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「地域づくり」への新たな挑戦
～自ら創る地域自治区（地域協議会）～
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はじめに・・・はじめに・・・

合併市町村における地域審議会等の設置状況

50.9%２８７33.3%７未設置、または上記以外を設置

1.1%６14.3%３合併特例区

6.7%３８19.0%４地域自治区（特例）

2.7%１５4.8%１地域自治区（一般）

38.7%２１８28.6%６地域審議会

割合団体数割合団体数

全国５６４団体道内２１団体

設 置 組 織

平成１９年１０月１日現在
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なぜ地域自治区を
選んだの？？？
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◆「地域自治区」を選んだ理由は・・・

合併により懸念された課題
①本庁より遠隔にある
②住民サービスの低下を招かないよう適切な対
応が必要

③住民自治の強化
④住民の身近なところで身近な事務処理

選択肢
地域審議会・地域自治区
合併特例区・設置しない
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地域審議会 単なる市の審議会的組織になりうる可能性
がある

合併特例区 法人格までは必要なし

設置しない 地域住民の意見を反映させるためには、何
らかの組織が必要である

地域協議会と事務所が一体となっている

「地域自治区」の設置を選択
しかし、合併時までに旧石狩市地域を区分けし、設置

するには、時間的な余裕がないことから、合併特例に
よる地域自治区を選択

◆「地域自治区」を選んだ理由は・・・



6

地域自治区って
なんなの？？？
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市民に身近な地域自治を実現するため

「地域自治区」を設置し

① 地域住民の意思を反映した地域経営
② 特色のある地域づくりの実施

住民自治の推進

住民と行政の協働

◆「地域自治区」とは・・・
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地域自治区の議会ではなく、
地域づくりのための審議会的
な組織

地域自治区の住民サービス
など行政としての事務事業を
行う組織

地域自治区地域自治区
(市の行政組織)

●●地域協議会地域協議会

●●事務所（支所）事務所（支所）

◆「地域自治区」とは・・・
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名 称 厚田区

合併前の厚田村の区域

設置期間 合併の日から１０年間

⇒市全体で実施のため検証期間

合併協議会からの
付帯意見

◆「地域自治区」とは・・・

所管区域
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地域協議会って
なんなの？？？
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委員の条件 ●●区域内に住所を有する者区域内に住所を有する者
●●１８歳以上の者（学生を除く）１８歳以上の者（学生を除く）
※※男女比に配慮男女比に配慮

１５人以内
・公共的団体が推薦する者（１０名）
・識見を有する者 （２名）
・公募に応じた者 （３名）

◆「地域協議会」とは・・・

定 数

任 期 ２年（再任可）
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支給されます
・会長 年額１８，０００円
・委員 年額１６，２００円
※19年度から△10％の上記金額
となっております

支給されます
・交通費（バス代）

◆「地域協議会」とは・・・

報 酬

費用弁償
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●市長から諮問されたもの
●地域協議会が必要と認めるもの
について地域意見の取りまとめ

審議事項

①支所が行う住民サービスや事務
②本庁が行う地域自治区の住民サービスや事務
③地域住民等との連携強化（協働）

◆「地域協議会」とは・・・

意見聴取事項 ●市長が次の事項の決定、又は
変更をしようとする場合に地域
意見を取りまとめる

①新市建設計画
②過疎地域自立促進市町村計画
③地域振興のための基金の活用
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事務所（支所）って
なんなの？？？
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役 割

①地域住民の意思を反映した効果的な行政の
実施

②地域協議会の意見を本庁へ伝達
③地域協議会と一体となり、地域住民との協働
を推進

●地域住民に身近なところでの住民
サービス・事務の実施

◆「事務所（支所）」とは・・・
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地域づくり基金って
なんなの？？？
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住民の意思を反映した特色ある地域づくりを図る事業
（地域自治区振興事業）の財源に充てるため、平成17年

度に１億円１億円を積み立て

地域自治区振興事業

地域協働推進事業 経過措置事業

これから詳しく説明します

H19 体育振興事業
（１２万５千円）

合併前に行うことが妥当であっ
て、何らかの事情により未実施
となっていたもの
H18 あつたの歩み発行

（２９０万円）

◆「地域づくり基金」とは・・・
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地域協働推進事業

①補助事業

住民、団体等が一定の成
果を達成するために行う自
主的な活動に対する補助

②直営事業

支所と住民、団体等が協働
して一定の成果を達成する
ため、明文化された役割分
担に基づき、市が行う事業

◆「地域づくり基金」とは・・・

市 住民、団体等

成果

補助

自主的活動

提案

市 住民、団体等

成果

役割
分担

自主的活動直営
事業

提案
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地域協働推進事業補助の条件

①実施主体 区内の住民、団体等が行う事業

②妥当性 ・厚田区の特徴的な政策課題に対応した成
果の達成を図る事業
・補完性の原則に照らして、市が補助金を
交付する妥当性のある事業
・目指す効果が明確であり、当該成果を目
指すうえで内容に妥当性のある事業

③継続期間 最長３年、過去の成果を総括し、再度継続
する妥当性が認められれば延長可

④その他 市の他の補助金交付を受けていない事業

◆「地域づくり基金」とは・・・
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住民意見が
反映される仕組みって

どうなってるの？？？
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市役所市役所
（本庁）（本庁）

地域自治区地域自治区 地域住民等地域住民等
①意見などの発案・提言

②地域意見
の検討・
取りまとめ

③地域意見の協議・要求

⑤政策決定・予算配当

⑥サービスの実施

④地域意見
の検討

協働協働

補完性の原則補完性の原則
一体的な取組み・
検討支援

・住民
・町内会
・ＮＰＯ
・コミュニティ組織

など

●支 所

●地域協議会

◆「住民意見が反映される仕組み」とは・・・
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地域住民が「地域づくり」「地域づくり」を自ら考え

地域住民と行政が協働協働で実現するための

基本的な考え方基本的な考え方

補完性の原則補完性の原則

◆「住民意見が反映される仕組み」とは・・・
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◆「補完性の原則」とは・・・

＜ある家庭をのぞいて見ると＞

自分のことは
みんな

自分でやります

・お父さん～力仕事
・お母さん～炊事、洗濯
・ぼく～風呂そうじ
・わたし～玄関そうじ

でも、ぼくは除雪や
洗車も手伝うよ
わたしも、弟の面倒
をお母さんと一緒
にやってるよ

こういった、家庭での役割分
担と同様に、「行政」と「地域
住民」の間においても役割
分担を明確にします
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住

民

等

行

政

個人
地域
住民

地域と
行政

行政

これは、一つずつステップを踏みながら事業を進めていくとい
うものではなく、計画当初から住民等と行政の役割分担をイ
メージし、明確にした中で、企画・提案しようというもの。

◆「補完性の原則」とは・・・

＜地域住民と行政の間では＞
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地域経営や地域づくり

ってどうやってやるの？？？
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地域住民・地域協議会委員・職員の

意識改革 が必要不可欠
重要重要

地域住民(住民、自治会等)

◆自主的な地域活動（住民自治⇒市民参加）
・自ら考え、自ら行動
・地域で考え、地域で行動

◆陳情・要望からの脱却

・結果だけを求め、言いっ放しになりがちな「陳情・要望」からの脱却
・何をどうすれば希望の姿になるのか、責任を伴った工夫とアイデアの
「企画・提案」への転換

意識改革意識改革

◆「自主的な地域経営・特色ある地域づくり」とは・・・
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地域協議会委員

◆地域住民との情報交換が生み出す地域づくりのアイデア

・情報収集と情報提供の相互実施が必要
・積極的に意見・アイデアの情報交換を行い、地域協議会へ提案

地域住民との話合い
（ＰＲ）が最も大切です。

◆「自主的な地域経営・特色ある地域づくり」とは・・・

地域住民・地域協議会委員・職員の

意識改革意識改革が必要不可欠意識改革意識改革
重要重要
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職 員

◆支所職員全員が地域担当
・常に地域との協働を意識
・積極的に地域住民と情報交換

◆住民の意向を踏まえ地域の進むべき方向性の検討

・支所内で十分に議論
・地域協議会との十分な議論

◆「自主的な地域経営・特色ある地域づくり」とは・・・

地域住民・地域協議会委員・職員の

意識改革意識改革が必要不可欠意識改革意識改革
重要重要
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◆自主的な地域活動
（住民自治⇒市民参加）

・自ら考え、自ら行動
・地域で考え、地域で行動

◆陳情・要望からの脱却
・結果だけを求め、言いっ放しになり
がちな「陳情・要望」からの脱却
・何をどうすれば希望の姿になるの
か、責任を伴った工夫とアイデア
の「企画・提案」への転換

地 域 住 民
(住民、自治会等)

◆地域住民との情報交換が生
み出す地域づくりのアイデア
・情報収集と情報提供の相互実施
が必要
・積極的に意見・アイデアの情報交
換を行い、地域協議会へ提案

地域協議会委員

◆支所職員全員が地域担当
・常に地域との協働を意識
・積極的に地域住民と情報交換

◆住民の意向を踏まえ地域
の進むべき方向性の検討
・支所内で十分に議論
・地域協議会との十分な議論

職 員

地域住民が望んでいること(地域意見)のとりまとめ

◎これらの意識が融合することで･･･

協働の意識（地域住民が主体的に参加し実施する意識）が高まり、さらに、
事業評価の意識（効果的な事務事業の意識）を地域全体が持つことで、
『自主的な地域経営・特色ある地域づくり』が確立される。

◆「自主的な地域経営・特色ある地域づくり」とは・・・

地域住民・地域協議会委員・職員の

意識改革意識改革が必要不可欠意識改革意識改革
重要重要



30

地域住民
と

協議会委員

「心豊かに」 暮らし生活
「いきいきと」 するための
「満足できる」 方法

地域づくり

地域意見の
検討・
取りまとめ

地域協議会

市の政策
への反映

支所と住民の
協働による実施

支所職員全員が
地域担当

積極的な参加
一体的な取組み
・検討支援

活発な
話合い

地域づくりの実現

地域でできることは
地域で実施

意見・
アイデア

◆「地域づくり」の始まりは情報交換から・・・
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例えば、次のような提案があったとき、

地域協議会や支所はどのように対応すべきだろうか？

港朝市の移転に伴って、農業者・商工業者も一体
となり街の活性化に取り組めないだろうか

【手法】
・魚介類以外にも農産物、山菜、飲食品なども販売する
・農産物は、自分たちで有志農家から戸別回収し、商工業者が委託販
売する（農業者の人手不足を補うため）

・買った物をその場で食べられるように、炭焼きコーナーを設ける

【行政への依頼事項（自らができないこと）】
・店を出すにあたっての漁協朝市部会や漁業者との仲介
・移転先に販売スペースの確保
・初期投資に係る経費の一時的な支援（陳列台購入費、買物袋作成費
など）
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地域協議会

・地域づくり、地域振興に効果的なものかを検討する
（幅広い視点で検討）

・役割分担、責任分担がなされた計画となっているかを
確認する （自己責任の事業か検討）

・各地域、各団体などへ情報提供し、合わせて情報収集を
行う

・収集した意見を取りまとめ、提案に反映させる

・行政への依頼事項を検討する（不明確な役割分担の整理）

【重要】地域づくり、地域振興に寄与するものを、
一定の型にはめることなく幅広く検討し、
支援・協働する意識が必要
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支 所

・港朝市移転計画への反映など、関係所管と十分な議論を
行う

・提案の内容が各種法令等に問題がないか確認する

・行政への依頼事項を可能な範囲内で積極的に支援する
（資金的支援は予算要求）
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地域住民 提案グループ

地域協議会

・地域づくり、地域振興に効果的なものかを検討する（幅広い視点で検討）

・役割分担、責任分担がなされた計画となっているかを確認する
（自己責任の事業か検討）

・各地域、各団体などへ情報提供し、合わせて情報収集を行う

・収集した意見を取りまとめ、提案に反映させる

・行政への依頼事項を検討する（不明確な役割分担の整理）

【重要】地域づくり、地域振興に寄与するものを、一定の型にはめることなく幅
広く検討し、支援・協働する意識が必要

支 所

・港朝市移転計画への反映など、関係所管と十分な議論を行う

・提案の内容が各種法令等に支障がないか確認する

・行政への依頼事項を可能な範囲内で積極的に支援する
（資金的支援は予算要求）

住民のニーズを最大限に反映できるよう相
互の情報交換が必要

専門的な部分での検討・協議
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今、厚田区地域協議会において
実現に向け取り組んでいること
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うちはばあさんと二人きりだし、
家の前の雪をよけるのも
一苦労じゃ

孫が遊びに来るんで、買い物に
行きたいけど、バス停まで

遠くて、遠くて

あ～困ったもんじゃ！
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どうしましょ！？

地域協議会の組織であるライフサポート分科会において、今年６月、高齢者世帯を中
心に日常生活で困っていることや不安に思っていることの聴取調査を行いました。

その結果、「年を取るごとに増す除雪への不安」と「バス停まで遠いなどの理由による
交通の不便さ」をほとんどの方が感じているということを把握することができましました。

こういったことを、隣近所や自治会など地域で助け合い、支え合っていく必要があるの
ではないか。

また、長く続けていくためには、基本となるシステムを作る必要があるのではないか。

どうするやぁ！？
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「ライフサポート活動」「ライフサポート活動」の仕組み
（有償ボランティア）

支援者
（団体へ登録）

利用者
（高齢者）

ライフサポート活動を
運営する団体

（コーディネーター）

①依頼

②内容確認③派遣決定

④支援活動

⑤利用料支払（有償）

⑥実施報告
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ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

清
水
で
し
た
。


