事

務

事

業

専門部会名

総務部会

分科会名

総務分科会

小項目名

市町村章

協議項目名

慣行の取扱い

項目分類（細々項目）

市町村章

調

整

協議項目一覧表の番号(右欄へ記入)
（専門部会ｺｰﾄﾞNo・分科会ｺｰﾄﾞNO・整理NO・項目NO・枝NO）

表
調整方針確認日

基本調整方針（案）

平成

５

年

月

2‑1‑62‑22

日

新市において策定する。

この表は、協議項目名が次に該当するもの以外について使用する。「公共的団体等・附属機関等・補助金、交付金等・使用料、手数料、一部事務組合の取扱い」
具体項目

調整が必要な項目と具体的内容
及び理由

１

市町村の現況（現況調査表）

項目

２

事務事業名

３

事務事業内容

市町村章

市町村章

伊勢崎市

赤堀町

東村

境町

市町村章

具体的内容
新市の発足とともに失効する
こととなるため、新市において
策定するもの。

理由
新市住民の共通のシンボルと
して策定する必要があるもの
策定経緯等

勾玉

｢アカボリ｣のアを図案化

｢東｣を図案化

さの字を図案化

Ｓ１５．９．１３制定

Ｓ４７．９．２６制定

Ｓ５９．５．３制定

Ｓ３８．７．４制定

一般公募の中から選考して決定

丸は町の豊かさと円満を表し、上

曲玉赤色でいせさきの「い」の字形 一般公募の中から選考して決定
にデザインされ、地色は黄色で
す。

部のハネは飛躍発展の姿を表す
一般公募の中から選考して決定

４

事務事業の目的

新市住民の共通のシンボルとして策定する必要があるもの

５

合併の課題・問題点（デメリット）

６

合併の効果（メリット）

７

財政影響額

事
専門部会名
分科会名
小項目名
協議項目名
項目分類（細々項目）

務

事

業

調

総務部会
総務分科会
市町村民憲章
慣行の取扱い
市町村民憲章

整

協議項目一覧表の番号(右欄へ記入)

表

調整方針確認日

基本調整方針（案）

２‑１‑６３‑２２

（専門部会ｺｰﾄﾞNo・分科会ｺｰﾄﾞNO・整理NO・項目NO．枝NO）
平成

５

年

月

日

新市において策定する。

この表は、協議項目名が次に該当するもの以外について使用する。「公共的団体等・附属機関等・補助金、交付金等・使用料、手数料、一部事務組合の取扱い」
調整が必要な項目と具体的
内容及び理由

具体項目
１

市町村の現況（現況調査表）

２

事務事業名

３

事務事業の内容

市町村民憲章

市町村民憲章

伊勢崎市

赤堀町

東村

境町

伊勢崎市民憲章

赤堀町町民憲章

東村村民憲章

境町町民憲章

平成２年６月１９日制定

昭和６３年３月２６日制定

平成元年３月１日制定

昭和４３年１０月２３日制定

市町村民憲章

策定の経過等

項目

わたくしたち伊勢崎市民は、
心豊かで住みよいふるさとを築
くため互いに努力し、協力して
いくみんなの共通の目標として
、この憲章を定めます。
１ 人権を尊重し、心のふれあ
うまちをつくりましょう。
１ 自然を愛し、住みよい環境
のまちをつくりましょう。
１ 教育を大切にし、文化の香
り高いまちをつくりましょう。
１ スポーツに親しみ、健康で
明るいまちをつくりましょう。
１ 産業を育て、活力あるまち
をつくりましょう。

１
１
１
１
１

自然や文化を守り育てる。 １ 人権を守り 互いに助け合
教養を高める。
い明るい家庭をつくります
心身の健康につとめる。
１ 健康で生きがいのある幸せ
福祉の充実をめざす。
な暮らしをつくります
産業の振興をはかる。
１ 教育を高め スポーツ・芸
術に親しみ誇る文化をつくり
ます
１ 産業をおこし 楽しく働く
たくましい人をつくります
１ 郷土と美しい 自然を愛し
活力ある村をつくります

平成２年６月議会議決

昭和６３年３月議会議決

昭和６３年１２月議会議決

わたくしたちは、伸びゆく境
町の町民であることに誇りと責
任をもち、郷土をより美しく豊
かにするために、この憲章を定
めます。
１ 元気で働き、豊かな町をつ
くりましょう。
１ 公共物や緑を愛し、きれい
な町をつくりましょう。
１ きまりを守り、住みよい町
をつくりましょう。
１ 老人を大切にし、子どもの
しあわせな町をつくりましょ
う。
１ 教養を深め、文化の高い町
をつくりましょう。
昭和４３年１０月２３日明治百

市制施行５０周年にあわせ制定。 ２１世紀に向けて、大きく変貌 村制施行１００周年記念事業推 年行事とあわせ憲章発表会を行
市民アンケートの結果等を考慮し し、発展して行く町の道標とし 進委員会に策定委員会を設け、 う。議会全員協議会で制定に同
５０周年記念事業実行委員会の式 て。
村民アンケート調査を実施。
意。町民憲章制定委員会を作り
典広報部会で検討し、全体の委員
草案を町民から公募したもの。
会で了承。

４

事務事業の目的

５

合併の課題、問題点（デメリット）

６

合併の効果（メリット）

７

財政影響額

新市住民の共通の目標として策定する必要があるもの

具体的内容
４市町村においてそれぞれ制定さ
れているものであるが、新市の発足
とともにすべて失効することとなる
ため、新市において策定するもの。

理由
新市住民の共通の目標として策定する
必要があるもの

事

務

事

業

専門部会名

総務部会

分科会名

総務分科会

小項目名

市町村の花・木・歌

協議項目名

慣行の取扱い

項目分類（細々項目）

市町村の花・木・歌

調

整

協議項目一覧表の番号(右欄へ記入)
（専門部会ｺｰﾄﾞNo・分科会ｺｰﾄﾞNO・整理NO・項目NO・枝NO）

表
調整方針確認日
基本調整方針（案）

平成

５

年

月

2‑1‑65‑22

日

新市において策定する

この表は、協議項目名が次に該当するもの以外について使用する。「公共的団体等・附属機関等・補助金、交付金等・使用料、手数料、一部事務組合の取扱い」
具体項目

調整が必要な項目と具体的内容
及び理由

１

市町村の現況（現況調査表）

項目

２

事務事業名

３

事務事業内容

市町村の花・木・歌

市町村の花・木・歌

伊勢崎市
市町村の花及び木

赤堀町

東村

境町

市の花 ｢つつじ｣ S45.9.13

町の花 ｢サルビア｣ S55.8.23

村の花 ｢菊｣ S59.4.1

町の花（スイセン）

市の木 ｢まつ｣ S45.9.13

町の木 ｢けやき｣ S55.8.23

村の木 ｢さざんか｣ S59.4.1

町の木（黒松） S49.10.23

制定経緯 市制３０周年を記念して制定したも 一般公募の中から選考して決定し 一般公募の中から選考して決定し 一般公募の中から選考して決定し
の
たもの
たもの
たもの

市町村の歌

伊勢崎市歌

なし

なし

具体的内容
花及び木については、４市町
村のすべてにおいて、市歌につ
いては伊勢崎市において制定さ
れているものであるが、新市の
発足とともに失効することにな
るため新市において策定するも
の

なし

理由
制定経緯 昭和１５年９月１３日の市制施行を
記念して制定されたものと思われ
るが、事実であるかについては不
詳。

４

事務事業の目的

５

合併の課題・問題点（デメリット）

６

合併の効果（メリット）

７

財政影響額

新市住民の共通のシンボルとして策定する必要があるもの

新市住民の共通のシンボル
として策定する必要があるも
の

事

務

事

業

専門部会名

総務部会

分科会名

総務分科会

小項目名

市町村宣言

協議項目名

慣行の取扱い

項目分類（細々項目）

市町村宣言

調

整

協議項目一覧表の番号(右欄へ記入)
（専門部会ｺｰﾄﾞNo・分科会ｺｰﾄﾞNO・整理NO・項目NO・枝NO）

表
調整方針確認日
基本調整方針（案）

平成
５

年

月

2‑1‑67‑22

日

新市において策定する。

この表は、協議項目名が次に該当するもの以外について使用する。「公共的団体等・附属機関等・補助金、交付金等・使用料、手数料、一部事務組合の取扱い」
具体項目

調整が必要な項目と具体的内容
及び理由

１

市町村の現況（現況調査表）

項目

２

事務事業名

３

事務事業内容

市町村宣言

市町村宣言

具体的内容

別紙のとおり

４市町村において、それぞ
れ制定されているものである
が、新市の発足とともにすべ
て失効することとなるため、
新市において策定するもの。
理由
新市住民の共通の目標として
策定する必要があるもの

新市住民の共通の目標として策定する必要があるもの

４

事務事業の目的

５

合併の課題・問題点（デメリット）

６

合併の効果（メリット）

７

財政影響額

別紙 1
種

別

人権宣言
議決年月日

内

伊勢崎市
（人権尊重宣言）

議決年月日

（人権尊重の村宣言）

境町
（人権尊重と福祉の町宣言）

平成１４年３月１５日議決

平成６年９月２２日議決

市民相互に人権を尊重し、かつ、信
頼しあい、進んで明るい住みよい都市を
建設するため、ここに伊勢崎市は、人権
尊重都市宣言をする。

基本的人権の尊重は、わが国憲法の根
幹をなすものであり、すべての人々の人
権が平等に保障されることこそ、自由と
平和な社会をつくる基礎あることは言を
またないところであります。21世紀を迎
え、「世界人権宣言」にうたわれている
人類普遍の原理を改めて確認し、学校や
職場、更には地域において人類がすべて
平等との意識をより一層高め、真に人々
の人権が尊重される、すばらしい郷土東
村をつくることを誓い、ここに「人権尊
重の村」を宣言します。

人は、みな個人として尊重されなけれ
ばならない。幸福追求の権利は、何人に
対しても自由にして平等に与えられた基
本的人権である。
わたくしたち境町民は相互の理解と協
力により、すべての者が人権を尊重され
人間らしく健康で文化的な生きがいのあ
る生活ができるよう、次の事項を指針と
して、真に自由にして平等な差別のない
町づくりを進めることを誓い、ここに
「人権尊重と福祉の町」を宣言する。
１、人権を尊重し、心のぬくもりと支え
合 いにより、差別のない明るい町にし
よう。
２、高齢者をうやまい、健康で心豊かに
生活できる環境づくりをしよう。
３、障害者の人格を尊重し、自立と社会
参加を支援しよう。
４、子供たち相互の友情と信頼を深め、
心身ともに健やかな子供たちを育てよ
う。
５、未来を開く子どもたちのために、子
育ての社会をしよう。

（スポーツ都市宣言）
昭和５４年９月２１日市議会議決
昭
和５４年１１月１０日市民体育館落成式の
宣言

わたくしたち伊勢崎市民は、スポー
ツに親しみ、スポーツをとおして、たく
ましい健康な心と体を鍛え、明るく活力
に満ちた豊かな伊勢崎市を築くため、次
の目標をかかげここにスポーツ都市を宣
言する。
容

東村

昭和４２年１２月２２日市議会議決
昭和４３年１月１日新年祝賀式宣誓

容

スポーツ宣言

内

赤堀町

（健康とスポーツの町宣言）
平成元年９月１１日議決
わたくしたちは、スポーツをとおして
心身の健康につとめ、明るく活力に満ち
た赤堀町をきずくため、次の目標をかか
げ、ここに宣言する。
１、わたくしたちは、生涯をとおしてス
ポーツに親しみ、豊かな心と体づくりに
努めています。
１、わたくしたちは、スポーツを生活の
中にとり入れ、健康で明るい家庭づくり
に努めます。
１、わたくしたちは、スポーツを通じて
仲間をつくり、友情と連帯の輪をひろげ
ます。

別紙 2
種

別

平和都市宣言
議決年月日

内

容

安全宣言
議決年月日

内

容

伊勢崎市
（核兵器廃絶平和都市宣言）
昭和６２年６月２３日市議会議決
私たち伊勢崎市民は、平和を愛し安全
で健康なまちづくりを目指しています。
しかし、いま世界の平和と安全にとって
核兵器の存在は、大きな脅威をもたらし
ております。この核兵器を地球上からな
くすことは、人類共通の願いです。私た
ちは、平和を愛する世界各国の人々とと
もに真の恒久平和が実現することを希求
し、ここに「核兵器廃絶平和都市」を宣
言します。

赤堀町

東村

境町

（非核平和宣言の町）
平成２年６月２２日議決
私たち赤堀町民は、ふるさと赤堀町と
世界の平和を愛し幸せに暮らせることを
最終の目標として居ります。我が国は世
界唯一の核被爆国としての悲劇を体験い
たしました。二度とこのようなことがこ
の地球上で起こらないよう核兵器廃絶を
願うと共に非核３原則の堅持を訴え、こ
こに「非核平和宣言の町」を宣言する。

（核兵器廃絶平和宣誓）
平成３年３月15日議決
私たち東村民は、郷土東村の歴史と伝
統を守り、何よりも大切な平和を維持
し、安らぎと活力あふれる村を建設する
たに世界平和を維持し、安らぎと活力あ
ふれる村を建設するために世界平和の実
現を強くもとめます。しかし、現在世界
各地で武力紛争や戦争が絶え間なく続け
られており、しかもこれらに用いられる
兵器は、ますます強力化さらに高度化
し、核軍備の拡大が進み人類は深刻な脅
威にさらされています。我が国は、世界
唯一な核被爆国として核兵器を持たず、
つくらず、持ち込まずの非核三原則を堅
持し、広島や長崎や沖縄戦の悲惨を二度
と繰り返さないよう核兵器開発、保有、
実験のすべての廃絶を世界に訴え続かな
ければならない。

（非核平和都市宣誓）
平成２年１２月１８日議決
私たち境町民はふるさと境町を愛し、
水と緑に包まれ風格のある、平和な町づ
くりを目指しています。しかし、世界の
平和と安全にとって、核兵器の存在は、
大きな脅威をもたらしています。この核
兵器のすみやかな廃絶は人類共通の願い
です。今や世界は、対決の時代から和解
と協力の時代へと移りつつあります。私
たちは、平和を希求する町民創意のもと
に、ここに真の永久平和が実現すること
を願い、非核平和都市を宣言します。

（交通安全宣言都市）
昭和６３年６月２４日議決
悲惨な交通事故を防止し、明るくすみよ
い町づくりは、三方町民の願いである。
しかしながら、本町の交通事故による死
傷者は、関係機関、団体の日夜懸命の努
力にもかかわらず後を絶つことなく発生
し、激増していることは、誠に憂慮に堪
えないところである。これら事故の内容
をみるとき、道路利用者による交通の基
本ルールの無視や無謀な運転が目立つな
ど交通マナーの欠如によるものが大半を
占めているところである。そこで、なお
一層の交通安全施策の行政努力を押し進
めるなど、交通事故防止のための不断の
努力が必要であることを痛感するところ
であります。よって本町議会は、町民と
ともに交通マナーをさらに高め正しい交
通ルールを真に実践し、交通事故のない
町づくりに専念することを宣言する。

