体等の交流 ・連携を 促進する活動 を行うも のとする。
３

自治会、 校区コミ ュニティ、市 民活動団 体及び事業者 は、それ ぞれの特性
を生かしなが ら、連携 ・協力してコ ミュニテ ィ活動の推進 に努める 。

４

市民等は 、自治会 活動をはじめ とする コ ミュニティ活 動がまち づくりの担
い手としての 意識を育 むとともにま ちづくり に寄与してい ることを 踏まえ、
コミュニティ 活動 に参 画・協力する よう努め る。

５

行政は、 コミュニ ティ活動の円 滑化及び 活性化を図る ため、自 治会、校区
コミュニティ 、市民活 動団体及び事 業者の主 体性を尊重し 、その自 主性及び
自律性を損な わない範 囲で、コミュ ニティ活 動に対する支 援を行う よう努め
る。
第４章

行政 運営

（基本構想）
第１３条

市 長は、総 合的かつ計画 的な行政 の運営を図る ため、基 本構想を策

定する。
２

基本構想 の策定に 関し必要な事 項につい ては、古賀市 基本構想 の策定に関
する条例（平 成２３年 条例第１６号 ）に定め るとおりとす る。
（行政計画 ）

第１４条

行 政は、行 政計画の策定 に当たっ ては、市民参 画 の機会 の充実に努

める。
２

行政は、 行政計画 の適切な進行 管理を行 う。
（意見等の 取扱い）

第１５条

行 政は、行 政運営に反映 させるた め、市民等の 意見 を広 く聴く機会

の充実を図る 。
２

行政は、 市民等か ら行政運営に 対する意 見、要望 又は 提言等を 受けたとき
は、適正かつ 公正に対 応する。

（附属機関 等）
第１６条

行 政は、附 属機関等の委 員を選任 するに当たっ ては、公 募等により

幅広い層の市 民等から 選任するよう 努める。
第５章

実効 性の確保

（条例の推 進・検証 ）
第１７条

市 長は、こ の条例の推進 及び運用 状況の検証を 行うため 、古賀市ま

ちづくり基本 条例検証 委員会（以下 「検証委 員会」という 。） を置 く。
２

検証委員 会の組織 及び運営に関 し必要な 事項は、市長 が 定める 。
（条例の見 直し）

第１８条

市 長は、こ の条例の施行 後４年を 超えない期間 ごとに、 社会情勢の

変化を勘案し 、この条 例の規定につ いて検証 を加え、その 結果に基 づいて必
要な措置を講 じる 。
２

市長は、 前項の検 証に当たって は、検証 委員会に諮問 する 。

附

則

この条例は、 平成２９ 年４月１日か ら施行す る。

