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追加資料１ 
（平成 28年５月 31日資料） 

 

パブリックコメントについて 

 
名称 

（実施時期） 

パブコメ実施の公表方法 

（資料の閲覧） 
意見数 

その他 

（パブコメ以外の PR等） 

１ 

明石市協働のまち

づくり推進条例

（H27.9.28～     

H27.10.28） 

市ホームページ 

広報あかし 

 

行政情報センター 

小学校区コミセン 

中学校区コミセン 

各市民センター 

課室窓口 

人数：12人 

件数：53件 

条例素案について、「明石

市連合自治協議会理事会」

で説明 

 

２ 

財政健全化推進計

画及び公共施設配

置適正化基本計画 

（H27.1.15～ 

H27.2.13） 

市ホームページ 

広報あかし 

 

各市民センター 

サービスコーナー 

行政情報センター 

課室窓口 

人数：4人 

件数：13件 

策定段階において、市内４

か所で、意見交換会を実

施。 

参加者数：73名 

意見数：49件 

３ 

手話言語を確立す

るとともに要約筆

記・点字・音訳等

障害者のコミュニ

ケーション手段の

利用を促進する条

例 

（H26.12.18～ 

   H27.1.16） 

市ホームページ 

広報あかし 

 

行政情報センター 

各市民センター 

課室窓口 

人数：49人 

件数：74件 

条例素案のルビ版・音訳

版・点字版を作成。 

ルビ版・音訳版を市ホーム

ページに掲載するととも

に、点訳版を市民センター

等に設置。（一部個別送付

も実施） 

連合体を通じて、各団体に

周知。 

４ 

火災予防条例の一

部を改正する条例 

（H26.7.1～

H26.7.31） 

市ホームページ 

 

消防本部、各消防署 

人数：0人 

件数：0件 

各ｲﾍﾞﾝﾄ開催時に、主催者

や出店者に対し、アンケー

トを実施。（746人に実施） 
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ホーム > 市政情報 > 市民参画 > 意見公募手続（パブリックコメント） > 意見募集が終了した案件 > 【意見

募集結果】（仮称）明石市協働のまちづくり推進条例（素案）について > 【意見募集】（仮称）明石市協働のまち

づくり推進条例（素案）について 

更新日：2015年 12月 10日 

 

【意見募集】（仮称）明石市協働のまちづくり推進条例（素案）について            

※意見募集は終了しました   

市では、（仮称）明石市協働のまちづくり推進条例検討委員会から提出された「提言書（PDF：1,197KB）」を踏ま

え、これまで条例案について検討してきましたが、この度、その内容を条例素案として取りまとめましたので、市

民の皆さんへお知らせします。最終条例案の策定に向けて、条例素案に対する皆さんのご意見を募集しますの

で、ぜひご意見をお寄せください。 

１ 意見の募集期間 

 平成 27年 9月 28日（月）から平成 27年 10月 28日（水）まで  ※必着 

２ 資料の閲覧場所 

 （1）窓口での閲覧 

   市民協働推進室、行政情報センター、各市民センター、小学校区コミセン、中学校区コミセン 

 （2）市のホームページでの閲覧 

   下記よりダウンロードしてご覧ください。 

   （仮称）明石市協働のまちづくり推進条例（素案）（PDF：315KB） 

３ 意見提出できる方 

  市内に在住、在勤、在学の方 

４ 意見の提出方法 

 持参または郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により必ず書面でご提出ください。  

 様式は自由ですが、「 （仮称）明石市協働のまちづくり推進条例（素案）」に対する意見であること、また、

「該当箇所」及びそれに対する「意見の内容」とともに住所・氏名・年齢・電話番号を明記してください。  

   ※ 電話や口頭による方法は不可とします。 

http://akashi.cms8341.jp/cms8341/community/s_kyoudou_shitsu/kurashi/community_machizukuri_shimin/houshin/suishinjourei/ikenbosyuu.html
http://akashi.cms8341.jp/cms8341/community/s_kyoudou_shitsu/kurashi/community_machizukuri_shimin/houshin/suishinjourei/ikenbosyuu.html
http://akashi.cms8341.jp/cms8341/community/s_kyoudou_shitsu/kurashi/community_machizukuri_shimin/houshin/suishinjourei/ikenbosyuu.html
http://akashi.cms8341.jp/cms8341/community/s_kyoudou_shitsu/kurashi/community_machizukuri_shimin/houshin/suishinjourei/ikenbosyuu.html
http://akashi.cms8341.jp/cms8341/community/s_kyoudou_shitsu/kurashi/community_machizukuri_shimin/houshin/suishinjourei/ikenbosyuu.html
http://akashi.cms8341.jp/cms8341/community/s_kyoudou_shitsu/kurashi/community_machizukuri_shimin/houshin/suishinjourei/ikenbosyuu.html
http://akashi.cms8341.jp/cms8341/community/s_kyoudou_shitsu/kurashi/community_machizukuri_shimin/houshin/suishinjourei/ikenbosyuu.html
http://akashi.cms8341.jp/cms8341/community/s_kyoudou_shitsu/kurashi/community_machizukuri_shimin/houshin/suishinjourei/ikenbosyuu.html
http://akashi.cms8341.jp/cms8341/community/s_kyoudou_shitsu/kurashi/community_machizukuri_shimin/houshin/suishinjourei/ikenbosyuu.html
http://akashi.cms8341.jp/cms8341/community/s_kyoudou_shitsu/kurashi/community_machizukuri_shimin/houshin/suishinjourei/kentouiinkai.html
http://akashi.cms8341.jp/cms8341/community/s_kyoudou_shitsu/kurashi/community_machizukuri_shimin/houshin/suishinjourei/documents/saisyuuteigenn.pdf
http://akashi.cms8341.jp/cms8341/community/s_kyoudou_shitsu/kurashi/community_machizukuri_shimin/houshin/suishinjourei/documents/pabukomesoan.pdf
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５ 提出先 

  持参、郵送の場合 

〒〒673-8686 兵庫県明石市中崎 1丁目 5-1  コミュニティ推進部 市民協働推進室  

 ファクシミリの場合 

FAX：078-918-5131  

 電子メールの場合 

communit@city.akashi.lg.jp  

６ 条例素案に対するご意見について 

  みなさんからいただいたご意見は、最終条例案をまとめる際の参考にさせていただくとともに、意見募

集の終了後、提出されたご意見の概要とそれに対する市の考え方を公表します。  

 提出されたご意見等に類似するものがあった場合については、ご意見を集約させていただきます。  

 提出されたご意見に対して、個々には回答しませんのでご了承ください。  

 住所、氏名等の個人情報につきましては、明石市個人情報保護条例（平成 13年 3月 28日条例第 1号）

に基づき、他の目的には利用しないなど厳重に取り扱うとともに公表しません。  

 

お問い合わせ 

明石市コミュニティ推進部市民協働推進室 

兵庫県明石市中崎 1丁目 5-1 

電話番号：078-918-5004 

 

 

 

mailto:communit@city.akashi.lg.jp
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（仮称）明石市協働のまちづくり推進条例素案 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年９月 

明石市 
 

◆意見公募について 

１ 期間 

平成 27 年 9 月 28 日（月）～平成 27 年 10 月 28 日（水） 

２ 意見提出期限／方法 

住所・氏名・年齢・電話番号・意見を記入し、平成 27 年 10 月 28 日（水）必着で、郵送・

ファクシミリ・メールにて市民協働推進室に提出。（紙の持参も可） 

郵送：〒673-8686 明石市中崎 1 丁目 5 番 1 号  

明石市役所コミュニティ推進部市民協働推進室 

FAX：078-918-5131 

メール：communit@city.akashi.lg.jp 

※電話や口頭による方法は不可とします。 

３ 条例素案に対するご意見について 

みなさんからいただいたご意見は、最終条例案をまとめる際の参考にさせていただくとと

もに、意見募集の終了後、提出されたご意見の概要とそれに対する市の考え方を公表します。 

なお、提出されたご意見等に類似するものがあった場合については、ご意見を集約させて

いただきます。 

また、提出されたご意見に対して、個々には回答しませんのでご了承ください。 
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（仮称）明石市協働のまちづくり推進条例素案 

 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 協働のまちづくりの基本理念・原則（第３条・第４条） 

第３章 協働のまちづくり推進の仕組み（第５条－第１２条） 

第４章 市による協働のまちづくりへの支援・環境整備（第１３条－第１７条） 

第５章 協働のまちづくり推進組織 

 第１節 協働のまちづくり推進組織の認定（第１８条－第２１条） 

 第２節 協働のまちづくり推進計画（第２２条－第２５条） 

第３節 地域交付金（第２６条－第３３条） 

第６章 雑則（第３４条） 

附則 

【説明】 

条文の多い条例では、理解と検索の便のため、できるだけ章、節等に区分し、これらの区分がある

ときは、必ず目次を付けることとされています。 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、明石市自治基本条例（平成２２年条例第３号）第２０条に基づき、協働のまちづ

くりの推進方策その他必要な事項を定めるものとする。 

【説明】 

趣旨規定とは、なぜ条例を作るのか、その趣旨を定めるものです。当条例は、明石市自治基本条例

の規定に基づいて制定しようとするものです。 

 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 協働  市民と市、市民同士が、それぞれの知恵や経験、専門性などの資源を生かし、尊重し合

いながら、果たすべき役割と責任を自覚し、共に考え、共に力をあわせることをいう。 

(２) 市民  市内に居住する者（以下「住民」という。）、市内で働き、若しくは学ぶ者又は事業者等

をいう。 

(３) 協働のまちづくり推進組織 明石市自治基本条例第１７条第１項に規定する協働のまちづくり

推進組織をいう。 

(４) 事業者等 事業者、市民活動団体又は市内において市民活動を行う者をいう。 

(５) 市民活動団体 市内において市民活動を行う、地縁による団体、分野型市民活動団体その他の

団体をいう。 

(６) 地縁による団体 自治会・町内会等地縁を基盤として形成された住民を主体とする自治組織を

いう。 
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(７) 分野型市民活動団体 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第１項に規定す

る特定非営利活動その他の社会活動を行う団体（次号に定めるものを除く。）をいう。 

(８) 中間支援組織 市民活動団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を行う団体を

いう。 

(９) 事業者  市内において、事業活動を行う者又は団体をいう。 

(１０) 市長等  市長その他の執行機関（教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農

業委員会及び固定資産評価審査委員会）をいう。 

(１１) 市 市議会及び市長等によって構成される基礎自治体としての明石市をいう。 

【説明】 

定義規定は、条例中に用いられる言葉の意味をあらかじめ定めて、解釈上の疑義をなくすために設

けるものです。 

第１号の「協働」、第２号の「市民」、第４号の「事業者等」、第１０号の「市長等」、第１１号の「市」

の定義は、明石市自治基本条例の定義と同じ内容となっています。 

第５号の「市民活動団体」は、自治会などの「地縁による団体」やボランティアやＮＰＯなど分野

（テーマ）ごとに活動を行っている「分野型市民活動団体」やその他の団体など市民活動を行う全て

の団体を指しています。 

第８号の「中間支援組織」は、「市民活動団体」を支援する活動を行う団体を指します。 

 

第２章 協働のまちづくりの基本理念・原則 

（協働のまちづくりの基本理念） 

第３条 市民と市、市民同士は、適切な役割分担の下で連携し、協働してまちづくりに取り組むことに

より、社会的な課題の解決を図り、もって地域の個性を生かした、質の高い、心豊かな社会の創造を

目指すものとする。 

【説明】 

まちづくりの目指す方向性やそれを達成するための基本方針を理念として定めています。 

 

（協働のまちづくりの基本原則） 

第４条 市民及び市は、次に掲げる基本原則に基づき、協働のまちづくりを推進するものとする。 

（１） 目的共有の原則 協働によって達成しようとする目的を市民と市、市民同士で共有すること。 

（２） 自主性尊重の原則 市民と市、市民同士は、互いの自主性を尊重すること。 

（３） 相互理解の原則 市民と市、市民同士は、互いの情報の交換と対話を通じて相互に理解を深

めること。 

（４） 対等の原則 市民と市、市民同士は、共に公共サービスの担い手、まちづくりの当事者とし

て、対等の関係にあること。 

（５） 補完の原則 市民と市、市民同士は、互いの資源や専門性を生かすとともに、互いの活動や

公共サービスの範囲を補い合うこと。 

（６） 公開の原則 市民と市、市民同士は、互いに情報を共有し合うこと。 

【説明】 
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協働してまちづくりを進めていくルール（基本原則）として、目的共有の原則、自主性尊重の原則、

相互理解の原則、対等の原則、補完の原則、公開の原則を定めています。 

 

第３章 協働のまちづくり推進の仕組み 

（協働のまちづくり推進の仕組み） 

第５条 まちづくりを担う全ての団体や個人、事業者等は、互いの特性、活動範囲等に応じて、適切に

役割分担し、連携・協力しながら、まちづくりを進めるものとする。 

２ 市民は、明石市自治基本条例第１７条第１項の規定に基づき、小学校区をまちづくりの基本的な単

位とした協働のまちづくり推進組織を設立する。 

３ 小学校区コミュニティ・センターを地域における協働のまちづくりの拠点とする。ただし、地域の

実態を踏まえ、協働のまちづくりをより一層効果的に推進することができる場合は、小学校区コミュ

ニティ・センターに加え、地域の施設をまちづくりの場とすることができる。 

【説明】 

明石市自治基本条例では協働のまちづくりに関する規定として、小学校区単位のまちづくりを「協

働のまちづくり推進組織」が担っていく事が定められています。しかしながら、小学校区単位だけで

まちづくりは進められるものではありません。 

まちづくりは、自治会などの「地縁による団体」や、ボランティアやＮＰＯなど分野（テーマ）ご

とに活動を行っている「分野型市民活動団体」など、様々な団体が、それぞれの特性を生かしながら、

異なる活動エリアで進められています。現状のように様々な団体がまちづくりに関わり、それぞれの

特性や活動範囲で活動していく事が重要であり、そのような形で役割分担していく一方で、連携・協

力できるところはお互いに連携・協力していく事がまちづくりを進めていく上で重要であると考え、

それを仕組みとして定めています。 

 

（市民の役割） 

第６条 市民は、自主的かつ主体的にまちづくりに取り組むとともに、市及び他の市民と適切な役割分

担の下で連携し、協働してまちづくりに取り組むよう努めるものとする。 

２ 市民は、協働のまちづくりに関する理解を深めるよう努めるものとする。 

【説明】 

各種団体に属する、属さないに関係なく、全ての市民に共通する基本的な役割を定めています。 

 

（協働のまちづくり推進組織の役割） 

第７条 協働のまちづくり推進組織は、当該協働のまちづくり推進組織を構成する団体又は個人のみな

らず、当該協働のまちづくり推進組織が担うまちづくりの基本的な単位における全ての市民を対象と

して、地域の多岐にわたる課題に総合的に対応するように努めるものとする。 

【説明】 

協働のまちづくり推進組織は、多岐にわたる地域課題に総合的に対応し、できるだけ組織に参画し

ていない団体、個人も含めて該当区域の市民全般に等しくサービスを提供するように努めることを定

めています。 
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（地縁による団体の役割） 

第８条 地縁による団体は、その地縁の基礎となる区域に住所を有する住民同士の連携を深めるよう努

めるとともに、自主的かつ主体的な活動により、当該区域の身近な課題に対応するものとする。 

２ 地縁による団体は、その地縁の基礎となる区域を基本的な単位に含む協働のまちづくり推進組織の

運営及び活動に積極的に参画し、又は協力するよう努めるものとする。 

【説明】 

自治会などの地縁による団体は自らの活動対象とする区域の住民の絆を深め、身近な課題を解決す

るよう努めることを定めています。また、地縁による団体は協働のまちづくり推進組織の中心的な構

成員であることから、協働のまちづくり推進組織に積極的に参画・協力していくように努めることを

定めています。 

 

（分野型市民活動団体の役割） 

第９条 分野型市民活動団体は、その活動する分野における知識及び経験を活用して、協働のまちづく

りに取り組むよう努めるものとする。 

２ 分野型市民活動団体は、協働のまちづくり推進組織その他の市民活動団体と連携し、又は協力する

よう努めるものとする。 

【説明】 

ボランティアやＮＰＯなど分野（テーマ）ごとに活動を行っている「分野型市民活動団体」の特長

である専門性を生かして、協働のまちづくりを推進し、協働のまちづくり推進組織や分野型市民活動

団体など自らの団体以外の市民活動団体と連携・協力するように努めることを定めています。 

 

（事業者の役割） 

第１０条 事業者は、自らが地域社会の一員であることを自覚し、地域社会との連携を深めるとともに、

地域の公共的又は公益的な活動に自主的かつ主体的に協力し、協働のまちづくりの推進に寄与するよ

う努めるものとする。 

【説明】 

少子高齢化や人口減少など社会環境の変化に伴い、事業者のまちづくりへの貢献が更に求められる

ことから、その役割について定めています。 

 

（中間支援組織の役割） 

第１１条 中間支援組織は、市民に対し、市民活動の活性化を図るための支援を行うとともに、市民と

市、市民同士の、連携を促進し、又は調整を行うよう努めるものとする。 

【説明】 

地域活動の活性化と効率的な運営並びに地域間の差の解消を図るには外部からの支援が有効であ

り、その手法の一つとして中間支援組織による支援が必要と考えることから、その役割について定め

ています。 
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（市長等の役割） 

第１２条 市長等は、明石市自治基本条例（平成２２年条例第３号）第１６条の規定に基づき、協働の

まちづくりを推進するための環境を整備するものとする。 

【説明】 

市民活動全般への支援など、協働のまちづくりを推進する環境整備が市の役割である旨を定めてい

ます。 

 

第４章 市による協働のまちづくりへの支援・環境整備 

（意識啓発） 

第１３条 市長等は、市民の協働のまちづくりに対する関心を高めるため、啓発に努めるものとする。 

【説明】 

まちづくりに関する関心を高めていく必要があるため、市長等が市民に対し意識啓発に努めること

を定めています。 

 

（人材育成） 

第１４条 市長等は、市民が協働のまちづくりについて必要な知識及び能力を得ることができるよう、

必要な支援を行うものとする。 

２ 市長等は、協働のまちづくりに関する職員の意識を高めるとともに、協働のまちづくりについて必

要な知識及び能力を有する職員の育成に努めるものとする。 

【説明】 

市長等が、①地域の人材を育成すること、②職員を育成すること、を定めています。 

 

（情報の共有） 

第１５条 市長等は、市民に対し、市民活動に必要な情報を提供するものとする。 

２ 市長等は、市民活動が促進されるように、市民活動団体による活動情報の発信に協力するように努

めるものとする。 

３ 市長等は、協働のまちづくりを推進するため、市民同士が情報を発信し、共有するためのネットワ

ークづくりに努めるものとする。 

【説明】 

協働を進める上で、対等なパートナーとして情報共有を図ることが必要であり、①市長等が市民活

動に必要な情報を積極的に提供していくこと、②各種団体が市民に情報発信する際に市長等ができる

だけ協力していくことを定めています。 

また、市長等は協働のまちづくりを推進するために、市民が情報を共有できるネットワークづくり

に努める事を定めています。 
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（市民活動の場の提供） 

第１６条 市長等は、市民に対し、市民活動を行うための場の提供に努めるものとする。 

【説明】 

市民活動団体に対しまちづくりに取り組むための活動の場の提供に努めることを定めています。 

 

 （協働事業の創出） 

第１７条 市長等は、市民活動を行う市民が専門性、地域性等を生かせる分野において、協働して行う

事業の創出に努めるものとする。 

【説明】 

補助金という形で運営を支援していく以外に、市が協働できる事業を創出することで、市民活動団

体の運営の支援に努めることが定められています。ただし、その内容は、専門性、地域性等の特性を

生かせるものとしています。 

 

第５章 協働のまちづくり推進組織 

第１節 協働のまちづくり推進組織の認定 

（協働のまちづくり推進組織の構成員） 

第１８条 協働のまちづくり推進組織は、地縁による団体や分野型団体、個人、事業者等で構成される

ものとする。 

２ 自治会・町内会は、協働のまちづくり推進組織を構成する主要な団体であり、等しくまちづくりの

成果を享受する地域住民は、自治会・町内会などのコミュニティ活動に自主的かつ主体的に参画する

ように努めるものとする。 

３ 協働のまちづくり推進組織の構成員等は、特定団体、特定個人の個別利益に寄与することを目的と

しないものとする。 

【説明】 

協働のまちづくり推進組織の性格を明らかにするため、組織の構成員について定めています。 

協働のまちづくり推進組織は、さまざまな団体や個人などで構成されますが、自治会・町内会は、

これまでも地域の総合的な課題解決に取り組んできた実績もありますので、協働のまちづくり推進組

織を構成する主要な団体になると考えます。このように、今後のまちづくりにも大きく貢献すると考

えられる自治会・町内会の活動に、地域住民は自主的、主体的に参画することで、地域のまちづくり

を支えていくように努めることを定めています。 

また、協働のまちづくり推進組織は小学校区を代表する公共性の高い組織であることから、構成員

は特定団体、特定個人の個別利益に寄与する活動は行わないように気をつける必要があることを定め

ています。 

 

（協働のまちづくり推進組織の認定） 

第１９条 市長は、次に掲げる要件を満たす協働のまちづくり推進組織を、一小学校区について一団体

に限り認定することができる。 
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(１) 特定の小学校区を基本的な活動範囲とすること。 

(２) 地縁による団体、分野型市民活動団体等の多様な主体が参画し、お互いに連携し、及び協力し

て活動していること。 

(３) 民主的で開かれた運営が行われ、その方法が規約に定められていること。 

(４) 事業や組織運営を計画的に行っていること。 

(５) 組織の活動や会計について、資料等を公開し、事業計画、予算の作成及び執行並びに会計処理

の透明性を確保していること。 

(６) 個人又は団体に関わらず、希望に応じて誰もが運営に参加することができること。 

(７) 代表者及び役員が、その構成員の意思に基づき、民主的に選出されていること。 

２ 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。 

【説明】 

市と協働のまちづくり推進組織は対等なパートナーとしてまちづくりに取り組むことが原則となり

ます。認定するということは、対等なパートナーとして認め合うという考え方となります。 

認定の条件は、概ね小学校区を活動範囲とし、自治会・町内会など地域を基盤とした住民を中心に

各種団体や個人、事業者などさまざまな団体、個人が連携・協力する組織で、民主性、開放性、透明

性、計画性をもった運営を行っており、代表者及び役員が、構成員の意思に基づいて選出されている

ような組織、というものであり、このような組織を一小学校区につき一団体認定することを定めてい

ます。 

 

（認定内容の変更） 

第２０条 協働のまちづくり推進組織は、前条第２項の認定に係る申請の内容に変更があったときは、

速やかに、市長にその旨を届け出なければならない。 

 

（認定の取消し） 

第２１条 市長は、協働のまちづくり推進組織が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を

取り消すものとする。 

(１) 第１９条第１項各号の要件に適合しなくなったと認めるとき。 

(２) 偽りその他不正の手段により第１９条第１項の認定を受けたとき。 

(３) 第２６条に規定する地域交付金を交付目的以外に使用し、又は不正な方法により交付を受けた

とき。 

【説明】 

①協働のまちづくり推進組織の要件を満たさなくなったとき、②偽りや不正によって認定を受けた

とき、③地域交付金を不正の方法で交付を受けたり、交付目的以外に使用したりしたときは、認定を

取り消すことを定めています。 

 

第２節 協働のまちづくり推進計画 

（協働のまちづくり推進計画の策定） 

第２２条 協働のまちづくり推進組織は、地域の目標、課題解決の方針及び施策方針等を定めた協働の
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まちづくり推進計画（以下「協働のまちづくり推進計画」という。）を策定するものとする。 

２ 協働のまちづくり推進組織は、協働のまちづくり推進計画を策定するに当たっては、次に掲げる事

項を遵守しなければならない。 

(１)  その基本的な活動範囲としている小学校区を対象とするものであること。 

(２)  全ての対象小学校区住民に意見を述べる機会を与えるとともに、民主的な手続きを経て策定す

るものであること。 

(３) 法令、条例、その他市のまちづくりに関して定められた基準等に違反しないものであること。 

(４) 協働のまちづくり推進計画の対象となる区域の周辺におけるまちづくりに支障となるおそれが

ないこと。 

３ 協働のまちづくり推進計画の内容は、本市における長期総合計画や、都市計画その他まちづくりに

関する計画との調和を図るように努めるものとする。 

４ 市長等は、協働のまちづくり推進計画が第２項に掲げる事項に適合する場合は、その内容を尊重す

るものとする。 

５ 協働のまちづくり推進組織は、継続的なまちづくりを推進するため、策定した協働のまちづくり推

進計画を定期的に見直し、計画の有効期間が終了した場合には再度策定するように努める。 

【説明】 

協働のまちづくり推進組織の要件を満たすだけでなく、要件を満たした上で、何を行う組織なのか

ということが重要になります。何を行うのかについて地域の計画書（協働のまちづくり推進計画）で

取りまとめる必要があると考えます。 

その内容は、①計画区域は小学校区を基本とする、②地域みんなの計画になるように、誰もが計画

づくりに参画し民主的に策定する、③法律等に違反しない、④該当校区以外のまちづくりに支障をき

たさないもの、であることが必要であり、また、長期総合計画など市の方向性と調和がとれた内容で

あることが必要であることを定めています。 

市長等は、これらの基準を満たす場合は、その内容を尊重していくものとしています。 

協働のまちづくり推進計画は一度作ってしまえば終わりではありません。計画の内容を定期的に見

直すなどにより、継続的なまちづくりを進めていくことを定めています。 

 

（協働のまちづくり推進計画に基づく協定の締結） 

第２３条 第１９条第１項の規定による認定を受けた協働のまちづくり推進組織が、前条第１項に規定

する協働のまちづくり推進計画を策定したときは、市長に対し、協働のまちづくり協定（市とまちづ

くり推進組織が協働して行う事業に関する事項を定めた協定をいう。以下同じ。）の締結を申請するこ

とができる。 

２ 市長は、前項の申請を受けたときは、同項の申請を行ったまちづくり推進組織が策定した協働のま

ちづくり推進計画が前条第２項第１号及び第２号に適合すると認める場合は、協働のまちづくり協定

を締結することができる。 

３ 協働のまちづくり協定には、次に掲げる事業のうち、協働のまちづくり推進計画において定められ

た事業（前条第２項第３号又は第４号に適合しないものを除く。）の協働に関する事項を定めるものと

する 

(１) 子どもの健やかな育ちに関する事業 
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(２) 安全・安心な地域づくりに関する事業 

(３) 地域内又は地域間の交流等を図る事業 

(４) 高齢者等の福祉に関する事業 

(５) 環境の保全及び地域の美化に関する事業 

(６) その他地域福祉の向上及び地域の活性化等に資する事業 

４ 第１項の申請に当たっては、前条に定める協働のまちづくり推進計画を提出するものとする。 

５ 協働のまちづくり協定の締結に当たっては、市と協働のまちづくり推進組織が協議の上、その内容

を決定するものとする。 

６ 協働のまちづくり協定を締結した協働のまちづくり推進組織は、前条に定める協働のまちづくり推

進計画を変更又は計画の有効期間終了に伴い再策定した場合は、速やかに市長に申請しなければなら

ない。 

【説明】 

協働のまちづくり推進組織が、協働のまちづくり推進組織の認定を受け、小学校区を対象として、

民主的な手続きを経て作成した協働のまちづくり推進計画を作成したときは、市と協働して行う事業

について協定を締結することができることを定めています。 

協働して行う事業は、例えば、①子どもの健やかな育ち、②安全・安心な地域づくり、③地域内又

は地域間の交流、④高齢者等の福祉、⑤環境の保全及び地域の美化、⑥その他地域福祉の向上及び地

域の活性化に関する事業のうち、協働のまちづくり推進計画に定められた事業であることとしていま

す。 

協定にあたっては、市長等と協働のまちづくり推進組織が協働して行う事業を協議し、その内容を

決定します。 

 

（協働のまちづくり協定の廃止） 

第２４条 市長は、次に掲げる場合は、協働のまちづくり協定を廃止するものとする。 

(１) 第２１条により協働のまちづくり推進組織の認定を取り消したとき 

(２) 第２２条第１項の規定による協働のまちづくり推進計画の策定過程において不正が認められた

とき 

(３) 当該協定に係る事業の遂行が困難になったとき 

(４) その他協働のまちづくり協定の廃止について、双方が合意したとき 

【説明】 

協働のまちづくり協定は、①組織の認定を取り消したとき、②協働のまちづくり推進計画の策定過

程において不正があったとき、③協定に記載していた協働して行う事業の遂行が困難になったとき、

④双方が協定廃止に合意したとき、に廃止することができることを定めています。 

 

（協働のまちづくり協定の公表） 

第２５条 市長は、協働のまちづくり協定を締結したときはその旨及び内容を、協働のまちづくり協定

を廃止したときときはその旨及び理由を、公表するものとする。 

【説明】 
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協定は締結したときや廃止したときに、市長がその内容等を公表することを定めています。 

 

 

 

第３節 地域交付金 

（地域交付金の交付） 

第２６条 市長は、協働のまちづくり推進組織が自主的かつ主体的に協働のまちづくりを推進し、課題

を解決していくため、地域交付金を交付することができる。 

（地域交付金の交付対象者及び対象事業） 

第２７条 地域交付金の交付を受けることができる者は、協働のまちづくり協定を市と締結した協働の

まちづくり推進組織とする。 

２ 地域交付金の交付の対象となる事業は、協働のまちづくり協定に定められた事業とする。 

【説明】 

協働のまちづくり協定を市と締結した協働のまちづくり推進組織に対し、協定に定められた事業に

ついて地域交付金を交付することを定めています。 

 

（地域交付金の額） 

第２８条 地域交付金の額は、予算の範囲内で市長が定める。 

（交付申請） 

第２９条 地域交付金の交付を受けようとする協働のまちづくり推進組織は、市長に地域交付金の交付

申請を行わなければならない。 

２ 市長は、地域交付金の交付のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、交付に条

件を付すことができる。 

（交付決定） 

第３０条 市長は、前条の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、

交付の決定を行わなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による審査により不適当と認められる場合は、是正指導を行い、その結果適当

と認めるときは、交付の決定を行うものとする。 

（実績報告） 

第３１条 協働のまちづくり推進組織は、交付対象事業が完了したときは、市長に事業実績の報告をし

なければならない。 

（地域交付金の執行に係る調査及び指導） 

第３２条 協働のまちづくり推進組織は、地域交付金の取扱いに当たっては、その公共性を認識し、適

正な執行に努めなければならない。 

２ 市長は、必要に応じて、協働のまちづくり推進組織に対して報告を求め、又は調査を行うことがで

きる。 

３ 市長は、前項の報告又は調査の結果により必要があると認めるときは、協働のまちづくり推進組織

に対して指導又は助言を行うことができる。 
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【説明】 

地域交付金は公金であるため、協働のまちづくり推進組織は適正に執行しなければならないこと、

市はその執行状況について調査等を行い、必要があるときは、協働のまちづくり推進組織に対し指導・

助言できることを定めています。 

 

（交付決定の取消し及び地域交付金の返還） 

第３３条 市長は、協働のまちづくり推進組織が次のいずれかに該当するときは、地域交付金の交付決

定の全部又は一部を取り消し、既に交付した地域交付金があるときは、期限を定めて、その全部また

は一部の返還を命ずることができる。 

(１) この条例の規定又はこの条例に基づく規則に違反したとき 

(２) 第２９条第２項の規定による交付の条件に違反したとき 

(３) 提出した書類に偽りの記載があったとき 

(４) 地域交付金を他の用途に使用したとき 

(５) 協働のまちづくり推進組織が解散したとき又はその認定を取り消されたとき 

(６) 協働のまちづくり協定を廃止したとき 

【説明】 

市は協働のまちづくり推進組織に対して、①当該条例に違反したとき、②交付に付した条件に違反

したとき、③交付金申請書などの書類に偽りがあったとき、④交付金を他の用途に使用したとき、⑤

組織が解散又は組織の認定を取り消されたとき、⑥協定を廃止したとき、において地域交付金の返還

を求めることができることを定めています。 

 

第６章 雑則  

（委任） 

第３４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

  附 則 

この条例は、平成  年  月  日から施行する。 

 



▶第3回明石市地域自立支援協議会
日時／2月25日（木）午後2時～4時　場所／市
民会館第3・4会議室　内容／地域における障害
者などへの支援に関する課題について　定員
／10人　申し込み／2月24日までに障害福祉課

（t918-1344　f918-5244　mshoufuku
@city.akashi.lg.jp）で先着順に電話受け付け

傍聴者募集
　「みんなでつくる循環型のまち・あかしプラン(明
石市一般廃棄物処理基本計画)」の改定を進めるに
あたり、素案（行政情報センター、各市民センター、
資源循環課にて３月15日まで閲覧可。市ホーム
ページにも掲載）について、下記のとおり意見交換会

「市民とともに考える会」を開催します。また、同計
画への意見を募集しています。
意見の提出／郵送、ファクシミリまたはメールで、
住所、氏名、電話番号を記載し、3月15日（必着）
までに資源循環課（〒674-0053　大久保町松陰
１１３１　t918-5794　f918-5793　m
sigen-j@city.akashi.lg.jp）へ。

意見交換会日程　※事前申し込み不要
日　付 場　　所 開催時間

２／２０（土） 大久保市民センター １０：００～１１：３０
望海コミセン １４：００～１５：３０

２／２７（土） 魚住市民センター １０：００～１１：３０
二見市民センター １４：００～１５：３０

３／４（金） 生涯学習センター７階 １９：００～２０：３０

みんなでつくる循環型のまち・あかしプラン（素案）
意見募集・意見交換会を開催

対象／保育士資格所持者（保育士登録変更手続き
済みの人）　勤務地／市立保育所
◆臨時保育士　勤務日／月～土曜日のうち5日間
勤務時間／①午前7時～午後3時45分　②午前8
時30分～午後5時15分　③午前10時15分～午
後7時　※①から③のローテーション勤務など　日
給／8280円　◆パート保育士　勤務日／月～土
曜日のうち4日間　勤務時間／①午前7時～10時
30分　②午後3時15分～7時　③午後4時30分
～7時　※①から③のローテーション勤務、土曜日
は勤務時間が異なります。また、ローテ―ション勤
務のほか固定時間勤務もあります。　時給／1335
円　申し込み／こども育成室へ事前予約し、履歴
書と資格証明書の写しを持参し面接

臨時保育士・パート保育士募集
こども育成室（t  918-5149　f 918-5650）

市税口座振替の手続きはお早めに　～平成28年度当初から開始する場合～
納税課（t 918-5016　f 918-5132）

高年介護室（t９18-5166　f918-5133）
　平成28年度から新たに対象となる人など、申請
が必要な人には申請書を郵送します。
　必要事項を記入し、3月3日（消印有効）までに高
年介護室（〒673-8686　市役所内）へ返送してく
ださい。なお、平成27年度に交付を受けた人は申
請書の提出は不要です。
対象／本年1月1日から引き続き市内在住で、昭
和21年4月1日以前に生まれた人（平成28年度中
に70歳になる人は対象外）
交付内容／バス共通寿優待乗車証と寿タクシー
利用券（2100円相当）のセット（3月下旬郵送予
定）
※市のほかの優待乗車制度（障害者優待乗車券、
高齢者外出支援タクシー利用券）との重複交付は
できません。

交付済優待乗車券の有効期限にご注意を
　平成27年4月に対象者に交付した敬老優待
乗車券・障害者優待乗車券の有効期限は、3月
31日です。4月1日以降は使用できませんので
ご注意ください。

障害福祉課（t９18-1344　f918-5244）
　平成28年度から新たに対象となる人など、申請
が必要な人には申請書を郵送します。必要事項を
記入し、2月22日（必着）までに障害福祉課（〒673-
8686　市役所内）へ返送してください。なお、平成
27年度に交付を受けた人は申請書の提出は不要
です。ただし、平成27年度に交付された乗車券と
異なるものを希望する人には別途申請書を送付し
ますので、障害福祉課までご連絡ください（選択で
きる等級の手帳を所持している人のみ）。
　また、療育手帳の次回判定年月または精神障害
者保健福祉手帳の有効期限が切れている人で、更
新の手続きをしていない人は、交付対象にはなり
ませんので、至急更新の手続きをしてください。
交付内容／次の①②③から1つ選択（3月下旬郵
送予定）　※対象となる障害種別・程度により選択
できない場合があります。
①バス共通優待乗車証（介護付）　
②福祉タクシー利用券　
③単独バス共通特別乗車証（本人のみ）
※市のほかの優待乗車制度（敬老優待乗車券、高
齢者外出支援タクシー利用券）との重複交付はで
きません。

各種優待乗車券申請書を郵送（乗車券は3月下旬に郵送）
敬老優待乗車券 障害者優待乗車券

 道路安全モニター
　道路の安全性の向上を図るため、道路の穴ぼこ
や側溝の破損など危険箇所に関する情報を連絡
していただく「道路安全モニター」を募集します。
応募資格／20歳以上の市民で、日常的に市内の道
路を利用する人　任期／委嘱の日から来年３月31
日まで　定員／100人　申し込み／道路管理課・
行政情報センター・各市民センター・サービスコー
ナーで配布する申込用紙（市ホームページにも掲
載）に必要事項を記入し、持参、郵送またはファクシ
ミリで３月４日（必着）までに同課（〒673-8686　
市役所本庁舎6階　t918-5033　f918-
5108）へ
 海岸モニター
　より安全で快適な海岸づくりを進めるため、市内
の海岸の危険箇所などのきめ細やかな情報を連絡
していただく「海岸モニター」を募集します。応募資
格／20歳以上の市民で、散歩や清掃など日常的
に市内の海岸を利用する人　任期／委嘱の日から
来年3月31日まで　定員／100人　申し込み／海
岸課・行政情報センター・各市民センター・サービス
コーナーで配布する申込用紙（市ホームページに
も掲載）に必要事項を記入し、持参、郵送またはファ
クシミリで3月4日（必着）までに同課（〒673-8686
市役所本庁舎6階　t918-5042　f918-
5110）へ

モニター募集

　市税の納付は口座振替が安心です。納期限を忘れても納付もれがないため延滞金がかかりません。ま
た、現金を持ち歩くこともないため安全です。

平成２８年度当初から開始するための手続き期限
（新規加入・変更・解約）

税目
金融機関

固定資産税
都市計画税

市県民税
（普通徴収） 軽自動車税

ゆうちょ銀行
および郵便局 ３月１５日 ４月１５日 ４月１１日

上記以外の
金融機関 ３月２５日 ４月２５日 ４月１１日

※上記期限を過ぎても、２期以降の申し込みは随時
受け付けしています。

▶手続き方法…金融機関で手続きしてください。全
期前納から期別納付への変更など納付方法の変更
も受け付けています。なお、金融機関を変更する場
合、変更前の金融機関に対する解約手続きは不要
です。
▶手続きに必要なものは…預貯金通帳・通帳届出
印・納税通知書。手続書類は市内金融機関に用意し
ています。※口座振替の取扱金融機関は市ホーム
ページでご確認ください。

　児童とのふれあいや遊び、学習の支援などを行
う補助指導員を募集します。　
勤務場所／市内小学校の27児童クラブ　募集人
数／各児童クラブに1～2人　期間／3月25日～4
月6日（土、日曜除く）　勤務時間／午前8時～午後
4時、午前8時30分～午後4時30分、午前9時～午
後5時（実働7時間）　日給／5810円　申し込み／
2月19日までに明石放課後児童クラブ事務局（t
919-5111）へ電話で申し込みを。

放課後児童クラブ　
春休み補助指導員募集

 インフルエンザに「かからない」ように、もしかかっ
てしまったら「うつさない」ように注意しましょう。

　せっけんをよく泡立て、指を１本ずつ２０秒程度洗
うほか、手首や手の甲も忘れずに洗う。うがいはの
どの奥まで洗うことを意識して数回繰り返す。

　せきやくしゃみが出そうになったら、ティッシュや
ハンカチで口と鼻を覆い、周囲に飛び散らないよう
に。症状が出たら必ずマスクを。

　バランスの良い食事や適度な運動、十分な休養
を心がけ、体力と抵抗力をつける。空気が乾燥しな
いように部屋の湿度管理とこまめな換気を。

インフルエンザを予防しましょう
健康推進課（t 918-5657　f 918-5655）

手洗い・うがい

せきエチケット

体調管理と環境整備
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