
条文案と論点整理 H23.6.1事務局作成案　　

起草委員会における協議要旨
（条文に書き込みたい内容・論点など）

条文案（たたき台） 整理を要する点 他自治体の参考条文 備考

本編
P6
 ～7

本市では、町内会・自治会・組などを基礎に、地区・地
域・市域全体へと活動区域が広がる重層的なまちづく
りとなっています。町内会・自治会・組などの区域を越
えた「地区」では、市民センター（※大野地域では、地
区集会所）を活動拠点にして、町内会・自治会・組など
を基盤としたコミュニティ推進団体・区を中心に主体的
な地域活動が行われています。旧市町村の区域であ
る「地域」では、各支所に設置している地域づくり推進
部門を中心に、多様な主体と連携・協力しながら、地
域の特性を生かしたまちづくりが行われています。こう
した各地区・各地域におけるまちづくりを、市内・市外
にかかわらず多様な主体が連携しながら、市域全体
のまちづくりとしてうまくつなげていくことが大切です。

・「地区」では、町内会・自治会・組などを基盤としたコ
ミュニティ推進団体・区を中心に主体的な地域活動が
行われていいる。
・「地域」では、各支所に設置している地域づくり推進
部門を中心に、多様な主体と連携・協力しながら、地域
の特性を生かしたまちづくりが行われている。
・こうした各地区・各地域におけるまちづくりを、市内・
市外にかかわらず多様な主体が連携しながら、市域全
体のまちづくりとしてうまくつなげ、補い合っていく。

条例素案（本編・資料編）

第３章　協働のまちづくりの仕組み
　　　　　２　地域連携
　　　　　①　重層的なまちづくり（地区、地域、市域、連携）



起草委員会における協議要旨
（条文に書き込みたい内容・論点など）

条文案（たたき台） 整理を要する点 他自治体の参考条文 備考

本編
P9

・コミュニティ推進団体の活動エリアである小学校区や
区（大野地域）において、地区ごとの話し合いの場“円
卓会議”の設置・充実を図ります。

本編
P9

・地区内のさまざまな活動主体が参加し、地区の実情
に応じたまちづくりについて話し合う。市職員も参画・
運営支援を行う。

資料
編
P32

・地区レベルのつながるしくみづくり-地区レベルの円
卓会議の設置－具体策・市民や活動団体などが行う
もの ⇒ 様々な主体が参加し、地区の実情に応じたま
ちづくりの話し合いの場をもつ。

資料
編
102

・様々な団体の取り組みを共有し、良いところを活かせ
るようなしくみがあればよい。

資料
編
102

・コミュニティの安心安全部とＰＴＡ育成部が連携できる
と見守り隊の活動が楽になる。⇒どうすれば・・・プラット
ホームづくり。

資料
編
103

・各団体の得意なこと、困っていることを話し合い、補
い合う関係をつくっていく。

資料
編
131

・円卓会議のお作法は、みんなが対等に参加する。
ワークショップ方式で発言しやすくなど、プロセスを大
切に

資料
編
156

・地区の円卓会議は地区の問題点の掘り起しの場。
円卓会議では解決（実践）できない。解決に向けた話
し合い、役割分担などを行い、実行委員会形式など、
各団体が連携するなどして実践する。

本編
P6
 ～7

本市では、町内会・自治会・組などを基礎に、地区・地
域・市域全体へと活動区域が広がる重層的なまちづく
りとなっています。町内会・自治会・組などの区域を越
えた「地区」では、市民センター（※大野地域では、地
区集会所）を活動拠点にして、町内会・自治会・組など
を基盤としたコミュニティ推進団体・区を中心に主体的
な地域活動が行われています。旧市町村の区域であ
る「地域」では、各支所に設置している地域づくり推進
部門を中心に、多様な主体と連携・協力しながら、地域
の特性を生かしたまちづくりが行われています。こうし
た各地区・各地域におけるまちづくりを、市内・市外に
かかわらず多様な主体が連携しながら、市域全体のま
ちづくりとしてうまくつなげていくことが大切です。

本編
P9

・地域づくりの拠点である市民センターの運営を充実
します。

資料
編
113

・（地区は、）地縁系にとって、一番主体的に活動して
いるエリア。

資料
編
113

・市民センターと地域が一緒になって人づくり、地域づ
くりを。

資料
編
113

・各種団体の横のつながりは、市民センターが中心に
なってほしい。

第３章　協働のまちづくりの仕組み
　　　　　２　地域連携
　　　　　②　地区まちづくり（地区円卓会議、市民センター）

条例素案（本編・資料編）

・地区において、活動団体が主体となって、“地区円卓
会議”の設置・充実を図る。
・地区円卓会議は、地区内のさまざまな活動主体が参
加し、地区の実情に応じたまちづくりについてフラット
な関係で話し合う。市職員（市民センター職員も）も参
画・運営支援を行う。
・地区円卓会議は、問題点を掘り起し、解決策や役割
分担について話し合い、各団体が連携するなどして実
践していく。

札幌市自治基本条例
第３節 身近な地域におけるまちづくりの推進
（まちづくりセンターを拠点とした地域のまちづくり）
第２８条 市は、まちづくりセンターを拠点として、地域住
民との協働により、地域の特性を踏まえたまちづくりを
進めるものとする。
２ まちづくりセンターは、町内会、自治会等の地縁によ
る団体若しくは地域においてまちづくり活動を行うもの
（地縁による団体を除く。）又はこれらの団体等により構
成されるまちづくり協議会その他の団体が行うまちづく
り活動に対して、その自主性と自立性を尊重しつつ、
次に掲げる支援を適切に行うものとする。
(1) まちづくり活動の場及び機会の充実に関すること。
(2) まちづくり活動に資する情報の共有に関すること。
(3) まちづくり活動を行う団体間の連携の促進に関する
こと。
(4) 前３号に掲げるもののほか、まちづくり活動に資す
る取組に関すること。
（区におけるまちづくり）
第２９条 市は、区役所を拠点として、区民との協働によ
り、区の課題及びその特性を踏まえたまちづくりを進め
るものとする。
２ 市は、区における課題について、区民の意向を把握
するとともに、区民の合意を形成するための意見調整
の場を設けるなどの支援を行い、その合意された意見
を市政に反映するよう努めるものとする。
３ 市は、複数の区に関する課題について、関係する区
民の調整が図られるよう必要な支援を行うものとする。

・地区のまちづくりの拠点である市民センターの運営を
充実する。
・市民センターと地域が一緒になって、人づくり、地区
のまちづくりを進める。
・活動の拠点施設は、市民センターと地区集会所（大
野地域）



起草委員会における協議要旨
（条文に書き込みたい内容・論点など）

条文案（たたき台） 整理を要する点 他自治体の参考条文 備考

本編
P9

・旧市町村の区域である地域において、地域ごとの話
し合いの場“円卓会議”を設置します。

本編
P9

・地域活動の発表・報告の機会をつくり、情報の共有
化をはじめ、テーマごとや同じ活動団体同士、地域を
越えた多様な話し合いの場をつくる。

本編
P9

・円卓会議の場づくりや、地域と行政の意見交換会の
開催などを通じて、地域のニーズを施策・事業化に生
かす。

※廿日市地域は、条例に基づく支所は設置していな
いため、市役所（自治振興部自治振興課）が主体と
なって設置する。

資料
編
P32

・地域レベルのつながるしくみづくり－能動的にまちづ
くりに関わるしくみ－市民や活動団体などが行うもの
⇒ 積極的に円卓会議に参加する。

資料
編
132

・各地区の活動の良いところを持ち寄って、参考にしな
がら独自のまちづくりを進めていくべきではないかと考
えている。

資料
編
132

・自分たちが行っていることで、別の方法があるのでは
ないかと自信がないとき、他の地区で行っていることが
気になる（参考にしたい）。

資料
編
132

・地縁系だけでなくテーマ系の人が話し合える仕組み
ができないか。

資料
編
132

・テーマごとに集まって問題や要望を出し合ったり、何
処がするのか、こういう役割を担ってほしいという話し
合いもできるのでは。

資料
編
157

・地域の円卓会議については、テーマごとの話し合い
の場、地域内のコミュニティ組織が集まっての情報交
換の場、地域を越えての場など多様性がある。

本編
P9

・地域特性を生かした地域づくりに向けて、支所の充
実・強化を図ります。

資料
編
133

・地域の意見・ニーズを総括して施策や事業に生かす
ことが支所の役割であり、地域に情報を提供する役割
も担う。

資料
編
133

・地域では支所がニーズを取り上げ支所内の各課の
施策や事業にフィードバックすることが重要。

資料
編
158

・地域のことは支所で完結するために、支所独自で地
域づくりができるようにする。

資料
編
158

・地域において支所は、地域のニーズを生かすために
地域の円卓会議の議論やアイデアを持ち帰り、整理し
て地域の意見交換会を行う、支所で完結、参加の仕組
みを考える、人事異動の際には地域の方から地域のこ
とを教えてもらい地域を知る、職員は市民の視点・現場
の視点で考える。

・地域において、支所〔地域づくり推進部署。廿日市地
域は、条例に基づく支所は設置していないため、市役
所（自治振興部自治振興課）〕が主体となって“地域円
卓会議”を設置する。
・地域円卓会議は、情報の共有化をはじめ、テーマご
とや同じ活動団体同士、地域を越えた多様な話し合い
を行う。
・市民や活動団体は、地域円卓会議に積極的に参加
する。
・テーマごとの話し合いでは、問題や要望を出し合った
り、誰が行うのか、どのような役割を担ってほしいかとい
う話し合いも行っていく。

札幌市自治基本条例
第３節 身近な地域におけるまちづくりの推進
（まちづくりセンターを拠点とした地域のまちづくり）
第２８条 市は、まちづくりセンターを拠点として、地域住
民との協働により、地域の特性を踏まえたまちづくりを
進めるものとする。
２ まちづくりセンターは、町内会、自治会等の地縁によ
る団体若しくは地域においてまちづくり活動を行うもの
（地縁による団体を除く。）又はこれらの団体等により構
成されるまちづくり協議会その他の団体が行うまちづく
り活動に対して、その自主性と自立性を尊重しつつ、
次に掲げる支援を適切に行うものとする。
(1) まちづくり活動の場及び機会の充実に関すること。
(2) まちづくり活動に資する情報の共有に関すること。
(3) まちづくり活動を行う団体間の連携の促進に関する
こと。
(4) 前３号に掲げるもののほか、まちづくり活動に資す
る取組に関すること。
（区におけるまちづくり）
第２９条 市は、区役所を拠点として、区民との協働によ
り、区の課題及びその特性を踏まえたまちづくりを進め
るものとする。
２ 市は、区における課題について、区民の意向を把握
するとともに、区民の合意を形成するための意見調整
の場を設けるなどの支援を行い、その合意された意見
を市政に反映するよう努めるものとする。
３ 市は、複数の区に関する課題について、関係する区
民の調整が図られるよう必要な支援を行うものとする。

・地域特性を生かした地域のまちづくりに向けて、支所
の充実・強化を図る。
・支所は、地域の円卓会議の議論やアイデアを持ち帰
り、地域のニーズを施策・事業化に生かす。また。地域
のまちづくりに有効な情報提供も行う。

第３章　協働のまちづくりの仕組み
　　　　　２　地域連携
　　　　　③　地域まちづくり（地域円卓会議、支所）

条例素案（本編・資料編）



起草委員会における協議要旨
（条文に書き込みたい内容・論点など）

条文案（たたき台） 整理を要する点 他自治体の参考条文 備考

資料
編
114

・地域や市域全体の情報を共有するための場が必要
になる。それぞれの地域では形態が異なっているが、
地区・地域を越えて連携してまちづくりの推進を図る
必要がある。

資料
編
114

・各種団体の実務者の集まりや、連携が必要

資料
編
114

・テーマ系と地縁系をつなぐ市民活動センターの役割
が重要

本編
P10

・地域の課題解決に向けて、市民の意見をつなぐこと
ができるよう、庁内の横断的な連携体制を構築する。

本編
P10

・市役所の窓口一元化や市役所内部がつながる仕組
みをつくり、市民の力と行政の力で地域コミュニティの
活性化を促す。

資料
編
157

・行政のつながりは、地区の情報を市民センターが集
め、地域内の市民センターと支所がつながることにより
支所に地域の情報が集まり、支所から本庁へつなぐ。

第３章　協働のまちづくりの仕組み
　　　　　２　地域連携
　　　　　④　市域のまちづくり

条例素案（本編・資料編）

・地域の課題解決に向けて、市民の意見をつなぐこと
ができるよう、庁内の横断的な連携体制を構築する。
・地区の情報を市民センターが集め、地域内の市民セ
ンターと支所がつながることで地域の情報が支所に集
まる。そして支所が本庁に地域の情報をつなぎ、共有
する。

・地区・地域を越えて、各種団体が連携してまちづくり
を推進する。
・市民活動センターは、テーマ系と地縁系の団体をつ
なぐ。


