
発議 第 ９ 号  

 

 

議案 第 １ １ 号 「 流 山市 老人 福祉 セン ター の設 置及 び管 理に 関

する 条例 の一 部を 改正 する 条例 の制 定に つい て 」 に関 する 附

帯決 議に つい て  

 

上記 の議 案を 別紙 のと おり 、流 山市 議会 会議 規則 第１ ４条 第 ２ 項

の規 定に より 提出 しま す。  

 

平成 ２ ５ 年 ３ 月２ ２ 日 提出  

 

       提 出 者  

教育 福祉 委員 長  宮田  一 成  

  



議案 第１ １号 「 流 山市 老人 福祉 セン ター の設 置及 び管 理に 関  

する 条例 の一 部を 改正 する 条例 の制 定に つい て 」 に関 する 附  

帯決 議  

 

流山 市老 人福 祉セ ンタ ーは 、老 人の 福祉 の向 上と 増進 を図 るこ と

を目 的に 設置 され 、こ れま で多 くの 市民 に愛 され 、利 用さ れて きた 。  

また 、流 山市 自治 基本 条例 及び 流山 市市 民参 加条 例は 、地 方 分 権

以降 、「 自分 たち の地 域の 課題 は、自分 たち で考 え、自分 たち で解 決

に向 けて 行動 する 」と いう 、本 来あ るべ き自 治の 姿に 向け 、更 に推

進・ 発展 させ てい くこ とが 不可 欠 で ある こと から 、策 定作 業が 始ま

り、 流山 市自 治基 本条 例第 １３ 条第 １項 「 市 及び 議会 は、 市民 等の

市政 への 参加 の権 利を 保障 する ため 、多 様な 参加 の機 会を 設け るよ

う努 めな けれ ばな りま せん 。」及び 第２ 項「 市は 、多 様な 方法 を用 い

て市 民等 の意 見や 提案 を求 め、 これ を行 政の 運営 に反 映す るよ う努

めな けれ ばな りま せん 。」 とし てい る。  

この 前提 は、 市民 と行 政側 の信 頼で ある 。 施 設の 名称 につ いて の

８０ 件を 超え る市 民等 の意 見を 真摯 に受 け止 める べき と考 える 。  

 以 上、 決議 する 。  

 

平成 ２５ 年３ 月２ ２日  

 

千葉 県流 山市 議会  

 


