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 はじめに 

 
現在、日本の地方自治は大きな変革の時代を迎えています。長引く景気の低迷や少子高

齢化に伴う社会保障費の増大などにより、地方公共団体の財政は悪化の一途をたどってい

ます。また、地方分権の推進によって業務量が増大する一方で地方公務員の数は大幅に削

減されており、一人ひとりの公務員が抱える業務量はますます多くなっています。このよ

うな状況において、行政はこれまでの仕事のあり方を見直し、真に行政の力が必要とされ

る仕事に集中せざるをえなくなっています。行政が「あれもこれも」行う時代から、「あれ

かこれか」の時代へと移行したといっていいでしょう。 

 

このような社会情勢の中では、地域を元気にしていくためのまちづくりの取り組みのあ

り方も変わらざるをえません。従来のまちづくりは、どちらかといえば行政が主体となっ

た公共事業型のまちづくりでした。しかし、もはやこのような行政主導のまちづくりが有

効性を発揮する時代ではありません。これからのまちづくりは、自らの地域について考え

る「住民自治」を基本として、市民が中心となって活躍するまちづくりでなければなりま

せん。行政の役割は、それらの活動を後方から支援し、市民がのびのびと力を発揮するこ

とができるようにすることになります。いわば、市民と行政が力を合わせて取り組む「協

働のまちづくり」こそが求められているということになります。 

 

八代市ではこれまで、「加（か）たって、語たって、協働によるまちづくり」をモットー

に、住民自治によるまちづくりを積極的に進めてきました。地域協議会の設置や地域アド

バイザー制度、地域の自主的な取り組みの支援など、全国に先駆けた住民自治の取り組み

が進められてきたところです。 

 

八代市が今後、さらに市民主体のまちづくりを強化し、市民と行政との協働を実現して

地域に元気を生み出していくためにはどうすればいいのでしょうか。その答えの一つとし

て今回私たち研究会が取り組んだのが、「協働のルールづくり」に関する研究です。住民自

治と協働を単なる標語とせず、真に意味のある取り組みとしていくためには、市民と行政

双方に対しての明確なルールづくりとしての条例が必要であると考えられます。八代市に

このような条例ができれば、それに基づいて市民と行政が対等な立場で連携・協力してい

くことができるようになり、市民の行うまちづくり活動もより確かなものとなるでしょう。 

 

以上のようなことがらについて、私たち研究会は今年度 6 度にわたる研究会を開催し、

検討を行ってきました。その内容を本提言書に取りまとめています。この提言書の内容を

踏まえ、今後の市政運営に取り組んでいただくことを要望いたします。 

 

 

八代市協働の推進に関する条例研究会 

会長 澤田 道夫 
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１ 八代市の現状 

 

八代市は、広域合併による活動領域の拡大や少子・高齢化や核家族化の進展等によって、

地域自治のあり方に大きな影響がでてきています。 

特に、高齢者世帯や共働き世帯、単身世帯の増加等が見られ、市民ニーズが多様化、複

雑化していることや、地域連帯感の喪失、地域活動に対する市民の無関心層の増大、雇用

衰退による若者の流出及び担い手不足といった問題、さらに山間地においては、限界集落

の増加傾向など、さまざまな問題に直面しています。 

 

また、地域社会の変化や地域福祉、環境活動の充実、青少年の健全育成、さらには防犯

防災活動の充実といった、私たち市民にとって身近で重要な課題への対応が急がれていま

すが、従来のように、画一的な市の制度だけでは、それぞれの地域で暮らす市民へも、満

足のいく行政サービスの提供が難しくなってきているように感じられます。 

 

そのことから、八代市では住民自治によるまちづくり(※)を推進し、概ね小学校区単位を

基礎に、地域の総合的なまちづくりを考え実践していくための組織として、「地域協議会」

の設立を推進し、平成２６年４月に市内全地域への設立ができたようです。 

しかしながら、設立の根拠や何に基づいて協働のまちづくりを推進し、それぞれの主体

がどのような役割を担っていけばよいのかなど、具体的な姿が明確になっていません。 

八代市の地域協議会のあるべき姿を示し、協働の取り組みの方向性と目指すべきまちづ

くりのあり方について真剣に考えていく時期に来ているのではないでしょうか。 

※計画の位置付け 

平成 19年 9月策定「住民自治によるまちづくり基本指針」 

   平成 20年 4月策定「八代市総合計画：協働によるまちづくりの推進」 

   平成 22年 3月策定「八代市住民自治によるまちづくり行動計画（前期）」 

   平成 27年 3月策定「八代市住民自治によるまちづくり行動計画（後期）」 

 

 

２ なぜ今、協働のまちづくりなのか 

 
 先ず、私たちは「協働」という言葉を学びました。 

協働とは、「異なる複数の主体が互いに共有可能な目標を設定し、その目標を達成する

ために各主体が対等な立場で自主・自律的に相互に話し合い、単一主体で取り組むよりも

効率的に、そして相乗効果的に目標を達成していくことができる手段」とあります。いわ

ゆる、物事を効率的、効果的に達成していくための手段であり、目的ではないということ

です。 

本格的な地方分権時代の到来により、地方自治体では、地域のことは地域で考えるとい

う「自己決定・自己責任」に基づいた自治運営が求められており、私たち市民と行政が協

働で方向性を決め、その決定にお互いが責任を持つことが求められているようです。 
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次に、「まちづくり」という言葉を再確認しました。「まちづくり」は、道路や建物、

公園などといった、まち並みをつくるという意味にとらえがちですが、本来は、人とのつ

ながりを大切にして、その「まち」の歴史、環境、福祉など、いろいろな角度から、「自

分たちの地域を元気にする」、「地域の中で高齢者の生きがいを見つける」、「地元の産

業を盛り上げる」など、そこでの暮らしをつくっていくため、いろいろな関係者が力を合

わせ、地域を元気にしていこうという取り組みが「まちづくり」そのものだということが

わかりました。 

 また、「まちづくり」と言えば、私たちはどうしても行政を連想してしまいます。本来

であれば、まちづくりは、私たち個人や自治会、ＮＰＯ、ボランティア団体等が距離的に

一番近くにいて、行政は、一番遠くにいる存在なのですが、まちづくりは、行政が一番の

主役だと思い込んでいます。自分たちのまちのことは、私たち自身で考え、行動していか

なければならないのですが、行政に依存してしまい、例えば、「道路や温泉センターを作

ってほしい」、「元気がないから行政はしっかり考えてもらわないと困る」など、ついつ

い言葉に出してしまいます。 

 

では、なぜいま協働のまちづくりなのかを考えてみました。 

 私たちを含め、多くの市民は、市の財政が苦しいから、経費削減のために「協働のまち

づくり」を進めていると思っているかもしれません。しかし、財政が豊かな自治体におい

ては協働する必要がないかというとそうではありません。 

近年、環境、教育、防犯・防災、情報入手の格差など、地域社会の課題が多様化・複雑

化しています。これらの課題に、公平・公正、画一的な行政サービスだけでは十分に対応

できないということ、また、限られた財源で最大限の公共サービスを提供するには、行政

サービスを見直したり、民間の力を活用しなければならないということ、さらに、少子・

高齢化問題により、将来抱える弊害は大きく、社会保障の負担増、経済規模の縮小、労働

力の低下、地域や家族を支えていく機能の低下など、大きな問題に直面していることがわ

かりました。 

 

一方、公共という言葉は、公共イコール行政というイメージが頭の中に残ってしまいま

す。しかし、公共は、多くの人々が共有したり、共通する利害があれば、官だけが公共を

担わなければならないわけではなく、市民やＮＰＯ、企業等の民が主体となって公共サー

ビスを提供したり、官と民が力を合わせて公共を担っていくことができるということがわ

かりました。 

特に、社会の成熟化に伴い、自分たちのまちは自分たちでつくっていこうとする動きが

出てきているように、八代市でもＮＰＯ、ボランティア団体等は増加傾向にあると聞きま

すので、まちづくりに対する市民意識が高まりつつあります。 
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３ 八代市政について 

 

「１、八代市の現状」で述べたように、さまざまな問題への対応は、将来の八代市を見

据え、着実に取り組んでいかなければならない重要な課題です。 

どのようにして八代市を元気にしていくかを考えるとき、これまでの行政主体、 行政主

導による取り組みから、私たち市民との「協働」へと移行していく必要があると考えます。 

そこで、これから市民と行政が協働で取り組んでいくにあたり、「市政やまちづくりに対

しどう感じているのか」、「どうしたら市民と行政が協働で取り組めるか」について、率直

な意見を出し合いました。 

 

■「市政やまちづくりに対しどう感じているのか」に関する主な意見 

 ・まちづくりに関する情報が不足している。 

 ・市の広報紙がワンパターン化している。 

 ・興味があっても意見の出し方がわからないし、わざわざ伝えようと思わない。 

 ・興味も関心もなく魅力がない。 

・生活への関連性、不安がないから無関心になる。 

 ・行政が身近ではない。 

・まちづくりは楽しくないし、面倒くさい。 

 ・まちづくりは誰かがやってくれる。 

 ・まちづくりは見返りもなく、金にならない。 

 ・人と接したくない。 など 

 

市政やまちづくりに関して、主に「市政に無関心であること」、「行政からまちづくり

の情報が不足している」といった意見が多く出てきました。 

私たち市民と行政の考えに、相当な開きがあるように思われますが、そもそも、私たち

市民が市政やまちづくりに無関心であることが一番の問題であり、これから多くの市民に

対し、どのようにして、自治意識、協働意識を醸成していくかが大きなカギになると思わ

れます。 

行政からの情報発信については、広報紙やホームページ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、モバ代（し

ろ）、防災行政無線など情報のツールとしては、かなり充実していることがわかりました。 

では、なぜ行政からの情報不足なのか考えたとき、受け手の側である市民の目線に立っ

ていないことも挙げられます。その解決策としては、市民の意見を聞けるように、行政が

市民からアンケートを取り、市民の目線に立った情報ツールを作ることにより、これまで

以上に市民が市政に関心を持つことが期待できます。 

また、行政情報のツールは充実し、公平・公正に情報を提供されていますので、なぜ行

政からの情報が不足しているのかについて、さらに意見を掘り下げたところ、私たちが欲

しい情報・興味があることしか入手しないことから、結果として、行政が市民に情報を与

えていないというふうに思われてしまいます。 

私たち市民が市政に関心を持ち、より積極的にまちづくりの情報を得ていくことが必要
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だということがわかりました。 

 

■「どうしたら市民と行政が協働で取り組めるか」に関する主な意見 

 ・そもそも協働に興味がない。 

 ・具体的な方法を示すべき。 

 ・市民の役割が明確でない。 

・行政からの情報が不足している。 

 ・自分の意見が行政に届く仕組みづくり。 

 ・市民の意見を反映した施策は、その都度公開するべき。 

 ・とにかく地域の活動に関わってみるべき。 

 ・目安箱の設置や町内長へ提言すべき。 

 ・先ずは、簡単でシンプルな方法から始めるべき。（実績づくり） 

 ・小さな単位で考えるべき。 

 ・地域の中でじっくりと話し合いをするべき。 

・市民と市の職員が信頼関係を構築するべき など 

 

 次に、「どうしたら市民と行政が協働で取り組めるか」について意見を出し合ったとこ

ろ、協働に関して「興味がない」という意見が多く出ました。また、「行政との関わりを

感じない」、「好きな人がやればいい」「無関心でも生活ができる」など、協働の意義、

必要性が理解されていないことがわかりました。 

では、市民と行政の協働が理解されるには、どうすればよいか意見を出し合ったところ、

先ずは、自分たちの住む地域の活動に参加すること、意見が反映される仕組みをつくるこ

と、具体的な協働のやり方を示すことで、「まちづくりへの関心が高まっていくのではな

いか」ということや、市民が自分の役割を知ることによって、「どのようなアクションを

起こせばいいのか」、「どうやって行政に関わればいいのか」など、まちづくりのあり方

を明確にすることで、「市民と行政との協働がしやすくなるのではないか」といった意見

がありました。 

 また、情報の発信や地域の意見を求める際は、「小さな単位で取り組むことが、情報も

伝わりやすいし、意見を取りまとめやすくなるので、より協働への理解が進むのではない

か」といった意見がでました。 

地域のいろいろな課題に対して、「誰かがやってくれるだろう」、「自分には関係ない」、

「市役所の仕事だ」といっている間に、問題はどんどん増えていきます。 一人が気付き、

行動しようと思っても、一人では心細くてうまくできませんが、一緒に行動する仲間が集

まれば、いろいろな知恵や工夫が生まれ、解決も早くなりますので、ある一定のコミュニ

ティ単位でのまちづくりがキーワードだと思います。 
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４ これからのまちづくりの手法について 

 

（１）市民主役のまちづくり 

まちづくりは、その過程においても市民が納得し、共有できるものでなくてはなりませ

ん。そのために、これまで以上に市民の意志を尊重し、多くの市民の参画を促しながら、

その知恵と力を加えた新しいまちづくり（＝協働のまちづくり）を確立していく必要があ

ります。 

また、今年から 18歳以上の人達に選挙権が与えられました。これからの新たな協働のま

ちづくりのため、十代を含めた若い世代に対しても、話し合いの機会を与え興味を持って

もらう必要があります。 

 

（２）各主体における役割 

 新しいまちづくりにおける個人・近隣・町内会・小学校区・企業やＮＰＯ・行政の役割

を確認しました。 

もし、地域に何らかの課題が発生した場合、ほとんど行政が丸抱えでやっているのでは

ないか、それでいいのかと考えたときに、企業やＮＰＯでできることや個人・近隣・町内

で効果的な役割があることを知りました。 

課題を解決する際には、まず個人が「自助」による解決が可能かどうかを探り、「自助」

による解決が限界となった場合には、近隣・町内会・小学校区の市民に身近な主体が連携

して支援を行う「共助」によって克服していくことが重要な役割を果たします。また、こ

れからは企業やＮＰＯ等における「共助」が必要と考えられます。 

こうした「自助」・「共助」の可能性を最大限に引き出した上で、それでもなお課題解

決が十分でない場合に行政が対応していく、「公助」としての役割となります。  

この新たな「公助」は、すべて行政主導によってなされるのではなく、市民と行政との

協力・連携関係によって「自助」・「共助」の不足を補足・対応していくものとして捉え

ていくことが重要となります。 

※自助・共助・公助は、地域防災の考え方から生まれた言葉です。まちづくりにおける自助とは、

個人で解決できる課題に自らの力で取り組んでいくことを意味します。共助とは、個人では解決

できない課題について地域の各主体が連携して取り組んでいくことです。公助とは、行政が課題

解決に関わり、支援していくことです。 

 

（３）市民と行政の信頼関係の構築 

 市民と行政とが協働の関係を築いていくには、お互いが信頼関係を結ばなければなりま

せん。信頼関係を構築することによって、大きな原動力を生み出し、多種多様な公共的な

課題の解決が期待できます。 

行政側は、市民の自主性を十分に尊重し、過度な干渉や一方的なルールの押し付けがな

いよう注意しなければなりません。 

市民も責任をもって発言・行動し、それぞれの得意分野を活かしながら積極的にまちづ

くりに関わっていくことが求められます。 
 

  



 

7 

 

５ 小さい単位でのまちづくり 

 

（１）各種団体やグループによるまちづくり 

私たちが住むまちには、自治会を中心とした小さい単位でのまちづくりの取り組みがあ

ります。その中には、婦人会、体育委員、老人会、仲良しクラブがあります。 

また、小・中ＰＴＡ、福祉関係団体、ボランティア団体、趣味を活かしたサークル、グ

ループ活動等があり、市政についての説明をするときは、話が伝わりやすく、まとまった

意見も汲みやすいので、市民参画のまちづくりに有効となります。 

 

（２）概ね小学校区単位のまちづくり 

私たちが住むまちには、住民自治によるまちづくりのビジョンである「地域で考え、地

域で行動するまちづくり」を推進するために、市全体でまちづくりを考え、実施するので

はなく、より小さな単位である、概ね小学校区を基礎とした地域協議会が設置されていま

す。 

その地域協議会には、町内会、福祉推進協議会、体育協会、婦人会、老人会、民生委員・

児童委員協議会、消防団、交通安全協会、小・中ＰＴＡ、サークル活動等の団体で構成さ

れています。 

これからの地域協議会は、より具体的な地域コミュニティを形成するために、地域住民

相互の交流と支え合いを通した活動を主体的に取り組み、地域課題の解決や地域の活性化

のための事業をしていくことが期待されます。 

そのために、地域協議会においてはこれまで以上に自治意識を高揚し、たくさんの住民

が参加できる、参加しやすい取り組みが求められます。また、協働を具体化させていくた

め、企業やＮＰＯ等とのネットワークを強化させる必要もあります。 

 

（３）コミュニティセンター（地域拠点施設）を活用したまちづくり 

現在、各校区の地域協議会には、拠点施設としてコミュニティセンター（現在は公民館

等施設）が位置づけられる計画があることを知りました。そのコミュニティセンターは、

地域の拠りどころであり、様々な主体が集う場所として、位置づけられていることから、

いつでも誰でも行政からの情報を見ることができる情報プラザの設置や市民がいつでも提

言できるように目安箱の設置等を考えることによって、様々な意見の集約が可能となりま

す。 

例えば、地域協議会が目安箱を設置することにより、市民の意見を集約でき、地域では

どのような課題があるのか速やかに確認でき、その課題解決のために、どこが主体となっ

た方が効率的・効果的であるのかを判断できます。 

このように各校区の拠点施設であるコミュニティセンターを活用することによって、市

民と行政の協働によるまちづくりが期待できます。 
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６ 協働のまちづくりのルール 

 
（１）まちづくりにもルールが必要 

 八代市では、これまでもたくさんの人たちが関わってまちづくりを進めてきました。今

後、さらにまちづくりを発展させるためには、みんなが同じ目標を持って、助け合いなが

ら行動することが必要となります。そのため、まちづくりの基本となるルールをみんなで

共有する必要があります。 

 まちづくりのルールが定められることで、主体的に考えて行動する人が増え、参加と協

働によるまちづくりが今まで以上に活発になり、八代市全体の発展にもつながっていくこ

とが期待できるのではないでしょうか。 

 

（２）地域の実情に応じたまちづくりルール 

国のルールは、憲法に基づいて法律で定めることになります。一方、都道府県や市町村

は、法律の範囲内で、条例でローカルルールを定めることができます。我が国は、市町村

によるまちづくりを基礎にして、広域的なまちづくりは都道府県が定め、日本全体に関す

ることは国が法律を定めてまちづくりを行う、という仕組みになっています。 

したがって、まちづくりは、市民にとって一番身近な市町村が行う必要があり、いわば

八代市で協働のまちづくりを進めていくためには、「何を重視し、何を大事にした方が良

いか」、「どういうルールが必要か」をみんなで考えていかなければなりません。 

 

また、地方自治体の運営の基礎となる「地方自治法」は、全国一律のルールであること

と、自治体の組織及び運営に関する事項が細かく規定されている反面、まちづくりに必要

となる市民参加や市民協働、情報公開など今日の自治運営に必要な制度や仕組みが触れら

れていないようです。そのため、市民と行政がどのように協働しながらまちづくりを進め

ていくのか、その考えや仕組みを条例によって定めていく動きが全国的に広がっているよ

うです。 

 

（３）対等性の確保 

 協働は、互いに対等な立場で、知恵を出し合い、力を合わせていかなければなりません。

特に、市民と市民・市民と行政等が、相互に補完しあいながらも、互いに自立した立場の

関係であることを尊重し、対等なパートナーであることを常に意識しながら、協働を推進

していく必要があります。 
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７ 協働の推進に関する条例に関する提言１ 

 

協働の推進に関する条例の必要性について 

「６、協働のまちづくりのルール」で述べたように、市民と行政とが協働の関係を構築

することによって、大きな原動力を生み出し、多種多様な公共的な課題の解決が期待でき

ます。 

そこで、これから市民と行政が、協働のまちづくりに取り組んでいくにあたり、八代市

のまちづくりの基本となるルールをみんなで共有するために条例が必要かどうか、意見を

出し合いました。 

 

■条例についての意見 

・市民、行政がそれぞれの役割を明確にすること、また、あらゆる主体が力を合わせてまちづくりに

取り組むなど、市民みんなでのまちづくりを進めるために、条例が必要。 

・市のまちづくりの大きな目標設定やその目標を達成するための道筋を作るためにも条例が必要。 

・地方分権の進展によって、国と地方自治体の役割分担が明確になり地域の独自性の高いものが求め

られているため、市の将来像をどのようにして達成するか、行政だけでなく、市民であるわれわれ

も情報を共有し、共に目標を達成するためにも条例が必要。 

・今まで何を根拠に市民がまちづくりをするのかということに対し、条例があることで、行政側も私

たち市民に対して説明がしやすくなるのではないか。 

・近隣・町内会・小学校区の市民に身近な主体が連携して支援を行う「共助」によって克服していく

ことが重要な役割であることを認識したので、地域協議会を中心としたまちづくりにおいても、協

働の推進に関する条例があることにより、たくさんの住民の参加や、また企業やＮＰＯ等とのネッ

トワークの構築が図られやすくなる。 

 

以上の意見を踏まえ、八代市において、今までより更に協働のまちづくりを発展させ、

より良いまちづくりの手法とするために、協働のあり方を条例という形で明確化する必要

があるとの結論に至りました。 

 

 

８ 協働の推進に関する条例に関する提言２ 

 

（１）市の将来像と条例の類型について 

協働の推進に関する条例については、市民と行政がまちづくりを協働しながら進めてい

くことで、八代市の将来像をイメージできるように描くことを望みます。 

そのため、どのような八代市になってもらいたいかについて、意見を出しあい、出され

た意見を基に大きく二つの将来像に分類しました。 

一つは「活力のあるまち」です。内容は、「移住したくなる」、「文化・スポーツが豊なま

ち」、「働き場所があるまち」、「自然を活かしたまち」という意見からまとめたものです。 
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もう一つは、「安全で安心なまち」です。内容は、「子育てしやすい」、「お年寄りが元気

で長生きできるまち」、「治安の良いまち」という意見からです。 

これらは、市の総合計画の将来像である「やすらぎと活力に満ちた魅力かがやく元気都

市“やつしろ”」と同様であることがわかりました。 

協働の推進に関する条例については、市の総合計画との関係性を明確にすることも必要

となります。 

また、市のエリアを見てみると、平野部と中山間地域と広く形成されています。産業に

ついても様々で、工業地域や農業地域もあります。このようにそれぞれの特色を活かして

いくための活力づくりや環境特性についても条例に謳い込むことを望みます。 

次に、条例の中身としては、これまでも市民が行っている「子育て」、「高齢者の見守

り」、「ごみの減量」の他に、今回、新たに研究会で確認してきた市政に関心を持つため

に、「市民が市の現状を把握する」、また行政だけでなく、市民主体でまちづくりに取り

組むため、積極的に「まちづくりへ参加」することが前提であるということを確認しまし

た。 

そのため、条例に「市民によるまちづくり活動」、「市民主体の取り組み」等をキーワ

ードとして、謳い込むことも重要となります。 

 

これまでの話し合いを通して、行政だけでなく、市の将来像をどのようにして達成する

か、市民であるわれわれが、市政に関心を持ち、また市政に参画することが重要であるこ

とを理解しましたので、条例の類型としては、市民のまちづくりへの参画に力点をおいた

市民参加型条例を望みます。 

 

■類型に関する意見 

・市民のまちづくりへの参画に力点をおいた市民参加型条例※1 がよい。 

・将来のまちづくりや考え方を示した理念型条例※2 でよいのでは。 

・条例の中に議会や行政の役割をきちんと示した、理念、市民参加、各主体の責務などバランスよく

盛り込み、総合型条例※3 を検討してみては。 

 ・「幅広く開かれた議会」、「市議会議員の活動がちゃんと見える」という意見もあり、市議会議員を

中心とした議会基本条例※4等について検討をすべき。 など 

 

※1市民参加型条例とは、市民のまちづくりへの参画に力点をおいた条例といわれます。 

※2理念型条例とは、将来ビジョンや理念に力点をおいた条例（市民憲章的な条例）といわれます。 

※3総合型条例とは、理念、住民参加、各主体の責務などバランスよく盛り込み、他の条例に対し 

て最高規範性を持つ条例といわれます。 

※4議会基本条例とは、地方議会の運営をどのように行うのかを定めた条例といわれます。 

 

■その他の意見 

 ・市民の意見をきちんと反映した適正な事業執行。 

・職員も一市民としてまちづくりに積極的に参加すべき。 

・職員は不祥事をしてはいけない 
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・行政・議会はきちんと仕事をしなければならない。 など 

（２）協働の推進に関する条例の名称 

 条例の名称については、市民参加を主とした条例という考え方ではなく、いろいろな主

体が参加し、協働で取り組んでいくことが重要であることから、協議の結果「八代市協働

のまちづくり推進条例」を提案いたします。 

また、「まちづくり」では都市計画と混同される可能性があるため、協働の推進に関する

条例の骨格ができるまでは、サブタイトルやキャッチフレーズをつけて、市民に広く啓発

していくことが望ましいと思います。そのため、私たちは以下のキャッチフレーズを考え

ました。 

 

キャッチフレーズ 

                                 

  

 

 

 

９ 協働の推進に関する条例に関する提言３ 

 

（１）条例づくりの過程について  

条例の制定に当たっては、多くの市民を巻き込み、意見を聞いた上で条例を制定できる

ような体制を整備することを望みます。 

 

（２）条例の内容について  

条例の内容については、八代市として何を大切にし、どのような方向を目指すのかとい

う視点のもと、独自性のある内容を盛り込むよう検討することを望みます。 

 

（３）条例の運用について  

条例を生きたものとするべく、制定後についても、市民の巻き込み方等を明確に位置付

けてもらうことを望みます。 

 

（４）市職員の意識改革について 

 条例の制定にあたっては、多くの市民による参加及び意見をいただき、議論する

必要がありますが、それと同時に重要なのは、市職員の意識改革となります。 

市職員の意識が低ければ、一時的な盛り上がりだけで、条例を制定しても形だけ

のものとなってしまう可能性が高くなります。条例を生きたものとするには、市民

の関わり方だけではなく、市職員の意識の高揚も重要となりますので、市職員の意

識改革に努めてもらうことを望みます。 

 

 

 

共につくろう みんなのまち やつしろ 
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資料編 
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（１）八代市協働の推進に関する条例研究会会議内容 

 

第1回 平成27年8月3日（月）19:00～21:00 （千丁公民館） 

○協働の推進に関する条例とは？（基礎講座） 

 

第2回 平成27年9月5日（土）15:00～17:00  （代陽公民館） 

○協働の推進に関する条例とは？（応用編） 

○題名：「どうして市民は市政に興味を示さないのか」（ワークショップ） 

 

第3回 平成27年10月6日（火）19:00～21:00（代陽公民館） 

○題名：「市政について、どうしたら行政と市民が協働で取り組めるか。」 

（ワークショップ） 

 

第4回 平成27年11月17日（火）19:00～21:00（代陽公民館） 

○八代市の住民自治の現状について 

○題名：「八代市にはどのようなまちづくりが必要か」（ワークショップ） 

 

第5回 平成28年1月12日（火）19:00～21:00（代陽公民館） 

○協働の推進に関する条例の取り組みについて（案） 

○題名：「八代市では、何を力点においた条例が必要か。」（ワークショップ） 

 

第6回 平成28年2月22日（月）19:00～21:00（代陽公民館） 

○提言書について 
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（２）八代市協働の推進に関する条例研究会設置要領 

平成27年4月1日 

市民環境部長専決 

（設置） 

第１条 市民協働によるまちづくりに関し、必要なルールづくりや市民参加の方法など

について検討を行うために、八代市協働の推進に関する条例研究会（以下「研究会」

という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 研究会は、次に掲げる事項について検討を行い、市長に報告する。 

（１）協働によるまちづくりの調査・研究 

（２）市民協働によるまちづくりへの市民参加方法 

（３）その他まちづくりに必要な事項 

（組織） 

第３条 研究会は、委員１７人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）学識経験者 

（２）地域活動団体及び市民活動団体から選出された者 

（３）市内に在住、在勤、又は在学の２０歳以上の者 

（４）その他市長が適当と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から平成２８年３月末日までとする 

（会長及び副会長） 

第５条 研究会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 副会長は、会長が指名する。 

４ 会長は、会務を総理し、研究会を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第６条 研究会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は、原則として公開するものとする。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見等

を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 研究会の庶務は、市民環境部市民活動政策課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、市民環境部

長が別に定める。 

附  則 

この要領は、市民環境部長専決の日から施行する。 



 

15 

 

（３）八代市協働の推進に関する研究会委員名簿 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 役職 氏名 フリガナ 備考

1 会長 澤田　道夫 サワダ　ミチオ 熊本県立大学

2 副会長 江崎　博美 エザキ　ヒロミ まちなか活性化協議会

3 岡﨑　晶 オカザキ　アキラ 一般社団法人　八代青年会議所

4 賀久　小夜子 カク　サヨコ
龍峯校区まちづくり協議会
八代市男女共同参画社会づくりネットワーク

5 片岡　雪子 カタオカ　ユキコ 八代市男女共同参画社会づくりネットワーク

6 上久保　祐志 カミクボ　ユウジ
熊本高等専門学校
八代市環境パートナーシップ会議

7 小早川　良宏 コバヤカワ　ヨシヒロ 八代市役所（非常勤職員）

8 坂田　智子 サカタ　トモコ 八代市ボランティア連絡協議会

9 竹田　誠也 タケダ　セイヤ 日本製紙株式会社　八代工場

10 徳本 喜一郎 トクモト　キイチロウ 八代市ＰＴＡ連絡協議会

11 中川　雅普 ナカガワ　マサヒロ 熊本学園大学

12 古川　康平 フルカワ　コウヘイ 熊本高等専門学校生

13 堀田　大策 ホリタ　ダイサク
八代市青年農業者クラブ連絡協議会
八代地方４Ｈクラブ

14 松坂　優里 マツサカ　ユウリ ＮＰＯ法人八代体育協会

15 村上　あつ子 ムラカミ　アツコ 明日の希望を創るまちづくり太田郷協議会

16 山本　八重子 ヤマモト　ヤエコ 八代退職校長会
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（４）八代市協働の推進に関する条例制定庁内プロジェクトチーム名簿 

 

 
 

No. 氏名 フリガナ 備考

1 一村　勲 イチムラ　イサオ
会長
経済文化交流部文化振興課

2 沖田　丈房 オキタ　トモフサ
副会長
企画振興部鏡支所地域振興課

3 福田　裕之 フクダ　ヒロユキ 総務部文書統計課

4 山本　浩司 ヤマモト　コウジ 企画振興部企画政策課

5 加来　康弘 カク　ヤスヒロ 財務部納税課

6 上角　愛美子 ジョウカク　エミコ 市民環境部人権政策課

7 田中　かおり タナカ　カオリ 健康福祉部障がい者支援課

8 竹見　清之 タケミ　キヨユキ 農林水産部農林水産政策課

9 南　浩一 ミナミ　コウイチ 建設部下水道建設課

10 髙﨑　博文 タカサキ　ヒロフミ 教育部学校教育課

11 梅野　展文 ウメノ　ヒロフミ 議会事務局
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協働の推進に関する条例についての提言書   

   ～「共につくろう みんなのまち やつしろ」    

八代市協働のまちづくり推進条例～ 

 

八代市協働の推進に関する条例研究会    

 


