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前文
四王寺山や宝満山等のみどり豊かな自然と文化遺産に恵まれた私たちのまち太宰
府市は、かつて「遠の朝廷（とおのみかど）」と呼ばれた九州の政治の中心であ
り、また外国との窓口として歴史的にも重要な役割を果たしてきました。今日で
も、太宰府天満宮、特別史跡大宰府跡、水城跡、大野城跡をはじめとする歴史的・
文化的遺産や、九州国立博物館等の文化施設を有する全国屈指の観光都市であり、
学問・文化交流の拠点としての良き伝統を受け継いでいます。
先人たちが築いてきたこの歴史と文化、そして豊かな自然は、私たちの大きな誇
りです。私たちは、こうしたこのまちの良さを守り、しっかりと育てていきたいと
願っています。
一方、少子高齢化をはじめとして、さまざまな課題が生じています。私たちは、
るい未来をつくりあげていきたいと考えています。

性及び自律性を尊重しつつ、互いに協力しながらまちづくりを行っていく必要があ
ります。
んでよかった」と実感することができるよう、太宰府市にかかわるすべての人が笑
顔あふれるまちを目指して、ここに太宰府市自治基本条例を制定し、本市における
自治の基本原則を定めます。
第１章

総則

第1条 目的
この条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を定めることにより、市

第2条 条例の位置付け
・法令等審査委員会でのチェック項目に自治基本条例との整合性を入れる。

・自治基本条例と他の条例等と
の整合性の確保。

の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を最大限尊重し、整合性の確保を図るも

・自治基本条例との整合性のチェックを法制執務担当者の責務として明確化する。

のとする。また、本市の市政運営上必要な基本構想その他計画を策定し、これらに

・新規条例制定時には原課と法制担当及び自治基本条例担当で協議を行う。

基づく施策及び事業を実施し、又は法令及び条例等を執行する場合も同様とする。

・条例の制定や改廃を議会に提案する時に、自治基本条例に言及する。
・条例間の齟齬の指摘を人事評価に組み込んだり、チェックする研修を行う。
・定期的に既存の条例等が自治基本条例に整合しているかを確認する仕組みを設け
る。
（例：自治基本条例審議会の一部の委員で年2回程度の会議開催）
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第3条 定義
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。
事業所に勤務する者、市内にある学校に在学する者、市内に不動産を所有する者又
は市内で事業活動その他の活動を行う者若しくは団体(以下「事業者等」という。)
をいう。
管理者並びに当該執行機関等の事務等に従事する職員をいう。
(3) まちづくり 太宰府市を住みやすく、魅力あふれるまちにするためのあらゆ
る取り組みをいう。
わることをいう。
(5)

協働 まちづくりにかかわる多様な主体が、それぞれの役割及び責務を自覚

力して課題解決に取り組むことをいう。
(6)

コミュニティ 自治会等の地縁による団体及びまちづくりの担い手として認め

られる特定非営利活動法人その他これらに類する団体をいう。
第4条 自治の基本原則

する。

を行うものとする。

る権利を有する。
(1) 市政運営に関する情報を知る権利
(2)

まちづくりに参画し、意見を表明し、又は提案する権利

び互いの人権を尊重し、助け合いの精神をもってまちづくりに参画するよう努める
ものとする。
び行動に責任を持つものとする。
学生や若者等の意見及び活動を尊重するよう努めるものとする。
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第7条 子どもの権利等
・子ども食堂のさらなる支援を図る。
2 子どもは、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有する。

・太宰府市をどういうまちにしたいかなどのテーマをもとにまちづくりについて主
体的に考えてもらう機会をさらにつくる。

ような環境の整備。
・子どもが、自らがまちづくり

し、地域における世代間交流や見守り活動等により、子どもの健全育成及び安全の

（例：学校教育でまちづくりをテーマに意見交換を行ったり、作文発表に取り組ん

確保に努めるものとする。

だりといった学校教育における取り組みのほか、子ども未来会議の取り組みも実際
に行われているが、これをさらに充実させていく。）

よう、環境の整備に努めるものとする。

の主体であることを自覚しなが

・学校に関する施策に関して当事者である子ども達の意見を反映させるなど、まち
づくりに反映する取り組みをさらに行う。
（例：市内小中高校及び大学に要望、意見を出してもらう目安箱を設置し取り組ん

備。
・子どもがまちづくりに関して

の整備に努めるとともに、表明された意見をまちづくりに活用する仕組みの構築に

でいるところ、当該意見の実現をさらに積極的に進める。）

自らの意見を表明できる環境の

努めるものとする。

・学校の建て替えや学校給食に関して子ども達の意見を取り入れる、自治会などの

整備。

身近なまちづくり活動に子ども達の意見を反映させる。

・表明された意見をまちづくり

・子ども達が自ら挑戦しようと思った時に実行できる場をつくる。

に活用する仕組みの構築。

（例：魅力ある図書館づくり）
しながら実施する。
・子ども議会が開催されたが、定期的な開催などさらに充実を図る。
第8条 事業者等の役割及び責務
事業者等は、地域社会の一員として、その社会的な役割を認識し、地域社会の調
和ある発展のために協力するよう努めるものとする。
第3章 議会
第9条 議会の役割及び責務
議会は、市政上の重要な意思決定を行う機関及び執行機関を監視する機関として 議会基本条例
の役割を果たすとともに、政策の立案に積極的に取り組むものとする。

（例：意見交換会、議会モニター制度、議会サポーター制度）

会運営の実現。
をより簡便に知ることができる方法で説明責任を果たすものとする。
第10条 議員の役割及び責務
意思を把握し、総合的な視点に立って、公正かつ誠実に職務を遂行する責務を有す
る。
2 議員は、調査研究その他の活動を通じ、議会における審議及び政策の立案活動
の充実に努めなければならない。
3 議員は、自らの議員活動に関する情報を提供し、及び議会の議決に関する自ら

しなければならない。
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正かつ誠実に市政運営を行わなければならない。
対し説明責任を果たすよう努めるものとする。
しなければならない。
第12条 職員の役割及び責務
人材育成基本方針

・人事評価や行政評価の機会を通じて、職員一人一人が現状を分析し、仕事の仕方

人事評価制度

を改善するような働きかけをする。

ならない。
遂行と課題等の解決の取り組

・職員としてなぜこの仕事が必要なのかという目的意識を持てているか、現実が見
欲を持って職務を遂行し、課題等の解決に取り組まなければならない。

み。

えているか、それらのギャップを解決しようとする働き方が出来ているかを振り返
る機会を設ける。

しなければならない。

（例：人事評価、日常的な上司の指導や助言）

第5章 コミュニティ
第13条 コミュニティ
・事業の推進等にあたっては、地域自らが必要だと認識し、自ら実施しようと思え
に参画し、その活動に関わるよう努めるものとする。
2 コミュニティは、それぞれの特性を生かしつつ連携し、協力し、まちづくりの

るような工夫をする。

推進に努めるものとする。

（例：情報交換の場を定期的に設ける。地域担当職員が積極的に情報提供する。）

・横の連携を促すような人的支援の取り組みを行う。
・自治会の課題に対する解決策や市の支援策を自治会と市が一緒に考えることが出

その自主性及び自律性を損なわない範囲で、積極的にコミュニティの活動を支援す
るよう努めるものとする。

来るようなボトムアップの仕組みをつくる。
・モデルケースとして自治会の業務や行事の棚卸作業や整理作業を職員が手伝うこ
とで、自治会の負担軽減を図ると共に地域の現状を知る。

・自主性及び自律性を損なわな

・大学などの外部団体と自治会をつないだり、地元の若者に参加してもらうための

い範囲でのコミュニティ活動の

ノウハウを研究することで、自治会と若者の関わりをつくる支援を行う。

支援。

・消防団活動及び自治会活動への参加を人事評価に入れることについても検討す
る。
・自治会役員の女性割合を自治会が高めようと思える仕掛けをつくる。
・コロナ禍でも出来る事を模索している自治会の活動を制限することがない様に支
援の在り方を再確認し、柔軟に対応する。
・コミュニティ活動が停滞しないように通常の活動が出来ない今だからこそ出来る
活動などの情報を提供する。
・議会活動以外に議員がチームを組み、調査研究の一環として自治会をサポートす
る。

4

自治基本条例

具体化が期待されること

個別条例等

審議会の意見等

第14条 情報提供及び情報公開並びに個人情報の保護
情報公開条例
であることを踏まえ、情報提供を積極的に行うよう努めるものとする。

・まずは行政が情報共有の大原則を徹底することが大事である。
・個人情報や入札情報などの公開しない情報を明記し、それ以外は公開するという
ルールをつくる。

の積極的な情報提供。
・有用な情報の提供。
・自らが保有する文書、図画及
び電磁的記録に係る情報の適正
かつ効率的な管理、保存及びそ

（例：ネガティブリストの作成）
にとって有用な情報を提供するよう努めるものとする。
立ち、適切に情報公開及び情報共有ができるよう、自らが保有する文書、図画及び

要がある。
・再任用を活用し、情報公開請求に対応する原課の負担軽減を図る。

電磁的記録に係る情報の適正かつ効率的な管理、保存及びその運用について、総合

・資料不存在の分析をし、必要な書類は作ることを市の方針として示す。

的かつ体系的な仕組みの整備に取り組むものとする。

の運用について、総合的かつ体
系的な仕組みの整備。

・情報の公開で一職員の責任が問われることがないように、ルールを明確化する必
文書管理規程

個人情報保護条例

・以上のような改善を行ったうえで、請求が多い状況であれば次の段階を考える。

個人情報を別に定める太宰府市個人情報保護条例に則り、適正に取り扱うものとす
る。この場合において、その取り扱いに際しては、他の保護すべき権利及び利益に
十分に配慮しなければならない。

（例：出前講座の積極的な実施、コロナ禍における遠隔システムの活用など参加し
されるよう努めなければならない。

やすい方法の検討。）
・意見箱の意見と対応はホームページに公開する。

提供するものとする。

・職員が受けた意見内容やそれに対する庁内での議論内容、その後の対応等を記録
し、ホームページ上で公開する仕組みを作る。

とともに、意見等に対する処理の結果を明らかにする等、誠実に対応するものとす
る。
参画の機会の積極的な創出。

るようなシステムを構築する。それに対する対応は庁内でルール化し、回答する。
・パブリックコメントを実施する時の資料提供や周知の方法を工夫する。
（例：自治会、ネットの活用）

意見等に対する処理の結果を明
らかにする等の誠実な対応。

・具体的なテーマを設定して議論する場合に、テーマ等の工夫次第では、行政評価
と紐づけることも可能である。
・個別施策分野における政策の執行状況等の情報を積極的に公開し、それに対して
・職員がコミュニティの活動に参画する。
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市内に住所を持つ有権者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定す ※該当事案がある場
合に他に定める
う。)は、市政の重要事項について、それぞれの事案に応じて別に定める条例によ
り、投票を通じて自らの意思を明らかにすることができる。
な事項を定めるものとする。
4 有権者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項に基づきその50分の1
の署名により、第1項の条例の制定改廃を求めることができる。
第17条 協働
・コミュニティに仕事を押し付ける事が無いようにNPOやボランティア団体と協働

・協働によるまちづくりを効果

しつつ、まちづくりの推進に当たって協働を行うよう努めるものとする。

しながら一定のルール化を図る。

損なわないよう配慮しなければならない。

・市内のNPO・ボランティア団体が交流したり意見交換する場を設ける。

的に推進するための手続き等の
整備。

・まちづくりのための協働をしたいと思えるように協働のメリットや必要性に気付
し、協働によるまちづくりを効果的に推進するための手続き等の整備及びその改善
に努めなければならない。
ティに対し、必要かつ適切な支援を行うよう努めるものとする。
第7章 市政運営の基本原則

く機会を設ける。
・協働したいと思った時に協働できるような仕組みを作る。
（例：まちづくり団体登録制度）

第18条 総合計画等

参画の機会を設け、議会の議決を受けなければならない。
の分かりやすい公表。

を策定するときは、総合計画との整合性に配慮するものとし、関連する行政分野別
基本計画との調整を図らなければならない。

画の定期的な検討。

ものとする。
第19条 政策法務
・政策法務研修を通じて実例を含めて学習する。

・地方自治の本旨に基づいて法
令を解釈し、運用すること。
・必要な条例等を制定するこ

治の本旨に基づいて法令を解釈し、及び運用するとともに、主体的かつ積極的に条
例等を立案するよう努めるものとする。

と。
ついて、必要な意見を述べることができる。
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第20条 財政運営
・創意工夫による経費節減及び
収入増への積極的な取り組み。
・行政サービスの向上及び良好
な市政運営の推進を図るための

・経費削減のために安易な人件費の削減をしない。
とする。

・経費が掛かる原因をなくす方法を考える。
（例：空家の所有者が複雑化する問題に発展しないように、死亡届出時に諸手続き

ともに、行政サービスの向上及び良好な市政運営の推進を図るよう、常に検討を加

を行ってもらう）

えなければならない。

・ネーミングライツのように収入増の取り組みとして様々な方法を検討する。

検討。

・サービスの向上などは分野横断的な効果を考える。

・財政に関する事項や財産の管

りやすく公表するよう努めるものとする。

やすく公表すること。

について分かりやすく公表するよう努めるものとする。

（例：地域交通が赤字である一方、高齢者の外出増による健康維持への貢献）

第21条 組織及び人事政策
・関係する部局間の連携を図る視点で人事異動を考える。
・柔軟な課題対応及び部局間連

に努めるものとする。

・部局間にまたがる課題を共有する仕組みを設ける。

携を可能とする組織体制の整
備。

・分野横断的な効果を意識する。

ため、効果的かつ計画的な人事政策の運用に努めなければならない。
・職員の専門性が高まるような人事異動を考える。

・効果的かつ計画的な人事政策
の運用。

第22条 行政評価
価の方法を早急に考え、実施する。
との行政評価の実施。

画のもとに実施するものとする。

・議会も一緒にやることを検討する。

・行政評価の分かりやすい公表
と施策への反映、事業の改善。

・行政評価を実施しながら太宰府市にあったやり方を探していく。

適切に反映させるものとする。

（例：議会版行政評価）

等を通じて事務事業等の改善に努めなければならない。
第23条 外部監査
て、外部監査契約を締結した地方自治法第252条の28に規定する者(以下「外部監査
人」という。)に監査を実施させることができる。
2 有権者は、地方自治法第75条第1項の請求をする場合において、併せて、当該
請求に係る監査について監査委員の監査に代えて、前項の外部監査人の監査による
ことを請求することができる。
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第24条 審議会等
附属機関等の設置及
ずる機関をいう。)の委員を選任する場合は、適正な委員構成に努めるとともに、

び運営に関する要綱 ・無作為抽出の委員選考は抽選でする。
要綱を改正する。

・適正な委員構成と公募による

めなければならない。

・選考過程の透明性及び客観性

を公表するものとする。

（例：学習機会の提供など参加のための事前準備）
・女性委員を増やす工夫をする。

の確保。

（例：団体推薦は役職に限らず、女性を推薦してもらう、女性専用枠を設ける。）
・各団体の役員構成も女性の割合を増やすように協力を求める。
・参加しやすい環境整備に努める。
（例：託児、土日や昼の開催）
第25条 パブリック・コメント
パブリック・コメン ・子どもが当事者になる案件については、パブリック・コメントの実施を子どもに
り、事前にその案並びに趣旨、目的及び内容等を明確にした資料等を公表し、広く ト手続実施要綱

も周知する。

・提出された意見の取り扱いの
結果及びその理由の公表。

（例：説明会の開催）
に、提出された意見の取り扱いの結果及びその理由を公表しなければならない。

・意見を提出しやすい環境を整える。

第26条 公益通報
公益通報の処理に関
・職員等から行われる通報を受

為について、別に定めるところにより、職員等から行われる通報を受ける体制を整 する規程

ける体制の整備。

備するとともに、通報者が当該通報を行うことにより、不利益を受けないよう適切
な措置を講じなければならない。
第27条 危機管理
地域防災計画

・災害時、外国人に情報をどう伝えるかは各自治体の課題となっている。

対処するため、防災・減災の基盤整備を行うとともに、危機管理体制を整備しなけ

・新型コロナ感染症の流行などにも対応できる対策が必要。

ればならない。

・災害対応できる人材の育成。

・防災・減災の基盤整備。

（例：建設業、林業の支援）

・危機管理体制の整備。

の安全を確保するよう努めなければならない。
3 コミュニティは、日頃から地域における防災体制を整え、防災訓練等を行うと

機関並びに他の地方公共団体及

ともに、災害等の発生時には、地域の中で互いに協力して対処するよう努めるもの

び国との相互連携、及び協力。

とする。

・自主防災組織への定期的な指導や教育の支援。
・災害時に備えて市内大学の学生と日頃から協力関係を構築する。
（例：大学の防災サークルとの連携）

地方公共団体及び国と相互に連携し、及び協力しなければならない。
第28条 国及び他の地方公共団体等との連携
・国及び他の地方公共団体並び

・昨今求められている公共施設のあり方の見直しに際しては、近隣市や県との連携

にその他必要と認める団体等と

るため、国及び他の地方公共団体並びにその他必要と認める団体等との積極的な連

の積極的な連携。

携に努めなければならない。

を図り、効果的に複合化を進める。
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自治基本条例

具体化が期待されること

個別条例等

審議会の意見等

第8章 条例の見直し
第29条 条例の見直し
・条例の見直しの検討を行う審議会を開催する時は、条例制定や見直し等に関与し
た方たちの意見を聴く機会を設ける。
・定期的に条例に基づく成果を確認する仕組みを設ける。
に規定する目的の実現に寄与しているかについて、前項の規定により提出された意

（例：年2回程度の審議会開催）

討した結果等を、議会に報告するとともに、この条例の見直しが適当であると認め
るときは、必要な措置を講じるものとする。
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