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地域まちづくり計画の概要について
■地域まちづくり計画に記載されている主な項目（まとめ）


各地域組織では、主に「地域の概要」
、
「地域の課題」
、
「部会別 or テーマ別まちづくり計画」が記載されている。



これら以外では、計画の導入部分に「計画策定の背景」、
「計画の期間」を記載したり、
「基本方針」や「スローガン」を記載する地域も見られ
た。



また、住民の意見を反映すること、幅広い参加を促すこと、地域の現状を把握することを目的に、住民アンケート調査やグループワークを実施
し、その結果や分析内容を掲載する地域組織も比較的多く見られた。



主に記載されている内容のうち、
「地域の概要」については、主に人口や世帯数の変化、地勢、歴史、産業の動向などについて紹介し、地域の
課題を導き出す一つの手段として活用されていると見られる。これら以外では、地域に存在する公共建造物や社会構造物などに触れる地域組織
も若干であるが見られた。



「部会別 or テーマ別まちづくり計画」については、主に各部会やテーマの方針、そのテーマに関する課題、取り組む施策とその具体的施策、
取り組む時期（短期／中期／長期）
、取り組む主体（市、市との協働、地域組織）
、が記載されているケースが大半であった。地域組織によって
は、協働のパートナー名（例えば、商店街や農協など）まで記載する例も見られた。なお、具体的施策の概算経費についてまで触れている地域
組織は今回調査の中で 1 団体に留まっており、スタンダードとはなっていない。



複数の地域組織の事例が確認できた市を見ると兵庫県宝塚市を除き、各地域組織の地域まちづくり計画の構成はほぼ同様となっていた。記載す
る項目をある程度、自治体が指定していたり、自治体が中心となって事例を他地域に参考として提示している様子が窺える状況となっている。
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■地域まちづくり計画に記載されている主な項目例
自治体名

人口

地域自治区の
定めの有無

組織名

計画に記載されている項目


湯沢東部地区まちづく
り協議会

湯沢駅西自治区協議会


湯沢西地区自治協議会
湯沢北部地区自治協議
会
山田地域づくり協議会
秋田県湯沢市

50,863 人

無





三関地域づくり協議会
弁天地域づくり協議会




岩崎地区自治会議



計画策定の趣旨／計画期間／組織の名称および区域／組織構成／地区の概
要／自然・社会条件（人口、面積、農家数）／まちづくり計画の内容／事業
計画（何年度に何を実施するか）



計画策定の趣旨／計画の期間／組織の名称及び区域／組織構成／地域の概
況（地勢、歴史、人口・世帯、農家数、経営耕地面積）／地域の現状と課題
／地域が目指す姿／地域づくりプラン
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幡野地区自治協議会

須川コミュニティ推進
委員会

地区別計画の意義と役割（計画策定の背景、計画の目的、計画の役割、計画
の策定主体、計画の期間、計画の区域）／現況（沿革、位置及び地勢、人口・
世帯）／地区の課題等（課題と要望事項、各町内の年間行事等）／部会別計
画（時期、主体、基本方針、部会別計画）
湯沢駅西自治区まちづくり計画（計画策定の背景、計画の目的、計画の役割、
計画の策定主体、計画の期間、計画の区域、計画と目標、短期事業計画、中・
長期事業計画）／事業計画と実施主体（時期、主体）／地区の課題と要望（課
題と要望、町内会の年間行事、町内別人口と変化、町内別世帯数の推移、町
内別年齢層の比較）
計画の背景／計画の期間／地区の概況／組織名簿・自治協議会規約／目標
（ビジョン的なもの）／3 か年事業計画（項目の箇条書き）／平成 22 年度
以降事業計画（項目の箇条書きと概要説明）
計画の背景／計画の期間／地区の概況／活動方針（ビジョン的なもの）／3
ヶ年事業計画／平成 24 年度事業計画について／組織名簿
地域づくり計画策定の背景／地域づくり計画の期間／地区の概要／自治協
議会の活動指針／地域づくり計画の内容
計画策定の趣旨／計画の期間／組織の名称および区域／組織構成／地域の
概況（地勢、人口・世帯、農家数、経営耕地面積）／地域づくりプラン（項
目の箇条書きと概要説明）
地域の現状（人口、面積、農家数、ほか）／計画の趣旨／計画の期間／地域
づくりプラン（項目の箇条書きと概要説明）
計画策定の背景／計画の期間／組織の名称および区域／組織の構成／地区
の概況／活動経過／自然・社会条件／地区の問題・課題等の整理／地区が目
指す姿／まちづくり計画の内容（項目の箇条書き）／まちづくり事業実施計
画

自治体名

人口

地域自治区の
定めの有無

組織名
高松コミュニティ推進
委員会

計画に記載されている項目



稲庭町自治区

三梨町自治区

川連町自治区

駒形町自治区
秋田県湯沢市

50,863 人

無
院内地域づくり協議会
秋ノ宮地域づくり協議
会





小野地域づくり協議会

皆瀬地域自治組織

神奈川県横浜
市

3,688,773 人

無

計画策定の趣旨／計画の期間／組織の名称及び区域／組織構成／地区の概
況（地勢、歴史、人口・世帯、農家数、経営耕地面積）／地域づくりプラン
計画策定の背景／計画の期間／組織の名称及び区域／組織構成／地区の概
況／活動経過／自然条件・社会条件／地区の問題・課題等の整理／地区が目
指す姿／まちづくり計画の目標（基本方針）／地域づくり事業実施計画
計画策定の背景／計画の期間／組織の名称及び区域／組織構成／地区の概
況／活動経過／自然条件・社会条件／地区の問題・課題等の整理／地区が目
指す姿／まちづくり計画の内容／まちづくり事業実施計画
計画策定の背景／計画の期間／組織の名称及び区域／組織構成／地区の概
況／活動経過／自然条件・社会条件／地区の問題・課題等の整理／地区が目
指す姿／まちづくり計画の内容／まちづくり事業実施計画
計画策定の背景／計画の期間／組織の名称及び区域／組織構成／地区の概
要／活動経過／自然条件・社会条件／地区の課題／地区が目指す姿／まちづ
くり計画の内容／まちづくり事業実施計画
計画策定の背景／計画策定主体／計画の期間／計画の区域／これまでの活
動経過／地区の概況と課題／まちづくり計画の内容と委員会活動計画
計画の策定の背景／計画の期間／組織の名称及び区域／組織の構成／地区
の概要／地域の課題／地域づくりの目標／地域づくり事業実施計画
まちづくり計画の背景と目的（まちづくり計画策定の背景、計画の目的、計
画の期間、計画の区域、計画の策定主体）／地域の現状（立地と沿革、人口、
世帯の推移、産業）／地域の課題／地域まちづくりの目標／まちづくり実施
計画（部会ごと）／21 年度実施計画
計画策定の背景／計画の区域／計画策定主体／計画の期間／地域の概況（地
勢、人口等、特徴）／地域の課題／まちづくり計画（方針イメージ）／重点
目標に対する取組み

八日市地区コミュニテ
ィ会議



まちづくり計画の策定／計画期間等／基本構想（ビジョン的なもの）／基本
計画（ビジョンに対する具体策の箇条書き）

寺前東町･寺前西町･金
沢町まちづくり協議会
浦島町まちづくり協議
会
住みよいまち・本郷町 3
丁目地区協議会



はじめに／現状と課題／まちづくりの将来像･基本方針／まちづくり計画／
まちづくり計画図／まちづくりの重点推進項目
経緯／計画の位置づけ／地区の課題／計画の目標／計画図／まちづくり計
画／計画実現のための具体的な取り組み
地区の現状と課題／まちづくりの目標／まちづくり計画／『住みよいまち』
づくりの進め方（役割分担）
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自治体名

人口

地域自治区の
定めの有無

組織名
一本松まちづくり協議
会

神奈川県横浜
市

3,688,773 人

無

山手まちづくり推進会
議
東久保町夢まちづくり
協議会

新潟県村上市

66,427 人

無
（地域審議会
は設置）

猿沢地域まちづくり協
議会

愛知県田原市

64,119 人

無

中山校区コミュニティ
協議会

愛知県高浜市

44,027 人

無

高浜まちづくり協議会
東部地域住民自治協議
会
上野西部地区住民自治
協議会
伊賀市上野南部地区住
民自治協議会
小田町住民自治協議会

三重県伊賀市

97,207 人

無

花之木地区住民自治協
議会
長田地区住民自治協議
会
新居地区住民自治協議
会
三田地区住民自治協議
会

計画に記載されている項目







経緯／まちづくり計画について（位置づけ）／地区の課題／まちづくりの基
本的な姿勢／プランとプロジェクト
地区のあらまし／まちづくりのこれまでの取組み／まちづくりの理念／当
面の解決すべき課題／「まちづくりプラン」 の位置づけ／まちづくりプラ
ン
経緯／まちづくり計画の位置付け／地区の現況と課題／まちづくりの理念
と目標／まちづくりの基本的な考え方／まちづくり計画／まちづくり計画
の実現化に向けて
地域の特色、課題（地理、成り立ち、産業、観光、人口、地域の課題と組織
づくり）／まちづくりの理念、将来像／具体的な取り組みの方向性、実施事
業等／事業計画年度



はじめに／校区概要（位置、面積、人口、世帯数、校区組織、行事、歴史概
要、校区内で行なわれた主な事業）／現況・課題等（住民意識調査、地域課
題、市の土地利用計画・整備計画、まちづくり現況図）／将来像等（地域の
将来像、まちづくりの基本方針）／主要施策／推進体制



現況と特徴・課題／将来像とまちづくりの基本方針／まちづくり戦略計画／
まちづくりの推進方策



はじめに／基本方針／地域の概要／部会別まちづくり計画（主体、時期）



地区の概況／まちづくりの目標／各部会別まちづくり計画



地区住民自治協議会の概況／各部会別まちづくり計画（主体、時期）



計画策定にあたって（背景、趣旨、組織と役割）／地区の概要／各部会の現
状と課題および計画（主体、時期）



地区の概況／各部会の方針、現状と課題および計画（主体、時期）



地区の概要／各部会の方針、現状と課題および計画（主体、時期）



地区の概要／各部会の方針、現状と課題および計画（主体、時期）



部会毎の目標と施策／各部会の計画（主体、時期）
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自治体名

人口

地域自治区の
定めの有無

組織名
諏訪住民自治会
府中地区住民自治協議
会
中瀬地域住民自治協議
会
友生地区住民自治協議
会

計画に記載されている項目


目標／各部会の計画（主体、時期）



地区の概要（位置、地勢、面積、人口、世帯、産業構造、その他地域の特性）
／主要指標の見通し（人口、世帯数、産業）／基本方針（地区の将来像、各
部の基本方針と事業計画）／各部会の計画（主体、時期）



基本方針／地域の概要／各部会の計画（主体、時期）



現状把握／問題点と取組み／各部会別まちづくり計画（現状と課題、事業実
施計画、各部会の計画）
地区の概要（社会的構造の現況、公共財の現況、社会的構造物の現況、産業、
住民の生活安全の現況、住民組織の現況）／まちづくり計画策定にあたって
／計画樹立に向けて（地区で誇れること、課題・問題点）／各部会の計画（主
体、時期）
計画策定の組織と役割／目標と課題／地域づくり体系図／各部会別の計画
（主体、時期）


猪田地区住民自治協議
会
依那古地区住民自治協
議会
比自岐地区住民自治協
議会
三重県伊賀市

97,207 人

無




計画策定の組織と役割／地区の概要／各部会別の計画（主体、時期）



地区の概要（自然と地勢、人口と構成、農業、歴史と文化）／まちづくりに
向けた課題／まちづくり計画（まちづくりの目標、まちづくり計画の位置づ
け、まちづくり計画の体系）／部会別計画（現状と課題、主体・時期に関す
ること）
計画策定の趣旨／地区の概要／まちづくりの目標／部門別計画（現状、課題、
目標、基本方針、主体・時期に関すること）

神戸地区住民自治協議
会
古山地区住民自治協議
会
花垣地区住民自治協議
会
ゆめが丘地区住民自治
協議会
きじが台地区住民自治
協議会
柘植地域まちづくり協
議会
西柘植地域まちづくり
協議会




計画策定の組織と役割／現状と課題／部会別計画（主体・時期に関すること）



地区の概況（現状と課題）／部会別計画（現状と課題、主体・時期に関する
こと）



まちづくりプラン（基本方針、施策、主体、短期課題、長期課題）




地域の沿革や特性／まちづくりの目標（全体、分野別）／現状と課題／分権・
自治の確立をめざすための分野別の施策と具体計画
まちづくり協議会とは／まちづくりの目標／地区の概要／各部会別まとめ
（現状、課題、基本方針）／計画の構成と期間／まちづくりのための主要な
プロジェクト／市への提案事項／分野別事業一覧（主体、実施時期）
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自治体名

三重県伊賀市

人口

97,207 人

地域自治区の
定めの有無

無

組織名
壬生野地域まちづくり
協議会



地区の概要／計画策定の組織と役割／計画策定の経緯／部会別計画（主体・
時期に関すること）

島ヶ原地域まちづくり
協議会



地域の特性と人口動態／各分野別まちづくり目標／各分野別まちづくり目
標・基本方針、現状・課題、各種施策（主体、実施時期）

河合地域住民自治協議
会



地域の概況／地域の強み／地域の課題・問題点／分野別計画（現状と課題、
具体策、主体、実施時期）

鞆田自治協議会
玉滝地域まちづくり協
議会
丸柱地域まちづくり協
議会



地域の概況／部会別計画（現状と課題、主体、実施時期）



地域の概要／部会別計画（基本目標、現状と対策、主体、実施時期）



地域の概要／部会別計画（基本方針、主体、実施時期）

山田地域住民自治協議
会



計画策定の組織と役割／地域の概要／部会別計画（基本方針、現状、課題、
将来像、各種施策）

布引地域住民自治協議
会



計画策定の組織と役割／地域の概要／部会別計画（基本方針、現状、課題、
将来像、各種施策、概算経費）



地域の沿革と特性／計画策定にあたって／まちづくり計画（主体）



地区の沿革／現状と課題／計画策定にあたって／部会別計画（主体）



地区の概況（特色、課題）／部会別計画（現状、課題、振興策）



地域の概況／地域の中で誇れるもの／地域の課題・問題点／各部会別まちづ
くり計画（課題と現在の状況／具体的なまちづくり実施計画）
現状と問題点及び課題／取組を必要とする対策
地域の概要／部会別基本方針／部会別計画（現状、課題、基本施策、主体、
実施時期）
住民自治協議会組織図／事務局の整備充実（位置づけ、役割）／部会別計画
（基本方針、活動実績、課題と今後の対応、主体、実施時期、協働相手）
はじめに（計画策定の趣旨、計画の期間）／全体的な将来像（基本理念、ス
ローガン、まちづくり活動の基礎）／まちづくり実施計画（取り組むテーマ、
取組時期、取り組み内容、今後の展開）

阿波地域住民自治協議
会
阿保地区住民自治協議
会
上津地区住民自治協議
会
博要住民自治協議会
高尾住民自治協議会
矢持住民自治協議会
桐ケ丘地区住民自治協
議会
滋賀県東近江
市

115,479 人

無

計画に記載されている項目

市辺地区まちづくり協
議会






31

AkashiCity

自治体名

人口

地域自治区の
定めの有無

組織名
仁川コミュニティ
高司小学校区まちづく
り協議会
良元地区まちづくり協
議会
光明地域まちづくり協
議会
末成小学校地域まちづ
くり協議会
まちづくり協議会コミ
ュニティ末広

兵庫県宝塚市

225,700 人

計画に記載されている項目






願いと決意／まちづくり計画のコンセプト／まちづくり計画の基本目標／
まちづくり計画（時期、主体、具体的取組み内容）／緊急課題項目について
の具体案説明



趣旨／まちの概要（エリア、特色、人口・世帯・自治会など構成）／私たち
のまちの課題／計画策定委員／分科会と取組むテーマ／活動の経緯／分野
別取組み計画（時期、役割分担）



まちの概要（位置と構造、人口、産業、歴史等）／まちづくりスローガン／
まちづくり計画（テーマ別取組み内容･･･現状と課題、目標、時期、取組内
容）／計画の進め方／計画づくりの参加者／コミュニティ・カルテ



まちの概要（人口、区域図、主な施設）／住民アンケート結果／まちづくり
計画（スローガン、テーマ別取組み内容･･･目標、課題、取組みの方向性、
具体的な取り組み）／自治会長からのひとこと



地区の範囲と特徴／まちづくりの基本目標／まちづくり地域計画（概要と具
体計画）／行政との役割分担とまちづくりの進め方に関する提案／緊急に取
り組むべき計画



地区の概況（特性、住む人、働く人・学ぶ人、暮らしを支える都市施設）／
住民アンケート調査結果／まちづくりスローガン／まちづくり計画／テー
マ別の取組み内容（校区の課題、まちづくりの方向、取組み内容･･･主体、
協力相手、時期）／まちづくりのための組織・体制づくりの提案／計画づく
りに関わった人・組織



計画書作成の背景と目的／計画作りの流れ／計画作りのメンバー／まちの
生い立ち／まちの特徴／地域の現状と今後の課題・方向性（ワークショップ
結果）／分野別計画（目標、基本方針、施策、実行計画･･･時期等）／5 年
以内に取り組む施策一覧／中長期に取り組む施策一覧
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無
西山コミュニティ協議
会

仁川地区の状況／まちづくりの目標／まちづくり計画（基本方針、主な施策、
施策の詳細、時期、役割分担）
地域の概要／スローガンとテーマ／テーマ別計画（現状と課題、目標、具体
的な取り組み）／計画を実施していくために／まちづくり計画策定委員名簿
まちづくりプラン策定委員会設立の経緯（コミュニティの概況、課題）／策
定委員会概要／まちづくりプラン（基本目標・方針、活動計画一覧、計画の
推進方法）／まとめ

ゆずり葉コミュニティ

宝塚第一小学校区まち
づくり計画策定委員会

すみれガ丘小学校区ま
ちづくり協議会

自治体名

人口

地域自治区の
定めの有無

組織名


まちの概要／まちの魅力（歴史・文化、自然・景観、コミュニティ）／まち
の課題／まちづくり計画（まちづくりテーマ、目標像、取り組みの方向性）
／計画を実現するために



地勢とあゆみ／人口統計からみる現状と課題／将来像／まちづくり計画・全
体像／まちづくり計画・細目（現状と課題・目標、役割分担）



まちづくり計画策定への歩み／まちづくり計画策定にあたって／まちづく
り計画（総合計画／基本方針／小学校区の現状分析／基本計画／具体的な施
策／役割分担）／まちづくり計画策定委員名簿



テーマ／地域の特色／テーマ別のまちづくり計画



まちづくり計画重要項目の抜粋／まちづくり計画（分野ごと課題ごとの実施
時期および主体）



まちづくり計画検討委員会委員名簿／まちづくり計画検討委員会の経過概
要／まちづくり計画検討各部会の経過概要／まちづくり基本目標・方針／ま
ちの整備・誘導・活動計画／計画の推進方策／施策別実行プログラム（役割
分担）／まとめ（まちづくりの基本目標・方針について、まちづくりの施策
方針について、まちの整備・誘導・活動計画の実行プログラムについて）



地区の概況（位置・地勢・歩み、現状と課題、将来像）／まちづくり計画細
目（計画内容、行政との役割分担、時期）

山本山手地区まちづく
り協議会



地域の現状／部会別まちづくり計画（活動方針、活動内容･･･時期、役割分
担）

長尾台小学校区まちづ
くり協議会



まちづくり計画対応への要望／地域まちづくり計画の前提となる市への要
望／分野別の計画（行政への要望、地域の課題、地域で取り組む事業）

西谷地区まちづくり協
議会

◆

地区の概況／課題及び施策を検討するにあたって／5 分科会の設定／まちづ
くりの基本方針と施策（分野ごと課題ごとの実施時期および主体）



まちづくり計画の役割／現状と課題（世帯の状況、現状と課題、アンケート
結果）／目標／施策のあらまし



まちづくり計画策定の背景／まちづくりの基本的方針／まちづくり計画の
目標、内容／まちづくり計画の目標を達成するために（部会別活動計画）

宝塚小学校区まちづく
り協議会
売布小学校区まちづく
り協議会
小浜小学校区まちづく
り協議会
美座地域まちづくり協
議会
安倉地区まちづくり協
議会
兵庫県宝塚市

225,700 人

計画に記載されている項目

無
長尾地区まちづくり協
議会

中山台コミュニティ

与布土地域自治協議会
兵庫県朝来市

32,814 人

無
竹田地域自治協議会
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自治体名

人口

地域自治区の
定めの有無

組織名

計画に記載されている項目


兵庫県朝来市

32,814 人

無

粟鹿地域自治協議会

出雲地域協議会




平田地域協議会

佐田地域協議会
島根県出雲市

171,485 人

無
多伎地域協議会




湖陵地域協議会

大社地域協議会
広島県呉市

239,973 人

無

蒲刈町まちづくり協議
会
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地域まちづくり計画について（地域まちづくり計画とは、地域まちづくり計
画の役割、計画の対象、目標年次と取組み、取組みの役割分担、計画の構成）
／地域の現況と課題（位置、地勢、交通、歴史・文化、地域資源、人口・世
帯数、産業、住民アンケート結果、地域自治協議会設立準備会での意見、地
域自治協議会の組織構成、地域活動の内容）／まちづくりの主要課題／地域
が目指す将来像（まちづくりのテーマと基本方針）／将来像の実現に向けた
取組み施策（主要課題と基本方針、取組み施策、具体的な取組み施策につい
ての検討）／まちづくりの推進に向けて （時期、役割分担）
地域の概要（沿革、位置・地勢、主要指標）／地域まちづくりへの提言（行
政との役割分担）／協議会委員名簿
地域の特性（沿革、人口、農業、水産業、商業、観光、交通、消防・救急・
防災、保健・福祉・医療、教育、文化・スポーツ）／地域の課題／まちづく
り計画の構成（まちづくりの目標・方針、まちづくり活動の構成･･･行政と
の役割分担）／地域協議会の取組状況／地域協議会委員名簿
計画策定の趣旨／地域の現況・特性（沿革／自然的条件／人口・世帯数／水
田面積）／まちづくりの方策（地域のコミュニティ組織、各種団体との連携）
／まちづくりのテーマ／地域の抱える課題／主要な活動と取り組み（行政と
の役割分担）
地域の目標／主要な活動（行動計画･･･行政との役割分担、実施年度、今後
の取組み）／活動計画の説明／地域の概要／地域協議会委員名簿
地域の概要（概況、産業、観光、まちづくりの課題・問題点）／まちづくり
のテーマ／まちづくり計画の構成（目標・方針、行政との役割分担）／地域
自ら実践する事業計画の説明／当面の行動計画（実施年度、取組内容、必要
経費）
地域の概要（沿革、主要指標）／行動目標・行動計画（分野別の行政との役
割分担）／地域自らが実践する取組みの概要（分野別取組み内容）／地域協
議会委員名簿
現状と課題(世帯数・人口/男女 10 歳階級別人口)／将来像（10 年後の姿）／
振興方針／事業内容／計画策定の経過
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■地域まちづくり計画について記載されている条例等
自治体名

条例等名

秋田県湯沢市

湯沢市まちづくり支援要綱

新潟県村上市

村上市地域まちづくり組織及
び地域まちづくり交付金の交
付に関する条例

愛知県高浜市

高浜市自治基本条例

三重県伊賀市

伊賀市自治基本条例

条例等内容
(まちづくり計画)
第 5 条 第 3 条第 1 項第 3 号に規定するまちづくり計画(以下「まちづくり計画」という。)は、地域の課
題及び目指すべき方向を明らかにした地域独自の振興計画で、地域のまちづくりを推進するために必要な事
業内容等を定めたものとする。
2 地域自治組織は、まちづくり計画を策定したときは、まちづくり計画(変更)届出書(様式第 2 号)により
速やかに市長に届け出るものとする。
3 前項の規定は、まちづくり計画を変更したときも同様とする。ただし、軽微な変更を除くものとする。
(地域自治組織交付金)
第 6 条 市長は、地域自治組織が実施するまちづくり計画に基づいた事務及び事業に要する経費に対し、
別に定めるところにより、交付金を交付するものとする。
(事業)
第 5 条 地域組織は、地域におけるまちづくりの基本方針、地域の将来像、事業等をまとめた計画(以下「地域
まちづくり計画」という。)を策定し、この計画に基づき次に掲げる事業の中から選定して、まちづくりを
推進するものとする。
(1) 地域の課題解決、地域振興及び住民交流に関すること。
(2) 健康及び福祉の増進に関すること。
(3) 安全及び安心に関すること。
(4) 環境の保全及び改善に関すること。
(5) 地域資源の有効活用に関すること。
(6) 地域の産業振興に関すること。
(7) コミュニティビジネス等地域経営に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりに関し、特に必要があると地域組織が認めること。
(地域計画)
第 18 条 まちづくり協議会は、自らが取り組む地域のまちづくりの目標、活動方針、内容等を定めた地域計
画を策定します。
2 行政は、市政運営に当たり、地域計画を尊重します。
（地域まちづくり計画）
第 28 条 住民自治協議会は、自らが取り組む活動方針や内容等を定めた地域まちづくり計画の策定に努め
るものとする。
２ 前項に規定の計画を策定した場合、その代表者は、市長に届出をするものとする。
３ 市は、総合計画をはじめとする重要な計画を策定する際には、広域的な観点から調整が必要な場合を
除き、第１項の地域まちづくり計画を尊重するものとする。
４ 市は、第 1 項の地域まちづくり計画の策定を必要に応じ支援するものとする。
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兵庫県朝来市

朝来市自治基本条例

(地域自治協議会の設立)
第 15 条 一定のまとまりのある地域内の市民は、その地域内において、多様な主体で構成された一つの自
治組織(以下「地域自治協議会」という。)を設立することができる。
2 前項の地域自治協議会は、次の各号の要件を満たさなければならない。
(1) 地域の総意が反映され、民主的で透明性を持ち、地域内の誰もが希望に応じて運営に参加できること。
(2) 地域の課題を共有し、その解決に向けて地域自治協議会が取り組む地域のまちづくり目標、活動方針等
を定めた地域まちづくり計画を策定すること。
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