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資料２



1 モデル事業実施の背景と概要



協働のまちづくり推進組織の特徴
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「（仮称）明⽯市協働のまちづくり推進条例 中間まとめ」より

網羅性をもった運営  地縁型団体やテーマ型団体など様々な団体や個⼈が参加し、横断的に
連携・協⼒して活動する組織。

公平性をもった運営  組織に参画する団体や個⼈だけでなく、地域住⺠全般にサービスを提供
する組織。

⺠主性をもった運営  組織への参加や意思決定が⺠主的な⼿続きで⾏われ、それらの⽅法が
公表されている組織。

開放性をもった運営  ⼀定の要件を満たせば、個⼈、団体問わずに誰もが活動や運営に参加で
きる組織。

透明性をもった運営  事業計画や会計情報などの活動・運営情報を公開している組織。

計画性をもった運営  計画を策定する能⼒をもった組織。
 まちづくり計画書を策定し、それに則ったまちづくりを進める組織。

 様々な団体・個⼈が連携し、⺠主性、開放性、透明性、計画性をもった運営を⾏いながら、地域住⺠全般にサー
ビスを提供する組織。



地域の現状
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校区連合⾃治会

単位⾃治会 単位⾃治会

単位⾃治会

⾼年クラブ ⼦ども会

ＰＴＡ ⺠⽣・児童
委員

学童保育、スポーツクラブ21、防犯協会、
スクールガード、保健衛⽣推進協議会、各
種ボランティア団体、消防団、漁業協同組

合、商店街振興組合、等

校区まちづくり組織 全28校区で結成

ほぼ全てが参加

 全ての校区で⾃治会を中⼼に各種団体が連携・協⼒する「校区まちづくり組織」が設⽴。
 しかしながら、「校区まちづくり組織」はイコール「協働のまちづくり推進組織」とは⾔えない状況。



モデル事業の趣旨／概要
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 趣旨1：「協働のまちづくり推進組織の特徴」である⺠主性、開放性、透明性、計画性をもった運営を⾏うことで、「
協働のまちづくり推進組織」へのステップアップを図る。

 趣旨2：「（仮称）明⽯市協働のまちづくり推進条例」で検討する条例内容と、実際の地域の取り組みにかい離
がないかチェックする。

協働のまちづくり
推進組織

校区まちづくり
組織

ex）○○まちづくり
協議会

○○コミュニティ推進
協議会

組織強化
+計画書

まちづくり計画書作成を通じて
「協働のまちづくり推進組織」

にステップアップ

 概 要：中⻑期のまちづくり計画書を作成する過程で、⺠主性、開放性、透明性、計画性をもった組織運営を⾏
いながら、「協働のまちづくり推進組織」へのステップアップを図る。



２ 各校区の取り組み概要



各校区の取り組み⼿順
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 各校区ともほぼ同じような⼿順でモデル事業を実施。
 校区住⺠に取り組みの経過・結果を周知（透明性）しつつ、誰でも検討に参加できる状態で広く校区住⺠の参

画を得ながら（開放性）、多くの⼈で活発に議論し（⺠主性）、適切に役割分担しながら（計画性）、まちづく
り計画書を作成。

① •役員会等で事業の⽅向性等を検討・決定

② •役割分担するために、事業を主に検討するプロジェクトチームで検討し役員会に図る体制を構築

③ •地域の現状を既存のデータやアンケート調査を実施して調査

④ •取り組みのすべてを校区住⺠に紹介する広報体制を構築

⑤ •全住⺠の参加を募って、校区について話合い、ビジョンを作成

⑥ •全住⺠の参加を募って、ビジョンに近づくための取り組みを検討

⑦ •多くの住⺠の参加により、組織体制を部会制に変更

⑧ •部会ごとに分野別の⽬標や具体的な事業等を検討

⑨ •プロジェクトチームで全ての検討内容を計画書にとりまとめ

⑩ •計画書の内容を主に組織のメンバーに周知

⑪ •これら全ての取り組みを校区住⺠に広報紙で周知



⿂住校区の取り組み事例Ⅰ
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 役員会でモデル事業の取り組み⽅について検討。
 ロの字型のレイアウトから島型のレイアウトに変更し、みんなで活発に意⾒交換を実施。

①役員会で組織強化し、
計画書を策定するまでの

進め⽅を検討

広く検討チー
ムのメンバーを
募りましょう！

役員で考えるより、
新たにチーム募って
検討する⽅がしっ
かりと議論できるね

（H25.1〜3⽉／計３回）

１ 進め⽅の検討

 計画性：事前に事業の進め⽅について議論し決定。
 ⺠主性：⽅向性をみんなで活発に議論して決定。



⿂住校区の取り組み事例Ⅱ
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 校区まちづくり組織の構成員等からメンバーを募集し、「検討チーム」を発⾜。
 モデル事業に係る企画を「検討チーム」メンバーで作成し、役員会に諮って進めていく体制を構築。

2 推進体制の構築

②検討をしていくメンバーを募って
検討チームを結成

中⼼となって
頑張ろう！

役員会に諮
る「検討案」
を考えましょう

役員会と
の連携が
⼤切！

（H25.3⽉〜／計36回）

検討チームの結成

 計画性：組織的に役割分担できる体制を構築。
 開放性：構成員等からメンバーを募集。



⿂住校区の取り組み事例Ⅲ
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 継続的に取り組みを周知するために、広報紙を作成する体制を構築。
 モデル事業の取り組みやアンケート結果、会議での決定事項、計画書内容等を広報紙で周知。

3 広報体制の構築

③活動を知ってもらうため、広報
紙を発⾏する体制を構築

検討の取り組
みを伝えると興
味をもってもら
えるかも？

定期的に発
⾏して、組織
の存在を知っ
てもらおう！

⼈材発掘に
つながればい
いなー

（H25.3⽉〜／計９回）

広報紙で周知

 透明性：校区住⺠に広報紙を配布。
 計画性：複数⼈で役割分担しながら広報紙を作成。



⿂住校区の取り組み事例Ⅳ
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 地域課題や住⺠のまちづくり意識を把握するため、校区住⺠にアンケートを実施。
 アンケートの配布や回収、集計作業を多くの⼈で役割分担して実施。
 全住⺠に参加を呼びかけて、座談会を開催し、アンケート結果をもとに校区の魅⼒と課題を共有。
 アンケート結果や取組み内容を広報紙で周知。

４ ビジョン・計画づくりに向けた調査等
 計画性：多くの⼈で役割分

担しながら集計等を実施。
 開放性：組織構成員以外

からも意⾒聴取。
 ⺠主性：みんなで活発に議

論。
 透明性：アンケート結果や取

組みを校区住⺠に周知。

④全世帯にアンケートを実施し
校区の現状と課題を把握

⑤直接、みんなの声を聴こう！
校区内の全住⺠・団体に参加を

呼びかけ座談会を実施

今まで気づか
なかった地域
の魅⼒や課題
が⾒つかった！

⾃分たちのこ
とを気軽に話
できる場が必
要だなー

地域のみなさ
んにも、結果を
知ってもらうた
め、広報しよう

地域でボランテ
ィアに興味があ
る⼈は結構い
るなー

⽬的に応じ
て、テーマ別
に話あってい
けばいいので
は？

地域の声
を聴くって
⼤切だな

広報紙で周知

（H25.7〜11⽉）
（H26.1⽉／計1回）

広報紙で周知



⿂住校区の取り組み事例Ⅴ
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 全住⺠に参加を呼びかけて、座談会を開催し、まちづくりビジョンを検討し、決定。
 全住⺠に参加を呼びかけて、座談会を開催し、ビジョンに近づくために必要な取り組みを検討。
 取り組み経過やビジョンなどを広報紙で周知。

⑥みんなで、地域ビジョンを作り、
ビジョンに近づくために必要な事
業を検討

どんな「まち」
にしたいかな

こんなキ
ーワードを
⼤切にし
たい！

（H26.3⽉、6⽉、8⽉／計3回）

広報紙で周知

「安全」な
まちにする
には？

私たちの団
体はこんなこ
とが出来るよ

他校区はこ
んな事業を
しているよ

ビジョン

具体的事業「安全」
なまちに
したい！

５ ビジョンの検討
 開放性：組織構成員以外からも意⾒聴取。
 ⺠主性：みんなで活発に議論。
 透明性：広報紙で取組みとビジョンを周知。



⿂住校区の取り組み事例Ⅵ
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 分野ごとの⽬標や具体的事業を検討するため、実際に取り組む体制（部会制）を構築。
 部会ごとに分野別⽬標などを検討。
 検討チームで、座談会の検討結果や部会ごとの検討結果などをとりまとめて、計画書を作成。

⑦具体的事業に取り組むため、
部会制に組織変更／分野⽬

標等を検討
（H26.11⽉〜H27.1⽉／計２回）

テーマごと
に活動する
⽅が効率
的！

部会制？

もっと活動
できる⼈
が必要！

役員の負
担を軽減さ
せたい！

部会制に
賛成！

個⼈の⼒
を借りよう

地域のみ
んなも意
⾒を聴こう

検討チームで案作成

座談会で
検討

広報紙で周知規約の改正

６ 計画の検討／作成
 開放性：組織構成員

以外からも意⾒聴取。
部会員を広報紙で広く
募集。

 ⺠主性：みんなで活発
に議論。

 計画性：部会制で組織
的に役割分担できる体
制を構築。

 透明性：取り組み過程
等を広報紙で周知。

⑧みんなの意⾒を検討チームで
取り纏め、計画書を作成

アンケート
結果も記
載しよう

みんなで考え
たビジョン・体
制も書こう

作成段階から、
多くの⼈に関わ
ってもらったから、
みんなの計画書
になったね

広報紙で周知



⿂住校区の取り組み事例Ⅶ
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 計画書内容を臨時総会で説明。
 計画書を校区住⺠に全⼾配布。
 計画書内容を各種団体の総会でも説明。

⑨臨時総会で計画書内容を説明
し、計画書を校区住⺠に全⼾配

布するなどにより周知。

校区内の住⺠・
団体に計画書を
配付し、⾒てもら

おう

臨時総会で
説明しよ
う！

各種団体の
総会でも説明
しよう！

計画書を全⼾配布

７ 計画書の周知

 透明性：計画書内容を臨時総会で説明したり、計画
書全⼾配布などで周知。



３ 検証の視点



モデル事業の検証の視点
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 モデル事業の検証の視点として、以下のものを設定した。
 以下の点について実情はどうなのか、それをイメージに近づけることが出来るのかを記録し、条例に定めようとする内容

と実情のかい離がないのかを検証した。
 また、以下の視点をクリアすることで、「担い⼿不⾜」を解消できるのか、ということについても検証した。

中間まとめの内容 目指すべきイメージ（検証の視点）

⺠主性
参加の⽅法や意思決定の⽅法が明確であり、公表され、
それを実施するために具体的な⼿段が講じられているなど
⺠主的な⼿続きをもって運営される組織であること。

① 意思決定を⾏う仕組みや⽅法が規約などで定められ、公表されてい
る。

② 意思決定は協議を⾏った上で⾏われる。

開放性
⼀定の条件を満たすならば公開された⼿続を経て、どの
ような⼈、団体であっても、活動が限定されず組織に参
画することができるといった開放性を持った組織であること。

① 意思決定の過程にも誰もが参加できる仕組みになっている。（団体
の⻑だけでなく、個⼈でも組織への参画が可能に）

透明性
事業計画書や予算書の公開など情報公開、容易に組
織の意思決定過程へ参加することができるなど透明性を
持った運営ができる組織であること。

① 意思決定に⾄る過程が記録され公開されている。（会議結果の公
開、など）

② 事業計画書や予算書、事業報告書や決算書、会計処理状況など
運営に関する情報を広く公開している。

計画性 組織として計画を作成する能⼒を持っていること。

① 中⻑期（3年から10年程度）のまちづくり計画書を策定し、まちづく
りに取り組む。

② さまざまな取組みにおいて事前に内容、スケジュール、予算、役割分
担が話し合われ決定されている。また、その体制や仕組みが整ってい
る。（部会制の構築など）



4 地域の状況とモデル事業による成果



⺠主性〜①意思決定の仕組みや⽅法の規約への明記・公表〜
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 モデル事業前：3校区全てで「参加者の過半数で決定する」といった意思決定を⾏う⽅法を規約に明記。総会や
理事会、役員会などがどのような役割を果たすのかといった意思決定の仕組みを規約に定めている校区は1校区（
松が丘校区）のみ。

 モデル事業後：意思決定の仕組みを規約に定める校区が更に1校区増。

例）住みよい住みたい⿂住まちづくり協議会
■Before ■After
意思決定の⽅法は規約に定めていたが、仕組みは定
めていなかった。

◇住みよい住みたい⿂住まちづくり協議会 規約
（会議）
第９条 本会の運営は次の会議により決定する。
①総会 定期総会（年１回）と臨時総会とし、会⻑
が招集する。
②役員会 第５条第１項の役員をもって構成し、必要
のつど会⻑が招集する。
（２）会議は、過半数以上（代理を含む）の出席をもっ
て成⽴する。
（３）議決は、出席者の過半数以上をもって決定する。
賛否同数の場合は会⻑が決定する。

意思決定の仕組みまで規約に詳細に定めた。

◇住みよい住みたい⿂住まちづくり協議会 新規約
（総会）
第１０条 総会は、まちづくり応援隊によって構成し、会⻑が招集する。・・・
３ 議決は、出席者の３分の２以上をもって決定する。
６ 総会は、次の事項を審議、承認⼜は議決を⾏う。
（１）地域まちづくり計画の策定及び変更に関すること。
（２）規約の改廃に関すること。
（３）事業計画・予算、事業報告・決算に関すること。
（４）役員の選出に関すること。
（５）その他、本会の運営に関する重要事項。
（役員会）
第１１条 役員会は、総会に次ぐ議決機関であって・・・
４ 役員会の議決は、出席者の３分の２以上をもって決定する。
５ 役員会は、次の事項を議決する。
（１）総会に付議すべき事項。
（２）部会間の情報交換及び⾃治会連絡会との調整、連携に関すること。
（３）顧問の設置に関すること。
（４）その他、本会の運営に関する事項。 など

役員会で何を
決定できる？
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 モデル事業前：議題が多く報告するだけの会議になり議論できない、意⾒が出しやすい雰囲気にない、次第や議事
録などの資料が⼗分ではない、といったことから議論が充分に出来ていない状況。

 モデル事業後：次第の⼯夫やテーブルの配置の変更などにより意⾒が出やすい雰囲気づくりを⾏って協議を促進。

⺠主性〜②意思決定は協議の上で⾏われる〜

例）松が丘校区まちづくり協議会
■Before ■After
⼀部の⼈しか会議で発⾔できていなかった。また議題
が多く、意⾒交換の時間が少なかった。

◇「第１回これからの松が丘校区のまちを考える会」意⾒
 ⼀部の⼈しか発⾔できていない。
 役員以外の出席者が発⾔する機会がない。
 議題が多く、意⾒交換があまりできていない。
 報告・協議事項が多すぎる。
 会議の議事録がない。

次第や資料を⼯夫して協議時間の拡⼤を図った。また、会議によってはワーク
ショップ形式など意⾒が出やすくする⼯夫を⾏った。

◇モデル事業を通じた取り組み
 次第を⼯夫し、報告事項と協議事項を明確に分けて協議時間を確保。
 配布資料に番号をふったり、報告事項で伝えたいことをメモ書きした資料
を配布することで、説明時間を短縮し、協議時間を確保。

 会議によってはワークショップ形式で協議することで意⾒が出やすくする⼯
夫を⾏った。

〇〇につい
て報告しま
す・・・

次に
・・・ 次に

・・・

報告は簡
潔に⾏いま
すね〜

今⽇は協
議をワーク
ショップ形
式で！

私の意⾒
は・・・

私は
・・・
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 モデル事業前：組織への個⼈参加を明確に規定する規約になっていないケースが多い。個⼈参加を認める規約に
なっていても、実態として多くの参加を得られていない。

 モデル事業後：誰もが参加できる規約に変更したり、誰でも参加できる運⽤に変更するなど、個⼈参加の拡⼤を図
った。

例）住みよい住みたい⿂住まちづくり協議会
■Before ■After
規約上、校区内の各種団体の代表者しか組織に参
加できなかった。実態も⼈⼿不⾜で特定の⼈に負担
がかかるなどの問題があった。

◇住みよい住みたい⿂住まちづくり協議会 規約
（構成）
第３条 本会は、校区連合⾃治会を⺟体として、校区内
の各種団体の代表者をもって構成する。

◇「役員会 座談会H25.1.30」意⾒
 決まったメンバーに負担がかかっている。
 住⺠から意⾒や考えを吸い上げる機会が少な
い。

誰でも制約なく参加できる規約に変更した。誰もが役員になれる可能性があ
るなど、意思決定にも関われる可能性をもった仕組みに変更した。

◇住みよい住みたい⿂住まちづくり協議会 新規約の概要
 規約上、構成員は住⺠、各種団体、事業所、ほかとなっており、幅広い
ものとなっている。

 上記の構成員のうち⽬的に賛同するものであれば、誰でも「まちづくり応
援隊」になることができる。

 「まちづくり応援隊」が総会メンバーとなる。
 部会は「まちづくり応援隊」で構成する。
 役員は「まちづくり応援隊」の中から、部会等を通じて選ばれる。

開放性〜①意思決定の過程にも誰もが参加できる仕組み〜

個⼈参加は
ちょっと・・・

会議は団体
の⻑だけで
m(._.）m

誰でも
Welcome!

参加したい!
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 モデル事業前：会議の議事録が作成されていない校区がある。作成していても校区住⺠に公開していない。会議
で決定した事項を広報紙などで広報していない。

 モデル事業後：会議での検討内容や検討結果、今後の検討内容などを広報紙で住⺠に周知。議事録をコミセン
設置し、誰でも閲覧できる状態にしている校区も。

透明性〜①意思決定に⾄る過程を記録・公開〜

例）江井島コミュニティ推進協議会
■Before ■After
議事録はコミセン所⻑が作成し、⽋席者のみに配布。
広報紙は未発⾏。

◇モデル事業前の状況
 役員会の議事録をコミセン所⻑が作成。
 これを⽋席者に送付する形で情報共有（出
席者には未配布）

 議事録は誰でも⾒られる状態ではない。
 校区単位の広報紙を発⾏しておらず、広報紙
で会議の要点などを伝えることも出来ていない
状況。

議事録をコミセンに設置して誰もが閲覧可能に。広報紙を発⾏し、会議の結
果や経過、今後の予定などを広報紙で周知。

◇モデル事業を通じた取り組み
 役員会の議事録は所⻑が作成し、部会の議事録は部会員が作成し、
⽋席者に配布。

 部会毎や役員会のファイルを作成し、議事録などを綴って、誰もが⾒られ
るようにコミセンに設置。

 モデル事業の取り組みなどを紹介するため、広報紙の発⾏を開始し、モ
デル事業の取り組みに関する会議などの結果や経過、今後の予定など
を広報紙に掲載。

⽋席者には議
事録配布して
おきます！

会議に出られる
⼈しか情報が得
られないなぁ

⽋席者には議
事録配布して
おきます！

議事録はコミセン
に設置しているか
ら誰でも⾒てね

なるほど！
こういう経緯で
決まったのか！

広報紙でも
お知らせしま
す！
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 モデル事業前：予算や決算など運営上の重要情報は基本的に総会参加者しか得られない。広報紙やHPでの公
開はない。

 モデル事業後：総会資料をコミセンに設置し、誰でも⾒られる状況に。

透明性〜②予算や決算など運営上の重要情報を公開〜

例）江井島コミュニティ推進協議会
■Before ■After
予算や決算などの重要情報は総会参加者しか⼿に
⼊れない。

◇モデル事業前の状況
 事業計画、予算、事業報告、決算など重要
な運営情報は総会資料でのみ公開されていた。

 参加者だけが情報を得られる状況であり、総
会資料を⾃治会などで回覧することもなかった。

 モデル事業以前は、校区単位の広報紙の発
⾏もなかった。

予算や決算などの重要情報は、総会参加者に加えて、総会資料のコミセン
設置により情報を望む⼈に公開。

◇モデル事業を通じた取り組み
 総会資料をファイリングし、わかりやすく掲⽰し、誰でも閲覧できるようにし
た。

予算・決算情
報は総会資料
を参照

総会出席者し
か予算・決算情
報が得られない

なぁ

予算・決算情
報は総会資料
を参照

総会資料はコミ
センに設置して
誰でも⾒られるよ
うにしてます

わかりやすく掲
⽰してあったわ
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 モデル事業前：単年度の事業計画は総会資料に掲載していたが、中⻑期の計画書を有していない。
 モデル事業後：５年や10年といったスパンのまちづくりのビジョンを⽰した、まちづくり計画書を策定し、この⽅向に基

づいて、単年度の事業計画を策定していく流れを作った。

計画性〜①中⻑期のまちづくり計画書を作成〜

例）３⼩学校区
■Before ■After
中⻑期の計画書を有していない。

◇モデル事業前の状況
 従来からの事業を基本にしながら、それぞれで
⼯夫して事業の内容を変更したり、新たに事
業を追加するなどの検討を単年度ベースで実
施。

 それぞれの事業が必ずしもビジョンのもとに体系
だって検討されたものではなかった。

中⻑期の計画書を作成。

◇モデル事業を通じた取り組み
 多くの住⺠の⽅の参画を得て幅広く意⾒を聴取しながら、中⻑期のまち
づくり計画書にまちづくりの⽅向性や取り組む内容を体系だって取りまとめ
た。

 中⻑期スパンのまちづくり計画書を策定することで、その内容に基づいて
単年度の事業計画を策定していく流れを作った。

計画は毎年作っ
ているが、場当
たり的になってい
ないかな・・・？
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 モデル事業前：特定の⼈がたたき案を作成し、役員会で役割分担するケースが多かった。結果、⼀部の⼈に負担。
 モデル事業後：各校区とも部会制を導⼊し、組織的に役割分担できる体制に。負担を分散できる体制に。

計画性〜②事前に内容や予算、役割分担を話し合い決定〜Ⅰ

例）松が丘校区まちづくり協議会
■Before ■After
⼀部の⼈がたたき案を作成し、役員会で協議、理事
会で動員。特定の⼈に負担が偏ったり、活動が固定
化。

◇モデル事業前の状況
 ⼤きなイベントなどは、担当の役員が叩き案を
作成し、役員会で協議して企画を進めて、理
事会で報告と動員依頼を実施。

◇「第１回これからの松が丘校区のまちを考える会」意⾒
 特定の⼈しか活動に従事していない。
 ⼀部の⼈に負担が偏っている。
 活動が固定化されつつある。
 事業計画と実績が毎年同じ。

部会制を導⼊。部会でたたき案を作成することで特定の⼈の負担を軽減する
体制に。

◇モデル事業を通じた取り組み
 部会制を導⼊。
 部会で事業の企画や役割分担の叩き案を作成し、役員会に諮って決
定。理事会で報告と動員依頼を実施する仕組みに変更。

限られたメンバー
でやってるから忙

しいよ

みんなで役割分
担できるから負担
が減少！
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 実⾏委員会制で、参加できる⼈も限定されていた。

計画性〜②事前に内容や予算、役割分担を話し合い決定〜Ⅱ

例）松が丘校区まちづくり協議会 モデル事業前の組織体制
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 部会制に移⾏し、部会に誰でも参加できるように。

計画性〜②事前に内容や予算、役割分担を話し合い決定〜Ⅲ

例）松が丘校区まちづくり協議会 モデル事業後の組織体制



27

 モデル事業の取り組みを通して、校区まちづくり組織の構成員が増加。（⺠主性、開放性、透明性、計画性を⾼め
ることにより、校区まちづくり組織の運営上の⼤きな課題である「担い⼿不⾜」を解消できる可能性がある。）

モデル事業の成果

組織名 モデル事業前（24年度） モデル事業後

松が丘校区まちづ
くり協議会 56⼈（顧問含む） 56⼈（顧問含む）

+延べ21⼈
延べ⼈数は、平成27年3⽉の4部会に
参加した新規メンバーの合計値

江井島コミュニティ
推進協議会 58⼈（顧問含む） 58⼈（顧問含む）

+28⼈
モデル事業後の数値は、平成26年9⽉
部会会議時点の⼈数

住みよい住みたい
⿂住まちづくり協
議会

18⼈（顧問含む） 50⼈ モデル事業後の数値は、平成27年4⽉
末時点のまちづくり応援隊⼈数

構成員数（関わる⼈）の推移
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 中間⽀援組織として、明⽯コミュニティ創造協会がモデル事業取り組み３校区のコーディネートを実施。
 中間まとめに取りまとめた内容に沿った働きを実施し、事業を完結。

中間まとめの内容 取り組み分類 取り組み（例）

 「中間⽀援組織は、地縁による
団体やテーマ型団体、事業者、
⾏政等のいずれの団体とも寄り
添い、どの団体とも共感できる
ニュートラルな組織としてそれぞれ
をつなぐ役割を果たす」

 「中間⽀援組織は地域活動の
活性化を⽀援することを⼤きな
役割とする」

 「中間⽀援組織は、コーディネー
ト機能や交流・活動⽀援機能、
情報共有機能、相談機能、⼈
材育成機能に加えて、調査機
能、⾏政への提案機能などを持
つ」

⺠主性を⾼める
取り組み

 ⺠主性が⾼い他⾃治体規約事例の紹介。（調査機能）
 ワークショップ形式の会議を実践し意⾒を出しやすくする提案を実施し、最終

的に地域の⼈材がファシリテーションを⾏えるように⼈材育成。（交流・活動⽀
援機能／相談機能／⼈材育成機能） など

開放性を⾼める
取り組み

 住⺠が多く参加する座談会を開催するように提案し、その取り組みの中で⼈材
を発掘。（交流・活動⽀援機能） など

透明性を⾼める
取り組み

 広報紙を簡単に作成できるようフォームを提供。（交流・活動⽀援機能）
 広報紙の記事内容はイベントの案内・報告だけはなく、会議の要点なども掲載し
ていく必要性についてアドバイス。（交流・活動⽀援機能） など

計画性を⾼める
取り組み

 他市や他校区のまちづくり計画書の作成⽅法などの情報共有を実施。（情報
共有機能） など

その他の
取り組み

 校区まちづくり組織の事務局構築にあたって、採⽤⾯接の⽅法、雇⽤⼿続き
（雇⽤契約、雇⽤保険⼿続きなど）、勤怠管理の⽅法などをアドバイス。（交
流・活動⽀援機能／相談機能）

 市に、協働のまちづくり推進組織を運営するためのマニュアル作成の必要性を提
案し、「運営⼿引」を市と協働で作成。（⾏政への提案機能） など
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 ⺠⽣性、開放性、透明性、計画性をもった運営を⾏い、中⻑期のまちづくり計画書を作成する取り組みは実施可
能であり、中間まとめの内容と実情はかい離しない。

 中間⽀援組織の役割についても、中間まとめの内容と実情はかい離しない。
 中間まとめ内容を実践する上での課題は、①同様の取組みのモデル校区以外への展開、②組織運営の継続性を

図る仕組みの提供、③モデル校区の現レベルの維持と発展。

中間まとめの内容を実践する上での課題と対策
課題 対策

①同様の取り組みのモデル
校区以外への展開

 組織運営のマニュアルである「協働のまちづくり推進組織 運営⼿引」（H26年度作
成）のバージョンアップ。

 まちづくり計画書の作成⼿順をまとめた「まちづくり計画書策定マニュアル」（Ｈ26年
度作成）のバージョンアップ。

②組織運営の継続性を図
る仕組みの提供  「地域事務局⽀援事業補助⾦」制度・⽀援内容の効果を⾼める⾒直し。

③モデル校区の現レベルの
維持と発展

 今後も同様の運営を維持・発展させるために「（仮称）協働のまちづくり推進条例」
で中間まとめの内容を条⽂化。


