
条文案と論点整理

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
P.8

まちづくりを担う人材を育成するために
(1) 子どもの育成
地域に誇りを持ち、将来のまちづくりを担う子ど
もを育成する。

　（まちづくりを担う人材の育成）
１　市は、協働によるまちづくりの推進に寄
与する人材を育成するため、必要な施策
を講ずるものとする。

・市の施策として、まちづくりに関する人材
育成の実施義務を盛り込みました。

資料
編
P.29

・　学校が自然、文化、産業等の地域資源を活用
した「ふるさと教育」を行う。
・　コミュニティ推進団体が子どもに地域の伝統
芸能を教えたり、体験活動をさせたりする。

3　第１項に規定する施策を行うに当たり、
市は、まちづくりを担う者を次世代にわたり
育成するため、学校教育及び社会教育に
おいて地域への関心と理解を深めるため
の必要な教育及び啓発を行うものとする。

・「ふるさと教育」及び若年層への社会教
育（人づくり）を包括的に規定しました。

資料
編
P.10
1

・　子どもに「ふるさと教育」を行う。 ４　まちづくり活動を行う者及び市は、前２
項に規定する市の施策とあいまって、相互
に連携して、子ども及び若い世代が地域
におけるまちづくり活動に参加することの
できる場を提供するよう努めるものとする。

・子どもの頃からの地域との関わり、学校と
地域との連携を規定しました。
・なお、人材育成の項目なので、参加の機
会の提供は、結果的には人材育成となっ
ても、直接的には人材育成ではないため、
本来ここに規定する内容でないと考えま
す。
・「子ども」、「若い世代」とはどの範囲を指
すのか明確にする必要があります。
・なお、「市」とは、市の執行機関を指すた
め、教育委員会が含まれています。

資料
編
P.15
5

・　社会教育を進める。
・　子どもに「ふるさと教育」を行う。
・　子どもに伝統芸能を教えたり体験活動をさせ
たりする。

５　まちづくり活動を行う者は、まちづくりに
関わる者及びその指導をする者の育成に
努めるものとする。

・リーダーの育成について規定しました。

本編
P.8

(2) 若年層の育成
若年層がまちづくりにおいて活躍できる場をつく
ります。

・若い世代がまちづくりに参加できる旨は、
第２章で次のように規定したいと思いま
す。
↓

資料
編
P.28

・　市民センターが若年層を対象とした講座を開
催する。
・　コミュニティ推進団体が「若者部会」を設置
する。

２　20歳未満の市民は、年齢に相応した協
働によるまちづくりに参加する権利を有す
る。

資料
編
P.29

・　市民センターが大学（学生）と共同開発して
事業を実施する。

資料
編
P.18

・　中堅世代（30代・40代・50代）の参加を促進
する。

資料
編
P.30

・　まちづくりに参加できる人のリストを作成し
て多くの人の参加促進を図り、地区内の人材を育
成する。（Ｃグループ）

・　まちづくりクラブの人材リスト作成を通じた
人材育成

・条例で規定するには、細かい内容である
と思われます。

資料
編
P.13
6

・　まちづくりの活動を継続し、継続するために
は、評価（支援）が重要である。（Ｄグループ）

・　まちづくりの活動を継続し、高めるために
は、地域を引っ張っていくリーダーが必要

（仮）　第３章　協働のまちづくりの仕組み
　　　　　１　人づくり
　　　　　①　まちづくりを担う人材の育成

条例素案（本編・資料編）

・　地域に愛着と誇りを持つよう、「ふるさと教
　育」を行う。
・　子どもの頃から地域と関わりを持つ。
・　学校と地域との連携で子どもを育てる。
・　子どもの社会教育を進め、子どもの頃からの
　人づくりに取り組む。

　　　太田市まちづくり基本条例
　（子育てと子どもにやさしいまちづくり)
第29条　市は、子育てに社会が共同で参画し、安
心して出産や子育てができる環境整備を進め、す
べての子どもたちが、良い環境のもとで、健やか
に成長できるように努めます。
２　市民は、地域で一体となり、未来を担う子ど
もたちを育てます。
　（青少年に対する環境整備と育成）
第30条　市は、青少年をとりまく環境の整備に努
め、支援団体等の活動に対し支援します。
２　市民は、青少年に対する環境整備と育成の施
策に協力するとともに、青少年が積極的に社会活
動に参加できるように努めます。

・　（高齢者から見た）若い世代がまちづくりに
参加できる。
・　若年層にも社会教育を進める。（まちづくり
の担い手を育てるため）
・　勤労世代にまちづくりへの意識を高めてい
く。
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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
P.8

(3) 市職員の育成
市民起点・現場起点で考えることができ、地域か
らの相談に応えられる市の職員を育成します。

（まちづくりを担う人材の育成）
１　市は、協働によるまちづくりの推進に寄
与する人材を育成するため、必要な施策
を講ずるものとする。

・この規定は、職員の育成についても含ま
れています。

資料
編
P.10
0

・　職員が地域活動に参加する。 ２　前項に規定する施策を行うに当たり、
市は、その補助機関である職員に対し、市
民が行うまちづくりを支援する活動を行うこ
とを（職務）命ずることができる。

・各職員の職務内容に加え、職員が地域
活動に参加することが可能となる規定を設
けました。

資料
編
P.10

・　市職員は、地域活動に進んで参加する。
（Ｃグループ）

・なお、職員が自主的に地域活動に参加
する場合は、「市民」としての参加となりま
す。

資料
編
P.12
0

・　学校の役割－地域活動に熱心に参加
（Ｃグループ）

・職員向けの参加マニュアルづくりは、市
の業務となることから、市の責務として規定
する予定です。
↓

資料
編
P.13
6
資料
編

・　職員も市民としてボランティアに参加
・　職員が住居地域の活動に参加することも評価
のひとつ（特にテーマ系活動団体・ＮＰＯに対し
て）
（Ｄグループ）

１　市は、基本理念にのっとり、協働による
まちづくりの推進に関し、市民及びコミュニ
ティ推進団体との連携を図りつつ、協働に
よるまちづくりに関する施策を総合的、計
画的かつ具体的に策定し、及び実施する
責務を有する。

資料
編
P.12

・　地域活動に関心を持つ。

資料
編
P.15
5

・　町内会に加入する。
・　（市役所の職員も学校の先生も）地域活動に
参加する。
・　職員の意識改革が必要である。

資料
編
P.15
6

・　職員が説明をする時、決まりごとのみの説明
で心が入っていないこともあったし、相談に答え
られるよう、職員のスキルアップも必要。
・　相談に関することだが、「その件については
市民センターではない」と言うのみで、どこに行
けば良いのかも言わなかった。（Ｂグループ）

・　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）も参画・運営支援を行う。

・地区円卓会議への職員の参加は、同
会議の構成員として規定すべきと考え
ます。

（仮）　第３章　協働のまちづくりの仕組み
　　　　　１　人づくり
　　　　　②　行政職員の育成

条例素案（本編・資料編）

・　職員は、まちづくりのコーディネーター役で
　ある。
・　公務員ＯＢの持つ技術を地域コミュニティの
　事務に活用する。
・　職員のコミュニケーション能力の向上、柔軟
　な対応力等を養う。
・　職員向け地域活動への参加マニュアルをつく
　る。
・　市職員や行政が地域活動にかかわるシステム
をつくり、地域活動に進んで参加する。
・　学校の役割として、地域活動に熱心に参加す
る。
・　行政内部の仕組み（改変）
・　「志」「誇り」などを元に自発的に取り組ま
れるテーマ系市民活動やボランティア活動は、社
会参加の入口として取り組みやすいが「私」の性
質が強い。「私」的活動を「公」的活動に行政が
コーディネートすることによって好循環を生み出
したいと考えた。



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
P.8

まちづくりを担う人材を発掘するために
(1) 人材発掘の場づくり、きっかけづくり
人材を発掘するための場やきっかけをつくった
り、市民総ぐるみで貢献活動を行ったりする。

（まちづくりを担う人材の育成）
１　市は、協働によるまちづくりの推進に寄
与する人材を育成するため、必要な施策
を講ずるものとする。

・この規定は、人材の発掘に関する施策も
含まれています。

資料
編
P.27

・　コミュニティ推進団体や市民活動団体がイベ
ントを開催する。
　・楽しい・ワクワクする
　・伝統的な祭り（復活させる）
　・子どもと一緒に親を集める
　・流行の（集まりやすい）
・　市の職員が地域スタッフとして参加する。
・　市の施設に係る施策を充実する。
　・柔軟な施設利用
　・学校施設の開放
　・託児施設の整備（子育て中の人の参加促進）
・　イベントへの市民参加を促すために情報を発
信する。
　・タイムリー
　・外国人にも分かる
　・地域情報の放送番組
　・活動紹介の情報紙（誌）

（市民の責務）
２　市民は、まちづくりへの取組に当たって
は、市民が持つ知識、技能等を積極的に
活かして取り組むものとする。

・持っている知識、技能等を活かして、地
域活動に参加する旨を市民の責務として
規定しました。

資料
編
P.29

・　市民センターの行事などへ積極的に参加
（Ｂグループ）

第１節の２　まちづくり活動への支援
第１　市は、地域又は地区における市民に
よるまちづくり活動が積極的に行われるよ
う、必要な環境の整備と機能の充実に努
めなければならない。

・市民センターの充実は、人材発掘と異な
るので、新たに節を設け、市によるまちづく
り活動の支援として規定する予定です。

本編
P.11

・　情報発信は、市民活動を喚起し、人材発掘に
つながる。（Ｄグループ）

・情報発信については、責務規定として、
第2章で規定する予定です。

資料
編
P.12
3

・　テーマ系の活動－市外在住の人もまきこむこ
とができる。
（Ｄグループ）

資料
編
P.28

・　地域貢献活動を啓発し、制度を導入する。
　・「ちょっと参加」「ちょボラ」「ときどき参
加」「ちょっと来んさい」
　・ポイント制度（表彰、商品券、減税等の特典
付き）
　・ボランティア休暇
　・事業利益の一部還元
・　習得した知識、技術等を活用する。
　・企業、民間事業所等のまちづくりへの参加
　・退職後の地域活動への参加
　・学校での（民間）講師役
　・地域と事業所の連携による地域ブランドの開
発

資料
編
P.39

・　企業・事業所の地域活動に対する意識啓発
・　退職者の知識・技術の活用（Ｄグループ）

（仮）　第３章　協働のまちづくりの仕組み
　　　　　１　人づくり
　　　　　③　人材発掘

条例素案（本編・資料編）

・　「場づくり・きっかけづくり」から「人材発
掘」、「人材発掘」から「人材育成」へ、育った
人材が新たに「場づくり・きっかけづくり」へと
取り組む。
・　持っている知識、技能等を行かして、地域活
動に参加する。
・　まちづくりに参加できる環境整備を図る。
・　地域、行政、学校、ＮＰＯ、事業所等あらゆ
る主体が連携して人づくりを行う。
・　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。
・　情報発信（活動の情報を知らせること）は、
活動者の励みとなり、活動を継続するための評
価・支援の側面をもつ。

　　　山口市協働のまちづくり条例
　（人づくり）
第８条　市民及び市は、まちづくりの担い手を発
　掘し、又は育成するよう努めるものとする。
２　市は、まちづくりを支える人材を支援するよ
　う努めるものとする。

（まちづくりに関する情報の共有）
２　コミュニティ推進団体及び市は、その行
う活動について積極的な情報の提供に努
めるとともに、情報を受ける者が理解しや
すいよう分かりやすい情報の作成に努め
なければならない


