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はじめに 

 

わたしたちが住み、働き、学ぶこのまちには、多様なまちづくりの担い手が存在し

ます。これらの担い手の力が結集されたものが、三田の「市民力」であり、「地域力」

です。現在も、地域では多くの地縁型団体が活発に活動し、地域の安心安全、見守り

などといった地域の課題に積極的な取り組みが進められています。また、ＮＰＯ法人

や市民活動団体といった新たな地域活動の担い手も現れ、事業者の社会貢献への意欲

も高まってきています。 

 

平成 24 年に制定した「三田市まちづくり基本条例」が目指す「心のふれあう豊か

な地域社会の実現」に向けては、これらの力を結集し、持てる力が十分に発揮されな

ければなりません。 

わたしたちは、先人が築きあげてきた歴史や文化といった三田らしさを継承し、豊

かな自然と優れた都市機能が調和した田園文化都市ブランドを守りながら、新たな魅

力を生み出すことによって、全ての市民が愛着と誇りを持って暮らすことのできるま

ちを次の世代に引き継いでいかねばなりません。そのためには、市民・団体・事業者・

行政などが協力、連携し、それぞれの得意分野で力を発揮し、その力を組み合わせ、

足りないところを補い合い、相乗効果をもたらす「協働」の仕組みが必要不可欠とな

っています。 

 

わたしたちの目指す「協働のまちづくり」では、市民・団体・事業者・行政など多

様な主体が、持てる力を最大限発揮できる環境を整え、お互いの違いを乗り越えて理

解し、お互いに連携し、単独ではできなかったまちづくりに取り組むことが求められ

ています。 

この指針は、異なる価値観や行動原理を持つ主体が共通の認識のもとに力を合わせ

てまちづくりに取り組むため、協働の場面における共通のルールや考え方を明らかに

し、わたしたちのまち三田を、わたしたちの手で発展、つないでいくため、「協働の道

標」として定めるものです。 

 わたしたちの目指す協働のまちづくりは、一朝一夕になるものではありません。基

本指針の策定を第一歩として、市民・団体・事業者・行政などが連携して、着実に協

働のまちづくりを進めていきます。 
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Ⅰ 協働の理念と基本的な考え方 

１１１１    協働協働協働協働とはとはとはとは 

（（（（１１１１））））協働協働協働協働のののの言葉言葉言葉言葉のののの定義定義定義定義 

三田市まちづくり基本条例では第 7 条に以下のとおり定めています。 

 

  第７条 まちづくりにおける課題は、次の号に掲げる手段によりその解決を図り

ます。 

(1) まちづくりの主体者である市民は、課題の解決に向けて自ら行動します。 

(2) 市民個人で解決することができない課題は、自治組織やボランティア組織

等が取り組みます。 

(3) 市民だけで解決することができない課題は、市が、市民と共に取り組みま

す。 

２ 市民、市議会及び市長等は、お互いの信頼に基づいて、それぞれの立場と分

野を活かし、対等の関係で活動し、連携し、及び協力しながらまちづくりを進

めます。 

 

三田市まちづくり基本条例の解説では、上記について次のとおり解説しています。 

 

市民主体のまちづくりを進めるためには、地域の課題をより身近なところでより身

近な主体が問題解決に取り組むことが重要です。また、多種多様な市民ニーズを満た

すためには、市民一人ひとりや地域コミュニティ、市民活動に取り組む団体、市議会

及び市長等など、まちづくりに関わるあらゆる主体が、それぞれの立場と分野を活か

して関わっていく必要があります。 

そこで、第 1 項では、市民は、まちづくりにおける課題の解決に向けて自ら行動す

ること、市民個人で解決することができない課題は、自治組織やボランティア組織等

が解決に向けて取り組むこと、市民だけで解決することができない課題は、市（市議

会及び市長等）が市民と共に取り組むことを規定します。加えて、第 2 項では、各取

組みを相互の信頼のもと、それぞれの立場と分野を活かしながら、対等の関係で連携・

協力して行うことを規定します｡ 

 

 従って、「協働」とは、市民・団体・事業者・行政など活動や立場が異なる者が、共

通の目的を達成するために、お互いの信頼に基づいて、それぞれの立場と分野を活か

し、対等の関係で活動し、連携し、及び協力して取り組むことを言います。また、市

議会は、行政と連携して協働のまちづくりが促進されるよう環境や仕組みを整えると

ともに、円滑に協働が進んでいるかチェックする役割を担っています。 
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 特に、「協働」には、ともに汗を流すというイメージがありますが、異なる立場の主

体が同じ活動をしないといけないものではありません。「協働」は、違う立場や活動を

行っている主体が、同じ目的に向かって、それぞれが活動することです。「行く方向は

みんなで決めて、目的を共有し、そこにたどり着く方法は別々に行う」というような

イメージです。協働をうまく進めるためには、行政も積極的に課題にかかわるのはも

ちろんのこと、あらゆる主体が課題を共有しながら役割分担していくという考え方が

重要です。 

 また、ここで注意すべきことは、協働は、実施すること自体が目的ではなく、目的

を達成するための取り組み手段のひとつです。これからのまちづくりには、違いを活

かし、相乗効果を得ながら、地域の課題解決に一丸となって取り組んでいくことが欠

かせないものとなっています。 

 

これまでは、行政などが公共サービスを一手に引き受けてきたため、協働の場面で

は市民と行政との関係が多く語られてきました。これからは、市民と行政、市民と市

民が協働して、新しい公共を担っていく時代です。そのためには、市民と行政の協働

をさらに推進することはもちろんのこと、これまでの市民・団体・事業者・行政など

の関係のあり方を見直し、新しい関係づくりを目指します。 

 

  

協働協働協働協働

市民市民市民市民

事事事事業業業業
者者者者

行政行政行政行政

団体団体団体団体
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（（（（２２２２））））協働協働協働協働がががが求求求求められるめられるめられるめられる背景背景背景背景とととと必要性必要性必要性必要性 

①①①①ネットワーク社会への変化ネットワーク社会への変化ネットワーク社会への変化ネットワーク社会への変化    

 現在、社会の形態は、インターネットを通じて仲間がつながっていくサービス

（SNS1）などの普及により、情報共有や情報発信が容易になることで、ネットワ

ーク社会へと変化しています。 

このようなネットワーク社会への変化にともない、時代に相応しい仕組みとして、

多様な主体が手をつなぎ、それぞれが自律した活動を展開する「協働のまちづくり」

へと転換していくことが必要となっています。 

これまでの高度成長期のまちづくりは、中央集権体制に見られるように上部組織

からの命令で一丸となって進めるという縦型の社会システムが機能してきました。

しかしながら、成熟期のまちづくりを迎え、社会の複雑化や市民の価値観の多様化

などから、行政をはじめとして、だれかが引き受けて問題を解決していく仕組みに

は限界が見られるようになってきています。そのような中、現在では、地域福祉や

子育て支援など様々な分野でネットワークの大切さが指摘され、課題に関わるそれ

ぞれの主体の得意なところを活かして、ネットワークで対応していこうとする取り

組みが増えてきています。 

今後は、縦のつながりと横のつながりをうまく組み合わせて機能させ、課題解決

を図っていくことが大切になっています。 

 

②みんながまちづくりに関わる②みんながまちづくりに関わる②みんながまちづくりに関わる②みんながまちづくりに関わる時代時代時代時代    

 現在は、ガバナンス2の時代と言われています。 

かつては、専ら行政などが公共サービスを提供してきました。そのため、まちづ

くりの場面でも住民は行政に対して要望するなど、行政などに働きかけることでし

かまちづくりに参加できませんでした。しかしながら、現在は、NPO や市民活動

団体、企業など、様々な主体が公共サービスを提供する時代となっています。それ

ぞれの主体が公共を担い、自発的に関わりながら、協働で社会システムを動かして

いく時代となっています。 

    

③③③③地域地域地域地域分権と市民主体のまちづくり分権と市民主体のまちづくり分権と市民主体のまちづくり分権と市民主体のまちづくり    

ネットワーク社会やガバナンスの時代を背景として、地域の個性や魅力を活かし

たまちづくりを進めていくには、中央集権体制のような大きな社会システムでは意

思決定などの機能に限界が生じてきます。そのためには、顔の見える小さな単位で

意思決定し、活動してくことが重要となっています。一方、活動を細分化すること

                                      
1 SNS…ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。インターネットを通じた仲間づくりのサ

ービスで、ツイッター（Twitter）、フェイスブック（Facebook）、ミクシィ（mixi）などが代表

的。 
2 ガバナンス…統治のこと。『ガバメント』とは対照的な統治として位置づけられる。ガバメント

は政府が上の立場から行なう、法的拘束力のある統治システムである。一方、ガバナンスは組

織や社会に関与するメンバーが主体的に関与を行なう、意思決定、合意形成のシステム（イン

ターネット百科事典「コトバンク」朝日新聞社より）。協治ともいう。 



6 

 

で、それぞれの力が結集しにくくなることから、目的を共有することが重要となっ

ています。 

地域の個性や魅力を活かし、地域に応じたまちづくりを進めていくには、地域住

民自らが地域社会を動かしていく仕組みを作っていく必要があります。そのために

は、地域社会での協働を進めるとともに、自分たちが決定した活動を効果的に展開

できるよう行政をはじめとして様々な主体が、財政的な支援や多様な活動支援がで

きるような仕組みを作っていくことが必要となっています。 

 

 

 
（（（（３３３３））））協働協働協働協働でででで期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果 

 市民・団体・事業者・行政などが、協働のあり方や必要性などを認識し、実践する

ことにより、協働のまちづくりが進められ、次のような効果が期待できます。 

 

①市民活動団体等にとっての効果①市民活動団体等にとっての効果①市民活動団体等にとっての効果①市民活動団体等にとっての効果    

●社会参加の促進や市民活動団体等の活性化などの効果のほか、それぞれが持つ

情報や知識、専門性を役立てることにより、人材の育成や団体のレベルアップ

なども図ることができます。 

●単独ではできなかったことが実現できます。 

●多様な主体と連携することで、活動の幅が広がります。 

 

②②②②行政など行政など行政など行政などにとっての効果にとっての効果にとっての効果にとっての効果    

●新たな市民ニーズを的確にとらえ、公平・平等の特性を持つ行政などでは対応

の難しい市民ニーズに対して、迅速かつきめ細やかに対応することができます。 

●柔軟性、専門性といった行政などとは異なる特性を有する市民活動団体等と協

働することにより、職員の意識改革や資質向上につながります。 

 

③市民活動団体等、③市民活動団体等、③市民活動団体等、③市民活動団体等、行政など行政など行政など行政などにとっての効果にとっての効果にとっての効果にとっての効果    

●連携を深めていくことによって、お互いに学び合い、信頼関係が増すことで、

協働の相乗効果が高まり、質の高いサービスが提供できます。 

●市政や地域への関心が高まり、市民活動や地域活動に参加する機会が増加する

ことで、市民の視点に立った市民主体のまちづくりが推進され、心ふれあう豊

かな地域社会が実現できます。 

 

 特に、協働することによって組織と組織の連携が広がったり強くなったりするなど、

お互いにメリットがあり、相乗効果が発揮できることが、協働のまちづくりの大きな

効果だと言えます。 
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２２２２    協働協働協働協働のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題 

（（（（１１１１））））三田市市民活動支援基本指針三田市市民活動支援基本指針三田市市民活動支援基本指針三田市市民活動支援基本指針によるまちづくりによるまちづくりによるまちづくりによるまちづくり 

平成 10 年 7 月に三田市で開催した「21 世紀の都市づくり三田国際会議」で、「都

市づくりは『市民・企業・行政の連携』と『自律性のある市民組織の育成』が必要で

ある」と協働のまちづくりの理念が示され、これを受けて、平成 14 年 3 月に第３次

三田市総合計画「輝き三田 21」を、多くの市民の参画を得て策定しました。この第

３次総合計画において「協働のまちづくり」の方向性が示され、その仕組みづくりを

具体的に進めるため、市民活動支援について市の基本的な考え方を示す指針として、

平成 15 年 3 月に「三田市市民活動支援基本指針」を策定しました。 

 

これまで、三田市ではこの市民活動支援基本指針により協働のパートナーとなる市

民活動を推進するため、三田市まちづくり協働センターなどの活動拠点の整備をはじ

めとする環境の整備や「まちづくり活動支援事業助成金」など、自主的・自発的、自

律的な活動の活性化に向けて取り組みを進めてきました。 

 これにより、市内の市民活動団体についても、600 を超える団体が市民センター等

に登録しており、ボランティア活動センターなどそれ以外を拠点に活動する団体や地

縁型団体3を含めると、非常に多くの団体が市内で活発に主体的な活動を展開していま

す。 

 

 このように、三田市市民活動支援基本指針に基づく協働のまちづくりは、協働の対

等なパートナーとなる市民活動の育成について大きな役割を果たしてきました。その

ような意味では、「協働の基盤づくり」に大きな役割を果たしてきたといえます。今後、

超高齢化・人口減少社会を迎える中で、先人から引き継いだ財産を次世代に引き継ぎ、

誰もが住みよいまちづくりを進めていくためには、様々な主体の連携・協力のもと、

その力を結集して協働のまちづくりをさらに推進していく必要があります。平成 24

年度からは、これからのまちづくりの進め方や方向性を示した「三田市まちづくり基

本条例」や「第 4 次総合計画」がスタートしましたが、その策定過程では、３年間で

100 回を数える検討委員会や策定委員会が開かれ、協働のまちづくりについて話し合

われました。基本条例や総合計画が目指す「市民主体のまちづくり」をさらに進めて

いくためには、これまでの市民活動支援からさらに協働を推進するための取り組みへ

と転換が求められています。 

 

                                      
3 地縁型団体…区・自治会、婦人会、老人クラブ、民生委員・児童委員協議会など。ほかにも地

域限定型で活動する組織としては、PTA、子ども会、ふれあい活動推進協議会、青少年健全育成協

議会などがある。区・自治会連合会や連合婦人会、老人クラブ連合会は、それぞれの単位組織の

連合体。 
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（（（（２２２２））））地域活動地域活動地域活動地域活動 

 三田市には、平成 27 年 7 月現在で、三田市区・自治会連合会に加盟する自治区・

自治会は 181 団体あります。ほかにも、婦人会、老人クラブなどが地域に根差した

活動を展開しています。地域づくりの要である自治区・自治会などの地縁型団体は、

環境美化、防犯、交流活動のほか、避難行動要支援者に対する支援、自主防災の取り

組みなど積極的に活動を行っていますが、急速な少子高齢化などにより、今後の活動

の担い手不足が心配されています。加えて、市民ニーズも多様化し、地域コミュニテ

ィに対する期待の高まりとともに、地縁型団体が担う役割も大きくなり、役員がそれ

ぞれの立場で地域を支えようと頑張っておられますが、一方で負担感の増大にもつな

がっています。 

 そんな中、問題意識を持って地域の課題に一生懸命取り組もうという人が出てくる

一方、市民意識やライフスタイルの変化から地縁型団体の活動に消極的な人も多くみ

られます。 

 

また、地域には地域福祉や青少年健全育成など各分野で専門的に活動する団体も数

多く設立されています。これらの中には、行政などからの依頼で設立されたものも多

く、それぞれに補助金等が支出されている場合もあり、行政組織のタテ割りに合わせ

て地域コミュニティもタテ割りになっている部分もあります。 

 

    協働のまちづくりを進める上で、地域コミュニティの力は欠かせません。地域が抱

える課題を市民と行政が共有し、解決に向けた地域活動をサポートするため、地域担

当制4が始まりました。また、地域の特性を反映した自主的な活動が進められ、地域ぐ

るみで包括的なまちづくりに取り組もうとする機運が高まり、まちづくり協議会など

に見られるように、地縁型団体など多様な主体が連携した新たな推進組織も立ち上が

ってきています。 

 持続可能な地域社会の発展のためには、多様な主体が持つ様々な力を活かし、お互

いの違いを越えて、理解し合い、連携・協力して地域づくりを進めていくことが必要

となっています。 

 また、地域の個性や魅力を活かしたまちづくりが進められるよう、地域での自主的

な活動に対し、行政をはじめとして様々な主体が、財政的な支援や多様な活動支援が

できるような仕組みを整え、自ら地域づくりを進めていけるようにしていくことが求

められています。    

 

  

                                      
4 地域担当制…市民センターなどに配置された地域担当職員が、地域に対し様々な協力や情報の

提供等を行い、地域コミュニティの活性化と市民力・地域力の向上を図る制度。平成 24 年度から

導入している。 
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３３３３    協働協働協働協働のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方 

（（（（１１１１））））協働協働協働協働のののの原則原則原則原則 

協働にはかならずパートナーとなる相手がいます。協働で事業を円滑に進めるため

には、お互いに十分話し合いをすることが大切です。信頼関係を築くためには、お互

いの特性や活動をよく知り、相互に理解しながら、それぞれを尊重して、十分に協議

し、合意して協働で事業を進めていく必要があります。 

そのため、協働を進めるときは、わたしたちは次の 6 つの原則を確認しながら進め

ます。    

 

①①①① 相互理解の原則相互理解の原則相互理解の原則相互理解の原則    

わたしたちは、それぞれの立場や設立趣旨、性格の違いを認め、相互理解を深

め、信頼関係を大切にします。また、わたしたちは、自己の立場や活動に拘り過

ぎず、互いに話し合い理解しあって、柔軟に対応し協調して活動します。 

 

②②②② 対等の原則対等の原則対等の原則対等の原則    

わたしたちは、お互いの間に能力やそれぞれが持っている資源に違いがあって

も、対等な関係にあるとして、それぞれの立場や意見を尊重します。 

 

③③③③ 自主性尊重の原則自主性尊重の原則自主性尊重の原則自主性尊重の原則    

わたしたちは、お互いの特性や力を最大限活かすために、それぞれの自主性・

自律性を尊重します。 

 

④④④④ 目的共有と役割分担の原則目的共有と役割分担の原則目的共有と役割分担の原則目的共有と役割分担の原則    

わたしたちは、協働しようとする事業の目的を明確にして共有します。また、

わたしたちは、話し合ってお互いが自主的に役割などを調整し、分担して、事業

の目的を達成できるように取り組みます。 

 

⑤⑤⑤⑤ 情報情報情報情報公開の原則公開の原則公開の原則公開の原則    

わたしたちは、お互いが持つ情報などを積極的に公開し、お互いに共有します。

また、協働のプロセス等についても公平性・透明性を保つため、積極的に公開し

ます。 

 

⑥⑥⑥⑥ 評価・検証の原則評価・検証の原則評価・検証の原則評価・検証の原則    

わたしたちは、協働で取り組んだ事業の成果と課題を評価・検証し、その結果

を共有して次の事業に役立てます。 
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（（（（２２２２））））協働協働協働協働のののの範囲範囲範囲範囲 

協働には、それぞれの関わり合いの度合いにより、様々なケースが考えられます。

個人の思想や宗教、個人的な利益追求のための活動など私的な領域を除いた、公益的

な活動の中で、許認可や課税など行政の責任で単独で行う領域と市民活動団体等が単

独で行う領域を除いたすべての事業が協働の領域に該当します。 

 また、協働は、市民活動団体と行政との協働だけでなく、市民活動団体と市民活動

団体等相互の協働も該当します。 
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（（（（３３３３））））協働協働協働協働のののの形態形態形態形態 

 協働の形態には、「事業委託」「資金的支援（補助・助成金など）」「寄付・協賛」「共

催（実行委員会）」「事業協力」「人的支援(プロボノなど)」「後援」など、様々なもの

があります。協働する主体がお互いに話し合い、適切なものを選びます。 

 また、これらの協働を円滑に進めるためには、様々な主体をつなぐ中間支援5の役割

が重要となってきます。 

 

協働の形態 協働事業に対する効果 進めるうえでの留意点 

○事業委託 

委託者が主体的に行う領域

において、受託者の特性を活か

すことで、より効果的な実施が

可能であると認められる場合

に、事業の実施を委託する。 

 

・受託者が持つ様々な強

みや特性が発揮され、

多様なサービスが効率

的に提供できる。 

 

・委託者と受託者という

関係から、受託者を単

なる下請けにせず、対

等なパートナーとして

事業を行う。 

○資金的支援 

（補助・助成金など） 

資金的支援を受けるものが

主体的に行う領域において、公

益上必要であると認められる

場合に他の主体が資金的支援

を行う。 

 

・資金的支援を行う主体

が取り組みにくい事業

を支援することで、事

業効果が高まり、多様

なサービスが期待でき

る。 

 

・支援する、支援を受け

るという立場の違いか

ら対等性が失われない

ように注意する。 

・団体に対する資金的支

援ではなく、活動や事

業に対して支援する。 

○寄付・協賛 

 市民活動団体等が行う事業

等に共感して、資金や現物等の

提供を行う。 

 

・実際に活動に関われな

くても、資金等を提供

することによって公益

的 な 活 動 に 参 加 で き

る。 

 

・事業の公益性、社会的

有用性などを的確に伝

えるとともに、使いみ

ちや成果の報告など広

く情報を公開する。 

○共催（実行委員会） 

複数の主体が共に主催者と

なって事業を行う。 

 

・企画段階からの協働が

可能となり、相互の理

解が深まり、信頼関係

が醸成されやすい。 

 

・お互いが対等な立場で

役割分担を行い、相互

の責任の範囲や経費分

担を明確にする。 

  

                                      
5 中間支援…市民と市民、市民と行政、行政と事業者などの間に立って、そのパイプ

役として中立的な立場で、それぞれの活動を支援する活動 



12 

 

協働の形態 協働事業に対する効果 進めるうえでの留意点 

○事業協力 

 役割分担などを取り決め、一

定期間、継続的な関係のもとで

事業を協力して行う。 

 

・双方の得意分野を活か

すことができるなど、

相 乗 効 果 が 期 待 で き

る。 

 

・お互いが対等な立場で

役割分担を行い、相互

の責任の範囲や経費分

担を明確にする。 

○人的支援(プロボノ6など) 

 その人が持っている知識・ス

キルや経験を活かして市民活

動団体等が行う事業等を支援

する。 

 

・提供を受ける主体の足

りないところを補うこ

とができるとともに、

得意分野で公益活動に

参加できる。 

 

・提供者がどの程度の時

間を事業に割くことが

できるのかなど、期間

や役割分担を明確にす

る。 

○後援 

市民活動団体等が行う事業

に対して、他の主体が名義後援

などの支援を行う。 

 

 

・後援することにより、

その事業の社会的信用

や認知度が高まり、市

民の理解と参加・参画

が 促 進 さ れ や す く な

る。 

 

・あらかじめ定めた基準

により、事業の公益性、

社会的有用性に基づき

後援する。 

 

  

                                      
6 プロボノ…職業上持っている知識・スキルや経験を活かして社会貢献するボランティア活動全

般。 
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（（（（４４４４））））協働協働協働協働のののの進進進進めめめめ方方方方 

 これからは市民・団体・事業者・行政などが協働して公共サービスを担っていくこ

とが必要となっています。そのため、従来の行政などが中心に公共サービスを担って

きたまちづくりの進め方を見直していく必要があります。 

協働で事業を進めていく際には、各段階において「協働の原則」をお互いに確認し

ながら進めていくことが必要です。 

 

   

①①①①     協働を協働を協働を協働を進進進進めるための環境づくりめるための環境づくりめるための環境づくりめるための環境づくり    

    ・協働は、地域への想いや地域課題への気づきなど、一人ひとりの 

想いや気づきから出発します。 

・協働で事業を行うには、お互いに理解し合うことが大切です。身 

近なところで想いを語り、共感を高め、つながりを深めていく必 

要があります。 

 

②②②②     目的の共有目的の共有目的の共有目的の共有    

・多様な意見を集約し、課題や目的を共有します。 

    ・一方的な押し付けにならないよう注意する必要があります。 

 

③③③③     事業事業事業事業((((活動活動活動活動))))及び及び及び及び役割分担の決定役割分担の決定役割分担の決定役割分担の決定    

・目的を達成するために、自ら出来ることと相手に求めることをお 

互いに考えます。 

・課題解決のための方策、実施の形態や体制、役割分担とそれに伴 

う適切な費用負担、資源などを協議し、事業計画を立てます。 

・事業計画の立案にあたっては、従来からの活動にとらわれず、団 

体間の役割分担や事業実施の方法も見直しながら立案します。 

 

④④④④     協働協働協働協働で取り組むで取り組むで取り組むで取り組む事業の実施事業の実施事業の実施事業の実施    

・役割分担等に基づき、情報を共有しながら、各主体が活動を実施 

します。 

 

⑤⑤⑤⑤     協働協働協働協働で行ったで行ったで行ったで行った事業の評価事業の評価事業の評価事業の評価    

・協働で行った事業が適切に行われたか、団体と市がお互いに効果 

や課題を出し合い、共有します。 

・必要に応じて、次年度に向けて改善を図ります。 
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４４４４    協働社会協働社会協働社会協働社会におけるにおけるにおけるにおける地域地域地域地域コミュニティのありコミュニティのありコミュニティのありコミュニティのあり方方方方 

 市内には農村地域、市街地、ニュータウンなど地域特性が異なる地域があり、それ

ぞれが有する魅力や課題は様々です。いつまでも住み続けたい地域を実現していくた

めには、その地域の特色を活かし、課題を解決しながら、自分たちの手で実現してい

くことが重要です。その中で、地域コミュニティはまちづくりの基礎を担うものとし

て、大きな役割を担っています。現在も自治区・自治会の活動をはじめ、様々な団体

による活動が展開されていますが、これからは市民一人ひとりが活動にかかわり、『市

民力』や『地域力』がさらに発揮できる環境を整えていく必要があります。 

  

 このような中で、これまで地域のまちづくりの中心を担ってきた地縁型団体では、

高齢化による役員の担い手不足、負担の増加などによる地域活動への参加者の減少や

固定化など様々な問題を抱えています。今後、個々の地縁型団体だけでは、十分な地

域力を発揮していくことは難しくなってきていると考えられます。 

 一方で、児童の見守り、防犯・防災といった住民主体の活動が広がりを見せ、また、

NPO 法人や市民活動団体といった新たな地域活動の担い手も現れています。 

 

 こうしたことから、まちづくりの担い手となる人材、団体などを活動等へ結びつけ

るとともに、地域らしさを尊重しながら、課題を解決し、住み良い地域を自ら作って

いくことができるようその環境を整えていく必要があります。 

 

 ここでは、これらの現状を踏まえ、多様な主体が協働して、住み良い地域社会を住

民自らの手で作り上げていくため、これからの地域コミュニティの方向性を明らかに

します。 

  

((((１１１１))))地域地域地域地域コミュニティのコミュニティのコミュニティのコミュニティの将来像将来像将来像将来像    

地域コミュニティは、住民がまちや暮らしのあり方を自ら決めていく時の目安とな

り、住民自治を行っていくうえでの基礎的な単位で、住民が積極的に関わり、協働で

創り上げていくものです。 

そのため、協働のまちづくりを推進するにあたり、本市における地域コミュニティ

の将来像を以下のとおり設定します。 

 それぞれの地域コミュニティの成り立ちや特性が違うことを踏まえながら、多くの

市民が活動に参加し、さらに活動を活発化していくため、以下のような地域コミュニ

ティを目指します。 
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①目指すべき地域コミュニティの方向性①目指すべき地域コミュニティの方向性①目指すべき地域コミュニティの方向性①目指すべき地域コミュニティの方向性    

1) 1) 1) 1) 地域地域地域地域のののの様々様々様々様々なななな問題問題問題問題やややや課題課題課題課題にににに自発的自発的自発的自発的・・・・主体的主体的主体的主体的にににに取取取取りりりり組組組組むコミュニティむコミュニティむコミュニティむコミュニティ    

2) 2) 2) 2) 民主的民主的民主的民主的でででで自律的自律的自律的自律的にににに運営運営運営運営されるされるされるされる開開開開かれたコミュニティかれたコミュニティかれたコミュニティかれたコミュニティ    

3)3)3)3)    多様多様多様多様なななな主体主体主体主体がつながりがつながりがつながりがつながり、、、、楽楽楽楽しくしくしくしく活動活動活動活動しているコミュニティしているコミュニティしているコミュニティしているコミュニティ    

4) 4) 4) 4) 住住住住みみみみ心地心地心地心地のよいのよいのよいのよい居場所居場所居場所居場所としてとしてとしてとして、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに支支支支ええええ合合合合いいいい、、、、助助助助けけけけ合合合合うコミュニティうコミュニティうコミュニティうコミュニティ    

 

1) 地域コミュニティは、地域を自ら住みよくしていく住民自治の担い手として、

地域内のすべての住民を対象とし、様々な課題に総合的、継続的に対応していく

ことが求められます。 

 地域の様々な課題に対して、主体的に住民が関わり、住民の意向に沿った公共

的サービスを計画的に提供していく地域コミュニティを目指します。 

 

2) 地域コミュニティには、自律的な運営が求められるのはもちろんですが、特に、

市の財政的支援等を受ける場合は、その運営にあたって、透明性や中立性、公平

性がより重要となってきます。透明性などに配慮しつつも、住民活動ならではの

創意工夫を活かせるよう柔軟な対応を心がけるとともに、住民の新しいニーズへ

の対応や活動をさらに広げていくため、若い世代などの新しい活動も受け入れな

がら、地域の課題に対応していく自律した地域コミュニティを目指します。 

 

3)  地域課題の解決には、自治区・自治会をはじめとする地縁型団体、NPO、ボ

ランティア団体、事業者、行政など様々な主体が連携し、各々の強みを活かして

対応していくことが求められています。また、地域活動には、若い世代から高齢

者まで多くの住民の参加のもと、やりがいを持って、楽しく活動できることが必

要です。 

そのため、地域内の個人や団体のつながりづくりを進め、企画段階から住民や

団体がかかわり、やりがいを持って活動している地域コミュニティを目指します。 

 

4) 誰もが安心して、このまま住み続けたい地域を実現していくため、住民が相互

に信頼しあい、助け支え合う連帯意識のもと、地域への愛着を育みながら、住民

の創意工夫により、様々な活動に取り組む地域コミュニティを目指します。 

 

 

②地域コミュニティの範域②地域コミュニティの範域②地域コミュニティの範域②地域コミュニティの範域    

三田市では、これまでも連合自治会の範囲を単位として様々な地域活動が展開

されてきており、地域コミュニティの単位が確立されてきています。しかしなが

ら、複数の小学校区があるような大きな単位では地域の問題や課題を把握しづら

い部分もあり、自治区・自治会の単位を基本としながらも小学校区程度の規模で

の活動が馴染んできている現状もあります。 

また、小学校区の範域を考えた場合、ニュータウンと従来の地域で地域コミュ
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ニティの成り立ちや活動が異なる地域が混在する校区もあります。特に従来の地

域では、消防団や婦人会などすでに生活の中に地域コミュニティでの活動が確立

されており、これらを尊重していく必要もあります。 

 今後、住民自治の単位として、「地域コミュニティの範域」を考えたとき、その

範域は、成り立ちや地域特性が共通し、その地域に住む住民の課題が共有できる

範囲であり、かつ、地域資源が集積できる一定の規模を持っている必要があると

考えます。 

これらのことから、本市における「地域コミュニティの範域」は、地域特性が

共通し、地域課題が共有できる単位で、かつ、地域住民がつながり、連帯しやす

い単位として、概ね小学校区程度の規模を持った自治区・自治会を中心とした区

域を範域とします。 

ただし、すでに地域に根差している活動もあることから、それぞれの活動の単

位のくくり方を一つにまとめてしまうものではありません。それぞれの活動に合

わせて、地域コミュニティで柔軟に対応を検討していくとともに、住民相互のつ

ながりを作りながら、最終的には地域ごとの特性に合わせて住民自ら地域コミュ

ニティの望ましい範域を検討していくものとします。 

 

 【概ね小学校区の規模を持った自治区・自治会を中心とした区域のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 最終的には地域のみなさんで望ましい範域を検討していきます。 

概ね小学校区の規模を持った自治区・自治会を中心とした区域 

小学校 



17 

 

Ⅱ 協働のまちづくりの推進方策 

 

 わたしたちのまちには、多様なまちづくりの担い手が存在しています。まちに関わ

るみんなが知恵を出し合い、連携・協力して、住み良いまちを目指して協働のまちづ

くりを実践していくため、わたしたちは次の取り組みを進めます。 

 

１１１１    担担担担いいいい手手手手をををを増増増増やすやすやすやす 

（（（（１１１１））））活動活動活動活動へのへのへのへの参加促進参加促進参加促進参加促進 

①若者や団塊世代など多様な世代の活動への参加①若者や団塊世代など多様な世代の活動への参加①若者や団塊世代など多様な世代の活動への参加①若者や団塊世代など多様な世代の活動への参加    

 若者や団塊の世代など、多様な世代が出

会い、つながることで、新たな活動が生ま

れたり、活動のきっかけとなることが期待

できることから、住民や市民活動団体相互

の交流や住民と市民活動団体との交流など、

顔の見える範囲でのつながりづくりを進め

ます。そのためには、積極的な声かけや呼

びかけとともに、気軽に集い、想いを語る

場づくりなど活動に参加しやすい雰囲気づ

くりに努めることが大切です。 

具体的には、地域イベントなどを利用して、様々な人が主体者になれるような

仕掛けや雰囲気づくりを進めるとともに、地域づくりに関する啓発やリーダー育

成のための講座、フォーラムを開催するなど活動に興味ある住民の背中を押すよ

うな取り組みを進めます。 

    

②多様な人材の登用②多様な人材の登用②多様な人材の登用②多様な人材の登用    

 地域には、豊富な知識と経験を持った方が数多くおられます。その方々が持つ

能力を発揮でき、活躍できる場につないでいくため、多くの住民が地域活動に関

われるような雰囲気づくりに努めます。また、活動に関わった人たちが引き続き

活躍できるとともに、住民がそれぞれの得意分野で力が発揮できるよう地域の役

員体制や活動の受け皿を整えます。 

    

（（（（２２２２））））情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実 

①市民活動団体の情報の集約と提供①市民活動団体の情報の集約と提供①市民活動団体の情報の集約と提供①市民活動団体の情報の集約と提供    

 地域の活動や市民活動を知らない人にも活動を知ってもらうとともに、団体相

互のつながりを深め、それぞれが連携したまちづくりが進められるよう、引き続

き市民活動推進プラザにおいて、市内で活動する市民活動団体の情報や市民活動

▲市民活動イベントの様子 
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に関する情報を集約し、広く情報提

供することで共有化を進めます。 

 また、市民活動団体においても、

さらに積極的な情報発信を進めます。 

 

 

 

 

（（（（３３３３））））市民活動市民活動市民活動市民活動のののの活性化活性化活性化活性化 

①市民活動団体の①市民活動団体の①市民活動団体の①市民活動団体の自立自立自立自立化化化化支援支援支援支援    

 市民活動団体の自主性の尊重と自立化の促進の視点に立って、まちづくり活動

支援事業助成金をはじめ、現在実施している補助や減免などの支援策を点検し、

必要な見直しを進めます。 

また、協働のパートナーとして、企画力の向上講座など市民活動団体がさらに

ステップアップできるような様々な技術の向上の機会を提供します。 

 

②市民活動団体の②市民活動団体の②市民活動団体の②市民活動団体の自立自立自立自立化化化化に向けた新たな支援策の検討に向けた新たな支援策の検討に向けた新たな支援策の検討に向けた新たな支援策の検討    

 市民活動団体の安定的な運営を図るためには、その財政的基盤の強化を図るこ

とが必要です。そのため、寄付文化の醸成等を含めて市民活動団体の公益的な活

動を市民が支える仕組みづくりを検討します。 

また、人・モノ・カネ・情報などの市民活動団体の活動に必要な資源をマッチ

ングできる仕組みづくりを検討します。 

 

 

●●●市民活動支援の原則 

協働のパートナーとなる市民活動を推進するため、次の原則を基づき、活動に対する支援

を行います。 

○主体性と自律化の推進 

市民活動は行政などの視点にとらわれない、自由な発想から生まれた活動であること

から、市民活動団体の主体性、自律性を尊重し、それらを促す支援であること。 

○市民活動の相互理解 

市民活動団体と行政、市民活動団体と事業者、市民活動団体同士が、お互いの特性を

踏まえ、目的や果たすべき役割を共有したうえで、相互に補完しながら、対等なパート

ナーシップを確立し、活動の相乗効果が図れるような支援を行うこと。 

○公益性、社会性 

市民生活や地域社会を豊かにするような公益性、社会性をもった活動であること。 

○活動支援 

市民活動団体への支援ではなく、その活動に対して支援すること。 

○公開性と透明性 

市民活動を促進し、支援していく場合に、支援の理由や基準を明確にし、決定までの

過程や支援内容を情報公開することで、公開性と透明性を確保し、市民の理解と支持を

得ること。  
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２２２２    活動活動活動活動するするするする人人人人たちをつなげるたちをつなげるたちをつなげるたちをつなげる 

（（（（１１１１））））ネットワークづくりネットワークづくりネットワークづくりネットワークづくり 

①つながる場づくりの推進①つながる場づくりの推進①つながる場づくりの推進①つながる場づくりの推進    

 世代を超えて、人と人、人と団体、団体と団

体など、多様な主体が対話し、つながる場とし

て、引き続き地域での住民座談会や井戸端会議、

住民フォーラムなどを推進します。住民や団体

相互のつながりを深めていくことによって、ま

ちの課題の共有や解決が進むことが期待できる

とともに、新たな活動が生まれることも期待で

きます。 

 

 

②地域のコーディネーター・ファシリテーター②地域のコーディネーター・ファシリテーター②地域のコーディネーター・ファシリテーター②地域のコーディネーター・ファシリテーター7777の配置の配置の配置の配置    

みんなで活動を担っていくには、人・モノ・カネ・情報などの活動に必要な資

源をつなぐ「コーディネーター」や、気づきを促し、みんなが活動しやすい環境

をつくる「ファシリテーター」の役割を担う人が重要となっています。地域のリ

ーダーもこれまでの引っ張っていくという役割とともに、ファシリテーターとし

ての役割も求められるようになっています。 

 今後、地域を住民自らが運営していくためには、コーディネーターやファシリ

テーターが重要になってきています。そのため、その役割を担うために必要な研

修会を開催し、活動を支援します。 

 

（（（（２２２２））））中間支援機能中間支援機能中間支援機能中間支援機能のののの充実充実充実充実 

①中間支援機能の連携強化①中間支援機能の連携強化①中間支援機能の連携強化①中間支援機能の連携強化    

 市内には、市民活動推進プラザ、ボランティア活動センターなど、市民活動団

体のつなぎ役や活動の場づくりなどの団体支援を行っている機関があります。ど

の窓口でも、団体を必要な支援につなぐことができるよう、これらの連携強化を

図ります。連携することにより、情報を共有しつつ、それぞれの特性を活かし、

補完しながら団体等の支援を行います。特に、地域の活動団体だけでなく、市民

活動に携わる人も市内には多くおられることから、中間支援の担い手が協力して、

これらの市民活動団体と地域コミュニティをつなぎ、多様な主体が地域コミュニ

ティで活躍できるよう、その方策を議論していきます。 

                                      
7 ファシリテーター…会議やワークショップといった話し合いやグループワークなどの場面で、

参加者の話し合いや体験、学習がスムーズに進行するように支援や補助を行なったり、それぞ

れの参加者が持っている力を引き出すことのできる支援者あるいは、援助促進者のこと。それ

ぞれの参加者が主体的に動いてもらうことを大前提に、一歩引き下がった立場で参加者の活動

をサポートとしていく人。 

▲地域での話し合いの様子 
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 市民活動推進プラザにおいては、多様な

主体をつなぎ、様々な市民の参加を促進す

る場や機会づくりを進めるとともに、活動

に必要な資源のマッチングを促進するなど、

その機能の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

②②②②地域における中間支援機能の充実地域における中間支援機能の充実地域における中間支援機能の充実地域における中間支援機能の充実    

 地域の団体が活動するときにお互いに足りないところを補うために、情報や人

材、ノウハウなど活動に必要な資源を団体につないだり、地域団体同士をつなぐ

など、地域の相談窓口としての機能を地域コミュニティの中で充実します。この

役割は、現在、取り組みが進められているまちづくり協議会等の推進組織が担う

ことを期待しています。 

これまで、地域のまちづくりに関わって来なかった市民活動団体についても地

域とつながりを深め、多くの人や団体が活動しやすい場づくりを進めます。また、

地域の中間支援機能が十分発揮できるよう、地域担当職員や地域福祉支援員が連

携を図り、その活動を支援します。 

    

③③③③実務者の情報交換、交流の場づくり実務者の情報交換、交流の場づくり実務者の情報交換、交流の場づくり実務者の情報交換、交流の場づくり    

 様々な分野で市民活動や地域づくりに取り組む団体が、相互に刺激し合い、そ

れぞれの活動を活性化させるとともに、市全体のネットワークとしていくため、

それぞれの分野の実務者相互の情報交換や交流の場づくりを進めます。 

 この交流の場は、気軽に参加できるもので、参加者が主体的に参加し、交流の

中でお互いが学び合う場としていくことが必要です。 

 

 

  

▲市民活動推進プラザ 
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３３３３    協働協働協働協働をさらにをさらにをさらにをさらに推進推進推進推進するするするする仕組仕組仕組仕組みをつくるみをつくるみをつくるみをつくる 

（（（（１１１１））））協働協働協働協働をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための制度制度制度制度やややや仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの整備整備整備整備 

①協働事業提案制度の創設①協働事業提案制度の創設①協働事業提案制度の創設①協働事業提案制度の創設    

 協働のまちづくりをそれぞれの主体が体験し、実践する事業として協働事業提

案制度を創設します。協働事業提案制度は、市民活動団体等及び市の双方からの

提案に基づき、それぞれの意見や役割分担等を調整しながら、協働して地域の課

題や社会的課題を解決していくことをめざします。 

 

②協働契約制度などの仕組みの検討②協働契約制度などの仕組みの検討②協働契約制度などの仕組みの検討②協働契約制度などの仕組みの検討    

 契約のプロセスからお互いに話し合い、仕様書を決定していく協働契約制度な

ど協働事業を円滑に推進し、それぞれの主体が協働に取り組みやすい手続きや制

度づくりを検討します。 

  

③③③③協働事業の評価・公表協働事業の評価・公表協働事業の評価・公表協働事業の評価・公表    

 協働に関わったそれぞれの主体がお互いに協働事業の評価することにより、課

題や成果の共有を図るとともに、事業の見直しを適切に行います。また、その内

容は公表し、協働事業の成果や課題を広く共有します。 

 現在でも市内では、補助や実行委員会形式など様々な形態で協働事業が進めら

れています。これらの事業が、本指針に基づき適切に進められているか点検を行

います。また、既存の事業についても協働化の検討を行います。 

 

（（（（２２２２））））協働協働協働協働にににに関関関関するするするする理解促進理解促進理解促進理解促進 

①①①①職員の職員の職員の職員の理解促進理解促進理解促進理解促進    

 市民主体のまちづくりの中では、「公共」を担うのは行政だけでなく、協働の中

でまちづくりは成り立つという意識を醸成するとともに、職員一人ひとりが協働

の主体者であることを自覚することが必要です。そのため、職員に対する研修会

等を開催し、協働の意義や視点を常に確認し、主体的に協働に取り組む意識を醸

成します。 

 

②地域における②地域における②地域における②地域における理解促進理解促進理解促進理解促進    

 協働に取り組むそれぞれの主体は、意思決定の流れや行動原理が異なります。

そのため、協働のパートナーの特性をお互いに理解していくことが必要です。 

 特に、窓口となる地域担当職員は、課題解決に向けたきめ細かな情報提供、地

域コミュニティから受けた提言やアイデアの実現に向けた支援・調整を行ってお

り、地域コミュニティにおいても地域担当職員をはじめとする行政の役割や立場

などを理解しながら協働を進めます。 
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（（（（３３３３））））推進体制推進体制推進体制推進体制のののの整備整備整備整備 

①協働を推進する委員会の設置①協働を推進する委員会の設置①協働を推進する委員会の設置①協働を推進する委員会の設置    

 協働事業提案制度による協働事業を多角的に評価するとともに、新たな施策の

提案等を行うための委員会を設置します。また、この委員会において、この指針

の点検や見直しも行います。 

 

    ②指針の見直し②指針の見直し②指針の見直し②指針の見直し    

   本指針により協働の事例を積み上げるとともに、三田市まちづくり基本条例や

総合計画の見直しに合わせて、本指針の見直しを行います。 
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４４４４    地域地域地域地域コミュニティにおけるコミュニティにおけるコミュニティにおけるコミュニティにおける協働協働協働協働をををを推進推進推進推進するするするする 

（（（（１１１１））））地域意識地域意識地域意識地域意識のののの醸成醸成醸成醸成 

①情報の積極的な提供と共有①情報の積極的な提供と共有①情報の積極的な提供と共有①情報の積極的な提供と共有    

日ごろ地域コミュニティとの関わりを持たない人も、地域を知ることで愛着や

関心が生まれ、自律的・主体的に関わっていく意識づくりにつながることが期待

できます。そのため、地域の情報を積極的に収集するとともに、情報を届けたい

人のニーズを的確に把握し、顔の見える関係の中で積極的に声かけを行うなど地

域の情報を積極的に提供し、共有を図ります。 

 

（（（（２２２２））））地域活動地域活動地域活動地域活動のののの整理整理整理整理 

①地域で活動する団体の情報共有と整理①地域で活動する団体の情報共有と整理①地域で活動する団体の情報共有と整理①地域で活動する団体の情報共有と整理    

地域の課題に多様な主体が総合的に関わっていくためには、まず、現在地域で

活動している団体が、どのような目的で、だれを対象に、どのような活動を展開

しているのかをお互いに理解し、地域コミュニティの中で共有することが必要で

す。その中で、お互い認め合いながら、つながりを深めていくとともに、従来地

縁型団体が担ってきた活動の中で課題対応型の対応ができるものを検討するなど、

活動の仕分けや類似した活動の整理統合も検討していく必要があります。 

 

（（（（３３３３））））地域地域地域地域でのネットワークづくりでのネットワークづくりでのネットワークづくりでのネットワークづくり 

①住民がつながる場づくりの推進①住民がつながる場づくりの推進①住民がつながる場づくりの推進①住民がつながる場づくりの推進    

協働は、地域への想いや課題への気づきなど、一人ひとりの想いから出発しま

す。そのため、気軽に集い想いを言い出せる場づくりを地域コミュニティで進め

ます。 

   身近なところで、想いを語り、課題について話し合うことで、団体と団体のつ

ながりだけでなく、住民同士や団体と住民のつながりも深まっていきます。その

ことにより、地域課題の共有や解決が進むことが期待できるとともに、つながる

ことによって新たな活動が生まれたり、地域の様々な経験や技術を持った人たち

を活躍できる場につないでいくことが期待できます。 
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（（（（４４４４））））地域地域地域地域でのでのでのでの協働協働協働協働をををを推進推進推進推進するするするする組織組織組織組織づくりづくりづくりづくり 

①地域づくりを包括的に推進する組織づくり①地域づくりを包括的に推進する組織づくり①地域づくりを包括的に推進する組織づくり①地域づくりを包括的に推進する組織づくり    

地域の個性を活かし、特色や課題に応じた地域づくりを進めるため、住民をは

じめ、地域に関わる様々な主体が協働して、総合的に取り組みを進めていくこと

が重要です。 

そのため、地域コミュニティにおける課題解決の取り組みについて、住民の合

意形成を図り、多様な主体間の調整を図りながらネットワークを活かして解決し

ていく推進組織づくりを目指します。 

市内では、平成 27 年 7 月現在で各団体の連携によるまちづくり協議会等の推

進組織が 9 か所で立ち上げられています。この組織は、概ね小学校区程度の区域

を活動基盤とし、自治区・自治会を含む多様な団体等で構成され、地域の課題解

決に向けて自主的かつ主体的な活動を継続的に展開していく組織として、各地域

に 1 つ設立されるものです。今後、市内全地域での立ち上げを支援するとともに、

地域コミュニティの主体的な活動を支援し、協働のまちづくりを推進します。 

 

 

【推進組織（まちづくり協議会等）の構成イメージ】 
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この推進組織は、住民や団体等をつなぐ土台となる役割が期待されることから、

地域コミュニティでの活動を担っている多様な主体が参加することが基本となり

ますが、地域の実情に応じた形で推進組織づくりを進めていく必要があります。

一方、自治区・自治会は、住民に最も身近な立場の団体であり、地域に対して総

合的な活動を行うことから、推進組織の中でも主要な構成団体と考えられます。

この推進組織づくりにあたっては、自治区・自治会をはじめとする地域づくりの

基盤となる活動を維持し、連携を図りながら活動を展開していくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域ビジョンの共有②地域ビジョンの共有②地域ビジョンの共有②地域ビジョンの共有    

   地域の団体が活動の目的やビジョンが共有されずに各々バラバラに動いている

と地域力が有効に機能しないことも考えられます。また、多様な団体や個人の参

加を促すにあたっても、その目的やビジョンが明確でないと相手に届きにくく、

参加もしづらくなることが予想されます。 

そのため、自分たちの地域はどうありたいのかということをみんなで共有でき

るよう、それぞれの地域のビジョンづくりを進めます。 

 

▲ワークショップの様子(あかしあ台) 

▲環境・緑化活動(ゆりのき台) 

▲コミセンでの放課後活動(富士が丘) ▲高齢者昼食会(狭間が丘) 
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③地域と③地域と③地域と③地域と行政行政行政行政との協働との協働との協働との協働    

行政は、地域課題の把握に努めながら、自ら課題解決のための活動を行う地域

コミュニティに対し積極的な支援を行うとともに、行政が解決すべき課題につい

ては、自らが主体者となって取り組むことが求められています。 

現在、地域担当職員を配置し、課題解決に向けたきめ細かな情報提供やアドバ

イス、推進組織の立ち上げなど、地域コミュニティと行政の協働の窓口としての

役割を担っています。 

地域コミュニティとの協働をさらに進めていくためには、行政の組織体制を充

実させることも必要となってきます。今後も、地域コミュニティにおいて出てき

た課題の共有と課題解決を図るため、地域担当制の充実とバックヤード体制の強

化策を検討し、組織ぐるみで地域コミュニティと協働する体制を整えます。 

また、一人ひとりが地域担当職員という意識を持って、行政組織全体で効果的

に支援が行えるよう、他地域の取り組み事例なども含めた「活動の手引き」など

の作成も今後検討していきます。 

 

④④④④地域コミュニティに対する財政的支援地域コミュニティに対する財政的支援地域コミュニティに対する財政的支援地域コミュニティに対する財政的支援    

平成 26 年 4 月から地域の課題解決に向けた自主的かつ主体的な活動を継続的

に展開していくための財政的支援として「三田市ふるさと地域交付金」をモデル

事業として実施しています。この交付金は、各種団体や個人を問わず多様な主体

がパートナーシップを築きながら、地域の課題やニーズに根ざしたコミュニティ

形成に取り組み、誰もが安心して心豊かにいきいきと暮らせるふるさとづくりに

役立ていただくことを目的として、まちづくり協議会等の推進組織とその準備会

に交付しています。 

今後、地域コミュニティが一体となって課題解決に取り組んでいくために、担

当部署ごとに出されている補助金を一本化して、地域コミュニティの裁量で活用

することができるお金（一括交付金）について、検討していきます。 

この他にも、推進組織の拠点施設整備に対する支援とともに、物的な支援や、

地域特有の課題を地域で優先順位をつけ、市へ提案するような制度について検討

していきます。 
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資料 

 

 

 

① コーディネート機能 

地域には、経験や技術を持った人や様々な団体があり、それをつなぐ仕組みや場が

あれば、今以上に大きな地域力が発揮されることが期待できます。また、事業者や

NPO などの専門性を有した団体が地域コミュニティに関わっていくことで、より効

果的な地域づくりの取り組みを展開していくことも期待できます。そのため、地域に

おられるコーディネーターを担える人材など様々な経験や技術を持った人たちがその

能力を発揮できるような雰囲気や場づくりを進め、地域の様々な資源をつなぐ仕組み

を整備していくことも必要です。また、地域内に足りない資源がある場合は、地域外

の資源をつないで、地域の課題解決に活用していくことも重要です。 

 

② 活動組織 

 地域づくりの活動のうち、課題解決型で取り組めるものについては、地域コミュニ

ティの実情に応じて部会制などを取り入れ、「できる人が、できるときに、できること」

を継続的に実践できる体制を整え

ていくことが重要と考えます。得

意分野ならば参加できるという人

の参加を促すことで、地域活動に

関わる人の裾野が広がるとともに、

目的を共有することで新たなテー

マ型の活動グループが誕生するこ

とも期待できます 

また、機能の部分で、意思決定

や活動を支援する機能と実行組織

の機能を切り分けることも大切で

す。ただし、その際は、実行組織

である活動組織も意思決定に加わ

れる仕組みとしていくことが重要

です。 

 

③ 透明性・中立性・公平性 

推進組織の運営には透明性・中立性・公平性が求められることは当然のことですが、

地域コミュニティの創意工夫を活かせるよう柔軟な対応で運営していくことも大切で

す。 

推進組織づくりを進めるにあたって 

▲組織の例 
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三田市協働のまちづくり基本指針 

平成 27 年 7 月 

 

三田市まちづくり部市民協働局コミュニティ課 

〒669-1595 三田市三輪２丁目１番１号 

TEL  079-559-5046  FAX  079-563-1360 

http://www.city.sanda.lg.jp 

 


