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～すべての市民が手と心をつなぐ、個性あふれる 

自立したまち～ 

４  地 域 づ く り 

第 5 章 基盤となる政策 
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これまで進めてきた住民主体の地域づくりが、より個性にあふれ活発に行われるために

は、幅広い世代の市民のさらなる参画＊と安定した地域づくりの基盤が必要です。 

そのために、老若男女多くの住民が地域づくりに参加できるよう意識の醸成を図ると

ともに、地域づくりの中心となるコミュニティ会議 ＊の基盤強化に向けて支援を行います。 
 

（市民や企業に期待される役割） 

◇市民の役割（地域、市民団体等を含む） 

・住んでいる地域への誇りと愛着の醸成  

・身近な地域活動やコミュニティ会議＊の活動への理解と積極的な参画＊ 

・地域活動の情報発信と、多くの住民や地元の企業が参画＊できる開かれた  

 コミュニティ会議＊の運営  

・地域の課題解決に向けた主体的・積極的な取り組み 

・地域のリーダーや人材の育成  

・住民相互の親睦や世代間交流の機会の提供  

・近隣地域との連携  

◇企業の役割（事業所、個人生産者等を含む） 

・地域活動やコミュニティ会議＊の活動への参画＊、支援  

・従業員が住む地域へ積極的に関わることができる環境整備  

 

 

指標名  指標の説明  現 状 値

（ H 2 5 ）  
H 2 8 目 標値  H 3 5 目 標値  

この１年間に地域の活動

に参加した市民の割合  

 

市民の地域づくりに参加してい

る状況を示す指標です。増加を

目指します。  

 
出典：花巻市（市民アンケート）  

81.2％  84.0％  90.0％  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策の方針  

成果指標  

地域主体のまちづくり  

～個性あふれる地域づくりが活発に行われています～  

 

 
基本政策  

4-1  
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◇目指す姿  

老若男女多くの住民が地域づくりに参加しています  

◇現状と課題  

･自治会や PTA、老人クラブ、交通安全団体など多くの団体が地域づくり活

動に取り組んでいますが、近年、人々の価値観やライフスタイルの多様化

が見られる中、地域の一体感や相互扶助意識の希薄化による地域づくり活

動の停滞が懸念されています。  

･少子高齢化や人口減少の中、地域課題や市民ニーズがより多様化、複雑化

してきており、これらをすべて行政で対応することは困難な状況となって

います。それぞれの地域の特性や課題に応じて、地域住民が自主的、主体

的に住みよいまちづくりに取り組むことが重要となっています。  

･地域コミュニティの維持のためには、「家庭」という最小のコミュニティの

形成が重要ですが、未婚者の増加や晩婚化の進行により、地域活動の基本

単位となる「家庭」の数は減少しています。  

･地域づくり活動の拠点となる施設の老朽化や耐震化対策に対し、地域から

改修等の要望が寄せられています。  

◇施策の方向  

(1)地域づくり活動への参加促進に向けた意識づくり  

・市民憲章運動の推進  

・地域づくりへの参加意識の啓発  

・地域交流事業の開催  

(2)身近な地域コミュニティの活動支援  

・地域づくり活動拠点施設の整備  

・地縁団体への支援  

・自治公民館の整備改修支援  

(3)定住・交流の促進  

・地域や NPO などとの連携による未婚者の出会いの場の創出・拡充  

・農山村地域の振興  

・Ｕ・Ｉ・Ｊターン＊希望者の定住促進  

◇成果指標  

指標名  指標の説明  
現状値

（H25）  
H 26  H 27  H 28  

振興センター＊利用人

数  

地域づくりの拠点施設であ

る振興センター ＊の利用状

況を示す指標です。各振興

センター ＊の目標値の総計
です。現状の利用者数を維

持します。  

276 千人  300 千人  300 千人  300 千人  

施策1 地域づくりへの参加促進 
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◇主要事業  

事業名（担当課）  事業概要  掲載P  

振興センター ＊ 等 整備

事業  振興センター＊の利便性及び安全性確保のための新築整備、耐震
補強工事等を行う。  

167 

（地域づくり課）  

山の駅・昭和の学校整備
事業  

旧前田小学校を山の駅・昭和の学校（昭和の生活雑貨を展示する

施設）として活用するために必要な整備を行い、地域の活性化を

図る。（Ｈ26 完了）  

167 

（地域づくり課）  

自治公民館整備事業  コミュニティ活動の推進を図るため、地域づくりの場である自治

公民館施設の整備を支援する  
167 

（生涯学習交流課）  

地域おこし促進事業  外部の目線を生かした地域の活性化を促進するため、総務省「地
域おこし協力隊」を活用した市内での地域おこし活動支援を行う。 167 

（秘書政策課）  

移住・定住促進等対策事業 移住先候補地としての周知を図るため、空き家バンクの開設や移

住に関する支援情報を提供するホームページの開設、首都圏での

ＰＲ活動を行う。  
167 

（秘書政策課）  

婚活支援団体育成事業  若者の出会いの場の提供や結婚活動を支援するため、結婚活動支

援団体の活動に対する支援を行う。  
167 

（地域づくり課）  

地域の魅力創出事業  定住人口を確保し、地域の活性化を図るため、過疎地域における

魅力を創出する事業について検討する。  
167 

（地域づくり課）  

定住促進事業  Ｕ・Ｉ・Ｊターン＊者の定住を促進するため、新築または中古住

宅の購入費用の一部を助成する。  
167 

（都市政策課）  
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◇目指す姿  

コミュニティ会議＊を中心に、自主的な地域づくり活動を行っています  

◇現状と課題  

・地域の主体的なまちづくりを進めるための基本となる区域として、27 のコミュニティ

地区＊を置いています。地区内にはコミュニティ会議＊が組織され、コミュニティ会  

議＊が主体となって策定した地区の長期的な将来像を示す「地区ビジョン」に基づ

き、住民主体の地域づくりが進められています。 

・各コミュニティ会議＊では、地区内の生活環境整備のほか、３世代交流事業や郷

土芸能＊の発表、６次産業化への取り組み等、地域の特色を生かした個性あふれ

る事業が展開されています。 

◇施策の方向  

(1)自主的な地域づくり活動の活性化  

・地域づくり交付金の交付  

・情報交換会や研修会等の開催  

・コミュニティ会議＊の改善検討と組織基盤確立のための支援  

・コミュニティ会議＊の活動内容の広報  

◇成果指標  

指標名  指標の説明  
現状値

（H25） 
H 26  H 27  H 28  

地域の総課題件数のう

ち、地域で課題解決した
件数の割合  

地域が自ら課題に取り組んで

解決した課題の割合を示す指
標です。現状の高い水準の解決

割合を目標とします。  

76.0% 75.0% 75.0% 75.0% 

◇主要事業  

事業名（担当課）  事業概要  掲載P  

地域づくり活動推進事

業  
コミュニティ地区＊ の課題解決を支援するため、コミュニティ会  
議＊代表者との意見交換会を実施するとともに、地域づくり交付

金を交付する。  

167 

（地域づくり課）  

 

施策2 コミュニティ会議＊の基盤強化 
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市民参画＊と協働＊のまちづくりを進めるためには、お互いを尊重し、持っている特性と

能力を活かし合うための環境づくりが必要です。 

そのために、市民が積極的に市政に関わることができるよう市政への参画＊・協働＊機

会を拡充するとともに、市民が行う公益的活動＊を支援します。また、男女が社会の対

等なパートナーとしてまちづくり等に参画＊できるよう男女共同参画の浸透を図ります。 

 

（市民や企業に期待される役割）  

◇市民の役割（地域、市民団体等を含む） 

・市政へ関心を持ち、積極的に参画＊する 

・市政懇談会等、市との対話機会への参加  

・得意なことを生かし、ボランティア活動やＮＰＯ活動へ参画＊する 

・花巻について考え、発信する 

・公共サービスへ市民の力が発揮できる仕組みや市との連携事業の提案  

・ＮＰＯ間の連携  

・男女共同参画社会についての理解と推進  

◇企業の役割（事業所、個人生産者等を含む） 

・企業ボランティアなどの積極的な社会貢献  

・市との協働＊事業の実施  

・男女共同参画社会を推進する環境づくり 

・大学の保有知識をまちづくりに還元する 

 

 

指標名  指標の説明  現 状 値

（ H 2 5 ）  
H 28 目 標 値  H 35 目 標 値  

市民と行政の協働＊によ

るまちづくりが進められ

ていると思う市民の割合  

まちづくりが市民と行政との

協働＊により行われているか市

民の意識を示す指標です。増加

を目指します。  

 
出典：花巻市（市民アンケート）  

28.4% 35.0% 50.0% 

 

 

○花巻市男女共同参画基本計画（平成 19～27 年度） 

 

 

 

 

政策の方針  

成果指標  

関連計画  

参画＊・協働＊のまちづくり 

 

 

 
基本政策  

4-2  
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施策1 市政への参画＊・協働＊機会の拡充  

 

◇目指す姿  

市政に関心を持って積極的に関わっています  

◇現状と課題  

・本市では、平成 20 年に「花巻市まちづくり基本条例」を制定し、まちづくりに関する

重要な計画策定等においては、パブリックコメントや意見交換会等を実施し、市政

への市民参画＊を図るとともに、共通の課題解決に向け市民と市との協働＊による

まちづくりに取り組んでいます。 

・多様化する市民ニーズや地域課題に対応するため、懇談会等の実施により市民

の意見を把握し市政への反映に努めています。 

◇施策の方向  

(1)参画＊・協働＊機会の拡充  

・重要な計画等の策定時における適切な方法を用いた市民参画＊の実施  

・市民と行政による協働＊事業の推進  

(2)広聴の充実  

・市政懇談会やまちづくり懇談会等の実施  

◇成果指標  

指標名  指標の説明  
現状値

（H25） 
H 26  H 27  H 28  

市政へ意見を述べる機会
が確保されていると思う

市民の割合  

市政へ意見を述べる機会や場

に対する市民の満足度を示す

指標です。増加を目指します。 

 
出典：花巻市（市民アンケート）  

28.5% 31.0% 33.0% 35.0% 

◇主要事業  

事業名（担当課）  事業概要  掲載 P  

市民参画＊・協働＊推進  

事業  市民が積極的に市政に関わることができるよう市政への参画＊・

協働＊機会を拡充する。  
168 

（地域づくり課）  

広聴活動充実事業  市民と協働＊のまちづくりを推進するため、情報共有による相互

理解を深めるとともに、関係団体や市民からの声を市政に反映さ
せる。  

168 

（地域づくり課）  
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施策2 公益的活動＊への支援 
 

 

◇目指す姿  

公益的活動＊を活発に行っています  

◇現状と課題  

・まちづくりにおいて、公益的活動＊を行うボランティア団体や NPO 法人等は重要な

役割を担っていますが、活動に参加している市民の割合は決して高くはない状況

です。 

◇施策の方向  

(1)公益的活動＊に対する市民意識の高揚  

・ボランティア団体やＮＰＯ法人等に関する情報発信  

(2)市民団体等との連携  

・ボランティア団体やＮＰＯ法人等が行う公益的活動＊への支援  

◇成果指標  

指標名  指標の説明  
現状値

（H25） 
H 26  H 27  H 28  

この 1 年間にボランティ

ア団体やＮＰＯ法人の活
動に参加した市民の割合  

市民の公益的活動＊への参加
状況を示す指標です。増加を

目指します。  

 
出典：花巻市（市民アンケート）  

22.9% 26.0% 28.0% 30.0% 

◇主要事業  

事業名（担当課）  事業概要  掲載P  

市民団体等活動支援事業  市民参画＊と協働＊のまちづくりを推進するため、市民団体等が
行う公益的活動＊を支援する。  

168 

（地域づくり課）  
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施策3 男女共同参画の浸透 
 

 

◇目指す姿  

男女が社会の対等なパートナーとしてお互いを尊重しています  

◇現状と課題  

・男女共同参画社会の言葉の認知度は高まってきていますが、市民一人ひとりの行

動に結び付いていない状況です。 

・女性の社会進出が進む一方で、社会全体や身近な地域における意思決定の場

に参画＊している女性の数は未だ少数であり、女性の意見が十分反映されていると

は言い難い状況です。 

◇施策の方向  

(1)男女共同参画の推進  

・男女共同参画に関する情報提供と相談機能の充実  

・学習講座やワークショップ等の開催  

・審議会等への女性の登用の推進  

◇成果指標  

指標名  指標の説明  
現状値

（H25） 
H 26  H 27  H 28  

職場や学校、地域など身

のまわりで男女の平等

が図られていると感じ

る市民の割合  

市民が身のまわりで男女の平

等が図られていると感じてい

る度合いを示す指標です。 増
加を目指します。  

 
出典：花巻市（市民アンケート）  

45.7% 47.0% 48.5% 50.0% 

審議会委員等に占める

女性の割合  

市政に関する市民の意見を反

映することなどを目的に設置

される審議会等に、女性がどれ

くらい参画 ＊ しているかを示

す指標です。増加を目指しま

す。  

28.5% 30.0% 32.5% 35.0% 

◇主要事業  

事業名（担当課）  事業概要  掲載P  

男女共同参画推進事業  学習講座の開催や広報紙等による情報提供をすることにより、男

女が社会の対等なパートナーとしてまちづくり等に参画＊できる

よう男女共同参画の浸透を図る。  

168 

（地域づくり課）  
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