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いぬやま未来会議（いぬみら）のあゆみ 
 

いぬやま未来会議とは？ 
通称「いぬみら」。 

犬山市協働のまちづくり基本条例の制定に向けて、みんなが活躍するためのしくみやルールと

してどんなことを盛り込んだらよいのかを考えるために結成されました。 

メンバーは、公募による市民 22名と市職員の有志 18名により構成され、20歳から 73歳まで幅

広い年齢層の方が参加しています。 

 

いぬみらの活動履歴 
昨年８月の結成から、８回にわたって会議を開催し、市民と市職員が一緒に勉強しつつ、楽し

みながらも真剣に検討を行いました。 

第 1回から第 8回までのテーマは以下のとおりです。 

 

第１回（8/28） 

テーマ：『夢語り～まちづくりのルールを自分たちで！』 

第２回（9/19） 

テーマ：『犬山ってどんなまち？こんなまち！』 

第３回（10/16） 

テーマ：『協働のまちづくり基本条例の意義・役割って何？』 

第４回（11/15） 

テーマ：『条例のホネグミづくり』 

第５回（12/19） 

テーマ：『条例前文の素材づくり』 

第６回（1/22） 

テーマ：『ホネグミの肉付け！①』 

第７回（2/5） 

テーマ：『ホネグミの肉付け！②』 

第８回（3/12） 

テーマ：『まとめ－みんなの意見の確認』 

 

 

また、メンバー有志９人によるワーキンググループを立ち上げ、

条例の前文案について３回にわたって協議しました。 

そして、会議の中でメンバーが考えた「犬山市協働のまちづくり基本条例」の基本的な考え

方、方向性を取りまとめたのがこの『意見集』です。 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．市民参加・協働のしくみとルール 
 

  



 



４－① 市民参加 

 

１．いぬみらメンバーが考えた基本的方向性 

■市民参加の仕組みに関する基本的な考え方を条例に記載します。 

●協働のまちづくりを推進していくためには、市政やまちづくりへの市民参加の仕組みについて

記載する必要があります。 

●「参加を強制しないこと」、「不参加による差別を禁止すること」を記載するかどうかについて

は、さらなる検討が必要です。 

 

２．いぬみらメンバーの具体的な意見  
 

こうしたら！ 

（提案） 

◎市民参加の仕組みに関する基本的な考え方のみ

記載する。 

 市民とまちづくり情報を共有する 

 多くの市民参加の場や機会を設ける 

 参加しやすい多様な工夫と環境づくりに努める 

 市民、議会及び行政は、市民参加の結果を尊重し、

本市のまちづくりに反映させるよう努める 

◎市民参加の具体的な仕組みについては、別の条

例に委任する。 

 今後、「市民参加条例」等を市民参画により策定 

その理由 

●基本条例なので、大枠や大原則を記載する。 

●条例の評価・検証項目として、市民参加の入口から出口まで設定して

おく必要がある。条例の実効性を保つために不可欠な要素。 

●市民の権利（知る権利、参加する権利）とリンクさせる。ひとり一人が

主人公としてまちづくりに参加することを保証する。 

●具体的な仕組みについては、もっと十分な議論が必要。 

●本条例に記載することで、条例に縛られたり、間口が狭くなる可能性

がある。別条例のほうが柔軟に運用・見直しができる。 

●参加を強制しないことを記載することで、自由さを強調できる反面、

ネガティブに捉えられる可能性がある。 

 

３．参考：他自治体における条文  
 

【一宮市】 

（情報共有） 

第７条 市が保有する情報は、市民との共有物であって、市は、これを適正に管理し、公正かつ公平に提

供するものとします。 



２ 市民が保有する公共的活動に関する情報は、まちづくりを進めるために有用であり、市民及び市は、

これを適正に共有するよう努めます。 

（市民の参加の機会の保障） 

第８条 市は、市民の市政への参加の権利を保障するため、多様な参加の機会を設けるよう努めなければ

なりません。 

２ 市は、多様な方法を用いて市民の意見や提案を求め、これを市政の運営に反映するよう努めなければ

なりません。 

（協働によるまちづくり） 

第１３条 市民及び市は、協働によるまちづくりを推進していくものとします。 

２ 市は、協働によるまちづくりを効果的に推進するための制度の整備に努めなければなりません。 

【安城市】 

（市民参加） 

第１４条 市民参加の権利を保障するため、市長は、別に条例で定めるところにより、適切かつ効果的と

認められる市民参加の手法を用意します。 

【江南市】 

（市民及び事業者等のまちづくりへの参加）  

第１１条 市民及び事業者等（まちづくり組織を除きます。）（以下「市民等」といいます。）は、まちづ

くり組織の活動に、自主的に参加するよう努めます。  

２ 前項の規定による参加をする市民等は、交流しながら相互に助け合うとともに、地域課題の解決等に

向けて協力し、行動するよう努めます。  

３ 執行機関等は、まちづくりへの参加者の対等性を確保するために、子どものまちづくりへの参加、多

文化共生への配慮等をするよう努めます。  

（地域の自治力の向上） 

第１２条 地縁による団体は、地域住民の自主的な参加のもとに、地域課題の解決を図るなど、まちづく

りを推進することにより、自治力の向上に努めます。  

（まちづくり組織の運営）  

第１３条 まちづくり組織は、誰もが参加しやすい運営に努めることとし、必要に応じて他の組織と協働

しながら、地域課題の解決等を図ります。  

（まちづくり組織への執行機関等の支援）  

第１４条 執行機関等は、市民等がまちづくり組織の活動に参加しやすい環境づくりを積極的に行うもの

とします。  

２ 執行機関等は、まちづくり組織の設立及び活動を支援するよう努めます。  

３ 執行機関等は、まちづくりを推進する人材の育成を図ること、まちづくり組織間の交流の機会を設け

ること等により、まちづくりの活発化を推進するよう努めます。 

【小牧市】 

（まちづくりへの参加） 

第１３条 市民は、まちづくりに関心を持ち、一人一人が自らの意思で、まちづくりに参加するものとし

ます。 

（地域における自治組織の活動） 

第１４条 市民は、地域における自治組織（ 以下「地域自治組織」といいます。）の活動の意義を理解

し、協力することに努めるものとします。 

２ 市民は、地域自治組織の活動を通じて交流を図り、互いに理解を深め、信頼し、支え合い、助け合う

よう努めるものとします。 

３ 市民は、地域における生活課題を共有し、地域自治組織の活動を通じて、課題の解決に取り組むよう

努めるものとします。 

４ 議会及び行政は、地域自治組織が自律し、効果的かつ継続的に活動できるよう、必要な支援を行うも

のとします。 

（市民の公益的活動） 

第１５条 市民は、ボランティア活動その他の市民の公益的活動に関心を持ち、市民の公益的活動がまち

づくりに役立つことを認識するよう努めるものとします。 

２ 市民の公益的活動に取り組むものは、それぞれの特性を活かし、専門性を高め、更に、それぞれの活



動に自立して取り組み、まちづくりの推進力となるよう努めるものとします。 

３ 市内で事業を行う個人、法人又は団体は、地域の一員として、地域に貢献する活動を行うよう努める

ものとします。 

４ 議会及び行政は、市民の公益的活動の自主性及び自発性が発揮されるよう必要な支援を行うものとし

ます。 

（協働の推進） 

第１６条 地域自治組織の活動又は市民の公益的活動を行うものは、互いに協働することに努めるものと

します。 

２ 市民、議会及び行政は、積極的に協働を進め、まちづくりの推進力を高めていくものとします。 

（人材の発掘及び育成） 

第１７条 市民、議会及び行政は、まちづくりの情報を広く発信し、積極的にまちづくりへの市民の参加

の機会を設け、まちづくりに率先して行動する人材の発掘及び育成に努めるものとします。 

【岩倉市】 

（市民参加と協働）  

第１０条 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実

施・評価のそれぞれの過程において多様 な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努

めるものとします。  

２ 議会及び執行機関は、市民参加により得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう

努めるものとします。  

３ 市民、議会及び執行機関は、市政及びまちづくりに当たり、互いの役割と責務の下に、対等な立場で

連携し、協力するとともに、協働のための環境づくりに努めるものとします。  

４ 前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 

 

【日進市】 
（市民参加） 

第１５条 市民は、市政に関わる政策等の立案、実施、評価のそれぞれの過程において、自主的に参加す

ることができます。 

２ 子どもは、それぞれの年齢にふさわしいかたちで市政に参加することができ、能力に応じた役割を果

たすことができます。 

３ 市民は、子どもが能力に応じた役割を果たすことができるよう、適切な支援に努めます。 

４ 市議会及び市の執行機関は、市民が市政に参加する場や機会を多く提供し、誰もが参加しやすい多様

な工夫と環境づくりを行わなければなりません。 

５ 前各項に規定する市民参加に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 

【大口町】 

※第２章 基本理念で（参加と協働の基本的な約束）と（参加と協働の効果）を位置づけている。 

（参加と協働の基本的な約束）  

第４条 参加と協働については、次のことを基本的な約束とします。  

(1)  参加と協働は、まちづくりの担い手の意思と判断によるものであり、強制されることはありませ

ん。 (2)  まちづくりの担い手の自主的な活動や参加と協働は制限をされず、また干渉を受けません。  

(3)  子ども（満２０歳未満の個人をいいます。）も、参加と協働のまちづくりに加わり活動する権利が

認められます。  

(4)  議会と町の執行機関は、まちづくりの担い手が参加と協働を進めることができるよう努めなければ

なりません。  

(5)  町の執行機関は、まちづくりの担い手の自主的な活動が促進されるよう必要な連絡、調整等に努

め、互いに平等な関係を実現しなければなりません。  

(6)  まちづくりの担い手は、町の執行機関が保有する情報について、正確な内容により積極的に公開を

受ける権利が認められています。  



(7)  まちづくりの担い手は、町の執行機関と協働で行う事業に関して説明をする機会、参加の機会や事

業の成果に関して報告する機会が認められます。  

（参加と協働の効果）  

第５条 参加と協働は、次のようなまちづくりを実現します。  

(1) まちづくりの担い手が持つ知恵や工夫がまちづくりに活かされます。  

(2) まちづくりの担い手が得意とする分野と町の執行機関が得意とする分野を活かしあうことにより、

無駄なく効果的な課題解決が図られます。  

(3) 多様なまちづくりの担い手により、様々な状況に応じてきめ細かな活動や援助を提供することがで

きます。  

(4) 地域自治組織が地域自治を担うことにより、その地域に根差した課題を効果的に解決することがで

きます。  

(5) 町の執行機関が、まちづくりの担い手に対し説明責任を果たすことで、互いの信頼関係を築くこと

ができます。  

※「第５章 参加と協働の約束に基づく制度」で、（まちづくり提案会議）や（政策検討会議）など、計６

条にわたってかなり詳細にわたって参加と協働の制度を位置づけている。 

（まちづくり提案会議）  

第１２条 住民の連署により大口町全体を対象とする政策の提案があったときには、「公平」「発展」「安全」

「共生」「協働」の実現を基準として、政策の提案者と町の執行機関がその提案の必要性、実現の可能性

等について共同で検討します（この後、この手続きを「まちづくり提案会議」といいます。）。ただし、

次の事項はまちづくり提案会議の対象となる事項から除きます。  

(1)  町の執行機関の権限でない事項  

(2) 議会や町の執行機関の人事に関する事項  

(3) 既にまちづくり提案会議で検討の対象とした事項や規則の定めるところにより、まちづくり提案会

議において検討することが適さないと判断され、その旨を公表した事項で、再度検討を行うことを要

しないと認められる事項  

(4) 第１号から第３号に定めるもののほか、まちづくり提案会議の対象とすることが適当でないと認め

られる事項  

（政策検討会議）  

第１３条 町の執行機関は、住民の生活や活動とまちづくりの担い手の活動に大きく影響を及ぼすことが

考えられる政策の実施に当たっては、事前にその政策の目的、目標、方法その他必要な情報を、住民又

はまちづくりの担い手に説明し、意見や提案を受けるものとします（この後、この手続きを「政策検討

会議」といいます。）。  

２ 町の執行機関は、次のことを公表するものとします。ただし、大口町情報公開条例（平成１１年大口

町条例第２８号。この後「情報公開条例」といいます。）第７条各号の情報に当たるものについては、公

表しないものとします。  

(1) 意見や提案を受けようとする計画、条例、制度等の案やこれらに関連する資料  

(2) 政策検討会議に参加できる者の資格  

(3) 政策検討会議を開催する日時と場所  

第１４条 重要な計画や条例を策定し、又は変更するときは、事前に町の執行機関は次のことを公表して、

住民又はまちづくりの担い手の意見や提案を受けるものとします（この後、この手続きを「意見公募手

続」といいます。）。  

(1) 意見や提案を受けようとする計画、条例、制度等の案やこれらに関連する資料 

(2) 意見や提案を行うことができるものの範囲  

(3) 意見や提案の提出先と提出の方法  

(4) 意見や提案の提出期間  

（制度の選択）  

第１５条 町の執行機関は、政策検討会議又は意見公募手続のどちらかの方法を選択できるものとします。  

（出前対話）  

第１６条 まちづくりの担い手から町の政策について、説明の要望があるときは、町の執行機関はその説

明を行い、又はまちづくりの担い手との意見交換を行うものとします（この後、この手続きを「出前対

話」といいます。）。  



（地域懇談会）  

第１７条 町長は、毎年４月から翌年の３月までの間に一回以上小学校区ごとに、議会、地域自治組織そ

の他の様々なまちづくりの担い手とともに、大口町のまちづくりについて意見交換を行うものとします

（この後、この手続きを「地域懇談会」といいます。） 

【弘前市】 

（協働の推進）  

第１５条 市民等、議会及び執行機関は、協働のあり方を具体化したまちづくりの仕組みを形式的に用い

るだけでなく、第５条に規定する基本理念等に定める協働の趣旨を十分に認識し、及び尊重するよう努

めるものとします。 

 

参加は強制されない旨や不参加による差別を受けない旨を記載している自治体 

【一宮市】 
（市民の役割） 

第６条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、まちづくりに参加しなければなりません。ただ

し、その参加を強制されることがあってはなりません。 

【大口町】 
（参加と協働の基本的な約束） 

第４条 参加と協働については、次のことを基本的な約束とします。 

(1) 参加と協働は、まちづくりの担い手の意思と判断によるものであり、強制されることはありません。 

(2) まちづくりの担い手の自主的な活動や参加と協働は制限をされず、また干渉を受けません。 

(3) 子ども（満２０歳未満の個人をいいます。）も、参加と協働のまちづくりに加わり活動する権利が認

められます。 

 

参考 

【柏崎市】 
（参加する権利）  

第７条 市民は、だれでも自由に、お互いに平等な立場で、まちづくりに参加する権利を有する。 

２ 市民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として、差別的な扱いを受けない。 

【高浜市】 

（市民の権利）  

第５条 市民は、まちづくりに参画する権利があります。  

２ 市民は、まちづくりに関し、議会及び行政が持っている情報を知る権利があります。  

３ 市民は、まちづくりに参画しないことを理由に不利益を受けません。 

 
 

 

  



４－③ 協働、市民活動・地域自治活動の推進 

 

１．いぬみらメンバーが考えた基本的方向性 

■地区ごとに多様な自治の単位が存在する犬山市では、自治の推進単位を「区、自治会等」、「小学

校区単位ごと等の地域自治組織」、「コミュニティ」などを含む「地縁の組織（地縁コミュニティ）」

と、「NPO等の市民活動団体（志縁コミュニティ）」の二つに整理します。 

■協働の仕組みに関する基本的な考え方を条例に記載します。 

■地縁コミュニティ、志縁コミュニティによる活動を保証するための具体的な仕組みについては、

別の条例に委任します。 

●特定の目的を持った人たちが集まり、市民活動やボランティア活動を行う「志縁コミュニティ」

と身近な地域で地縁活動、地域自治活動などを行う「地縁コミュニティ」の役割や努めるべき

事項、こうした団体の活動を保証するための仕組みなどについて規定する必要があります。 

●平成 13 年に制定された「犬山市市民活動の支援に関する条例」と本条例との関係性について

も検討が必要です。 

２．いぬみらメンバーの具体的な意見  
 

こうしたら！ 

（提案） 

◎自治の推進単位を「地縁コミュニティ」と、「志

縁コミュニティ」の二つに整理し、各種団体や活

動を規定する。 

◎協働を推進するための基本的な考え方のみ記載

する。 

 協働によるまちづくりを推進する 

 協働を推進するための支援制度等の整備 

 協働推進のための人材育成や交流機会の提供 

◎協働推進や団体の活動を保証するための具体的

な仕組みについては、別の条例に委任する。 

 市民活動支援条例を地縁コミュニティも含む内容に

改正する。 

その理由 

●地縁団体や NPO など、主体ごとに参加と協働の仕組みは異なるため、

この条例の中で具体的に記載することは難しい。 

●基本的な考え方を記載することで、条例制定時の意図を汲んだ評価・

検証のためのツールになる。 

●協働のまちづくりを推進する土台として、市民が積極的にまちづくり

に参加できるようにするための支援制度は必要。 

●犬山市に存在する多様な地縁コミュニティが、連携し合って協働で活



動することが重要だから。 

●これまで「志縁コミュニティ」の活動を促進してきた市民活動支援条

例を活かしながら、「地縁コミュニティ」も支援できるようにバージョ

ンアップするべき。 

 

３．参考：他自治体における条文  
 

【一宮市】 

（協働によるまちづくり) 

第１３条 市民及び市は、協働によるまちづくりを推進していくものとします。 

２ 市は、協働によるまちづくりを効果的に推進するための制度の整備に努めなければなりません。 

（地域活動団体) 

第１４条 地域活動団体は、地域内の住民で構成される、まちづくりに欠くことのできない存在であり、

これをまちづくりの主体として位置付けます。 

２ 地域活動団体は、地域内の住民の意見の集約を図り、その地域における公共的課題の解決に努めるも

のとします。 

３ 地域活動団体は、運営ルールを明確にするとともに、開かれた運営を行い、地域内の住民が参加しや

すいように活動を行います。 

４ 地域内の住民は、地域活動団体がまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、尊重するとともに、

その活動に積極的に参加し、協力するよう努めます。 

（非営利活動団体) 

第１５条 非営利活動団体は、自主的に公共的活動を行う、まちづくりに欠くことのできない存在であり、

これをまちづくりの主体として位置付けます。 

２ 非営利活動団体は、自らの公共的活動を行うとともに、他の非営利活動団体等との連携を図りながら、

課題の解決に努めるものとします。 

３ 非営利活動団体は、地域社会の一員として、それぞれの活動がまちづくりに関与しているという意識

を持ち、市民が参加しやすいように活動を行います。 

（地域活動団体等への支援) 

第１６条 市民及び市は、地域活動団体及び非営利活動団体が活発に活動を行うために必要な支援を行い

ます。 

（地域におけるまちづくり） 

第１７条 市は、地域の意思を反映させ、地域内の住民が自主的に身近な地域の課題の解決を図り、地域

のことは地域内の住民が自ら考え、実行できるようにするため、連区（地域の合意による複数の町内会

で形成された区域をいいます。）単位でまちづくりをすすめるための施策を講じます。 

【安城市】 

（コミュニティ） 

第１５条 コミュニティは、まちづくりの担い手として、自主的にまちづくりに取り組むよう努めます 

２ 市民は、コミュニティの意義と役割について理解を深め、積極的にコミュニティに加わり、又はその

活動に参加するなど、コミュニティを守り育てるよう努めます。 

３ 市長は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動の支援に努めます。 

【江南市】 

（市民及び事業者等のまちづくりへの参加）  

第１１条 市民及び事業者等（まちづくり組織を除きます。）（以下「市民等」といいます。）は、まちづ

くり組織の活動に、自主的に参加するよう努めます。  

２ 前項の規定による参加をする市民等は、交流しながら相互に助け合うとともに、地域課題の解決等に

向けて協力し、行動するよう努めます。  

３ 執行機関等は、まちづくりへの参加者の対等性を確保するために、子どものまちづくりへの参加、多

文化共生への配慮等をするよう努めます。  

（地域の自治力の向上） 



第１２条 地縁による団体は、地域住民の自主的な参加のもとに、地域課題の解決を図るなど、まちづく

りを推進することにより、自治力の向上に努めます。  

（まちづくり組織の運営）  

第１３条 まちづくり組織は、誰もが参加しやすい運営に努めることとし、必要に応じて他の組織と協働

しながら、地域課題の解決等を図ります。  

（まちづくり組織への執行機関等の支援）  

第１４条 執行機関等は、市民等がまちづくり組織の活動に参加しやすい環境づくりを積極的に行うもの

とします。  

２ 執行機関等は、まちづくり組織の設立及び活動を支援するよう努めます。  

３ 執行機関等は、まちづくりを推進する人材の育成を図ること、まちづくり組織間の交流の機会を設け

ること等により、まちづくりの活発化を推進するよう努めます。 

【小牧市】 

（まちづくりへの参加） 

第１３条 市民は、まちづくりに関心を持ち、一人一人が自らの意思で、まちづくりに参加するものとし

ます。 

（地域における自治組織の活動） 

第１４条 市民は、地域における自治組織（ 以下「地域自治組織」といいます。）の活動の意義を理解

し、協力することに努めるものとします。 

２ 市民は、地域自治組織の活動を通じて交流を図り、互いに理解を深め、信頼し、支え合い、助け合う

よう努めるものとします。 

３ 市民は、地域における生活課題を共有し、地域自治組織の活動を通じて、課題の解決に取り組むよう

努めるものとします。 

４ 議会及び行政は、地域自治組織が自律し、効果的かつ継続的に活動できるよう、必要な支援を行うも

のとします。 

（市民の公益的活動） 

第１５条 市民は、ボランティア活動その他の市民の公益的活動に関心を持ち、市民の公益的活動がまち

づくりに役立つことを認識するよう努めるものとします。 

２ 市民の公益的活動に取り組むものは、それぞれの特性を活かし、専門性を高め、更に、それぞれの活

動に自立して取り組み、まちづくりの推進力となるよう努めるものとします。 

３ 市内で事業を行う個人、法人又は団体は、地域の一員として、地域に貢献する活動を行うよう努める

ものとします。 

４ 議会及び行政は、市民の公益的活動の自主性及び自発性が発揮されるよう必要な支援を行うものとし

ます。 

（協働の推進） 

第１６条 地域自治組織の活動又は市民の公益的活動を行うものは、互いに協働することに努めるものと

します。 

２ 市民、議会及び行政は、積極的に協働を進め、まちづくりの推進力を高めていくものとします。 

（人材の発掘及び育成） 

第１７条 市民、議会及び行政は、まちづくりの情報を広く発信し、積極的にまちづくりへの市民の参加

の機会を設け、まちづくりに率先して行動する人材の発掘及び育成に努めるものとします。 

【岩倉市】 

（市民自治活動） 

第１１条 市民は、それぞれの地域における地域団体による活動を通じて、市民自治活動の推進に努める

ものとします。 

２ 市民は、市民活動団体による活動を通じ、それぞれの役割の下で、自らできることを考え、行動し、

市民自治活動の推進に努めるものとします。 

３  市民は、自治の担い手であることを自覚するとともに、地域団体及び市民活動団体の役割を認識し、

これらを守り育てることに努めるものとします。 

４ 市民と議会及び執行機関は、市民が第１項及び第２項の活動を通じて地域課題を解決しようとする場

合には、互いに補完し合うものとします。 

５  地域団体及び市民活動団体は、市民自治活動を推進するために、団体相互の連携及び協働に努めるも



のとします。 

６ 議会及び執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。 

【日進市】 

（市民自治活動） 

第１６条 市民は、それぞれの地域において、住民自治組織等によるコミュニティ活動を通じ、市民自治

活動の推進に努めます。 

２ 市民は、NPO 等によるコミュニティ活動やボランティア活動を通じ、それぞれの役割のもとで、自ら

できることを考え、行動し、市民自治活動の推進に努めます。 

３ 市民は、コミュニティが市民主体の自治の重要な担い手となることを認識し、これを守り育てるよう

努めます。 

４ 市の執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。 

５ 前項に規定する市民自治活動の支援に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 

【大口町】 

（地域自治組織の定義） 

第９条 地域自治組織は、地域のつながりを基礎にした住民にとって身近な公共的組織であり、「自立と共

助の精神」を持って地域共通の課題解決に努め、住民のより良い暮らしの実現を目指し活動する組織で

す。２ 地域自治組織は、住民が主体になって地域の特色に応じた価値の創造や地域固有の課題解決が

進められるよう、おおむね小学校区を単位とした区域で設立された次に掲げる組織をいいます。 

(1) 大口町南地域自治組織(平成 25年 12月 8日設立) 

(2) 大口町北地域自治組織(平成 25年 7 月 7日設立) 

(3) 大口町中地域自治組織(平成 25年 7 月 28日設立) 

（地域自治組織の役割） 

第１０条 地域自治組織は、住民一人ひとりの自立と共助の精神のもとに、自ら解決できる地域の課題に

ついては、自らが考え決定し主体的に取り組むものとします。 

２ 地域自治組織は、自らが解決できない地域の課題については、町の執行機関やその他のまちづくりの

担い手と連携し、その解決を図るものとします。 

（地域自治組織と町の執行機関の関係） 

第１１条 町の執行機関は、地域自治組織が地域自治を担うために必要となる組織や制度の整備について

地域自治組織と話し合い取り組みます。 

２ 町の執行機関は、地域自治組織の自立性と自主性を尊重し、地域自治を実現するために必要な権限と

財源を地域自治組織に委ねるものとします。 

【弘前市】 

（コミュニティの役割）  

第１１条 コミュニティは、まちづくりにおいて、次の各号に掲げるコミュニティの区分に応じ、当該各

号に定める役割を担うものとします。  

(1) 町会その他の地縁を基盤とした団体 担い手の育成に努め、その組織、活動等の充実を図り、それら

を継承していくこと。  

(2) 市民活動団体その他のテーマで結び付いた団体 当該団体相互の連携に配慮するとともに、専門性

を生かした取組をすること。 

 

 


