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講師紹介  
○１９５９年  東京都国立市生まれ。 文学博士＜社会学：東北大学＞ 
 

○経歴＆専門 

 ・米国ワシントン大学 上級客員研究員、八戸大学ビジネス学部教授を経て現在、 

  福山市立大学地域経営学部教授 。 

 ・専門 都市社会学、行政社会学。 

 ・「コミュニティ自治」（自分たちの地域を自分たちで構想し、実現しよう！）を提唱。 
 

○日本初の「住民による自治基本条例（協働のまちづくり基本条例）」案策定 

   （H17年に議会可決・施行）。（八戸市協働のまちづくり市民会議議長として） 
 

○自治体政策アドバイザー等 
   三沢市、階上町、田子町（青森県）、洋野町（岩手県）、福山市（広島県）の自治体政策アドバイザー； 青森県自治研修所講師  

   （課長研修等）；   墨田区（東京都）、小林市（宮崎県）、柴田町（宮城県）、遊佐町（山形県）、新潟市（新潟県） などで 

   協働事業推進のための講演・支援等多数。 

 ・役職 協同総合研究所 理事、コミュニティ政策学会 理事、全米コミュニティ協会 等 
 

○主な著書 

前山総一郎『アメリカのコミュニティ自治』（南窓社 平成16年） 

同 『直接立法と市民オルタナティブ－アメリカにおける新公共圏創生の試み』（お茶の水書房） 

同 『コミュニティ自治の理論と実践』（東京法令出版 平成21年）など 



本日のお話 

• 福岡における成熟しつつある自治協議会 
• 「超高齢社会を見据えた、地域コミュニティに
よるまちづくりの推進と、それにむけた地域と
行政の共働について検討」 

 
• 住民にとって、そして自治協議会にとって、
「まちづくり計画（コミュニティ計画）」とはどの
ような意味があるのか？ 



三部構成 

（１） 「地域まちづくり計画（コミュニティ計画）」とは 
   （概要） 
 
（２） 「地域まちづくり計画（コミュニティ計画）」の 
   効果とは 
 
（３） 「地域まちづくり計画（コミュニティ計画）」の 
   事例 



（参考）諸自治体における「協働」推進
の主要な動向 

 コト 
 
 人 
 
 モノ 
 
 基礎 

コミュニティ計画 
 （まちづくり計画） 

制度化された地域自治組織 
（コミュニティ協議会、まちづくり協

議会 等） 

住民が施策・事業にコミットする 
しくみ 

(コミュニティマッチング事業・事業協議制度) 

コミュニティ人材育成制度 自治基本条例（協働をうたう） 



  

○地域住民運動の中で１９７０年代末より、育まれて
きた手法 

 

○高知市が嚆矢。 
  ２０００年以降、先進自治体で取り組まれる。 
 
 
○現在、協働のまちづくりを推進している先進市でと
りくむところが増えている(宝塚市、新潟市など各県で） 

   

（１）まちづくり計画（コミュニティ計画） 
  の概要 
 

 ※日本では「まちづくり計画」、米国では「コミュニティ計
画」（Neighborhood Plan) として１９８０年代末より展開。 



○概要 
 

 ・住民が「地域の将来像」を作成（3年計画と
いった形） 

 ・まちづくり協議会（学区程度）でおこなう場合
が多い 

  ・計画策定の前提として、アンケート等で地
域住民の考えとりまとめ、課題抽出をおこなう。 

  ・1～2年をかけて策定 
  



   
第１章 ○○地区の現状と課題 
 １．計画の策定の目的と期間（市町村の総合計画との関わり、アンケート結果） 
 ２．現状       ３．課題 （少子高齢化、地域経済・雇用の悪化、地域資源を活用した地域づくり 等） 
 
第２章 地域づくりの方向性（○○地区 地域づくりの基本理念） 
 １．地域の将来像と活性化（地域福祉の充実、主産業［農業、地区産品ブランド化］の推進) 
 ２．住民自治の強化(住民主体のコミュニティ計画の策定、住民の声の吸い上げと反映のシステム） 
 
第３章 地域づくりの施策 
 １．個性豊かな人かがやく地域づくり  ［文化・教育］ 
 （文化・伝統・工芸の伝承、生涯学習の推進） 
 ２．地域の特性を生かした活力ある地域づくり ［産業］ 
 （住民主体での各種企画の推進、既存施設の有効活用) 
 ３．健康に暮らせる地域づくり   ［保健・福祉］ 
 （高齢者福祉の充実、食育、健康づくり、障がい者の福祉） 
 ４．恵み豊かな自然環境にやさしい地域づくり ［環境］ 
 （環境意識の醸成［ゴミ・リサイクル］、環境に配慮した環境保全） 
 ５．安全で快適な地域づくり   ［道路・防災・地域安全］ 
 （道路舗装改装・道路施設管理［ガードレール］、居住環境の整備） 
 ６．心豊かな空間づくり    ［交通・土地利用と都市基盤整備］ 
 （公園の設置・維持管理、地区全体に係る土地利用提言（勧告）） 
 
第４章 コミュニティ計画の推進にあたって 
 １．地区協議会（町内会／自治会）におけるコミュニティ計画の推進体制の構築 
 ２．推進体制を充実させるための取り組み（推進体制のイメージ図） 
 
□ おわりに 
  ☆別紙１  策定の過程     ☆ 別紙２  策定委員会等名簿 
 

地区まちづくり計画 （サンプル） 前山『コミュニティ自治の理論と
実践』東京法令出版 



まちづくり計画 五つの効果 

①地区一丸となって取り組むこと（調査）で、地
域の課題が的確にわかる 
 
 ○地域の「不安」や課題が浮き出る 
 －例：福山市神辺中条のまちづくり計画調査結果より 

（２） 「地域まちづくり計画 
 （コミュニティ計画）」の意味と効果 



福山市中条学区調査 
 

・住民自身（まち協 ワーキングチーム）の手で、地区の実情
と課題を知るために全戸アンケートを実施 
（回答数 1296回答） 

明るい側面 判明 
 ・「７割以上の人が地区に愛着をもっている」 
 ・「殆どの人が何らかの形で地区活動に参加」    



i  ) 見えてきた地域課題 
○これからの中条のまちづくりで優先的な取り組みは？
（課題の認識）（問27） 

 

 
 
 
 
• 不安・課題の第一は「高齢者等福祉の充実」！ 
 

• 第二に「安心安全対策の充実」 
        「健康づくり」  「人と人との交流活動」 

 「介護施設の充実」、 「買い物・病院等の送迎」体制、 「気
軽に集う場創出・高齢者支援組織」 を求める声（自由記述） 

 １位 高齢者等福祉の充実 20.6% 
 ２位 安心安全対策の充実 11.9% 
 ３位 健康づくり   9.6% 
 ４位 人と人との交流活動  8.7% 
 

  



 
ii ) 世代による「不安感」や「必要感」のズレ・抵触 
「30代以下がなかなか参加してくれない」の声があるが、

どう参加してもらえばよいかわからない 
  ↓ 
調査から判明 
  ～福山市立大学都市社会実践演習で学生がクロス分析 
 

 ○20代、30代は、他世代に比べ「不安感」が高い 
   （親の帰宅前のこどもの留守番不安など） 
 

 ○20代・30代は、他世代に比べ子どもの見守り活動の強
化を望んでいる。 

  それにもかかわらず、50歳代以上は「地域に頼らず親
が見守りをすべき」と感じている。 

   
20代・30代の世代は、関わりづらい状況。しかし、「子

どもの見守り」に参加してもらえる鍵がありそう。 



②課題解決にダイレクト。 
  地域に最もフィットした将来像を作れる 
 
 
 

③声の大きな人などの影響ではなく、 
  多くの人の納得のもとに作られる（地域公共） 
 

 
 
 



  
④地区のすべての人が「地域の将来像と現在
すべきこと」を一目で理解でき、動きがつく 

 
 
 
 
⑤行政との協働を実現可能へ 
  －計画に書き込むことにより、 
   行政計画としても実施容易に 
       →※竹尋の事例 
 

各種団体の役員の“一斉交代”の時期も、新役員の
人たちが、何を期待され、何に取り組んだらよいか、

一目で理解できる、と好評（神辺） 



事例：まちづくり計画掲載のアクション
が現実に始動！ 

協働による「多目的広場」整備 （福山市竹尋学区） 
 

 住民が集い遊べる多目的広場（1万3千㎡）を、「協働」で整備 
 
           ○地元企業による土地無償貸与（5年間） 
       ○市からの資金（フェンス・物置等の代金） 
 ○住民自身（学区まちづくり委員会）による整備作業 
   （くいうち、地ならし、遊具設置等々） 

企業 

行政 

市民 

「まちづくり計画」の構想にそって、 
地域の各セクターが一丸となって、 

地域の公共的な場を作った！ 





（３）事例 

１）福山市  
平成18年 協働事業開始 
   （全市に まちづくり協議会「学区まちづくり推進委員会」設置） 
 

・平成23年 協働のまちづくり第二次行動計画 
        ～地域まちづくり計画を基幹策に 
 

・平成24年 市内 神辺中条が、第一号を完成 
  ※まち協主催で、全戸アンケート→計画書策定 



推進の経緯 
・平成23年6月 是非検討（まち協） 
   まちづくり計画策定委員会を設置 
・同7月  委員の募集→研修会 
・同8月  アンケートの設計（前山も） 
・同9月  アンケート実施（ワーキングチーム） 

・同10月  アンケート調査結果報告 
・同11-１２月 まちづくり計画 骨格・資料の検討 
・平成24年2月 草案作成 
   印刷製本 
   住民への説明会 

ワーキング
チーム 



フォーメーション（福山市） 

神辺 生涯学習センター
／地域振興課 

「学区まちづくり推進委員会」
（＝まち協議） 

まちづくり計画策定委員会 

ワーキングチーム 

公民館 
（事務局機
能も） 

（支援） 

（支援） 

・アンケート調査 
・調査結果の討議 

・計画の骨格と方向性 
 

（市） （地域） 



２） 階上町（青森県） 
～「地区将来像」策定と総合計画への

リンク 
～ 

地区住民が地域の将来像を作ろう！ 
 （町長、自治体も動く） 
 
○平成１９年６月頃～  各地区で地区計画策定 
  （各行政区（自治会）で「まちづくり計画策定委員会発足・アンケート実施） 

 
○平成２０年３月 １９行政区で「まちづくり計画」の策定終え

る！ 
 
○平成２１年 住民の地区計画が町の総合計画に公式にリン

ク！ 
       

前山も、同町の政策ア
ドバイザーでかかわる 

ハ シ カ ミ 



  町内会
名（行政

区） 
計画書策
定時期 

基本目標（キャッチフレー
ズ） 

ページ
数 
（Ａ４
版） 

住民に
よるア
ンケート
実施 

策定委員会 

策
定
委
員
数 

分科会 承認 

石 鉢 
平成20年３
月 

あいさつと笑顔のあふれる石
鉢 28 ○ まちづくり計画策定委

員会 
２８
名 ３（住環境整備、健康で元気なまちづくり、仲良く暮らせるまちづくり） 町内会総会 

蒼 前 

平成20年２
月 

階上町の玄関口 学生もお
年寄りも住みよい地域に２０ 20 ○ まちづくり計画策定委

員会 
２８
名 4（コミュニティ、道路整備、健康福祉、環境、教育） 町内会総会 

野場中 
平成20年３
月 

美しい姿で未来に残そう我が
地域 20 ○ まちづくり計画策定委

員会 
１２
名 ２（環境防災、保険福祉文化） 町内会総会 

角柄折 

平成20年３
月 

野鳥のさえずり かたくりの彩
り 守り続けよう 人のやさし
さ 

18 ○ まちづくり計画策定委
員会 

２３
名 ３（道路整備環境、保険福祉生活、教育文化） 町内会総会 

金山沢 
平成19年12
月 

未来に残せる里 緑豊かな
環境づくり 20 ○ まちづくり計画策定委

員会 
２４
名 ３（道路環境、教育文化、保健福祉） 町内会総会 

田 代 
平成20年３
月 

共生のオアシス ～ タシロ
ピア 16 ○ 地区振興計画推進協

議会 
１５
名 地区振興計画実行委員会 町内会総会 

晴山沢 
平成19年３
月 

歴史と文化をはぐくみ緑豊か
な里 8 × まちづくり計画策定委

員会 
１４
名 無し 町内会総会 

平 内 
平成20年３
月 

豊かな自然と歴史文化が薫
る里 24 ○ まちづくり計画策定委

員会 
１８
名 ３（道路防災、教育文化コミュニティ、保健福祉環境） 町内会総会 

鳥屋部 
平成20年３
月 

未来に残そう豊かな自然と伝
統文化 24 ○ まちづくり計画策定委

員会 
１７
名 ３（道路防災環境、教育文化コミュニティ、保健健康福祉） 町内会総会 

赤保内 
平成19年３
月 

歴史文化の息づく緑豊かな
里づくり 32 ○ まちづくり策定委員会     町内会総会 

耳ヶ吠
西 

平成20年３
月 

創ろう 未来に誇れる 真心
のまち 24 ○ まちづくり策定委員会 ２６

名 ３（道路防災環境、教育文化、保健健康福祉） 町内会総会 

耳ヶ吠
東 

平成19年12
月 

創ろう 住み良い町に、育て
よう地域の和 18 ○ まちづくり策定委員会   ３（保健福祉、教育文化地域安全、道路防災環境） 町内会総会 

荒 谷 
平成19年10
月 

未来に残せる海と里の豊か
な環境 24 ○ まちづくり策定委員会 ２８

名 ５（道路土木建設、安全安心、教育文化、健康福祉、環境衛生） 町内会総会 

大 蛇 
平成20年３
月 

海と太鼓のこだまする心和む
里づくり 18 ○ まちづくり委員会 ２５

名   町内会総会 

追 越 

平成20年３
月 

朝日と潮騒に包まれ思いやり
の心と笑顔あふれる地域 18 ○ まちづくり計画策定委

員会 
１９
名 ３（保健健康福祉、教育文化コミュニティ、道路防災環境） 町内会総会 

榊 

平成19年1
１月 

榊浜に親しみ、階上岳を眺望
できる歴史と誇りのある地域 24 ○ まちづくり計画策定委

員会 31名 ４（道路整備、保健福祉、生活環境、教育文化） 町内会総会 

駅 前 

平成20年１
月 

階上駅とともに８０年 いつま
でも元気で明るい駅前地区 22 ○ まちづくり計画策定委

員会 
２０
名 ４（道路防災、保健福祉環境、教育文化、アンケート） 町内会総会 

道 仏 
平成20年３
月 

五（互）輪で繋ぐやすらぎとロ
マンの里づくり 22 ○ まちづくり計画策定委

員会 
４２
名 ４（道路整備、保健福祉、生活環境、教育文化） 町内会総会 

小舟渡 
平成20年３
月 

さわやかな かぜをよびこむ 
こみなと21プラン 29 ×       町内会総会 

階上町の全１９自治会による地域コミュニティ計画 一覧（平成１９年度制定） 

前山『コミュニティ自治の理論と実践』東京法令出版 



  
（公計画との関連： 階上町やシアトル市） 
 ○総合計画とリンク 
   住民が策定した「地域まちづくり計画」を「総合計画」に 

   接合する  

総合計画 
 
 

地域まちづくり
計画 地域まちづくり
計画 地域まちづくり
計画 地域まちづくり
計画 

一般部門 地区別部門 

地区住民がつ
くった将来像が、
市の公式の計
画になる！ 



「コミュニティ計画を作るために、集まって審議する地域住民の人た
ち（青森県階上町） 

（階上町の場合） 
・同町の全１９自治会（町内会）で、地区まちづくり計画策定 （2007年の一年間で！） 
    地区でアンケート実施 
     ↓ 
    幾つかの委員会で審議 （教育文化委員会、環境委員会、福祉委員会など） 
     ↓ 
   地区計画策定。  

自分たち、自分の
子どもなや家族が
暮らしやすい地区

を創るぞ！ 



象徴的な風景 
町長が赴く各地区住民懇談会 
 
 
★まちづくり計画完成後の平成20年度の駅前
地区での懇談会 
  町長（浜谷町長）の全体説明（まちづくり計画関係

含め）の後、拍手が起こった！ 

それまでは、懇談会は、 
陳情・要望と怒号の嵐 

地域に行政が関わるようになった；
また行政の苦労も分かり、よい信
頼関係が・・満足度が上がった！ 



まとめ 

○地域の課題を把握でき、そして今後の地域の構
想に繋ぐ力（効果）のある、住民自身の手によるプ
ランニング 
 
○福山（広島）や階上（青森） 
 地域内の一体化と、行政-地区の相互信頼を醸成 
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