
平成２6年２月２2日 

 

廿日市市 

自治振興部協働推進課 

 

廿日市市協働による 
まちづくり基本条例報告会 



「素案」「条例」「推進計画と進捗」を 
パートごとに説明します。 
１ 基本的なこと 
２ 人づくり 
３ 地域特性を生かした連携 
４ 信頼関係づくり 
５ 市民力と地域活動の進化(連携・評価) 
６ 条例に望むこと 



１ 基本的なこと 
 
「素案」 １ はじめに、テーマⅠ めざす姿、 

                 テーマⅡ 活動主体の担う役割 

「条例」 前文、第１章、第２章 

「推進計画と進捗」  
      １ めざすまちに向かって 



●条例 素案 

市民の役割 行政の役割 
 

めざす姿は、 

お互いがつながり合う地域社会 

協働の仕組み（ルール、活動支援策） 

☆ 円卓会議の設置・充実、まちづくりクラブの設置 
☆ 日常の中でできる貢献活動“ちょボラ”の奨励  など 

☆ 地域活動への参加 
☆ フラットな話し合いの場づくり 
☆ ノウハウや強みを生かした 
 地域課題の解決 
☆ 大学の専門性活用 など       

☆ 職員の地域活動への参加 
☆ 地域支援、還元の制度創設 
☆ 情報の集約、発信 
☆ 市民活動全体の支援  
                など 

協 働 

協働によるまちづくりのルールブック  



● 条例  

附  則 第6章 雑  則 

第2章 協働によるまちづくりの基本原則等 

第1章 総 則 前  文 

第3章 協働によるまちづくり推進計画 

第4章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 

第5章 実効性の確保 

推進するために 

見守り、育てるために 



● 推進計画 １ めざすまちに向かって  

平成24～27年度  中期的（10年後）  長期的（20年後） 

つながりづくり 

協働の理念共有 

前文、第１条 目的 ～ 第３条 基本原則  

第４条 市民の役割、第５条 市の責務  
平成24～27年度  中期的（10年後）  長期的（20年後） 

協働の実践と検証・評価 

市（職員）の 
協働意識の強化 
協働体制の確立 



２ 人づくり 
 
「素案」 テーマⅡ 活動主体の関係、 

        テーマⅢ 仕組み 人づくり 

「条例」 第４章第３節 

「推進計画と進捗」 ４ 人づくり 



 

 

人づくりのための廿日市でんでん虫計画 

人材育成 

人材発掘 

場 行政 

企業 

地域 学校 

NPO 

ねばり強く足跡を残す 

ちょっと参加 

ちょボラ 

ワクワク 

楽しいまつり 

ボランティア
休暇 

イベント 

ちょっと 

きんさい 

●条例素案 Ａ 人づくり   

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.enpitsuland.com/hoiku/irasuto/katatumuri.gif&imgrefurl=http://www.enpitsuland.com/hoiku/irasuto.html&usg=__bXNYakaGmaDn3rFfUDzOryamoj0=&h=500&w=500&sz=5&hl=ja&start=2&zoom=1&tbnid=9bIbn4WbF4d9MM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E3%2581%258B%25E3%2581%259F%25E3%2581%25A4%25E3%2582%2580%25E3%2582%258A%2B%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588%26hl%3Dja%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1


● 条例  

附  則 第6章 雑  則 

第2章 協働によるまちづくりの基本原則等 

第1章 総 則 前  文 

第3章 協働によるまちづくり推進計画 

第4章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 

第5章 実効性の確保 

推進するために 

見守り、育てるために 



● 条例   

円卓会議 （第8条） 

地区・地域・市域 （第7条） 

特性を生かした 

 まちづくり （第1節） 

情報の発信･共有 （第9条） 

情報発信による 

信頼関係づくり （第2節） 活動の評価 （第15条） 

評価･支援 （第4節） 

市による評価・支援 （第16条） 

人材の育成 （第10条） 

人づくり （第3節） 

子ども、若者等の育成 （第11条） 

人材の発掘 （第13条） 

まちづくりﾘｰﾀﾞｰの育成 （第12条） 

市の職員の育成 （第14条） 

第4章 協働によるまちづくり 
      を推進する仕組み 



● 推進計画 ４ 人づくり  

平成24～27年度  中期的（10年後）  長期的（20年後） 

第１０条 まちづくりに関わる人材の育成  

第１１条 子ども、若者等の育成  
平成24～27年度  中期的（10年後）  長期的（20年後） 

まちづくりへの関心・ 

理解を深める場づくり 

知識や技能の発揮の場づくり 

子どもや若者のはつかいちへの愛着の醸成 

えるような環境づくり 

まちへの愛着が芽生 



● 推進計画 ４ 人づくり  

平成24～27年度  中期的（10年後）  長期的（20年後） 

第１２条 まちづくりリーダーの育成  

第１３条 人材を見いだす活動  
平成24～27年度  中期的（10年後）  長期的（20年後） 

地域活動への多くの人の参加促進の 

交流の場や機会の提供 
人財を見いだすための 

リーダーの育成や 
スキルアップの場づくり 

まちづくりの担い手として 
活躍できる場づくり 

まちづくりにかかわる人財の発掘 

ための場づくり 



● 推進計画 ４ 人づくり  

第１４条 市の職員の育成  

平成24～27年度  中期的（10年後）  長期的（20年後） 

ケーション能力の向上 
政策形成能力、コミュニ 

ＮＰＯ活動への参加 
地域コミュニティ活動、 

協働によるまちづくりの担い手 
の育成 



３ 地域特性を生かした連携 
「素案」 テーマⅡ 活動主体の関係、 

        テーマⅢ 仕組み 地域特性を生かした 
        連携 

「条例」 第４章第１節 

「推進計画と進捗」 
       ２ 特性を生かしたまちづくり 



【地区】 

【地域】 

【市域全体】 

【町内会・自治会、 

組など】 

円卓会議 

円卓会議 

円卓会議 市役所 

支所 

市民 

センター 

市民活動 

センター 

行政がつながる 地域がつながる 

多様な主体 

の連携 

主体的な 

地域活動 

地域特性を
生かした 

まちづくり 

●条例素案 Ｂ 地域特性を生かした連携   



● 条例   

円卓会議 （第8条） 

地区・地域・市域 （第7条） 

特性を生かした 

 まちづくり （第1節） 

情報の発信･共有 （第9条） 

情報発信による 

信頼関係づくり （第2節） 活動の評価 （第15条） 

評価･支援 （第4節） 

市による評価・支援 （第16条） 

人材の育成 （第10条） 

人づくり （第3節） 

子ども、若者等の育成 （第11条） 

人材の発掘 （第13条） 

まちづくりﾘｰﾀﾞｰの育成 （第12条） 

市の職員の育成 （第14条） 

第4章 協働によるまちづくり 
      を推進する仕組み 



● 推進計画 ２ 特性を生かしたまちづくり  

平成24～27年度  中期的（10年後）  長期的（20年後） 

交流、連携の場づくり 

第７条 地区、地域及び市域におけるまちづくり  

第８条 円卓会議  
平成24～27年度  中期的（10年後）  長期的（20年後） 

地区・地域のまちづくり 
を支える環境整備 

だれもが対等に参加 
できる円卓会議の開催 

地域の課題解決に向けた 
話し合いの場として機能 



４ 信頼関係づくり 
 
「素案」 テーマⅡ 活動主体の関係、 

        テーマⅢ 仕組み 信頼関係づくり 

「条例」 第４章第２節 

「推進計画と進捗」 
       ３ 情報発信による信頼関係づくり 



市民センターにまちづくりクラブを作ろう 

 
 ｺﾐｭﾆﾃｨ推進団体、 

区 

町内会・自治会、 

組など 

連絡調整 

情報共有 

女性会 

市役所・支所 

顧問・相談役 

農協・漁協、 

森林組合 

企業、商工会、 

商店街 

文化保存会、 

寺・神社 

消防署・ 

消防団 

社協・民児協 

警察・交番 

学校、 

保育園 

公衛協・食推 老人会・ 

青少年団体 

まちづくりクラブ 

（話し合いの場） 
市民 

センター 

企画運営委員会 

ＰＴＡ 

参加しやすい 

雰囲気づくり 

その他各種団体 

●条例素案 Ｃ 信頼関係づくり   



● 条例   

円卓会議 （第8条） 

地区・地域・市域 （第7条） 

特性を生かした 

 まちづくり （第1節） 

情報の発信･共有 （第9条） 

情報発信による 

信頼関係づくり （第2節） 活動の評価 （第15条） 

評価･支援 （第4節） 

市による評価・支援 （第16条） 

人材の育成 （第10条） 

人づくり （第3節） 

子ども、若者等の育成 （第11条） 

人材の発掘 （第13条） 

まちづくりﾘｰﾀﾞｰの育成 （第12条） 

市の職員の育成 （第14条） 

第4章 協働によるまちづくり 
      を推進する仕組み 



● 推進計画 ３ 情報発信による信頼関係づくり  

第９条 情報の発信及び共有  
平成24～27年度  中期的（10年後）  長期的（20年後） 

情報伝達手段の拡充 
（双方向の情報伝達手段の導入） 

市民ニーズの施策への反映 



５ 市民力と地域活動の 
           進化(連携・評価) 
「素案」 テーマⅡ 活動主体の関係、 

        テーマⅢ 仕組み 市民力と地域活動 
        の進化(連携・評価) 

「条例」 第４章第４節 

「推進計画と進捗」 
       ５ 活動に対する評価と支援 



市民の力を地域に注ぐ 

地域の力  

【地区・地域】 

情報発信 

ｺﾐｭﾆﾃｨ推進団体、 

区 

テーマ系活動団体 

趣味的活動 

グループ 

ボランティア 

専門性 

楽しい 

市役所の 

窓口一元化 

データ化 

町内会・自治会、 

組など 

●条例 素案 
 Ｄ 市民力と地域活動の進化（連携）   



市民の力を
高めるため 

活動の対価 

認 証 

知ってもらう 感謝 

満足感、達成感 

ほめる 

情報化 発表会 

市の認証制度 

“さくらマーク” 

ＰＲ 

評価しあう 

自己評価 

地域貢献ポイント 

地域の力を
高めるため 

●条例 素案 
 Ｄ 市民力と地域活動の進化（評価）   



● 条例   

円卓会議 （第8条） 

地区・地域・市域 （第7条） 

特性を生かした 

 まちづくり （第1節） 

情報の発信･共有 （第9条） 

情報発信による 

信頼関係づくり （第2節） 活動の評価 （第15条） 

評価･支援 （第4節） 

市による評価・支援 （第16条） 

人材の育成 （第10条） 

人づくり （第3節） 

子ども、若者等の育成 （第11条） 

人材の発掘 （第13条） 

まちづくりﾘｰﾀﾞｰの育成 （第12条） 

市の職員の育成 （第14条） 

第4章 協働によるまちづくり 
      を推進する仕組み 



● 推進計画 ４ 活動に対する評価と支援  

平成24～27年度  中期的（10年後）  長期的（20年後） 

活動者の意識改革 

互いを知り合う場の充実 

第１５条 活動の評価 

第１６条 市による評価及び支援  
平成24～27年度  中期的（10年後）  長期的（20年後） 

持続可能な活動の展開 

公共性・公益性の理解 

協働の理念の普及啓発 

新たな評価制度の検討 
表彰・認定制度の再構築 



６ 条例に望むこと 
 
「素案」 おわりに 

「条例」 第３章、第５章 

「推進計画と進捗」 ６ 推進、検証、改善 



条例をみんなで実行するために 
 ・ 行政、地域、学校で勉強会などを行う 
 ・ 作っただけとならないよう、具体的な取り組みを考え、 
    実行する 

社会情勢の変化にあった条例として機能させる 
ために 
 ・ 条例の進行管理をし、公表する 
 ・ 具体的な取り組み、進行管理、見直しを行う委員会を 
   つくる 
 ・ 時代に合わせて見直しをする 

●条例 素案 
 おわりに 条例に望むこと  



● 条例  

附  則 第6章 雑  則 

第2章 協働によるまちづくりの基本原則等 

第1章 総 則 前  文 

第3章 協働によるまちづくり推進計画 

第4章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 

第5章 実効性の確保 

推進するために 

見守り、育てるために 



● 推進計画 ６ 推進、検証、改善  

平成24～27年度  中期的（10年後）  長期的（20年後） 

第６条 協働によるまちづくり推進計画 

第１７条 審議会 ～ 第２０条 条例の見直し  
平成24～27年度  中期的（10年後）  長期的（20年後） 

検討・ 
策定 

実施及び検証・改善 

検討・ 
策定 

実施及び検証・改善 

改善 
評価、 

審議会設置 
推進計画審議 

総合的評価 
(条例見直し) 

総合的評価 
(条例見直し) 

改善 
評価、 


