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東村山市自治基本条例策定市民会議（要旨） 

第 17回「自治基本条例の名称、制定後の取り組みを考える」 

日時：平成 25年 2月 17日（日） 午前 10時 00分～午後 0時 05分 

場所：東村山市市民センター2階 第 1～第 3会議室 

 

注）文中に出てくる資料番号は、回数がないものは第 17回市民会議のもの。 

 

開会 

 全体進行役の進行で、市民会議を開会した。 

 

■事務連絡 

 下記の 3点について、事務局より連絡した。 

（1）第 16 回市民会議の資料 3－1 の差し替えを配付した。『中間報告』アンケ

ートの回収数を再確認したところ、260件であったため修正した。 

（2）『中間報告』アンケートで寄せられた意見は、すべて市のホームページで

公開している。「市政情報」→「市政への参加」→「市民アンケート」→「市

民アンケート（結果）」と進んでいくと見ることができる。 

（3）前回もお知らせしたように、『最終報告』（案）の調整ワーキングを、2 月

24日（日）14時から、市民センター1階の第 7会議室で行う。参加する人

は、2月 22日（金）までに電話もしくはファックスで連絡するか、本日の

会議終了後に申し込みをお願いしたい。 

 

 

1．前回のおさらい 

 前回の市民会議で行った住民投票のしくみの検討結果についておさらいした。

（資料 3参照） 

 

■前回のおさらい（全体進行役より） 

 前回の市民会議では、住民投票のしくみについて情報提供し、検討を行った。

そのうえで、「①：地方自治法の直接請求により住民投票条例を制定して実施す

る」「②：常設型住民投票制度を設けて必要署名数が集まれば実施する」「②改

良：常設型だが、署名数により議会議決の必要・不要を分ける」の 3 つのタイ

プについて、付箋に理由を書いて投票を行った。出された理由は、以下のとお

りである。 

 ①の地方自治法の直接請求により行うタイプについては、議会の議決が必要

であるから、全国共通のしくみであるから、具体的な事例があるから、といっ

た理由が挙げられている。 
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 ②の常設型で請求があれば必ず行うタイプについては、署名が多いことは市

民の要望が強いことだから、自治基本条例に書くことでしくみとしてわかりや

すくなるから、といった理由が挙げられ、何でも住民投票になってしまうので

はという懸念に対しては、必要署名数を多くすれば請求の乱発は防げるという

意見が出された。 

 ②改良案は、皆さんの検討のなかで考案されたもので、署名数で議会議決の

必要・不要に対応できるから、という理由が挙げられている。また、その他の

意見として、署名という方法そのものへの懸念も出されている。 

 ②改良案の具体例として、和光市市民参加条例にあるしくみを紹介する。和

光市では、条例制定当初は、地方自治法の直接請求に必要な有権者 50分の 1よ

りも尐ない数にあたる「1,000人以上」の署名によって、条例案を添えて住民投

票を請求し、議会で可決されれば実施するとしていた。しかし、実際に請求さ

れた住民投票条例が議会で否決されたことや現市長のマニフェストにより、常

設型住民投票制度の導入について、市民参加条例の見守り機関である市民参加

推進会議に諮問があった。 

 私はこの会議の会長をしていたが、検討の結果、署名数によって議会議決の

必要・不要を分けるしくみを答申した。その結果、市民参加条例が改正され、

従来からある有権者 1,000 人以上のしくみを原則としたうえで、有権者の約

10,000 人に当たる「6 分の 1 以上」の署名があれば、議会議決を省略して住民

投票をするしくみを追加した。また、常設型住民投票制度となったことに伴い、

もともとは必要であった案件ごとの住民投票条例案の添付も不要となった。 

 

2．条例制定後の取り組みを考える 

 自治基本条例を見守る・見直すためのしくみ、自治基本条例の名称について

情報提供を行い、グループワークの進め方を説明した後、グループワークを行

い、結果を発表した。（資料 3参照） 

 

■自治基本条例を見守る・見直すためのしくみ（全体進行役より） 

 自治基本条例を見守り、見直すためのしくみとして、他自治体では「附属機

関（審議会、委員会等）を設ける」「見直し規定を設ける」などの例がある。 

 「附属機関を設ける」例としては、所沢市自治基本条例推進委員会のような

ものがある。この委員会は、条例の適切な運用と見直しについて市長の諮問に

応じて答申することや市長に提言することができる。 

 「見直し規定を設ける」例としては、小平市のように条例の見直しに関する

条文を入れているものがある。自治体によっては、見直し作業を行う年数を 4

年、5年などと、具体的に数字を挙げて設定する場合もある。 

 これら以外にも、自治基本条例を見守る・見直すためのしくみは考えられる
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と思う。一方で、見守りや見直しのしくみを設けていない場合も多い。 

 

■自治基本条例の名称（全体進行役より） 

 自治基本条例の名称はいろいろあるが、スタンダード（標準的）な名称とし

ては、「自治基本条例」「まちづくり（むらづくり）基本条例」「協働のまちづく

り（基本）条例」などがあり、自治基本条例の前に住民、市民、町民という言

葉を加えているものもある。 

 ユニーク（個性的）な名称としては、愛称など「まちの特徴を入れているも

の」、自立や自律など「めざすものを表しているもの」、「みんな」という言葉を

入れて「『みんな』でやることを強調しているもの」、自治憲章など「条例の性

格を表しているもの」などがある。 

 

■グループワーク 

 12 人程度ずつの 3 班に分かれ、さらに班内を 2 組に分けて、進行役を決めて

話し合った。3人のファシリテーターが各班（2組ずつ）に付いて、各組の進行

役をサポートした。 

 ワークシートに記載した「①条例制定後に各自で取り組むこと」「②条例を見

守る・見直すためのしくみ」について、各組で話し合いながら、各自で黄色の

付箋に書き出した。出された内容は、ファシリテーターが赤の付箋で分類した。 

【グループワークの結果は、6～11ページを参照】 

 

■発表 

 ファシリテーターより、各班のグループワークの結果について発表した。 

 「①条例制定後に各自で取り組むこと」としては、「条例についての理解を深

め、インターネットなども活用して情報を発信する」「自治会等に参加して、地

域で活動したり、条例のことを知らせたりする」「パブリックコメントやアンケ

ートに協力して意見を伝える」といった意見があった。 

 「②条例を見守る・見直すためのしくみ」としては、「審議会を設け、市民会

議メンバーや有識者も入る」「市民会議メンバー有志を中心とした会を立ち上げ

る」「見守り、見直しにあたってはアンケートやタウンミーティングなどの市民

参加を行う」「見直しの年数を入れた規定を設ける」「見守りと見直しを区別す

る」「条例についての周知や学習機会の提供が必要である」「条例の運用を評価

するための基準が必要である」といった意見があった。 

 

3．条例制定後の取り組みを考える（つづき） 

 休憩後、各班の発表をもとに、「条例を見守る・見直すためのしくみ」につい

て、全体検討を行った。また、各自で考えた自治基本条例の名称について、ア
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イデア発表を行った。（資料 3参照） 

 

■全体検討 

①見守り・見直しの機関 

○ 声の大きな人に引っ張られることもあるので、冷静に見られる第三者が入

る必要がある。ただし、策定に携わった私たちの思いも伝わるようにしたい。 

○ 市議会があるのだからそれを活用してはどうか。その際、市民の意見はき

ちんと吸い上げてほしい。 

○ 求められてアンケートに答えるだけでなく、パブリックコメントや目安箱

のような、市民からアプローチする手法も必要だと思う。 

○ 条例をもっとよくするための見直しという姿勢が必要である。 

○ 見守りと見直しとでは目的が異なる。見守りには常設の機関が必要であろ

うが、見直しはある程度の期間を空けて行うのがよい。 

 

②見直しに関する規定 

○ 最初のうちはいろいろあると思うので、条例の試行期間を設けてはどうか。 

○ 見直し年数を明記しないと意識しないのではないか。その一方で、せっか

く決めたことを簡単に変えてよいのかという懸念もある。 

○ 自治基本条例の成果は、すぐには表れないものではないのか。 

○ 見直し年数は、5年と 1年という案が出た。ただ、5年では社会状況の変化

に対応できない、1年ではまだ成果が出ないことが気になる点として出された。 

○ 見直し年数を設けていても、法律や他の条例との関連で、緊急性を要する

ものにはすぐに対応する必要がある。 

○ 市長や市議会議員の選挙が 4 年に 1 回、国勢調査が 5 年に 1 回あるので、

状況の変化に対応するためにもそのタイミングがよいという意見が出た。 

 

③条例を広めるために 

○ 費用対効果を考えるとインターネットを活用するのが効果的であろう。市

議会中継の配信もできるとよい。 

○ 市民会議のメンバーが周囲のお宅に号外のようなものを配布して、自治基

本条例についての情報を伝えてはどうか。 

○ 自治基本条例について、まず市議会議員や市職員が学ぶ機会が必要である。 

○ 自治基本条例を広める方法として Q＆A を作ってはどうか。正解が多かった

人に賞品を出すといった工夫もあるとよい。 

 

④その他 

○ 見直しにはきっかけがあった方がよいと思うので、年数の設定があった方
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がよいとは思うが、年数にとらわれて見直しのための見直しになっては困る。

自治基本条例の運用の評価基準を設けて、それによって判断してはどうか。 

○ 自治基本条例の運用の評価基準には、市民の満足度も入れてはどうか。 

⇒ 先ほど例に挙げた和光市市民参加条例の場合、条例の適切な運用について

評価基準を設け、市民参加推進会議が毎年評価を行っている。それらの評価

の蓄積を踏まえ、市長からの諮問に応じて、改正案を答申した。（全体進行役） 

○ 自治基本条例を改正するかは、最終的には市議会で決めるのであろうが、

市民のための条例なので、市民も見守り、見直しに関わることを加えたい。 

○ 条例を広めるための手法や条例運用の評価基準といったことは、自治基本

条例に書き込むことができるのか？ 

⇒ 書き込める内容と難しいものとがあると思うので、『最終報告』をまとめる

なかで整理させてほしい。（全体進行役） 

 

■条例の名称 

 自治基本条例の名称のアイデアについて、各自で緑の付箋に記入して順番に

発表し、条例名称アイデアシートに貼り出した。 

【条例名称のアイデアは、12ページを参照】 

 

■次回予告（全体進行役より） 

 次回の市民会議は最終回となる。自治基本条例に盛り込むべき内容である条

例骨子の『最終報告』をまとめる。『最終報告』は、条例前文、用語の整理や表

現の工夫、住民投票のしくみ、条例制定後の取り組み、条例の名称など、新た

に検討したものを、『中間報告』に追加するイメージである。ワーキングで調整

した案を、次回の市民会議の前に送るので目を通しておいてほしい。 

 

■市長への『最終報告』提出の予定（事務局より） 

 最終回の市民会議で検討した内容を反映する作業が必要となることから、『最

終報告』が確定するのは、市民会議の最終回以降になる。このため、市民会議

のメンバーから市長に『最終報告』を直接渡す機会を改めて設けたい。 

 

閉会 

 最終回となる次回（第 18回）は 3 月 17日（日）、時間と場所は今回と同様で

あることを確認し、振り返りシートの記入を行った。 



条例制定後に各自で取り組むこと 条例を見守る・見直すためのしくみ

広く市民に知らせていく 見直しのための会議体を設ける

●ブログ・ツイッターなどで取り組みして

ることの拡散

●見直し期間は、定期的に年 1回の会議体を

もうけておいて、問題発生時は、課題とし

ての緊急性により、臨時対応する●自分たちが所属している団体などがあれ

ばアピールしていく（口コミ） ●条例の見直しは常設で年 1回の他、緊急招

集をかけられるような仕組みも作る●学校の文化祭等で積極的に東村山をアピ

ールしてそこから市政への関心を引き出

す取り組み
●市民等全体会議 みんな集まれ

会議体のメンバーに市民会議メンバーも入る

条例の運用を見守る ●審議会にこの市民メンバーも入れてもら

い検討していく●条例制定後も、試行期間を決めて、市民

会議参画者を含めて精査する ●見直し委員会を作り検証していく メン

バーはとりあえず現行メンバーでスター

トして年 1 回を目処に半数位を公募等で

入替ていく

●詳細な取り決め（他条例）とのつながり

を、つめてゆき、よりよいものとする

市民が意見をいえる場を設ける、意見を出す

●意見出しが出来るWebサイトを設けて（公

助）、市民が参加出来るようにして、返事

を必ずしてあげる（協助）

見守り・見直しに市民が広く参加する

（タウンミーティング・パブコメ・目安箱）

●タウンミーティングで条例への提案が出

せる時間を作る●一般市民の意見を気軽に出せる場を設け

る（自治会での集合の時に話しを出す等） ●条例に対しての意見をパブリックコメン

ト等を集約し（インターネット等で）見直

しの資料として活用する
審議会を傍聴する（条例骨子後）

●上（審議会）にあげた後も積極的に傍聴

する ●目安箱のようなものを設ける

●みんなのいけん めやすばこ

●みんなのいけんの あつまり じょうれい

●きぼう ねがい

ワークシート 自治基本条例制定後の取り組みを考える

Ａ班－１
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Ａ班－２

条例制定後に各自で取り組むこと

運用を注視する ●（確か秩父市？）国重文指定建物が出たこ
とがきっかけで多くの観光客呼込み成功
→もっと外部に東村山をアピールし、そし
て市民のセルフ・エスティーム（自己愛）
を増長（東村山は考古学的に世界でも大
切）

●条例が有効に運用されているかを注視す
る

条例を知らせる、広める

●内容（経過）を HP や市報に連載で報告す
る

●自治会を回って、説明する
●学校（中学校）へ、年に 1 回位、説明に

まわる
条例を見守る・見直すためのしくみ

定期的に見直す規定を入れる

●市外で働く人に対して周知していけるよ
う、駅などにも協力してもらい、広めて
いくような取組み（ポスター等掲示）

●見直しについて 4～5 年に一度見直す規定
を設ける

●4年（市長、市議選の間隔）で見直しを行
う●東村山市自治基本条例について（その活

用方法も含め）ワークショップなど開い
て市民と共有していく

見直し、見守りにあたっては
アンケート、インターネットも活用する

地域活動に参加する ●HP から意見を集める、アンケートをとる
等も参考にする●サービスを受ける市民としてだけでな

く、地域活動等に積極的に参加する（考
えを持ち、意見を出す）

●住民アンケートを取る
●常設的にインターネットを含み、市民や外
部から条例の実態等へのアンケートを取
り、集約・モニターしている機関（NPO 含
む）ほしい

●自治会、ボランティア活動に参加させて
頂きながら話をして行く

地域活動への参加を促す

●こどもの社会参加を促し、早い時期から
共助の大切さを助ける活動→ボランティ
ア窓口を社協に限定せず、たとえば歴史
館や下宅部遺跡の手入れといった郷土愛
を育むところへも広げる

審議会のような機関を設ける
●基本的に所沢市のような常設機関を設け、
かつ 3～5 年の一定期間で条例を見直し評
価するのがいい

●3～4 年間隔で、無作為抽出の市民による
見直しを行う●東村山市の市民活動を活性化するための

起爆剤のような活動（商工会、各ボラン
ティア団体などが有機的に結びついて大
きな力を出せるよう仕掛ける）

●審議会には市民メンバーを入れ、熱意を伝
える

●4年に 1度見直す。メンバーは制定にかか
わった人を加える東村山市のよさを PR する活動を行う

●東村山市お国自慢活動→市民会議等で得
た東村山市のよさを広く市民と共有し、
協働の土壌作る

●住民から集められた意見を審議会で定期
的に話し合う

●見守る活動をする為の委員を作る
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Ｂ班－１

条例制定後に各自で取り組むこと 条例を見守る・見直すためのしくみ

一市民として積極的に参加・発言していく 市民会議有志による会の立ち上げ

●市政や自治会等のあり方に関心を持ち出
来る事は積極的に参加し意見を述べる努
力をする

●年 1回程度、このメンバーを中心としての
会を設置－無作為抽出メンバーが大切
・市民への浸透度は、活用度は ・さらへ
の PR 活動は ・見直しの必要性は所属している会に条例を PR する

●私が参加している会への口込み PR
→関連メンバーによる 2次 PR への波及
・郷土研究会（市協さん） ・市民ゴル
フ会（廻田町） ・月 1 回の飲み会、市
の情報交換会（その他、社会福祉協議会、
ようちえん協議会等）

定期的に市民の意見をきく

●定期的に市民の意見を聞き（抽選などによ
る）必要に応じて見直すしくみを定めてお
く。会のメンバー中心にして新しくメンバ
ーも広くつのる（抽選で）

議会・専門家の役割・活用

●各自治会にこの基本条例があること。生
活の中で生かせる場面を話し合う

●議会が責任を持つ外部委員（市民を主、専
門家を従）とする組織を作る

条例見直しの会などに参加する ●住民の意見の要望の多い事柄を取り上げ
る議会を住民にも見学させてほしい。その
結果又新しい要望が出せる

●条例の見直しの検討会 etc が有れば参画
したい

●条例を見守るしくみが出来たら何らかの
形で関与する

条例運用の評価方法は？

●条例がしっかりと運用されているかどう
か、何をもって判断するか決めておく必要
がある

定期的な見直しの履歴を残す

●条例は必要に応じて見直すが、ある期間後
には必ず見直した履歴を残す様にする
条例が活用された場面と共に見直しをする

●4～5 年ごとに自治基本条例の生かされた
場面と共に見直しを行う（委員会、付属機
関）
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Ｂ班－２

条例制定後に各自で取り組むこと 条例を見守る・見直すためのしくみ

まずは条例の理解を促し進める 推進委員会 etc の第三者機関をたち上げる

●1.半年後に読みなおす 2.1 年後に読み
なおす 3.以後 1 年毎に読みなおす 4.
自治会に意見を聴く

●推進委員会の設定 定期的（年単位）開
催 5 年は長い？（時代遅れにならないよ
うに）

●1.条例の理解 2.市行政の方向性と条例
との対比確認

●第三者機関を設けフォローしていく 年4
回くらい

条例の運用状況などを情報発信していく ●第三者機関とはこの委員会メンバーの内
町内ごとに数名が望ましい●条例の運用について、市側の情報発信に

対し、意見を述べていきたい。（定期的な
機会の設定を望む

●条例を作成後、本条例が生かされているか
を、フォローするし組があっても良いので
は！ 年に1回～3回回数を設定して定期
的に集まって議ろんするし組をつくる。
（メンバーは公募又は、今回のようにラン
ダムにメンバーを選び委員会とする）

●隣り近所との集まりの中に自治問題的な
こと話題にしていく
市議会の傍聴などを通じた条例の見守り

●市議会の傍聴（市議の認識が正しくされ
ているか。PR・教育？） 市民会議の有志が委員会 etc に参加する

●条例に基づき、尊重され、自治が進めら
れているか、見つめ続ける

●この市民会議メンバー有志による委員会
等の設置

市民会議の有志が

市民のコアメンバーとして運用を見守る

●本会を見直す会のメンバーに入れる
市議会・職員 etc の学習

●この市民会議有志で委員会等を作れれば
参加したい

●議員、市長、市役所職員等、市政にたずさ
わる関係者への遵守をさせる為の学習が
必須

行政側からの情報発信

●Web 等による行政議会の詳細公表（現在は
議会傍聴あるいは市議会だよりの他は知
る機会がない為）
その上で見直し機関等の設置を考える

●条例の運用に関して、市側から、状況（定
期的）を発信する仕組をつくる

条例の運用の成果をどのように評価するのか？

●本条例の具体的成果（結果）？を見る
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Ｃ班－１

条例制定後に各自で取り組むこと 条例を見守る・見直すためのしくみ
自治会に参加して条例への理解と周知を深める 委員会を設置する

（有識者にも入ってもらう必要があるのでは）●自治会等への参加を通じ、本基本条例の

市民への周知を図る ●4年に一度、設置した委員会で見直し会議

を行う。または社会情勢に対応するよう都

度見直す

●自治会を通じて皆と、理解をしていきた

い

自治会運営に積極的に参加する ●有識者をまじえた諮問会議を設置し、5年

程度を目途に、基本条例について見直しを

行う

●自治会にて総会等に参加して行きたい

条例に対する理解を深める

●条例を良く理解する様努める 見直しの規定（年数）を定める

●市報等で回ってくる各条例等が、基本条

例に則したものであるか、確認する

●見直し規定を設けた方が手続等の問題が

発生しなくていいと思う

●各自が責任を持って取組む基本条例の意

義をみなさんに知って戴く事が大切

●期間を定め条例のシントウを見ていく

条例を策定したこと、そのメリット等を広く伝

えていかないと生かしきれない→情報発信を！

●基本条例を市民にわかって戴く事が第一

●自立協働による町づくり（広くみんなの意

見を集約できること）
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Ｃ班－２

条例制定後に各自で取り組むこと 条例を見守る・見直すためのしくみ

市政に対する関心を持つ

→情報を得る努力をする

見直す／見守るための第３者機関を設置する

●定期的に審議会・委員会を設ける。人口の
減少などもあるので●市報・議会だよりの広報誌を今より更に

熟読し、自治基本条例に添っているか確
認に心掛ける

●見直す組織は○○とする
広く意見をきく手法を取り入れる

●市政に関心を持ち市の発する情報を条例
制定に関与した視点からチェックしてみ
る

●ホームページ（アンケート）等で見直すた
めの意見を募る

見直しの期間を定める

（運用開始当初は早い段階で行う等）●時間を作り議会へ ぼう聴する機会を増
やす ●先ず 1年後に見直す!! その後は、間をあ

ける？●地方自治に関する情報に関心を持ち、制
定された条例の完成度を上げる事に関与
したい

●期限を切って見直しをして行くのか

●市長の任期中に1回以上見直す。もちろん、
見直した結果、変更ナシという結論もありパブリックコメント等で意見を出す

●市民参加 各種パブリックコメントに意
見を出す

その他

●見守る場は比較的に短期に（理想は常に）、
見直しは、それよりも長い期間で●アンケートに答える←図書館等にある

自治会に参加してコミュニティの担い手になる ●勝手に見直されても困る
●自治会に進んで参加し出来得る事を行う ●見直した後、次の見直しまでの期間も定め

る。コロコロ変えないしくみ●一番みじかなのは自治会の積極参加です
が、自分の興味あるものが少ない

●それぞれ（市民）が参加する自治会（町
会）の役員に就任して、全ての面で関与
する

その他

●第三者機関を設置し可能な人は参加する
●自治会の催しもの 企画作りの段階から

広く募集して参加しやすいようにする
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● 東村山市自治基本条例（一般的に使われ
ている。他に良い名はないようだ）

● 東村山市自治基本条例
● ひがしむらやま自治基本条例（シンプル

に、ひらがなに、やわらかく）
● 東村山まちづくり自治基本条例（自分た

ちで“まち”を作ったんだという思いか
ら）

● まちづくり基本条例（自治基本条例では
言葉が難しい）

● 東村山まちづくり条例（内容で勝負すれ
ばよいと思う）

● 東村山街づくり基本条例（市民みんなで
共に助け合う街を作りましょう）

● 東村山市自治のまち基本条例（まち全体
が皆で自治されているイメージ）

●東村山市市民憲章（東村山市の憲法であ
り、「憲章」というシンプルな表現がよい
と思います）

● 東村山みんなの自治基本条例（市民策定
会議で考えたから）

● 私たちの自治基本条例（市民が参加し作
ったという主体性を意識）

● 私たちのまちのつくり方（正式な名称
は、自治基本条例で良いのですが、みな
さんの意見として、小中学生がわかる言
葉というのもありましたし、副読本等の
サブタイトルとして使っていただければ
と考えます）

● 東村山市民のための条例（市民自ら作り
上げた条例であるとの認識）

● 市民による市民の為の基本条例

● 住み続けたいまちづくり基本条例（内容
の具体性！）

● 住みよい街づくり東村山基本条例（これ
まで住みやすい街という意見が多かっ
た）

● 日本一住みやすい街をつくる条例（名前
のとおり）

● 明るい町づくり（生活にうるおいがあり、
やさしさ、安全安心に手ぬかりがない町）

● いきいき（生き生き）東村山自治基本条
例（市民みんなが生き生きとした人生を
送れるように）

● 緑を未来へつなげる自治基本条例（東村
山の自然を守りそれを子供達世代へと残
したい）

● ととろの街のまちづくり
● 市民の声を生かす基本条例
● みんなのねがいじょうれい（全員さんか

とあらわす）
● この街に興味・関心を持つ条例（一人で

も多くの人に関心を持ってもらうため）
● ひがしむら山盛自治基本条例（山盛…沢

山あり心豊かになるように）
● かがやけ東村山！自治基本条例（日本一、

世界一、東村山の条例が輝いてほしい）
● 手と手をつなごう！あなたと私の東村山

まちづくり条例（市民の共助を活性化す
るための条例だから）

● 市と市民が共に助け合うための約束（会
議の議論の中心となった「共助」の精神
を表したい。「条例」という硬い言葉では
ない事としたい）

条例名称アイデアシート
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