
南砺市協働のまちづくり基本条例に関する 

提  言  書 

平成２３年１２月 

南砺市協働のまちづくり条例策定委員会 



わたしたちの南砺市は、平成１６年１１月１日に８つの町と村がいっしょにな

って、「自然、文化、交流が織りなす創造とやすらぎの南砺市」を基本理念のも

と誕生しました。 

 南砺市には、すばらしい財産がたくさんあります。豊かな自然や世界遺産で

ある合掌造り集落、散居村など、それぞれに受け継がれてきたものが日本の原

風景として息づいています。 

わたしたちは、このような貴重なふるさとの資産を、次の世代につないでい

く役割があります。そのためには、一人ひとりが市政に参画し、市民が主役と

なってまちづくりを行うことが大切です。 

平成２２年６月に市長より委嘱を受け、市議会や各種団体の代表者、学識経

験者２１名からなる「南砺市協働のまちづくり条例策定委員会」（以下、「策定

委員会」という。）が発足しました。それと時期を同じくして、「みんなで考え

る協働のまちづくり条例市民会議」（以下、「市民会議」という。）が様々な団体

で活動を行っている志の高い市民など、公募委員４２名によって発足しました。

市民会議の役割は、条例案の素案の検討を行うものであり、策定委員会の役割

は、市民会議からの素案を受けて文化、歴史を踏まえた南砺市らしい条例案を

策定して市長へ提言するものであります。 

条例案の策定には、「市民に使ってもらえる条例」「市民に広まる条例」「行政

の仕事の仕組みを変える条例」を念頭に、一つのまちとしてのルールを、常識

にとらわれず、市民のまちづくりへの思いを素直に語り合い、「生まれてきてよ

かった」「住んでいてよかった」「これからも住み続けたい」と思える『南砺市』

の実現を目指して検討したものです。 

市民がまちづくりに積極的に参加と参画、そして協働するために重要な事柄

を、３６の条文の中に盛り込みました。 

ここに、１年半の歳月を経て、市民の手による市民の思いを込めた条例案の

完成をみました。何卒、本条例案の策定に携わった多くの市民の思いを生かし

た、これからの南砺市のまちづくりに相応しい協働のまちづくり基本条例が制

定されることを強く願い、この提言書を提出いたします。 

 平成２３年１２月９日 

南砺市協働のまちづくり条例策定委員会 

委員長 



Ⅰ 南砺市協働のまちづくり基本条例（案）



（前文）  

わたしたちの南砺市は、それぞれに受け継がれてきた自然と歴史そして伝統と文化を

持った四つの町と四つの村が一緒になって誕生しました。お互いを尊重し、特色を生か

しながら心をひとつにして、新しいまちづくりをめざしています。 

わたしたちは、このまちに「生まれてきてよかった」、「住んでいてよかった」、「これ

からも住み続けたい」と思えるまちになることを願っています。 

南砺市には、すばらしい財産があります。それは、世界遺産である合掌造り集落、散

居村などの豊かなみどり、伝統の技など、日本のふるさとの原風景そのものです。 

わたしたちは、みんなが力を合わせて助け合う「結い」の精神が残る美しい風土を、

次の世代につなぎ、そして活かしていく役割を担っています。 

 ひとりひとりが市政に参画し、市民が主役になって協働のまちづくりをすすめるため

に、この条例を定めます。 

第１章 総則 

（目的）  

第１条 この条例は、市のまちづくりの基本理念を明らかにし、市民主体のまちづくり

に関する基本的な事項並びに市民、市議会並びに市の執行機関の役割及び責務を定め

ることにより、市民と市が協働して魅力ある個性豊かな住みよいまちづくりをするこ

とを目的とする。 

（条例の位置付け）  

第２条 この条例は、市民主役のまちづくりの基本原則を定めた規範であり、市民、市

議会及び市の執行機関がともに誠実に遵守しなければならない。 

２ 市は、条例及び規則の制定、改廃及び運用並びに基本方向を示す各種計画の策定に

当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければならない。 

（定義）  

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

（１） 市 市議会及び市の執行機関で構成する地方公共団体としての南砺市をいう。 

（２） 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する個人及び市内に拠点を有する法 

人その他の団体をいう。 

（３） 市民団体 社会の様々な課題に自発的及び自立的にその解決に向けて取り組

む、営利を目的としない公益性の高い活動を行う団体をいう。ただし、宗教及び政

治に関する活動を主たる目的とする団体を除く。 

（４） 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他市内で事業を

営む団体をいう。 

（５） 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農

業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

（６） 協働 市民及び市が、それぞれに果たすべき責任及び役割を自覚し、相互の

信頼関係に基づき対等の立場で協力し合うことをいう。 

（７） まちづくり 住みよいまち及び豊かな地域社会を作るため、伝統文化、自然

環境等をいかした市民のための暮らしの創造をいう。 

（８） 住民自治組織 一定の地域に居住していることに基づいて組織される自治振

興会、町内会、自治会等をいう。 



第２章 基本原則 

（まちづくりの基本原則）  

第４条 市民及び市は、次の各号に掲げる基本原則について、当該各号に定める事項を

遵守することにより、まちづくりを推進するものとする。 

（１） 市民が主体の原則 まちづくりは、市民一人ひとりが参画し、市民が主体と 

なって進めていくものとする。 

（２） 情報の共有及び説明の原則 市が保有する情報は、市民と共有し、かつ、市 

がこれを説明しなければならない。 

（３） 協働の原則 まちづくりは、市民と市が協働することにより推進しなければ 

ならない。 

（４） 市民参画の原則 まちづくりは、市民が企画及び立案の段階から参加してい 

くものとする。 

第３章 市民 

（市民の権利）  

第５条 市民は、市政全般に関わる情報を速やかに市と共有する権利があるものとする。 

２ 市民は、市政に関する計画及び政策の立案から評価まで、各段階に参加し、意見を

述べることができる。 

（市民の責務）  

第６条 市民は、市政運営に関心を持ち、主体的にまちづくりに参画しなければならな

い。 

２ 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、自らの発言及び行動に責任を持た

なければならない。 

３ 市民は、市と協働し、魅力あるまちづくりを行うよう努めるものとする。 

４ 市民は、行政サービスに伴う応分の負担を負う。 

第４章 住民自治組織による住民自治 

（住民自治組織に属する者の責務）  

第７条 市内に住居を構え、居住している者は、住民自治組織の一員として、その役割

について理解を深め、互いに協力するものとする。 

（住民自治組織の役割）  

第８条 各自治振興会を中心とする住民自治組織は、その地域の住民全員が参加できる

組織構成、運営方法、会計事務等を定めた会則を制定し、公開し、並びに住民生活の

安心及び安全の確保を図り、福祉及び文化活動等を活性化するように努めなければな

らない。 

（住民自治組織への支援）  

第９条 市は、住民自治組織の自主性及び自立性を尊重し、地域の特性を生かした魅力

ある地域づくりを推進するために、必要な支援を行わなければならない。 

第５章 市民団体及び事業者

（市民団体の役割） 

第１０条 市民団体は、その活動に伴う社会的責任を自覚し、広く市民に理解されるよ



う努めなければならない。 

２ 市民団体は、第４条に規定するまちづくりの基本原則に基づき、市民活動を担う人

材の育成に努めるものとする。 

（市民団体の責務）  

第１１条 市民団体は、その目的を達成するための寄附金又は助成金の提供者に対し、

その信託された任務を適切に履行するとともに、その活動の内容について、積極的に

説明責任を負う。 

２ 市から支援を受ける市民団体は、代表者、連絡先、目的、会則、会計状況等の必要

事項を市長に届け出るとともに、その活動内容について、市民に対して、積極的に説

明責任を負う。 

（事業者の役割）  

第１２条 事業者は、地域社会の一員として、環境に配慮した事業活動を行い、地域社

会との調和を図り、公益的なまちづくりに寄与するよう努めるものとする。 

第６章 市議会 

（市議会の役割）  

第１３条 市議会は、市民の代表として、全市的な視点及び市を健全な状態で次世代に

引き継ぐための視点に立って、活動しなければならない。 

２ 市議会は、市民の負託を受けた市の最終的な意思決定機関であり、市民の意思が的

確に市政運営に反映されるよう活動しなければならない。 

３ 市議会は、政策の立案及び提言の内容の充実を図るための調査研究活動に努めなけ

ればならない。 

４ 市議会は、市の執行機関の活動を監視し、及び評価することにより、適正な行政運

営の確保に努めなければならない。 

５ 市議会は、市議会の情報を公開するとともに、議会及び委員会等の会議を公開し、

議会活動及び議事内容の意思決定過程を市民に説明し、市民との情報の共有に努めな

ければならない。 

６ 市議会は、広く市民の意見を聴くため、議会活動への市民の参加を推進し、市民に

開かれた議会運営に努めなければならない。 

７ 市議会は、市民を参考人として招致し、意見を聞くことができる。 

（市議会議員の責務）  

第１４条 市議会議員は、市民全体の代表として、政策について提言し、行動しなけれ

ばならない。 

２ 市議会議員は、高い倫理観のもと、誠実にその職務を行い、自らの発言、決定及び

行動に責任を持たなければならない。 

３ 市議会議員は、市民の意見を積極的に聴くとともに、市民への説明責任を果たし、

市民との信頼関係を築かなければならない。 

第７章 市長及び市職員

（市長の役割）  

第１５条 市長は、市民の信託を受けた執行機関として、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）に定めるところにより、市を統轄し、市を代表する。 



２ 市長は、地方自治法の定めるところにより、市議会への議案の提出、予算の調製、

市税の賦課徴収等の市の事務を管理し、これを執行する。 

（市長の責務）  

第１６条 市長は、市民の代表として、広く市民の意見を聴くとともに、自らの発言、

決定及び行動に責任を持って市政運営に当たり、前条に規定する役割を公正かつ誠実

に執行しなければならない。 

２ 市長は、その権限の行使に当たっては、まちづくりの基本原則にのっとり、常に市

民の権利を保障することを基本としなければならない。 

３ 市長は、毎年度、市政運営の方針を定め、これを市民及び市議会に説明するととも

に、その達成状況を報告しなければならない。 

４ 市長は、多様化する市民の行政需要に対応できる知識及び能力を持った職員の育成

を図らなければならない。 

（市職員の責務）  

第１７条 市職員は、市民全体の奉仕者及びまちづくりの各分野の専門員として、この

条例を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、信頼される地域の一員とし

ても積極的に協働のまちづくりに努めなければならない。 

２ 市職員は、政策課題に適切に対応していくため、必要な知識及び能力の向上に努め、

職務に専念しなければならない。 

第８章 協働のまちづくり 

（協働の理念）  

第１８条 市民及び市は、互いの特性及び能力を尊重し、理解して協力することにより、

市の資産である豊かな自然及び伝統文化を活かして、多様な暮らしが維持できるよう、

活力ある循環型社会の育成及び構築を目指す。 

（情報の発信及び収集）  

第１９条 市民及び市は、市内外の人々に市の多様な情報を発信し、又は市内外の人々

から情報を収集しながら交流を深め、まちづくりを推進する。 

（協働における市の役割）  

第２０条 市は、市民、住民自治組織及び市民団体間の円滑な活動を支援し、コーディ

ネーターを養成し、配置する等、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。また、

各団体からの情報発信をサポートし、参加団体の連絡、調整等の役割を担う。 

（協働教育の推進）  

第２１条 市は、協働の精神を将来にわたってまちづくりの基本とするため、市内の学

校に在学する子どもたちがこの条例に触れる機会を作るとともに、地域や家庭におい

ても広くこの精神を理解し、意欲的にまちづくりに取り組むため、学び合いの場を作

るものとする。 

（対等関係の保証）  

第２２条 市民と市の協働のまちづくりの実現のために、市は、まちづくりの企画から

実行、評価及び改善まで、一貫して市民と市の対等な関係を保証しなければならない。 



（推進会議の設置等）  

第２３条 この条例に基づく、まちづくりの基本原則を適正に推進し、市民と市の協働

のまちづくりを、より一層推進するために、地方自治法第１３８条の４第３項の規定

に基づき、南砺市協働のまちづくり推進会議（以下「推進会議」という。）を設置す

る。 

２ 推進会議は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ、又は市長に意見を述べ

るために調査し、及び審議する。 

（１） この条例の運用状況に関すること。 

（２） この条例の見直しに関すること。 

（３） 前２号に定めるもののほか、市民参画及び市民協働の推進に関し、必要な事 

 項 

３ 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、委員２０人以内をもって組織

する。 

（１） 学識経験者 

（２） 市長が行う公募に応じた者 

（３） その他市長が必要と認めた者 

４ 推進会議は、年１回以上開催しなければならない。 

５ 市長は、第３項の規定により、委員を委嘱する場合は、公募による委員を委員総数

の３分の１以上となるように努めるものとする。 

６ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

７ 委員は、再任されることを妨げない。 

８ 前各項に掲げるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

第９章 行政運営 

（行政活動の基本原則）  

第２４条 市は、社会情勢の変化に対応し、市民に分かりやすく、機能的かつ効率的な

執行体制を整備するとともに、組織の横断的な調整を図らなければならない。 

２ 市は、自主的で質の高い政策を実行するため、法務に関する体制を充実し、条例、

規則等の整備を積極的に行わなければならない。 

３ 市は、施策の決定に当たっては、決定までの過程の透明性を確保し、市民への説明

責任を果たさなければならない。 

４ 市は、総合計画を始めとする各種計画の実現に向け、毎年度、その成果を公表する

とともに、常に見直しに努めなければならない。 

（財政運営の基本原則）  

第２５条 市は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を始めとした各種計画を

踏まえて行い、最少の経費で最大の効果を挙げられるよう努めなければならない。 

２ 市は、予算の編成に当たっては、財政事情及び編成過程の透明性を確保しなければ

ならない。 

３ 市は、市民が予算及び決算を具体的に把握できるよう、解りやすい市民向けの説明

書を発行し、市内全戸に配布又は相互理解を前提とした適切な方法により実施するも

のとする。 



（情報の共有）  

第２６条 市民及び市は、まちづくりの基本原則を実現するために必要な情報を共有す

るものとする。 

２ 市民は、まちづくりに参加するために必要な市の保有する情報について、その提供

を受け、又は自ら取得する権利を有する。 

３ 市は、市民に対し、市政に関する意思決定過程の情報を積極的及び自主的に明らか

にし、市民に理解されるよう努めなければならない。 

４ 市の保有する公の情報は、特定の諸個人の利益を損なわない限り公開しなければな

らない。 

（会議の公開）  

第２７条 市は、審議会その他の附属機関の会議を、原則として公開しなければならな

い。 

（審議会等の委員の公募）  

第２８条 市は、審議会等の附属機関及び各種委員会並びにこれに類するものの委員を

選任する場合は、その全員又は一部を公募により選任しなければならない。ただし、

法令等の規定により公募に適さない場合は、この限りではない。 

２ 前項に定める委員の構成については、男女の比率はどちらかの性が７割を超えては

ならない。また、他の附属機関及び各種委員会との重複を考慮し、幅広い人材を登用

するよう努めなければならない。 

（意見公募）  

第２９条 市長は、市の基本的な計画、条例等を市議会に提案し、又は決定しようとす

るときは、当該計画、条例等の案を公表し、広く市民の意見を聴く手続を執らなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の手続により提出された市民の意見を尊重し、意思決定を行うととも

に、提出された意見に対する市長の考え方を公表しなければならない。 

（意見、要望、苦情等への対応） 

第３０条 市は、市民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調

査し、誠実に応答する。 

２ 市は、市民の権利の保護を図り、市の行政執行により生じた市民からの苦情を迅速

に解消させるため、苦情の解決のための機関を設置するものとする。 

（行政評価）  

第３１条 市は、まちづくりの仕事の再編及び活性化を図るため、その事務事業の評価

を実施する。 

２ 市は、前項に規定する評価を行うときは、市民が参画する方法により実施するよう

に努めなければならない。 

３ 市は、第１項の規定により出された評価の結果を解りやすく市民に公表し、並びに

その政策及び事務執行に反映するものとする。

４ 第２項に規定する評価の方法は、常にその時点で最もふさわしいもので行うものと

する。 



（出資団体等）  

第３２条 市は、出資若しくはそれに準ずる補助を行い、事務を委託し、又は職員を派

遣している団体の規約又は定款、役員名簿、業務遂行状況及び経営状況を公開する。 

２ 市は、前項に該当する団体が、職員を採用しようとするときは、職種、給与等の条

件を明示して公募するよう、指導しなければならない。 

３ 市は、第１項に該当する団体への職員の再就職をあっせんしてはならない。 

（個人情報の保護）  

第３３条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、

利用、提供、管理等については、必要な措置を講じなければならない。 

第１０章 市民投票

第３４条 市長は、次に掲げる場合、広く市民の意見を確認するため、市民投票を実施

しなければならない。 

（１） 市において選挙権を有する者の総数の１６分の１以上の者の連署をもって、

その代表から請求があり、市議会に付議し可決された場合 

（２） 市において選挙権を有する者の総数の３分の１以上の者の連署をもって、そ

の代表から請求があった場合 

（３） 市長自らが必要と認めた場合 

（４） 議会において次に掲げる議案が可決された場合 

ア 議員定数の１２分の１以上の賛成を得て議会に提出された議案 

   イ 常任委員会で決議され、議会に提出された議案 

２ 市民投票の投票資格者は、市において選挙権を有する市民とする。 

３ 投票及び開票結果については、公表を原則とし、事案の審議に反映させるとともに、

市民投票の結果と反する結果が出た場合は、市長は、住民に説明する義務を有する。

４ 前３項に掲げるもののほか、市民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の

期日、その方法及び結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定める。 

第１１章 条例 

（条例の制定及び改廃） 

第３５条 市は、条例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該条例が議会に提出

される前に、その案の作成において、市民の参加を図り、又は市民に意見を求めるも

のとする。 

２ 市は、前項の規定により作成した条例案をあらかじめ公表し、市民に意見を求める

ものとする。 

３ 市は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を公表

しなければならない。 

４ 条例の提案者は、第１項に規定する市民の参加等の有無（市民の参加等がないとき

は、その理由を含む。）及び状況並びに第２項の規定により求めた意見の取扱いに関

する事項を付して、議案を提出しなければならない。 

（条例の見直し）  

第３６条 市は、この条例の施行後４年を超えない期間でこの条例の規定の見直しを行

わなければならない。 



Ⅱ 参考資料



■南砺市協働のまちづくり基本条例策定の経過 

◇南砺市協働のまちづくり条例策定委員会（委員数２１名） 

№ 氏 名 ふりがな 
性

別
団体・役職 

1 石野 順子 いしの じゅんこ 女 南砺市さわやかネットワーク理事 

2 岩崎  誠 いわさき  まこと 男 南砺市議会総務文教常任委員長 

3 岩田  正 いわた  ただし 男
南砺市ＰＴＡ連絡協議会会長 

（前任：大村 元 氏） 

4 浦出 義一 うらで ぎいち 男 南砺市老人クラブ連合会会長 

5 沖田 光弘 おきた みつひろ 男
南砺市自治振興会連合会副会長 

《本会副会長》 

6 奥野 達夫 おくの たつお 男 福光美術館館長 

7 桶谷由美子 おけたにゆみこ 女
男女共同参画推進員南砺市連絡会 

福光支部 副支部長 

8 片岸  博 かたぎし  ひろし 男
南砺市議会議長 

（前任：且見公順 氏） 

9 窪田 育夫 くぼた いくお 男 南砺市観光協会副会長 

10 武田 和一 たけだ わいち 男 南砺市体育協会会長 

11 竹部 俊恵 たけべ しゅんえ 男 学識経験者 

12 仲村 朋子 なかむら ともこ 女
南砺市さわやかネットワーク 

第１回女性議会議員 

13 西部 重世 にしぶ しげよ 男 前南砺市公民館連合会会長 

14 能登 貴史 のと たかふみ 男 特定非営利活動法人 PCTOOL 代表理事 

15 長谷川邦子 はせがわくにこ 女 南砺市連合婦人会会長 

16 細川  哲 ほそかわ  てつ 男 南砺市商工会専務理事 

17 堀  豊次 ほり ぶんじ 男 南砺市社会福祉協議会常務理事 

18 松本 誠一 まつもと せいいち 男 となみ青年会議所前理事長 

19 松本 篤治 まつもと とくじ 男 なんと農業協同組合代表理事組合長 

20 山本 英子 やまもと えいこ 女 南砺市連合婦人会副会長 

21 横川 正希 よこかわ まさき 男
南砺市自治振興会連絡協議会会長 

《本会会長》 



◇策定委員会の経過 

区分 月日 内容 参加人数等

第１回 H22.6.24 

・委嘱書交付 

・講演「協働のまちづくり条例のもつ意味」 

  富山総合政策研究所所長 

政策研究大学院大学客員准教授 

 本田 雅俊 氏 

・正副委員長選任 

１９名

第２回 H22.8.3 

・講義「条例で何が定められるか」

富山総合政策研究所所長 

政策研究大学院大学客員准教授 

 本田 雅俊 氏 

１８名

第３回 H22.9.7 

・経過報告と今後の進め方について

・グループ討議 

  テーマ：条例の必要性 

 －あったらどうなる？－ 

１７名

第４回 H22.10.6 

・市長との対話（市長のお話と意見交換） 

テーマ「協働のまちづくりと条例策定の思い」 

・グループ討議

  テーマ：①前文  ②目的 

１６名

第５回 H22.11.11

・グループ討議

  テーマ：①目的  ②条例の位置付け 

      ③基礎となる用語の定義

１４名

勉強会 H22.12.14

・講演：「上越市自治基本条例制定とそれからの地域

づくりの変化（効果）」 

 講師：くびき野ＮＰＯサポートセンター  

理事長 秋山 三枝子 氏 

１４名

（市民会議

17名参加）

勉強会

（先進地視

察研修）

H23.1.22 

・越前市自治基本条例制定とそれからの地域 

づくりの変化と効果についての研修 

・市民活動交流室について（管理運営：ＮＰＯ法人）

  講師：越前市市民自治推進委員会委員長 

     仁愛女子短期大学生活科学学科教授 

（条例策定懇話会委員） 

   内山 秀樹 氏 

越前市市民自治推進課の皆さん 

１１名

（市民会議

5 名参加）

勉強会 H23.2.16 ・市民会議の議論の状況について ９名

第６回 H23.7.8 ・市民会議素案の説明と説明への質疑 １７名



第７回 H23.7.21 ・市民会議素案の内容への質疑 １６名

第８回 H23.8.12 
・市民会議素案の検討 

  第１条、第２条（前文、用語の定義後回し） 
１５名

第９回 H23.8.26 
・市民会議素案の検討 

  第４条～第９条 
１３名

第１０回 H23.9.7 
・市民会議素案の検討 

  第１０条～第１３条 
１５名

第１１回 H23.9.16 
・市民会議素案の検討 

  第１４条～第１８条 
１４名

第１２回 H23.10.5 
・市民会議素案の検討 

  第２４条～第２８条 
１３名

第１３回 H23.10.19
・市民会議素案の検討 

  第２９条～第３６条 
１２名

第１４回 H23.10.26
・市民会議素案の検討 

  第１９条～第２３条、前文 
１３名

第１５回 H23.11.4 
・条例案のとりまとめの検討 

  用語の定義を含めて全体の検討 
１３名

第１６回 H23.11.10

・第２４回市民会議との合同会議 

  市民会議より意見の聞き取り 

・単独会議での最終取りまとめ 

１２名

◇みんなで考える協働のまちづくり条例市民会議（委員数４５名、途中入退会有り） 

№ 名前 ふりがな 性別 職業／勤務先 

1 能登 節夫 のと さだお 男 無職 

2 北島 繁男 きたじま しげお 男 自営業 

3 前川 哲郎 まえかわ てつろう 男 会社役員 

4 江田  攻 えだ  おさむ 男 無職 

5 細木 文夫 ほそき ふみお 男 自営業 

6 永森 常次 ながもり じょうじ 男 農業 

7 安田 賢治 やすだ けんじ 男 公民館職員 

8 磯辺 文雄 いそべ ふみお 男 無職 

9 新山 雅夫 あらやま まさお 男 会社員 

10 直海 桂子 なおみ けいこ 女 無職 

11 辻 清市郎 つじ せいいちろう 男 財団職員 

12 長谷川 正助 はせがわ しょうすけ 男 農業 



13 齊藤 汎志 さいとう ひろし 男 農業 

14 勇﨑  晃 ゆうさき  あきら 男 無職 

15 大浦  進 おおうら  すすむ 男 会社員 

16 長田 正勝 おさだ まさかつ 男 自営業 

17 蟹谷 康代 かにたに やすよ 女 自営業 

18 野松 直子 のまつ なおこ 女 会社員 

19 塚本 昭雄 つかもと あきお 男 会社役員 

20 安居 時美 やすい ときみ 女 会社員 

21 上坂 正治 うえさか まさはる 男 会社員 

22 宮脇  廣 みやわき  ひろし 男 団体役員 

23 山田 由理枝 やまだ ゆりえ 女 会社役員 

24 中島 慎一 なかしま しんいち 男 自営業 

25 山瀬 悦朗 やませ えつろう 男 農業 

26 加藤 栄人 かとう えいじん 男 会社員 

27 蓮沼 晃一 はすぬま こういち 男 自営業 

28 前田 美好 まえだ みよし 女 農業 

29 齊藤 光一 さいとう こういち 男 農業 

30 水口 秀治 みずくち しゅうじ 男 自営業 

31 遊部 泰介 あそべ たいすけ 男 地方公務員 

32 溝口 早苗 みぞぐち さなえ 女 地方公務員 

33 谷口 繁慶 たにぐち しげよし 男 地方公務員 

34 久保 剛志 くぼ たけし 男 地方公務員 

35 道宗 学紀 どうしゅう さとき 男 地方公務員 

36 安念 行男 あんねん ゆきお 男 自営業 

37 林  則雄 はやし  のりお 男 無職 

38 古石 節子 こせき せつこ 女 無職 

39 高畑 洋子 たかばたけ ようこ 女 自営業 

40 米倉 宗嗣 よねくら むねつぐ 男 無職 

41 荒城 重雄 あらき しげお 男 木彫業 

42 野村 信晴 のむら のぶはる 男 地方公務員 

43 松田 恵美子 まつだ えみこ 女 無職 

44 山崎 智子 やまざき ともこ 女 自営業 

45 山村  隆 やまむら たかし 男 自営業 



◇市民会議の経過 

区分 月日 内容 参加人数等

第１回 H22.7.7 

・講座 「会議の進め方講座 －part1－」 

      株式会社 プランドットコム 

代表取締役社長 本川祐治郎 氏 

３９名

第２回 H22.7.21 

・講座 「会議の進め方講座 －part2－」 

    －実際のグループワークを通して－ 

テーマ／市民の権利と責務、市長の責務、市

職員の責務 

      株式会社 プランドットコム 

代表取締役社長 本川祐治郎 氏 

３３名

第３回 H22.8.11 

・グループ討議 

 ⅰ)条例の必要性 

  あったらどうなる？ なかったらどうなる？ 

 ⅱ）市民の権利・責務 

３５名

第４回 H22.8.27 

・グループ討議 

ⅰ)条例の必要性 

  あったらどうなる？ なかったらどうなる？ 

３４名

第５回 H22.9.8 
・グループ討議 

ⅰ）前文  ⅱ）目的
３２名

第６回 H22.9.22 

・全体討議 

ⅰ）「前文」のまとめ

・グループ討議

ⅱ）「目的」について

２９名

第７回 H22.10.13
・グループ討議 

ⅰ）「条例の位置付け」について
２６名

第８回 H22.10.27
・グループ討議

ⅰ）「基本となる用語の定義」について
２６名

第９回 H22.11.8 
・グループ討議

ⅰ）「基本となる用語の定義」について
２６名

第１０回 H22.11.24

・各自希望の５グループに分かれて

  ・各自の思いの交換 《これからのグループワー

クに備えて》

  ・会議内容の共有・まとめ 《進行状況報告の方

法、進め方、まとめ方の決定》

  ・リーダー、サブリーダー、記録係、時計係など

の選任 《体制づくり》

２７名



  ・共通認識事項（案）について

勉強会 H22.11.26

・演題 「自治基本条例と協働のまちづくりについて」

       ～地域を知り、先進地から学ぶ～

講師 早稲田大学

教育・総合科学学術院長 宮口 侗廸 氏

２０名

（策定委員

会 6名参加）

第１１回 H22.12.1 
・条文項目案を５グループに振り分け、各自希望のグ

ループで討議を進める（今後も）
２４名

第１２回 H22.12.15 ・グループ討議 ２２名

第１３回 H23.1.5 ・  〃 ２８名

勉強会 H23.1.17 

・市政出前講座

「南砺市の概要とまちづくりについて」

－南砺市総合計画の概要と策定経過－

     南砺市企画情報課長 齋藤 宗人

１６名

（策定委員

会 1名参加）

第１４回 H23.1.19 ・  〃 ２８名

第１５回 H23.2.2 ・  〃 １８名

第１６回 H23.2.16 ・  〃 ３０名

第１７回 H23.3.2 
・  〃

・５グループの条文案まとまる
１９名

リーダー・

サブリーダ

ー会議

H23.3.10 
・５グループの条文案全体をみわたしての意見交換

と、次回以降の進め方について
１０名

第１８回 H23.3.16 
・５グループを横断的に３グループに分け、条文全体

についての討議
２６名

第１９回 H23.4.6 ・  〃 ２０名

第２０回 H23.4.20 ・  〃     （３つのグループ案まとまる） ２２名

リーダー・

サブリーダ

ー会議

H23.5.9 
・グループ案のとりまとめ作業と全体会議での論点に

ついて
７名

〃 H23.5.12 ・    〃 ９名

第２１回 H23.5.18 ・以前の５グループに分かれて、担当条文の確認作業 ２５名

リーダー・

サブリーダ

ー会議

H23.5.26 ・解説・説明文の検討 ６名

第２２回 H23.6.1 
・５グループに分かれて担当条文の説明会文や条文修

正への意見について
３１名

第２３回 H23.6.15 
・条文案、解説・説明文の全体討議

・市民会議の素案まとまる
２４名



H23.7.8 ・策定委員会への説明と質疑応答（ﾘｰﾀﾞｰ､ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ） １０名

H23.7.21 ・策定委員会との質疑応答（ﾘｰﾀﾞｰ､ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ） １０名

H23.9.7 ・策定委員会との質疑応答（ﾘｰﾀﾞｰ） ５名

H23.9.16 ・策定委員会との質疑応答（ﾘｰﾀﾞｰ） ５名

H23.10.5 ・策定委員会との質疑応答（ﾘｰﾀﾞｰ） ５名

H23.10.19 ・策定委員会との質疑応答（ﾘｰﾀﾞｰ） ５名

H23.10.26 ・策定委員会との質疑応答（ﾘｰﾀﾞｰ） ５名

第２４回 H23.11.10
・第１６回策定委員会との合同会議

  策定委員会取りまとめ条例案への意見発言
１５名

◇組織関係フロー図 

議決 ↑

↓ 条例案上程

委嘱 →

← 提言

指示

        報告     素案づくり

素案の提出

すべて公募委員

議 会 

策定委員会
２１人／公開 

市 長 

事務局 

市民協働課 

市民会議
４２人／公開 



◇南砺市協働のまちづくりワーキンググループ活動報告 

日 付 項 目 内   容 場 所 

21年 7 月 17日 第１回 

委嘱書交付 

講話 「市民協働について」 南砺市長 

講義 「協働によるまちづくり」～各地の事例より～

 富山大学 地域連携推進機構 

 地域づくり・文化支援部門長 伊藤 裕夫 氏

いのくち椿館 

出席者：２１名

 8 月 19日 第２回 

講義「 住民自治基本条例の意義」 

    ～自治振興会と町内会、自治会の役割～

 富山大学 地域連携推進機構 

 地域づくり・文化支援部門長 伊藤 裕夫 氏

意見交換会 

井波総合文化セ

ンター 

出席者：１９名 

 9 月 17日
第３回 

（公開講座）

講演 「市民の権利と参画・協働」 

    ～市民として、NPO として～ 

講師 環境教育ネットワーク 

    とやまエコひろば代表 本田 恭子氏 

いのくち椿館 

出席者：２０名 

一 般：２１名 

 10月 17日 第４回 

グループ討議と討議結果発表 

 ＊第 1グループ＜６名＞ 

  テーマ：協働のまちづくりを進める上での 

自治振興会と町内会、自治会の役割 

 ＊第 2グループ＜６名＞ 

  テーマ：各種団体、NPO と市との協働のまち

づくりのあり方 

いのくち椿館 

 11月 19日 第５回 

グループ討議 

 テーマ：「協働のまちづくり条例におけるそれ

ぞれの権利と責務」 

いのくち椿館 

出席者：１６名 

12月 24日

第６回 

（先進地視察）

視察先：新潟県上越市 

テーマ：①上越市自治基本条例策定の進め方 

    ②協働のまちづくりの推進を図るため

の仕組み 

    ③市民活動室の見学と運営状況 

新潟県上越市 

出席者：１５名 

 懇談会 先進地視察の反省と親睦 参加者：１５名 

22年 2 月 4 日 第７回 
協働のまちづくり市民アンケート結果について 

ワーキンググループから市長への提言について 

いのくち椿館 

出席者：１８名 

 3 月 25日 第８回 市長への提言発表 アスモ会議室 


