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～はじめに～ 
 

従来、公共的な仕事は、政府や役所が担うものととらえられていたため、市役所も、

これまで、職員が仕事を組み立て、職員が従事する「自己完結型」の仕事を基本に進

めてきました。しかし、新しい公共の概念や、市民力の高まり、地域課題が多様化し

てきた今、市民（住民、事業所）、まちづくり活動団体など、さまざまな人や組織と

力を合わせることで、より大きな成果を挙げる「協働型」の仕事を増やしていくこと

が求められています。 

平成 24 年 4 月に施行した廿日市市協働によるまちづくり基本条例（以下「条例」

といいます）では、市民主体のまちづくりを協働により進めていくための基本的なル

ールを定めました。この中には、市及び市職員の責務を定め、行政も「協働型」へ転

換していくことの所信表明をしています。 

今後は、この推進計画に掲げた事業に取り組みながら、協働の意識強化、体制確立、

実践、検証・評価を繰り返すことで、「協働」の主体としてふさわしい市役所を確立

し、廿日市市における自治体経営が協働によってよりよいものとなるよう、推進計画

を定めます。 

 

～推進計画とは～ 
 
(1) 計画の趣旨 

条例第６条に規定する推進計画です。 

 協働によるまちづくりを総合的かつ計画的に進めるために、条例に規定した内容に

ついて、市が取り組む事業を掲載します。 
 
(2) 計画の位置付け 

第５次廿日市市総合計画で掲げる経営理念「魅力ある資源を上手につなぎ、市民満

足度を高めるはつかいち」を大切にまちづくりを進めるための実施計画（アクション

プラン）です。 
 
(3) 計画の期間と進行管理 

本計画の期間は、第５次廿日市市総合計画後期基本計画に合わせ、平成 24 年度～

平成 27年度の４か年とします。 

進行管理は、第５次総合計画と連動させ、総合計画に掲載するまちづくり指標とめ

ざそう値（目標値）により行います。 
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 第５次廿日市市総合計画基本構想及び後期基本計画における 

まちづくり指標とめざそう値（目標値） 
 

 まちづくり指標 
総合計画策定時 

（平成19年度） 

現況値 

（平成22年度） 

めざそう値 

（平成27年度） 

基
本
構
想 

「市民と行政の協働のまちづ

くり」の満足度 

 ※3.00が中間値 

2.78 2.85 3.00 

後

期

基

本

計

画 

まちづくり懇談会、出前トーク

の年間開催回数 

（資料：市役所保有データ） 

25回 49回 50回 

協働のまちづくりを遂行する

ためのコミュニケーション能

力を向上させる研修の受講率

（資料：市役所保有データ） 

4.9％ 

13.16％ 

（H21～22

累計） 

40％ 

（H21～27

累計） 

ＮＰＯ法人の設立数 

（資料：広島県作成データ） 
21団体 24団体 28団体 

市民活動センター機能が導入

された地域数 

（資料：市役所保有データ） 

１地域 ２地域 ５地域 

職員が参加した市民円卓会議

の年間開催回数 

（資料：市役所保有データ） 

28回 52回 56回 

持続可能な地域自治組織の機

能が導入された地区数 

（資料：市役所保有データ） 

－ ０地区 28地区 

 

なお、事業の詳細については、毎年度初めに、当該年度の事業を掲載し、ローリン

グを行い、事業シートにより進捗の確認を行います。 
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１ めざすまちに向かって  

 

前文 

私たちが暮らす廿日市市は、海から山に至る豊かな自然、歴史、伝統、文化、産業

に恵まれた素晴らしいまちです。 

平成の合併により、五つの市町村が一つのまちになったことで、これまで培われて

きた地域特性を生かしながら、一つの家族のようなつながりを築く機会を得ることが

できました。 

 私たちが、これからもこのまちで安心して安全に暮らすためには、和みがあってあ

たたかい笑顔のつながりが欠かせません。また、まちの元気を未来につなげるために、

子どもや若者などとともに、市民主体のまちづくりをより一層進めていくことが必要

です。 

新しいつながり、より深いつながりを育み、市民同士、市民と行政が一体となって

「はつかいちが好き！」と言えるまちづくりを進めるため、この条例を定めます。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条  この条例は、廿日市市における協働によるまちづくりに関し、基本的な事項

を定めることにより、地域自治を推進し、つながりを大切にした暮らしやすい豊か

な地域社会を実現することを目的とします。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意味は、次のとおりとします。 

(1) まちづくり 廿日市市に存する課題の解決を図り、暮らしやすい豊かな地域社

会をつくるために行われる公共の利益を増進させる取組をいいます。 

(2) 市民 次に掲げるものをいいます。 

ア 市内に住所を有する個人 

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び団体 

ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する個人 

エ 市内の学校に在学する個人 

オ 市内においてまちづくりに取り組む個人及び団体 

(3) まちづくり活動団体 地縁又は共通の関心に基づくつながりによりまちづく

りに取り組む団体をいいます。 

(4) 市 廿日市市の執行機関をいいます。 

(5) 協働 市民、まちづくり活動団体及び市がお互いを理解し、信頼するとともに、

自主性を尊重して共通する目的に対し協力することをいいます。 
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(6) 市域 廿日市市の区域をいいます。 

(7) 地域 市域において、平成１５年合併前における旧市町村及び平成１７年合併

前における旧町の区域をいいます。 

(8) 地区 おおむね小学校区（大野地域においては、区）を単位とする区域をいい

ます。 

第２章 協働によるまちづくりの基本原則等 

 （基本原則） 

第３条 協働によるまちづくりの基本原則は、次のとおりとします。 

(1) 誰でもまちづくりに取り組むことができます。 

(2) 互いの自主性を尊重しながら取り組みます。 

(3) 互いの自立性を尊重し、対等な関係で取り組みます。 

(4) それぞれの地域性を大切にして取り組みます。 

(5) 情報の共有を図りながら取り組みます。 

(6) 互いに信頼関係を築いて取り組みます。 

(7) 次代につながる人づくりをしながら取り組みます。 

 

○ 主旨 

前文、第１章、第２章では、協働によるまちづくりでめざすまちの姿やこの条例の

基本的な事項を謳っています。条例前文に掲げるまちの実現に向けて、廿日市市に暮

らす市民が、まちづくりへ参加するよう進めることやつながりを育むことが大切です。 

市は、この計画期間内に、条例の理念を共有するために、市職員と市民、すべての

人に対する普及啓発に取り組みます。 

また、第３条第４号から第７号に関連する個別の具体的な仕組みは、第４章各条の

規定に関連する取組として位置づけます。 
 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

○ 計画期間中の取組 

・ 条例施行記念シンポジウム、出前トーク、市職員への説明などによる、条例の

理解と協働の理念の浸透に向けた啓発 （地域経営推進事業） 

・ 市民フォーラムや講座の開催、パンフレットなどによる、理念の浸透に向けた

啓発 （人権啓発推進事業、男女共同参画推進事業） 

つながりづくり 

暮らしやすい 

豊かな地域社会 

協働の理念共有 
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（市民の役割） 

第４条 市民は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、まちづくりに関わ

るよう努めるものとします。 

２ 市民は、自らが持つ知識、技能等を積極的に生かしてまちづくりに取り組むよう

努めるものとします。 

３ まちづくり活動団体は、市民の参加意思を尊重し、互いのつながりを生かしてま

ちづくりに取り組むよう努めるものとします。 

４ 第２条第２号イに規定する市民は、地域社会の一員として、企業活動を通じて地

域活性化に寄与するよう努めるものとします。 

（市の責務） 

第５条 市は、協働によるまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施します。 

２ 市は、まちづくりの課題、市民の要望等に適切に対応することができるよう、機

能的かつ効果的な組織運営を行います。 

３ 市は、市民及びまちづくり活動団体がまちづくりに積極的に取り組むことができ

るよう、施設の整備、情報の共有、交流の機会の提供その他の環境の整備を行いま

す。 

４ 市の職員は、市民全体の奉仕者であるとともに、市民の一員であることを自覚し、

まちづくりに積極的に取り組みます。 

 

○ 主旨 

協働によるまちづくりとは、お互いの自主性を尊重しながら共通する目的に対し協

力することをいいます。第４条では、協働によるまちづくりにおける市民の役割を、

また第５条では、市及び市の職員の責務を謳っています。市民の役割を市が強制する

ことはできませんが、それらの役割を果たすことができるようにすることも含め、市

の責務として環境整備に取り組みます。 

市は、この計画期間内に、自らの協働によるまちづくりの環境整備のために、協働

によるまちづくりに取り組む素地を整えます。 
 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   市（職員）の 

協働意識の強化 

協働体制の確立 

協働の実践と検証・評価 

協働型市役所 

の確立 
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○ 計画期間中の取組 

・ お客様案内スタッフによる市役所窓口の総合案内 （戸籍住民基本台帳一般事

業） 

・ 地域支援員による過疎地域の生活支援 （定住推進事業） 

・ 道路、公園、河川、広場などの公共施設アダプト制度の運用 （道路維持管理

事業、公園維持管理事業、河川維持管理事業） 

・ 自主防災活動の充実に向けた地域防災相談員の設置、防災アドバイザーによる

啓発の実施 （防災一般事業） 

・ ＮＰＯ活動への融資 （労働金庫貸付金） 

・ パブリックコメント制度による市政への市民参画 （広報広聴事業） 
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２ 特性を生かしたまちづくり 

 

第４章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 

 第 1節 特性を生かしたまちづくり 

 （地区、地域及び市域におけるまちづくり） 

第７条 地区、地域及び市域におけるまちづくりは、市民及びまちづくり活動団体が

交流し、市と連携を図りながら、それぞれの特性を生かして進められるものとしま

す。 

２  地区、地域及び市域におけるまちづくりの拠点は、市民センター、支所（廿日市

地域においては、本庁）、市民活動センター等とします。 

 

○ 主旨 

第７条では、市民やまちづくり活動団体が交流を深めながら、地域の特性やそれぞ

れの活動主体の得意なことを生かし、協働によるまちづくりを進めていくことを謳っ

ています。 

市は、この計画期間内に、地区内や地区間、地域内や地区間、市域内で、また、市、

市民、活動団体相互が連携し協力してまちづくりを進めるために、その拠点となる施

設の機能を充実します。 
 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

○ 計画期間中の取組 

・ 災害時要援護者の情報を地域と共有していく避難体制づくり （社会福祉一般

事業） 

・ 廿日市市五師士会※と連携した地域における医療・福祉・介護のネットワーク

の推進 （地域ケアネットワーク推進事業） 

    ※ 廿日市市五師士会とは 

      地域住民が安心して暮らせる地域づくりに貢献することを目的として、廿日市市の保健・医療・

福祉に関わる専門職でつくられた組織 
 

・ 地域自治に関する実態調査を行い、地域自治組織のあり方や支援方策の仕組み

づくりを検討 （協働のまちづくり事業） 

地区・地域のまちづくりを

支える環境整備 

 各分野でのプラットホームづくり 

 各拠点のコーディネート

機能の発揮 
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・ 公益活動を行うさまざまな活動団体がつながる協働によるまちづくりを進める

ためのネットワークの構築 （市民活動センター管理運営事業） 

・ 地域の実情に応じた集会所の管理運営に係る検討（集会所管理運営事業） 

・ 佐方市民センターの地域運営など、各市民センター（公民館）が「地域づくり

の拠点」、「生涯学習の拠点」となるような施設の管理運営（公民館管理運営事業） 

・ 中央市民センター（公民館）の建替に向けた基本的調査、実施設計など （生

涯学習施設整備事業、公民館リニューアル事業） 

・ 大野支所市有地周辺整備事業 （公共施設調査事業） 

・ 公共施設全体としての方向性と施設更新の考え方やあり方を示す指針の策定、

公共施設管理システムの導入・運用による適正なマネジメントの実施（公共施設

マネジメント事業） 
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（円卓会議） 

第８条 円卓会議は、市民、まちづくり活動団体及び市が、まちづくりに関する情報

の共有、課題の解決等を図るため、対等な立場で話し合う場とします。 

２ 市民、まちづくり活動団体及び市は、連携を図りながら、区域の特性を生かした

まちづくりを行うために、必要に応じて円卓会議を開催するものとします。 

 

○ 主旨 

第８条では、さまざまな活動主体が特性を大切にしながらまちづくりを進めていく

ために、市民、まちづくり活動団体や市が「円卓会議」で情報を共有しながら信頼関

係を築き、課題解決に向けた話し合いを行うことを謳っています。 

市は、この計画期間内に、地区・地域のニーズなど実情や目的に合わせ、円卓会議

の開催に向けたコーディネートや場の提供、市行政としての参加などに取り組むこと

により、円卓会議が地域における協働のシステムのひとつとして確立するよう進めま

す。 
 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

○ 計画期間中の取組 

・ 各地区で開催する「円卓会議」の市行政の参画促進及び運営支援、地域提案型

協働事業助成金制度の運用 （協働のまちづくり事業） 

・ ワークショップ方式による「円卓会議」の推進 

広く市民の暮らしにかかわる課題の解決や、公園などの身近な公共施設の整備

あるいは、道路環境の整備について、ワークショップ方式による「円卓会議」で

内容を検討していきます。 

  【平成 24年度に予定されている取組】 

    浸水ハザードマップ作成（佐伯地域、吉和地域、原地区） 

    中央市民センター（公民館）建替に係る基本的調査 

    街区公園整備（城内第２公園） 

    高齢者あんしん歩行事業（宮内串戸駅周辺） 

    上平良さくらの里整備（樹木植栽計画） 

 

「円卓会議」の継続的

運営のための支援 

 
「円卓会議」の 

定着化 
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 ３ 情報発信による信頼関係づくり 

 

第２節 情報発信による信頼関係づくり 

（情報の発信及び共有） 

第９条 市民、まちづくり活動団体及び市は、互いの活動を理解し、協働によるまち

づくりを推進するため、自らが行う活動に関する情報を発信し、共有するよう努め

るものとします。 

２ まちづくりに関する情報は、情報を受ける者に配慮し、適切な時期及び方法によ

り発信し、共有されるものとします。 

 

○ 主旨 

第９条では、信頼関係を築く上で欠かせない情報共有について謳っています。情報

共有を効果的に行うために、受け手の立場に立って、新鮮な情報を発信するとともに、

できるだけ多くの受信の手段や機会をつくります。 

市は、この計画期間内に、送り手と受け手双方向の情報伝達手段について研究し、

導入します。 
 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

○ 計画期間中の取組 

・ 広報紙、コミュニティＦＭ、インターネット、ＳＮＳ活用検討など各種の情報

発信ツールの効果的利用 （広報広聴事業） 

・ 市ホームページのリニューアル （行政ネットワーク管理運営事業） 

・  市民センターのホームページや市民センターだより、または子育て支援サイ

トや防災行政無線などを活用した、分野や地区に密着したタイムリーな情報 の

発信 （公民館管理運営事業 児童福祉一般事業 防災一般事業） 

・ 市民活動センターの情報収集・提供機能を生かした、団体活動情報や助成金 情

報などの発信 （市民活動センター管理運営事業） 

 

 

幅広い市民ニーズの行政サービスへの反映 

 

信頼関係の構築 

情報伝達手段の拡充 

（双方向の情報伝達手段の導入） 
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４ 人づくり 

 

第３節 人づくり 

（まちづくりに関わる人材の育成） 

第１０条 市民は、市民相互に行う生涯学習又は社会教育を通して、まちづくりに関

わる人材を育成するよう努めるものとします。 

２ 市は、市民による人材の育成に対し、必要な支援を行います。 

 

○ 主旨 

第１０条では、市民が暮らしに近い市民センターで生涯学習や社会教育を通じて学

び合うこと、その人材が学習成果を他につなぐことによってまちづくりに生かされる

ことを謳っています。 

市は、この計画期間内に、まちづくりへの関心や理解を深める場、知識・技能の発

揮の場づくりに取り組みます。 
 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

○ 計画期間中の取組 

・ 地域課題の解決につながる生涯学習プログラムの検討 （公民館運営事業） 

・ 男女がお互いの人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別に関わりなく個性

と能力を十分に発揮できる社会を実現するための人材育成助成金の交付 （男女

共同参画推進事業） 

 ・ 身近な人や大切な人のこころの不調や生活変化にいち早く気づき、自然な声か

け、対話などから必要な支援へとつなぐ役割を担うゲートキーパーの養成（健康

増進事業） 

・ 相互に支えあう地域づくりを進めていくための生活・介護支援サポーターの養

成（一次予防事業） 

 ・ 生活・介護支援サポーター養成のフォローアップ研修の継続、ボランティアグ

ループなどの設立支援（一次予防事業） 

・ 地域住民が持つ知識、技能などを生かして学校教育を支援する場づくり（学校

支援地域本部事業） 

知識や技能の発揮の場づくり 

まちづくりへの関心・ 

理解を深める場づくり まちづくりに 

かかわる人財の確保 
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（子ども、若者等の育成） 

第１１条 市民による人材の育成及び市による支援は、次代のまちづくりを担う子ど

も、若者等の世代に対しても行われるよう配慮するものとします。 

２ 子どもを対象とした人材の育成は、家庭、学校及び地域住民その他の関係者が連

携を図ることにより、行われるものとします。 

 

○ 主旨 

第１１条では、次の時代のまちづくりを担う子どもや若者の育成が特に大切である

こと、またそのためには家庭や学校だけでなく地域ぐるみで連携して取り組むことに

ついて謳っています。 

市は、この計画期間内に、「はつかいちが好き！」と言える子どもたちを増やすた

めに、子どもや若者にまちへの愛着が芽生えるような環境づくりに取り組みます。 

 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

○ 計画期間中の取組 

・ 市長との対話を通じて、中学生の意見・提案を新しいまちづくりに反映するこ

とを目的とした「中学生と市長のふれあいトーク」の実施 （広報広聴事業） 

・ 地域ボランティアの支援を得ながら実施し、児童の社会性や人間性を育む小規

模小学校の交流活動 （チャレンジ学校づくり支援事業） 

・ 地域ボランティアと連携した、放課後などの子どもの学習・交流・体験活動の

場の提供 （放課後はつかいち寺子屋塾事業） 

・ 学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる体制づくりの推

進 （学校支援地域本部事業） 

・ 地域の大人たちの参加・協力による青少年対象の講座の開催 （公民館活動一

般事業） 

・ 市民センター（公民館）における若い世代を対象とした生涯学習プログラム検

討 （公民館活動一般事業） 

 

 

 「はつかいちが好き！」な

子どもや若者の増加 
子どもや若者の 

はつかいちへの愛着の醸成 
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（まちづくりリーダーの育成） 

第１２条 市民は、まちづくりを通して、その推進役を担う人材を育成するよう努め

るものとします。 
 

○ 主旨 

第１２条では、まちづくりの推進役を担う人材の育成について謳っています。活動

を通じた育成とともに、第１０条第２項により、市は、この計画期間内に、まちづく

りにおいて、主体性や調整力を持つリーダーの育成や、スキルアップの場づくりに取

り組みます。 
 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

○ 計画期間中の取組 

・ 各地区のニーズに基づいた人づくりのための主催事業の実施 （公民館活動一

般事業） 

・ 市民活動センターの人材育成・研修機能を生かした、まちづくり活動のバック

アップのためのリーダー研修、市民活動スキルアップ講座の実施 （市民活動セ

ンター管理運営事業） 

・ 自主防災活動を推進していくための防災士の養成（防災一般事業） 

・ 環境活動を推進するための環境アドバイザーの養成（環境都市創造事業） 
 

 

リーダーを中心としたまちづくりの推進 

リーダーを中心とした

市民主体のまちづくり

の活性化 

リーダーの育成や 

スキルアップの場づくり 



 16 

（人材を見いだす活動） 

第１３条 市民は、まちづくりに関わる人材を見いだすよう努めるものとします。 
 

○ 主旨 

 第１３条では、まちづくりにかかわる人材を見つけることについて謳っています。

祭りやイベントなどさまざまな人が気軽に参加できる機会をつくり、その中からまち

づくりにかかわる新たな人材を見つけること、担い手を育てることが大切です。第１

０条第２項により、市は、この計画期間内に、市は人材を見出すための交流の場や機

会を提供します。 
 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 
 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

○ 計画期間中の取組 

・ 市民活動センターのネットワーク機能を生かした、市民活動団体情報交換会の

開催などの交流の場と機会の提供 （市民活動センター管理運営事業） 

・ 市民センターまつりの開催（公民館活動一般事業） 

・ 地区在住職員の地域活動への参加促進 （地域経営推進事業） 

 

地域活動への多くの人の参加促進のための場づくり 

 まちづくりにかかわる人財の発掘 
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（市の職員の育成） 

第１４条 市は、協働によるまちづくりの担い手としてふさわしい職員を育成します。 

 

○ 主旨 

第１４条では、市の職員を協働によるまちづくりの担い手としてふさわしい職員に

育成することを規定しています。職員一人ひとりが、協働の必要性を認識し、市民と

の協働のステージにおいて、地域課題の解決やまちづくりに取り組むことが求められ

ています。 

市は、この計画期間内に、こうした期待に応えられるよう政策形成能力やコミュニ

ケーション能力を向上させるための職員研修を実施するとともに、日々の業務におい

て職員の能力向上に取り組みます。 
 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 
 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

○ 計画期間中の取組 

・ 政策形成能力やコミュニケーション能力を向上させるための職員研修の実施

（人事管理事業） 

・ 管理職等を対象にした協働の必要性を認識するための職員研修の実施 （地域

経営推進事業） 

・ 地区における「生涯学習の拠点」、「地域づくりの拠点」としてさらに力を発揮

できる職員となるための研修への参加（公民館管理運営事業） 

・ 市職員の「円卓会議」への参画（協働のまちづくり事業） 

・ 市職員の地域活動への促進（地域経営推進事業） 

 

職員能力の向上 

協働型職員の増加 政策形成能力、 

コミュニケーション能力 
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５ 活動に対する評価と支援 

 

    第４節 評価及び支援 

（活動の評価） 

第１５条 市民及びまちづくり活動団体は、その行う活動を顧みることにより、次の

活動に生かすよう努めるものとします。 

 

○ 主旨 

第１５条では、自分の活動を振り返ってみることが、活動の継続やステップアップ

につながることを謳っています。自身で振り返るだけでなく、活動を互いに知り合う

こと、感謝の言葉をかけ合うことが、次の活動へのエネルギーとなり、持続可能な活

動の展開へとつながります。 

市は、この計画期間内に、お互いの活動を知り合い、活動者同士が対話できる機会

をつくります。 
 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 
 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

○ 計画期間中の取組 

・ 市民活動センターのネットワーク機能を生かした、市民活動フォーラム（活動

発表会）の開催など、活動を互いに知り合う場の充実 （市民活動センター管理

運営事業） 

互いを知り合う場の充実 

活動者の意識改革 

活動のブラッシュアップ 

活動意欲の醸成 
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（市による評価及び支援） 

第１６条 市は、市民の行うまちづくりについて、その活動を評価し、必要な支援を

行います。 

２ 市長は、まちづくりに対する評価の基準を決めようとするときは、あらかじめ、

第１７条に定める協働によるまちづくり審議会の意見を聴きます。 

 

○ 主旨 

第１６条では、市民のまちづくり活動に対する公共性・公益性の面からの市による

評価と支援について規定しています。市民が取り組む活動が、社会公共の利益を生む

まちづくりの活動である場合、その活動に対して、市が技術的、金銭的などさまざま

な形で、相応の支援を行います。 

市は、この計画期間内に、時代にあった評価の基準について、個別の案件ごとに研

究します。 
 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 
 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

○ 計画期間中の取組 

・ 市の発展に寄与した人や団体に対する表彰や感謝状の贈呈（表彰事業） 

 ・ 教育、文化、スポーツの分野において貢献があった人や団体に対するはつかい

ちさくら賞による表彰 （生涯学習推進事業） 

・ まちづくり活動団体に対する公共施設の使用料減免制度 （公民館管理運営規

則、市民活動センター管理規則などそれぞれ規定） 

・ 廿日市市内における市民と行政が連携・協力した取組をまとめた協働事例集の

作成 （市民活動センター管理運営事業） 

 

 

公共性・公益性の理解 

協働の理念の普及啓発 

新たな評価基準の検討、表彰・認定制度の再構築 
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６ 推進、検証、改善 

 

第３章 協働によるまちづくり推進計画 

 （協働によるまちづくり推進計画） 

第６条 市長は、協働によるまちづくりを推進するための計画（以下「推進計画」と

いいます。）を策定します。 

２ 市長は、推進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、市民の

意見を聴きます。 

３ 市長は、推進計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表します。 

 

○ 主旨 

市が協働によるまちづくりを、総合的活計画的に実施していくために、推進計画を

策定し、進行管理を行います。 
 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

    

 

○ 計画期間中の取組 

・ 推進計画の策定および、その進行管理（地域経営推進事業） 

 

検討 実施及び検証・改善 
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７ 実効性の確保 

 

第５章 実効性の確保 

（協働によるまちづくり審議会） 

第１７条 この条例に定める協働によるまちづくりを実効性のあるものとし、かつ、

まちづくりの実情に的確に対応させるため、協働によるまちづくり審議会（以下「審

議会」という。）を設置します。 

２ 審議会は、市長からの諮問に応じて、次に掲げる事項について調査し、審議しま

す。 

(1) 第６条に規定する推進計画に関すること。 

(2) 協働によるまちづくりの実施状況に係る総合的評価に関すること。 

(3) 協働によるまちづくりに係る施策の改善に関すること。 

(4) 第１６条第２項に規定するまちづくりに対する評価の基準に関すること。 

(5) この条例の改廃に関すること。 

３ 審議会は、市長からの諮問に応じて答申するほか、協働によるまちづくりの実施

について、市長に意見を述べることができます。 

４  審議会の会議は、公開とします。ただし、審議会の議決があったときは、非公開

とすることができます。 

（組織） 

第１８条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員１５人以内をも

って組織します。 

(1) 第２条第２号ア及びイに規定する市民（個人に限る。）であって公募に応じた 

  者 

(2) まちづくり活動団体から推薦を受けた者 

(3) その他市長が適当と認める者 

２ 委員の任期は、３年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とします。 

３ 委員は、連続して３期を超えない範囲で再任されることができます。 

（実施状況の検証） 

第１９条 市は、毎年この条例の実施状況を検証し、その結果を公表します。 

（条例の見直し） 

第２０条 市長は、４年を超えない期間ごとに、審議会の意見を踏まえてこの条例の

改正を検討し、必要があると認めるときは、この条例を見直します。 
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○ 主旨 

第１７条では、条例の施行後も、市民の目線で、計画・実行・評価・改善を行いな

がら、協働によるまちづくりを確実に推進していくために、協働によるまちづくり審

議会を設置することを規定しています。 

 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

    

 

○ 計画期間中の取組 

・ 協働によるまちづくりを推進するために、その推進計画の策定・変更や、施策

の改善提案について市長に提言を行う審議会を設置し、運営する。（地域経営推

進事業） 

 

 

設置 

推進計画審議 
評価（検証）、改善 

総合的評価 

（条例見直し） 
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平成２４年度 事業シート 

 
※ 今回の資料には、添付していません。 
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※ 以下、関連事業の平成２４年度事業シートを添付 


