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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例 素案（原案） 

      ～ 協働のまちづくりで大切にしたいこと ～ 

 

2011(平成 23)年 1 月 

（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 

 

 

 

１ はじめに 

 

私たち（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会は、ふだん地域づくり

に取り組んでいる「地域活動団体」や特定のテーマを持って活動している「市民活動

団体」で活動している住民、市と包括的連携・協力協定を締結している大学で学んで

いる学生、まちづくりに関心を持ちこの条例づくりに係わりたいと熱い思いをもって

公募により参加した市民で構成しています。暮らしている地域も、活動の背景も、年

齢や性別も、まちづくりに対する思いもさまざまな、30 人のメンバーです。 

 昨年６月から、協働のまちづくりのルールブックとなる（仮称）廿日市市まちづく

り基本条例について、その素案を策定するために話し合いを重ねてきました。委員そ

れぞれの活動や悩みを知り合い、話し合いを進める中で「たくさんの人たちにまちづ

くりの活動にかかわってもらいたい」「自分たちの活動を知ってもらいたい」など、

共通の思いがあり、廿日市市のまちをもっとよくするためには「つながる」ことが最

も大切なのではないかということがわかってきました。さまざまな「つながり」を実

現するための条例にしたいと考え、現在、そのまとめを行っている最中です。 

この素案は、条例の柱となる内容に対する、私たちの思いを込めた、条例のこころ

ともいうべきものです。私たちがこれまでに話し合い、廿日市市のまちづくりにおい

て大切にしたいと考えたことを、広く市民の皆さんに知っていただき、ご意見をいた

だきたいと考え、この市民ミーティングを開催しました。「市民委員」の意見を「市

民」の意見とし、「みんな」のこころとして広め深めていくために、まちづくりに対

する前向きなご意見をいただきたいと考えています。 

 

 

   （仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 

 委員長 槇 本 知 則 

市民ミーティング資料（案） 
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２ 市民委員会の経緯 

 

私たちは、これまでに毎月１回程度の会議を開催し、条例の内容 

について、話し合ってきました。 
 

基礎学習：６月 

  なぜ、今、まちづくり基本条例づくり？ 

内容検討：７月～１２月 

  テーマⅠ 廿日市市のまちづくり（協働のまちづくりでめざす姿） 

テーマⅡ まちづくりの活動主体（担う役割・関係） 

テーマⅢ 協働のまちづくりの仕組み（ルール、活動支援策） 

まとめ：１月～３月 

 １月 条例素案の原案（テーマⅠからテーマⅢの結果）まとめ 
 

１月下旬～２月上旬 市民ミーティング（市内５地域）で、 

意見交換 
 

↓ 

２月～３月 市民ミーティングにおける意見を反映し、素案完成 

 
３ 市民委員会における検討内容 … 条例素案のこころ 

 

協働のまちづくりでめざす姿 
 
【平成 22年 9月 4日確認済の文面】 

私たち市民委員は、 

・ 豊かな自然環境の中、地域特性を生かしながら、市民が集い、一つの｢家族｣とし

てつながり、「はつかいち」が好きと思える、そんなまちにしたいと思っています。 

・ 地域のつながり、地区のつながり、世代間のつながりなどを深めるためには、情

報の共有やコミュニティの強化、市民一人ひとりの意識改革が大切であるとともに、

文化の力も活かしたいと思っています。ほっとする場所、相談できる場所、あらゆ

る世代が話し、参加できる機会をつくることも必要と思っています。 

・ 安心して暮らせる安全なまちの実現は、みんなの願いと思っています。安心・安

全のまちづくりには、福祉、医療が整っているなど外的な環境の整備だけでなく、

｢顔見知り｣｢お互いさま｣｢何でも言いあえる｣など内面的な環境である人間関係の

充実が必要と思っています。 

・ 子どもの姿の見える、笑い声が聞こえる、元気でにぎわう地域をつくり、和みが

あって、あたたかく、青少年が存在感を感じられるまちにしていきたいと思ってい

テーマⅠ 

この文章
の再調整
必要 



 

 (H23.1.12 市民委員会第 8 回会議資料) 

 3 

ます。 

        
 

【最終段落の羅列を修正した事務局修正案 波線が修正箇所】 

私たち市民委員は、 

・ 豊かな自然環境の中、地域特性を生かしながら、市民が集い、一つの｢家族｣とし

てつながり、「はつかいち」が好きと思える、そんなまちにしたいと思っています。 

・ 地域のつながり、地区のつながり、世代間のつながりなどを深め、元気でにぎわ

う地域をつくるためには、情報の共有やコミュニティの強化、市民一人ひとりの意

識改革が大切であるとともに、文化の力も活かしたいと思っています。 

・ 子どもの姿が見え、笑い声が聞こえるまち、青少年が存在感を感じられるまちに

なるよう、ほっとする場所、相談できる場所、あらゆる世代が話し、参加できる機

会をつくることが必要と思っています。 

・ 安心して暮らせる安全なまちの実現は、みんなの願いと思っています。安心・安

全のまちづくりには、福祉、医療が整っているなど外的な環境の整備だけでなく、

和みがあって、あたたかく｢顔見知り｣｢お互いさま｣｢何でも言いあえる｣など内面的

な環境である人間関係の充実が必要と思っています。 

 

 

       まちづくりの活動主体（担う役割・関係）  
 

【まちづくりの活動主体各々の担う役割】 

協働のまちづくりを進めていく上で、私たち市民の心がけやまちづくりにかかわる

各種の活動者がどのような役割を担うのが望ましいかを考えました。 

 

市 民 

市民（個人）：①地域づくりの主役として、自分の周りのことに関心、興味を持ち

ます。②地域活動に積極的に参加します。③学ぶことを心がけます。 

町内会・自治会、組等：①まちづくりの基盤組織として、顔の見える関係づくりを

進めます。②人と人のつながりを生かし、課題の解決に取り組みます。 

コミュニティ推進団体、区：①だれでもいつでも参画でき、フラットな話し合いの

できる場を整えます。②地区・地域内の情報を集約・発信し、市民が受け取れ

る環境をつくります。③地域づくりの重要な担い手である子どもを地域総ぐる

みで育てます。 

④地区内での助け合いを進めるほか、地区・地域間の連携も積極的に行います。 

テーマ系活動団体、ＮＰＯ：①活動を通じて、人づくりや地域を越えたつながりを

テーマⅡ 
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もちます。②テーマ系活動団体の活動内容を積極的に情報発信、情報共有しま

す。③テーマ性、専門性の強みである「楽しい切り口」を活かして、まちづく

りに関わる人を増やします（巻き込みます）。④テーマ性、専門性が持つノウ

ハウを活かして、地域の課題解決に関わります。 

企業、民間事業所：①企業市民として地域貢献する。 

学校：①未来を切り拓く子どもを育てる。②地域活動への保護者の理解を促進する。 

③大学（協定締結）の専門性を活かす。 

社会福祉協議会：①地域福祉の観点から、顔の見える関係づくりを進める。 
 

行 政 

職員：①一市民（地域の人材）として地域活動に積極的に参加します。②地域と市

役所をつなぎ、まちづくりをコーディネートします。 

市役所・支所：①〔市役所〕地域支援・還元のための制度をつくります。②〔支所〕

交流を促しながら地域特性を活かしたまちづくりを行います。③〔市役所・支

所〕情報を集約し、発信します。 

市民活動センター：①市民活動全体をつなげる場となります。②様々な活動団体の

自発的な活動を認め、持続可能となるよう支えます。③様々な媒体を活かして、

積極的に情報提供、情報発信します。 

市民センター：①地域活動の拠点であり、人・地域を結ぶコーディネートの役割を

果たします。②若い世代を含め、市民が地域づくりに参加しやすい環境をつく

ります。 

 

【まちづくりの活動主体の関係】 

 協働のまちづくりを進めていく上では「人材育成」「地域特性を生かした連携」「信

頼関係づくり」「市民力と地域活動の進化（連携・評価）」が必要と考え、これらのテ

ーマにおいて、各種の活動者がどのような関係を築けばうまくいくのかを考えました。 

 

人材育成 

・ まちづくりを進めていくためには、「人づくり」が必要です。団体内での後継者

を育てるというだけではなく、広い視点を持ち、地域に目を向けられる人になれる

よう、子どもの頃からの人づくりも大切です。 

こうした人づくりは地域だけが頑張るのではなく、学校と地域が協力して子ども

を育てる、行政や企業、民間事業所も若い世代の地域活動を後押しするなど、あら

ゆる主体がつながりあって、まちづくりに向け次代を担う人材を育てることが必要

です。 
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地域特性を生かした連携 

・ 町内会・自治会、組等を基礎に、地区・地域・市域全体へと活動区域が広がる重

層的なまちづくりが本市の特徴です。町内会・自治会、組等の区域を越えた「地区」

では、市民センターを活動拠点にして、町内会・自治会、組等を基盤とした地区コ

ミュニティ推進団体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、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。 

 

信頼関係づくり 

・ まちづくりをうまく進めるには、情報共有を前提とした信頼関係づくりが大切で

す。そのためには各種団体が集まる話し合いの場（プラットホーム）を設定して、

各主体が情報発信しながら近寄り、まとまっていく関係にならなければいけません。 

 

市民力と地域活動の進化（連携・評価） 

・ 町内会、地区コミュニティ推進団体等の地縁系活動団体は、地区・地域という領

域により成り立っており、その活動は義務的な性質を持ったものが多くあります。

そこへテーマ系活動団体の専門性や「楽しい」力を組み合わせると活動が広がりま

す。私的活動（公益活動以外の趣味的活動）と地域づくり（地域貢献活動）を、行

政（市民センターや市民活動センターなど）がコーディネートすることによって好

循環を生み出すことが必要となります。 

  これらの融合によって、市民も行政もやりがいを感じ、それぞれが達成感を得ら

れるまちづくりを目指します。 
 

 

       協働のまちづくりの仕組み（ルール、活動支援策） 

 

協働のまちづくりを進めていく上で必要と考えた各テーマ（４ページ参照）につい

て、どのような仕組みがあるとよいか、具体的に誰が何をすればよいかを考えました。 

 

人材育成 
 

まちづくりを担う人材を育成するために 

・ 地域では子どもに伝統芸能を教えたり様々な体験活動を通じて健全育成を図るこ

と、学校では地域の自然、文化、産業等の資源を活用したふるさと教育を行うこと

などにより、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します。 

テーマⅢ 
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・ コミュニティ推進団体への若者部会の設置、市民センターにおける学生らによる

講座の企画実施など、若年層の役職への促進や活躍の場づくりを図ります。 

・ まちづくりリーダーの養成など、社会教育を推進します。 

・ 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など、ま

ちづくりを担う人材となるよう、市の職員の研修を充実します。 
 

まちづくりを担う人材を発掘するために 

・ 地域では、楽しくワクワクするような行事を開催したり伝統的な祭りを復活させ

る、行政からは職員が地域スタッフとして活動に参加するなど、人材を発掘するた

めの場やきっかけをつくります。 

・ 市民は市民センターの行事などへ積極的に参加する、行政は日常の中でできる貢

献活動“ちょボラ”（※ちょっとしたボランティア活動）を奨励するなど、市民総ぐる

みで貢献活動を行います。 

 

地域特性を生かした連携 
 

地区レベルのまちづくりをうまくつなげ、進めていくために 

・ 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、

地区内の様々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

う場を持ち、市職員も参画・運営支援を行うなど、地区毎の話し合いの場“円卓会

議”の設置・充実を図ります。 

・ 市民センターの企画・運営に学生を始めとした幅広い市民の参画を促し、市民意

見を反映することや、地域課題の解決につながる講座の企画・実施など、地域づく

りの拠点である市民センターの運営の充実を図ります。 
 

地域レベルのまちづくりをうまくつなげ、進めていくために 

・ 旧市町村の区域である地域において、地域活動の発表・報告の機会づくりによる

情報の共有化をはじめ、テーマ毎や同じ活動団体同士、地域を越えた多様な話し合

いの場づくりなど、地域毎の話し合いの場“円卓会議”を設置します。 

・ 支所独自の地域づくり予算の確保や円卓会議の場づくり、地域と行政の意見交換

会の開催など、地域のニーズを施策・事業に生かせるよう支所の充実・強化を図り

ます。 
 

市域全体のまちづくりをうまくつなげ、進めていくために 

・ 企業と地域の連携による地元ブランド品の商品開発や、大学の専門知識を生かし

た地域活動への貢献などを通じて、まちづくりの担い手となる市民を育成し、企

業・民間事業所や大学のもつ資源を活用できるよう連携を図ります。 

・ 地域の課題解決に向けて、市民の意見をつなぎ、庁内の横断的な連携体制を構築
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するなど、市民の力と行政の力で地域コミュニティを活性化していくため、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ます。 

 

信頼関係づくり 
 

地域で信頼関係をつくるために 

・ コミュニティ推進団体（区）、町内会（自治会、組）、女性会、市民センター企画

運営委員会が中心となって、多くの団体や市民（個人）が市民センターに集まり、

話し合いや情報交換、楽しいイベントの開催を通じて、各組織や人の活動内容を知

り合い助け合える関係を深めるなど、地区内での信頼関係づくりを進めるため、市

民センターに話し合いの場であるまちづくりクラブを設置します。行政はまちづく

りクラブと太いパイプでつながり、その活動をバックアップします。 

・ 市職員が地域活動に進んで参加することや行政が地域のニーズを吸い上げて施

策・事業に生かすこと、また、学校は地域の資源を活用したふるさと教育を行うこ

とや学校施設の開放を拡充するなど、地区レベルにおいて地域と行政・学校がつな

がるため、職員や行政などが地域活動に関わるシステムを確立します。 
 

情報を共有するために 

・ 各種団体が情報発信を積極的に行い、地域ではイベントカレンダーの作成やごみ

収集場所への掲示板設置など情報伝達手段の拡充を図るとともに、行政は広報紙、

ラジオ・新聞などの各種メディア、インターネット、携帯電話の活用など多くの人

が情報を受け取れる体制を整備し、住民目線で情報を発信するなど、情報の共有化

を進めます。なお、情報発信については、鮮度を大切にします。 

 

市民力と地域活動の進化（連携・評価） 
 

市民の力を地域・地区につなげ、注ぎ込むために 

・ 活動の強みを生かして地域のまちづくりに貢献できることや貢献したいことなど、

市民活動（団体・個人）の情報をデータ化する、新聞・広報に定期枠を確保して市

民活動を知ってもらうなど、市民の力と行政の力で地域活動を活性化するために、

まちづくりに貢献している主体（団体）やそれらの活動について定期的に情報発信

します。 

・ 市域全体のさまざまな活動がつながるよう、民間から職員を採用し“まちづくり

に取り組む課”を市役所につくる（機能させる）、地域の課題解決に向けて庁内横

断的連携体制を構築するなど、まちづくりにおける市役所の窓口を一元化します。 
 

市民が求める具体的な評価のために  

・ 市民活動（団体）に対する市の認証制度“さくらマーク”や、地域貢献活動をポ
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イント化してそれに応じた表彰や減税等の特典が付くような制度を創設すること、

また、個人が単独で行う活動や団体の役職に対する活動報酬など個人を評価の対象

とすることについて、これまでと違う視点から慎重に考えることなど、市民活動を

持続可能にするための評価方法を、行政だけでなく活動者を含めたみんなで検討し

ます。 
 

市民自身が市民の力を高め合うために  

・ お互いに感謝や期待の言葉をかけ合い、他の団体の活動を応援して向上心や活動

意欲を刺激しながら、見合うことができるようそれぞれの活動を発表したり報告す

る機会をつくるなど、幅広い市民活動と地域づくり活動の好循環を生み出すための

もととなる市民力を育てるため、お互いの市民活動（活動者）を知ってもらう機会

を充実します。 

 


