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●なぜ、自治基本条例が必要なの？

　少子高齢化が進み、ライフスタイルがますます多様化する中、防犯・防災、子育て支援や高齢者の見守りなど、
様々な分野で行政サービスへの市民ニーズが高まっています。しかし、自治体の厳しい財政状況もあり、すべ
ての市民ニーズに応えることは難しくなっています。
　また、地方分権の進展により、これからのまちづくりは、地域の特色を活かしながら地域自ら考え、自ら決
める取組が必要になってきています。
　一方、地域では、ＮＰＯやボランティアなどによる活動が活発になっており、まちづくりの「新たな担い手」
へと成長しています。
　このような状況を踏まえて、市民・議会・市が一体となり、住みよいまちづくりを進めるため、また、市民・
議会・市がまちづくりにどのような役割を果たすのか、改めて捉え直し、新たなまちづくりを進めていくため、
その基本ルールとして「自治基本条例」が必要になりました。

●自治基本条例によって
　どう変わるの？

　この条例は、よりよいまちづくりを進める
ための基本的な考え方を定めています。
　条例と言っても、その内容は市民の皆さん
に特別な規制を設けるものではありません。
　また、条例ができたからといって直ちに市
民生活に影響を及ぼすものではなく、これを
機に、様々な活動を行っていく中で、より良
い下野市のまちづくりに役立てていこうと
するものです。

●どうやって制定されたの？

●条例の構成は？

　平成２４年度から自治基本条例の制定に
取り組みました。市民参加による検討委員会
での議論、市民フォーラム、市民説明会、パ
ブリックコメントなどでの市民の皆さんの
意見を踏まえ、平成２６年４月１日に施行し
ました。

　前文と第１章から第８章までの全３８条で構成されて
います。
■自治基本条例の構成
前文
第１章　総則
　 条例の目的、位置付け及び最高規範性、用語の定義について規定
 （第１条～第３条）
第２章　自治の基本理念及び基本原則
　 まちづくりを進めるに当たっての基本理念と基本原則について規定
 （第４条～第１１条）
第３章　市民及びコミュニティ組織
　 市民の権利や責務、コミュニティ組織の責務及び支援、事業者の権
利及び責務について規定 （第１２条～第１５条）
第４章　議会
　 議会の役割、責務、運営等と議員の責務について規定
 （第１６条・第１７条）
第５章　行政
　 市長と職員の責務、行政運営上の重要な事項について規定
 （第１８条～第３０条）
第６章　参加及び協働
　 市政やまちづくりへの参加を保障する仕組み、まちづくりを協働で
進めていくための人材及び組織の育成について規定
 （第３１条～第３４条）
第７章　連携及び交流
　 近隣自治体や県・国との連携、国内交流、 国際交流について規定
 （第３５条～第３７条）
第８章　条例の実効性の確保
　 自治基本条例を実効性のあるものにしていくための見直しについて
規定 （第３８条）

自治基本条例市民説明会

「自治基本条例」ってなに？
　条例とは、国の法律のもとにおいて、地方公共団体が各自で決め
るルールです。したがって、「下野市自治基本条例」とは、下野市の
まちづくりの基本的なルールを定めた条例です。

●そもそも「条例」って、「自治基本条例」ってなに？
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「まちづくり」ってなに？

●あなたの身近なまちづくり

建物・道路・公園など、
見えるまちづくり

文化・伝統・人と人のつなが
りなど、見えないまちづくり

広報紙やホームページなどで
市政情報を得る

選挙で市長や議員を選ぶ

自治会の活動に参加する

地域で支え合う活動に
参加する

市の講座やワークショップ、
審議会などに参加する

防犯パトロールで
地域の子どもたちを見守る

自然を守る活動に
参加する

市役所のアンケートや
意見・提案を提出する

資源回収や清掃活動に
参加する

然然を守を守る活動に
加する

暮らしを支える

これらすべてを

よりよくすることが

「まちづくり」
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家庭のルール

国や栃木県が
行うこと

自分で
できることは、
自分で行う

家庭で
できることは、
家庭で行う

地域で
できることは、
地域で行う

下野市で
できることは、
下野市で行う

国のルール

日本国憲法
・国民主権
・国民の権利と義務

下野市自治基本条例
・市民が主役のまちづくり
・協働によるまちづくり

ごみの捨て方
自治会のきまり
学校のきまり

地域のルール
学校のルール

下野市のルール

●まちづくりのイメージ

3



下野市自治基本条例がめざす
まちづくりの仕組み

●議会とは（第3条 第２号）
　条例では、「議会」を「議会
及び議員」と定義しています。

市
市民の意思が反映された
 市政運営を行います

市 民
自らがまちづくりの

主体であることを自覚し、
実践します

第５条　基本原則

主役（第 4条第 1項）

議 会

人権
尊重
人権
尊重

情報
共有
情報
共有

市民
参画
市民
参画

市民の責務
 ○発言・行動に責任を持つ
 ○基本的人権の尊重
 ○まちづくりの主体であると自覚

第 13条
市民の権利
 ○安全・安心な生活を営む権利
 ○行政サービスを享受する権利
 ○情報を知る権利
 ○意見・提案を表明する権利
 ○まちづくり・市政に参画する権利

●情報提供
●分かりやすい
　説明

●選挙
●市政への参画

●選挙
●市政への参画

市民の意思が市政に
反映されるよう努めます

●情報提供
●公正・誠実な
　行政サービス
●コミュニティ組織の
　支援

●市政運営の監視
●政策の意思決定

●市政運営の説明責任
●政策の提案

第 12条

●市民とは（第3条 第1号）
　まちづくりは、住民だけでなく、下野市
で多くの時間を過ごす通勤・通学者等にも
関わることです。そのため、条例では、「市
民」を「市内に住む人、働く人、学ぶ人及び
事業者」と幅広く定義しています。

●市とは（第3条 第３号）
　条例では、「市」を「市長
及び市の執行機関」と定義
しています。 市長の責務

 ○公正・誠実な市政運営
 ○指導力の発揮
職員の責務
 ○公正・誠実な職務遂行

第 18条

第 19条

議会の役割と責務
 ○議会の権能の発揮
 ○市民意思の適切な把握
 ○開かれた議会運営
議員の責務
 ○公正・誠実な議員活動

第 17条

第 16条
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下野市自治基本条例の３つの特色
ポイント

ポイント

ポイント

11

22

33

子どもたちがまちづくりに参画するまち

協働によるまちづくりを推進するまち

交流によるまちづくりを推進するまち

第11条

第34条

第36条

第37条

子どもの参画

人材及び
組織の育成

国内交流
国際交流

　下野市の未来を担う子どもたちを「地域の宝」
として大切にし、子どもがまちづくりに参画する
機会を積極的につくります。

　市民が主役のまちづくりを推進するためには、
それを担う人づくりが必要であり、その育成支援
と環境（場所、機会、仕組みなど）づくりに努め
ます。

　歴史、文化等による交流に加えて、災害等の緊
急時に備え、近隣市町村だけでなく遠距離の市町
村とも相互支援協定を結ぶなど、積極的に連携・
協力します。
　様々な分野で国際交流活動に努めるとともに、
多文化共生社会の視点に立った国際感覚豊かなま
ちづくりを推進します。

庁舎建設　中学生ワークショップ

市民活動団体による
「地域安全マップ」づくり

香川県高松市との
国内交流

ドイツ・ディーツヘル
ツタールとの国際交流
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これからの下野市のまちづくりは？

みんなの

願い（目的）は

これ！

まちづくりの

合言葉（基本理念）は

この２つ！

地方自治の本旨※2に基づくまちづくりの実現

市民が主役のまちづくり！ 協働によるまちづくり！

市民、議会、市がそれぞれの責任と
役割を自覚し、協働※1の精神のもと
共に力を合わせて、明日の下野市を
創造するための仕組みが必要です。

※1　「協働」とは、この条例では、「市民、議会及び市が共通課題を解決するためにそれぞれの役
割及び責任を対等な立場で、協力して活動すること」と定義しています。

※2　「地方自治の本旨」とは、日本国憲法で定められている地方自治のあるべき姿のことです。
※3　「参画」とは、この条例では、「まちづくりに主体的に参加し、行動すること」と定義しています。

人権
尊重
人権
尊重

情報
共有
情報
共有

市民
参画※3

市民
参画※3

前　文

第 1条

第 4条

第 5条

現

みんなの願い（目的）を実現するために、

まちづくりでは、次の３つのルール（原則）が大切！
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自治基本条例による

危機
管理

応答
責任

説明
責任

行政
手続

財政
財務

行政
組織

行政
評価

総合
計画

●災害等の緊急時を想定した危機管理体制の構築に努めます。

●市民からの提案、要望、意見等について、速やかに対応します。

● 施策の立案、決定及び評価に至るまでの過程について、市民へ
の情報提供に努め、分かりやすく説明します。

● 処分、行政指導、届出等に関する手続について、公正の確保、
透明性の向上、手続の迅速化を図ります。

●財政の健全化を図るため、計画的な財政運営を行います。
●財政状況を市民に分かりやすく公表します。

● 効率的な業務遂行を進めるため、機能的な組織体制づくりに努
めます。

● 効率的かつ効果的で透明性の高い市政運営のため、行政評価を
実施し、結果を分かりやすく公表します。
●行政評価の実施に際しては、市民参画を図ります。

●市の最上位計画である総合計画を市民参画のもとに策定します。
●総合計画に基づき、総合的・計画的な市政運営を行います。

市長をはじめとする執行機関は、市民
の視点に立った市政運営を行います。

市役所の仕事を
もっと分かりやすく
市民に身近なものに

第30条

第28条

第27条

第25条

第23条

第22条

第21条

第20条

市政
運営
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まちづくりの仕組み

「子どもを守る家」の取組

　通学路沿いの住宅、商店、コンビ
ニ等が「子どもを守る家」として登
録し、ＰＴＡ組織、警察等と協力し
ながら、子どもたちの安全確保に努
めています。

「姿川クリーン作戦」の取組

　河川美化活動を行うことで、河川
への親しみを深めることを目的に地
元住民や各種団体、ボランティアの
協力を得て、毎年実施しています。

「グリムの森
イルミネーション」の取組

　下野ブランドにも認定された「グ
リムの森イルミネーション」は、ボ
ランティア団体が企業や個人からの
寄付、市の支援により手作りで開催
し、冬の風物詩として地域の活性化
を図っています。

できることから始めてみよう！

市民、議会、市がそれぞれの
視点を活かして協力して活動
し、地域の課題に対応する協
働のまちづくりを進めます。

市は、協働のまちづくりのコー
ディネート役として、市民や
コミュニティ組織の活動を支
援します。

それぞれの視点を活かして
協働のまちづくりを
進めよう協働

●こんなところに協働が！（身近な事例）

協働

協働

協働

人材、組織の育成（第３４条）

コミュニティ組織の支援（第１４条）

議会 市

●地域や市民生活の
　課題解決

●企画立案段階から協議

市民
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下野市自治基本条例
（※「前文」は、裏表紙に掲載）
　　　第１章　総則
　（目的）
第 １条　この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにするとと
もに、市民、議会及び市の役割及び責務並びに自治の基本原則を定め
ることにより、地方自治の本旨に基づくまちづくりを実現することを
目的とする。
　（位置付け及び最高規範性）
第 ２条　この条例は、市政の基本事項について本市が定める最高規範で
あり、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を
尊重し、整合性を図るものとする。
２　市民、議会及び市は、この条例を遵守しなければならない。
　（定義）
第 ３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）　市民　市内に住む人、働く人、学ぶ人及び事業者をいう。
　（２）　議会　議会及び議員をいう。
　（３）　市　市長及び市の執行機関をいう。
　（４） 　参画　まちづくりに主体的に参加し、行動することをいう。
　（５） 　協働　市民、議会及び市が共通課題を解決するためにそれぞ

れの役割及び責任を対等な立場で、協力して活動することをい
う。

　　　第２章　自治の基本理念及び基本原則
　（自治の基本理念）
第４条　市民が主役のまちづくりを推進することを基本理念とする。
２ 　市民、議会及び市が協働によるまちづくりを推進することを基本理
念とする。
　（基本原則）
第 ５条　第１条の目的を達成するため、市民、議会及び市は、次に掲げ
る基本原則に基づき、まちづくりを推進するものとする。
　（１） 　市民、議会及び市は、一人ひとりの基本的人権を尊重する。
　（２ ）　市民、議会及び市は、互いに市政に関する情報を共有する。
　（３） 　市政に市民の参画の機会が保障されており、また、その参画

を図るための取組を議会及び市は、積極的に推進する。
　（情報提供）
第６条　議会及び市は、その保有する情報について市民との共有財産で
あるとの認識に立ち､積極的に、かつ、分かりやすく市民への情報提供
に努めるものとする。
　（情報公開）
第 ７条　議会及び市は、市民の情報公開請求に対して、市民の知る権利
を保障し、適切に情報を公開するものとする。
２ 　前項に規定する情報公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。
　（個人情報の適正な取扱い）
第 ８条　議会及び市は、保有する個人情報を適正に取扱い、個人の権利
及び利益を保護しなければならない。
２ 　前項に規定する個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定
める。
　（参画）
第 ９条　市は、市民がまちづくり及び市政に参画する機会を保障しなけ
ればならない。
２ 　市民は、まちづくり及び市政に関心や問題意識を持ち、積極的な参
画に努めるものとする。
　（協働）
第 １０条　市民、議会及び市は、まちづくりを推進するために、それぞ
れの立場を理解し、目的を共有し、相互に依存することなく力を合わ
せて、その実現に努めるものとする。
２ 　市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進するために、必要な支
援を行わなければならない。

　（子どもの参画）
第 １１条　市民、議会及び市は、子どもを下野市の未来を担う地域の宝
として育てるとともに、子どもがまちづくりに参画する機会を積極的
につくり、その意見を尊重するものとする。
　　　第３章　市民及びコミュニティ組織
　（市民の権利）
第１２条　市民は、次に掲げる権利を保障されるものとする。
　（１）　安全かつ安心な生活を営むことができること。
　（２）　よりよい行政サービスを享受することができること。
　（３）　議会及び市に関する情報を知ることができること。
　（４） 　議会及び市に対し意見及び提案を表明することができること。
　（５） 　まちづくり及び市政に参画する機会を得ることができること。
　（市民の責務）
第１３条　市民は、次に掲げる責務を有するものとする。
　（１） 　まちづくりの参画に当たり、自らの発言及び行動に責任を持

つこと。
　（２）　人権を尊重し、他の個人としての尊厳を侵さないこと。
　（３） 　自らがまちづくりの主体であることを自覚し、実践すること。
　（コミュニティ組織の責務及び支援）
第 １４条　コミュニティ組織（市民活動団体を含む。）は、適正な団体
運営を行うとともに、自らの責任のもと、市民活動を推進し、その活
動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
２ 　コミュニティ組織は、まちづくりの主体としての役割を認識し、協
働のまちづくりへの理解及び協力に努めるものとする。
３ 　市は、コミュニティ組織による活動について、公益性及び公平性に
配慮して、その自主性及び自立性を損なうことのないよう、支援する
ものとする。
　（事業者の権利及び責務）
第 １５条　事業者は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を認
識し、自然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、
公益的な活動への積極的な参加及び地域社会づくりに寄与するものと
する。
　　　第４章　議会
　（議会の役割、責務、運営等）
第 １６条　議会は、重要な政策の意思決定をし、政策を立案し、及び提
言し、市政運営を監視するなど、その権能を十分に発揮しなければな
らない。
２ 　議会は、前項の権限を行使するに当たり、市民の意思を適切に把握
し、かつ、議員間の討議を尽くすよう努めなければならない。
３ 　議会は、市民の信頼に応え、公平性及び透明性を確保し、常に説明
責任を果たすものとする。
４ 　議会の役割、責務、運営等に関し必要な事項は、別に条例で定める。
　（議員の責務）
第 １７条　議員は、市民全体の代表者として、公正かつ誠実に議員活動
を行い、市民の信頼に応えなければならない。
２ 　議員は、市政の適切な監視及び評価並びに政策提案のため、常に研
さんに努めなければならない。
３　議員の責務に関し必要な事項は、別に条例で定める。
　　　第５章　行政
　（市長の責務）
第 １８条　市長は、市の代表として、公正かつ誠実に市政を運営し、自
治の基本理念に応えるよう指導力を発揮しなければならない。
２ 　市長は、地域社会、市民生活等の実態、変化等を中長期的かつ広域
的に把握して、市政に反映するよう、努めなければならない。
　（職員の責務）
第 １９条　職員は、市民全体の奉仕者であり、市長の補助機関の一員と
して、自治の基本理念の実現のために公正かつ誠実に職務を遂行しな
ければならない。
２ 　職員は、職務の遂行に当たって、必要な知識の習得及び能力の向上
に努めなければならない。
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　（総合計画）
第 ２０条　市長は、総合的かつ計画的に市政を運営するために、市の最
上位計画である総合計画を市民参画の下に策定し、かつ、定められた
範囲で見直しを行うものとする。
２ 　総合計画の基本構想及び基本計画は、議会の議決により定めなけれ
ばならない。
３ 　市は、個別政策分野に係る計画を策定し、変更し、又は廃止すると
きは、総合計画との整合を図るものとする。
　（行政評価）
第 ２１条　市は、効率的かつ効果的で透明性の高い市政運営のため、行
政評価を実施するものとする。
２ 　市は、行政評価の実施に際しては、市民参画を図り、その評価内容
及び結果を分かりやすく公表するとともに、市政運営に反映させるも
のとする。
　（行政組織）
第 ２２条　市は、多様化する行政課題に的確に対応し、効率的な業務の
執行を進めるため、機能的な組織体制づくりに努めるものとする。
　（財政及び財務）
第 ２３条　市は、持続可能な財政運営を行っていくために財政計画を策
定し、財政の健全化を図るものとする。
２　市は、財政状況を分かりやすく市民に公表するものとする。
　（出資団体等）
第 ２４条　市は、市が出資、補助、事務の委託又は職員の派遣を行って
いる団体に対して、必要に応じ、当該団体の業務及び財務に関する情
報の開示を求めなければならない。
２ 　市は、前項の団体に対して、市の出資等の目的が効果的かつ効率的
に達成されるよう要請するとともに、公益上特に必要な場合には、必
要な支援を行わなければならない。
　（行政手続）
第 ２５条　市は、処分、行政指導、届出等に関する手続について、公正
の確保、透明性の向上及び手続の迅速化を図らなければならない。
２ 　前項に規定する行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定める。
　（法務）
第 ２６条　市は、政策を実現し、又は地域の課題を解決するため、法令
の解釈及び運用並びに条例、規則等の制定改廃に積極的に努めなけれ
ばならない。
　（説明責任）
第 ２７条　市は、まちづくりの基本となる施策の立案、決定及び評価に
至るまでの過程について、市民に対する情報提供に努めるとともに、
市民に分かりやすく説明しなければならない。
　（提案、要望、意見等への対応）
第 ２８条　市は、市民から提案、要望、意見等があったときには、速や
かに事実関係を調査し、対応しなければならない。この場合において、
必要に応じ、積極的にそれらを施策に反映させるように努めなければ
ならない。
　（公益通報）
第 ２９条　職員は、市政の適法かつ公正な運営を妨げ、かつ、市政に対
する市民の信頼を損なうような行為のあることを知ったときは、速や
かにその事実を公益通報に関する機関に通報しなければならない。
２ 　市は、法令の定めるところにより、職員から行われる公益通報を受
ける体制を整備するとともに、通報者が通報により不利益を受けない
よう適切な処置を講じなければならない。
　（危機管理）
第 ３０条　市は、市民の生命及び財産を守るために、災害等の緊急時を
想定した危機管理体制の構築に努めなければならない。
２ 　市民及び市は、災害等の緊急時には、協力して対応しなければなら
ない。
３ 　市は、災害等の緊急時における市民との連携が有効に機能するよう
に、定期的に市民及び議会と協議して役割分担、仕組みづくり及び環
境づくりについての見直しに努めなければならない。
４ 　市民は、災害等の緊急時には、まず自助及び共助ができるように、

日頃から地域内の連携を図るものとする。
　　　第６章　参加及び協働
　（意見募集）
第 ３１条　市は、次に掲げる事項のうち、市民生活に広く影響を与える
ものについて、市民に情報提供を行い、広く意見を求めるものとする。
　（１）　条例の制定又は改廃
　（２）　計画の策定、変更又は廃止
　（３）　施策の実施、変更又は廃止
２ 　市は、前項の規定による意見を十分考慮し、意思決定を行うものと
する。この場合において、市は、当該意見及び意見に対する市の考え
方を公表しなければならない。
　（委員の公募及び審議会等の公開等）
第 ３２条　市は、市が設置する審議会等（以下「審議会等」という。）
の委員の選任に当たっては、原則として公募による委員を含めなけれ
ばならない。
２ 　市は、委員の選任に当たっては、透明性及び公平性を保ち、審議会
等の設置目的に応じて、地域、年齢及び性別その他必要な要件に配慮
しなければならない。
３　市は、審議会等の会議を原則として公開しなければならない。
４ 　市は、審議会等の開催情報、会議結果等を公表しなければならない。
　（住民投票）
第 ３３条　市長は、市政に関する重要事項について、住民（住民投票を
行う主体をいう。）の意思を確認するため、住民投票を実施すること
ができる。
２ 　住民投票は、当該重要事項に関する情報が住民に提供され、熟議を
経た上で行われなければならない。
３ 　住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に関して必要
な事項は、事案ごとに別に条例で定める。
４　議会及び市は、住民投票の結果の公表に努め、当該結果を尊重しな
ければならない。
　（人材及び組織の育成）
第 ３４条　市民、議会及び市は、市民が主役のまちづくりを推進するた
め、自発的なまちづくりの担い手及び自律的なまちづくり組織が育つ
よう支援を行い、その学習環境及び拠点の整備に努めるものとする。
　　　第７章　連携及び交流
　（広域連携）
第 ３５条　市は、広域化する行政課題に対して、近隣及びその他の市町
村、県及び国との連携を積極的に図り、広域的なまちづくりを推進す
るものとする。
　（国内交流）
第 ３６条　市は、歴史及び文化等を共有する他の市町村との交流を積極
的に図り、歴史及び文化等を大切にするまちづくりを推進するものと
する。
２ 　前項に規定する交流のほか、市は、災害等の緊急時に備え、他の市
町村との相互支援を積極的に推進するものとする。
　（国際交流）
第 ３７条　市は、国際交流の文化を大切にするとともに、市民の国際交
流活動の支援に努めるものとする。
２ 　市民及び市は、多文化共生社会の視点に立ち、敬愛と相互理解と学
び合いの精神を持って、国際交流活動に努めるものとする。
　　　第８章　条例の実効性の確保
　（見直し）
第 ３８条　市長は、この条例の施行後５年を超えない期間ごとに、市政
がこの条例に基づいて行われているかどうかを市民参画の下に検証を
行い、その結果を踏まえ、条例の見直し及び市民が主役のまちづくり
に関する政策について、必要な措置を講ずるものとする。
２ 　市長は、前項に規定する条例の検証を行うための機関を設置するも
のとする。
３　前項に規定する機関に関し、必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
　この条例は、平成２６年４月１日から施行する。
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　下野市
自治基本
条例

　下野市
自治基本
条例 概要版

平成２６年４月
下 野 市

　わたしたちのまち下野市は、良好な住環境をもつ市街地と、緑豊かな農村集落が共存す
るまちです。
　遠方に雄大な日光連山や筑波山を望み、南北には姿川、田川、鬼怒川が悠久の流れをた
たえ、広大な平地が育まれてきました。風や光は空の広い大地に降り注ぎ、関東平野の豊
かな土壌や、河川や地下水などの豊かな水資源が生産量日本一を誇るかんぴょうなど農産
物を実らせます。
　下野市広域に築造された古墳群、奈良時代に建立された下野薬師寺戒壇院及び下野国分
寺・国分尼寺跡、中世に築造された児山城・薬師寺城・箕輪城跡などの歴史的遺産が先人
たちの英知とたゆまぬ努力により脈々と受け継がれてきました。
　また、古くは東山道、近世には日光街道の宿場町として栄えたほか、近代には国道や鉄
道がいち早く敷設されるなど、下野市は、古来交通の要衝として発展し、物資や人びとの
交流が行われてきました。こうした文化は、現代にも息づき、歴史・文化などを共有する
国内外の都市との交流が盛んに行われています。
　更に、近年は、自治医科大学を中心に医療体制や研究機関が充実し、安全・安心なまち
として発展を続けています。
　しかし、地方制度・行財政に関する国の制度改革、平成の市町村大合併、少子高齢化・
人口減少などの時代背景や社会変化による影響をわたしたち市民も受けています。
　そうした中、下野市は、平成１８年１月１０日、明治期以来の郡を越境した３町の対等
合併により誕生したことから、三つの地域を越えた新市の自治体運営やまちの在り方を、
市民一体となって創り出していかなければなりません。
　また、わたしたちは、平成２３年３月１１日の東日本大震災を教訓として、非常時に備
えた防災体制の強化だけでなく、平常時からの多様なコミュニティづくりなど、自治の基
礎づくりの大切さを学びました。
　これからは、自然・歴史・文化などの恵まれた下野市の特性を更にいかし、人びとの営
みを次世代へ引き継がなければなりません。そして、多様な世代が生き生きと暮らし、自
律した市民による自立したまち、故郷として誇れるまちを目指し、下野市民憲章にうたう
まちづくりを進める必要があります。
　そのためには、市民、議会及び市がそれぞれの責任と役割を自覚し、「人権尊重」、「情
報共有」、「市民参画」を基本原則とし、協働の精神のもと共に力を合わせて、明日の下野
市を創造するための仕組みが必要です。
　ここにわたしたちは、下野市の自治の理念である「市民が主役のまちづくり」を推進す
るため、下野市における自治の最高規範として、下野市自治基本条例を定めます。

前　文

お問合せ先

下野市　総合政策部　総合政策課
〒329－0492　栃木県下野市小金井１１２７
TEL. ０２８５－４０－５５５０
FAX. ０２８５－４０－５５７２
E-mail sougouseisaku@city.shimotsuke.lg.jp

ここをクリック

条例制定過程や条例解説など、
詳しい情報は市ホームページでご覧いただけます。

わかりやすい
　　出前講座もやってるよ！
こちらも、
　　詳しくは
　　　　市ホームページで

カンピくん
〔道の駅しもつけ
イメージキャラクター、
下野市観光大使〕
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