
比較自治体　担当部署

制定
状況

合併の有無 部（室） 課 係 担当者 電話 FAX Ｅ－ｍａｉｌ

－ 三重県伊賀市 ○
Ｈ16.11.1

1市3町2村
企画振興部 総合政策課 企画調整係

1 長野県安曇野市 ○
H17.10.1
3町2村

市民生活部 地域づくり課 まちづくり推進係 課長　小林一彦 0263-71-2494 0263-72-3176 chiikizukuri@city.azumino.nagano.jp

2 山梨県上野原市 ○
H17.2.13
1町1村

総務部 企画課 政策推進担当 主査　石井春彦 0554-62-3118 0554-62-5333
kikaku@city.uenohara.lg.jp
ishii-eyd@city.uenohara.lg.jp

3 福岡県太宰府市 ○ 無 総務部 地域コミュニテイ課 地域コミュニテイ係 係長　渕上幸治 092-921-2121 092-921-1601 community@city.dazaifu.lg.jp

4 福岡県古賀市 ○ 無 総務部 コミュニティ推進課 コミュニティ推進係
係長　中村圭太

業務主査　的野いと 092-942-1165 092-942-1291 commu@city.koga.fukuoka.jp

7 岩手県北上市 ○
Ｈ13.4.1

1市1町1村
企画部 政策企画課 政策推進係 係長　綱川高志 0197-72-8223 0197-63-7023㈹ kikaku@city.kitakami.iwate.jp

8 栃木県鹿沼市 ○
Ｈ18.1.1
1市1町

市民部 地域活動支援課 協働のまちづくり推進係

課長兼協働のまちづく
り推進係長 亀山貴
則

0289-63-2240 0289-60-1001 katsudou@city.kanuma.lg.jp

9 岐阜県関市 ○
Ｈ17.2.7

1市2町3村
企画部 市民協働課 主任主査　藤井清人 0575-23-6831 0575-23-7744 shiminkyodo@city.seki.lg.jp

10 滋賀県甲賀市 ○
Ｈ16.10.1

5町
総合政策部 地域コミュニティ推進課 主事　荻原由実子 0748-69-2113 0748-63-4554 koka10044000@city.koka.lg.jp

11 愛媛県四国中央市 ○
Ｈ16.4.1

2市1町1村
市民部 市民交流課 係長　守屋伸康 0896-28-6014 0896-28-6057 moriya@city.shikokuchuo.ehime.jp

17 三重県四日市市 ○
Ｈ17.2.7
1市1町

政策推進部 政策推進課 059-354-8112  059-354-3974 seisakusuishin@city.yokkaichi.mie.jp

18 三重県名張市 ○ 無 総合企画政策室 高木亮佑 0595-63-7389 0595-61-0815 kikaku@city.nabari.lg.jp

19 三重県志摩市 ○
Ｈ16.10.1

5町
市民生活部 人権市民協働課 浜口 0599-44-0227 0599-44-5260 jinkenshimin@city.shima.lg.jp

20 三重県亀山市 ○
Ｈ17.1.11
1市1町

企画総務部 企画政策室 主任主事　伊藤友佳 0595-84-5123 0595-82-9685 kikaku@city.kameyama.mie.jp

21 三重県鈴鹿市 ○ 無 地域振興部 地域協働課 副主幹　田之上勉 059-382-8695 059-382-2214 chiikikyodo@city.suzuka.lg.jp 

○ 分類A
・２０１７（平成２９年）４月１日施行

○ 分類B
・人口規模　：　８０，０００～１００，０００人規模（H28.1.1現在）
・面積　：　４００～６００㎡程度
・人口1人あたりの決算額　：　４００～５００千円

○ 分類C
・三重県内条例制定自治体

分
類

団体名

C

B

比較自治体の選定基準

A
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第６回　資料３

比較自治体　担当部署

合併の有無 部（室） 課 係

－ 三重県伊賀市
Ｈ16.11.1

1市3町2村
企画振興部 総合政策課 企画調整係

1 長野県安曇野市
H17.10.1
3町2村

市民生活部 地域づくり課 まちづくり推進係

2 山梨県上野原市
H17.2.13
1町1村

総務部 企画課 政策推進担当

3 福岡県太宰府市 無 総務部 地域コミュニテイ課 地域コミュニテイ係

4 福岡県古賀市 無 総務部 コミュニティ推進課 コミュニティ推進係

7 岩手県北上市
Ｈ13.4.1

1市1町1村
企画部 政策企画課 政策推進係

8 栃木県鹿沼市
Ｈ18.1.1
1市1町

市民部 地域活動支援課 協働のまちづくり推進係

9 岐阜県関市
Ｈ17.2.7

1市2町3村
企画部 市民協働課

10 滋賀県甲賀市
Ｈ16.10.1

5町
総合政策部 地域コミュニティ推進課

11 愛媛県四国中央市
Ｈ16.4.1

2市1町1村
市民部 市民交流課

17 三重県四日市市
Ｈ17.2.7
1市1町

政策推進部 政策推進課

18 三重県名張市 無 総合企画政策室

19 三重県志摩市
Ｈ16.10.1

5町
市民生活部 人権市民協働課

20 三重県亀山市
Ｈ17.1.11
1市1町

企画総務部 企画政策室

21 三重県鈴鹿市 無 地域振興部 地域協働課

○ 分類A
・２０１７（平成２９年）４月１日施行

○ 分類B
・人口規模　：　８０，０００～１００，０００人規模（H28.1.1現在）
・面積　：　４００～６００㎡程度
・人口1人あたりの決算額　：　４００～５００千円

○ 分類C
・三重県内条例制定自治体

比較自治体の選定基準

分
類

団体名

A

B

C



比較自治体におけるアンケート結果一覧 　第６回　資料３

1 ページ

①一定の地域（小学校区等）におい
て、地域住民により自発的（任意）に
設置される自治組織（住民自治協議
会）について要件等を定めているか

②－１　組織に責務を定めているか
②－２　組織に権能（諮問権・提案権・
同意権・受託決定権）を付与している

か

③　①で「なし」の場合、今後定める予
定はあるか

長野県安曇野市

・内容を知っている 約３．２％
・読んだことはないがあることは
知っている　　　　　約３５．２％
・知らない　　　　　 約５６．２％

× ×
各条項がこの条例の理念を踏まえ、本
市にふさわしく、社会情勢に適合してい
るか検証及び検討する

・参加する人が少ない（固定されている）
・市民が参加しやすい環境が整っていない
・市民に情報が行き届いていない
・市民の関心が低い

平成29年４月に施行したため、市民及び
市職員へ条例の理念、制定の背景・目的
について、情報提供をしながら理解を促す
ことが課題

山梨県上野原市 把握していない ×

×
市（行政）が条例上、要件や責務、権限等
は決めず、『地域コミュニティ活動（団体

等）』の促進、支援等を行うものとしている
ため

社会情勢等の変化に対応するため、必
要に応じ、この条例を見直す

・制定後間もないため問題点・課題等はな
い。今後、急速に進行する高齢化、人口減
少に伴い、まちづくりへの参画・協働につい
て問題点等が発生すると思われる

課題は「条例の市民周知」と考える。市民
認知度は把握してないが、引き続き市広
報、ホームページ等で周知活動を行い、市
民のための条例となるよう努めたい

福岡県太宰府市 把握していない
×　（※規則で定め有）

「太宰府市自治会等の設置に関する規
則」

○
各種委員等の推薦、行政情報の周知連絡

といった業務に協力する旨を規定

×
市内４４自治会で構成する自治協議会と市
は「協働」を進める中で、対等の立場でまち
づくりに取組んでいるため、明文化はして

いないが影響力は大きい

法の改正や社会情勢との整合性につい
て注視していく

・参加する人が少ない（固定されている）
・市民の関心が低い

市広報・ホームページに自治基本条例の
条文と解説を掲載しているが、反響は少な
く、市民の関心は低いように感じている。
今年度中に分かりやすい市民向けのパン
フレットを作成し、さらなる普及に取組んで
いく必要がある。また、一部市民による業
務阻害と思われる執拗な説明要求の対応
に苦慮している

福岡県古賀市 把握していない
×　（※要綱で定め有）

「古賀市校区まちづくり活動事業交付金
交付要綱」

× ×
・市民に情報が行き届いていない
・市民の関心が低い

岩手県北上市 把握していない ×　（※条例で定め有）
「北上市地域づくり組織条例」

×
自治基本条例において、「市民と役割と責

務」について定めているため

×
協働のパートナーとしての位置付けである

ため

社会情勢や地域における課題の変化等
に対応した改正を今後検討する必要が
ある

・参加する人が少ない（固定されている）
・市民が参加しやすい環境が整っていない
・市民に情報が行き届いていない
・市民の関心が低い

栃木県鹿沼市 把握していない ×

×
権能のある組織ではないが、地区組織（地
区コミュニティ推進協議会等）は設置してい
る。ただし、今後の施策検討の中で地域内
分権等の施策に取組む場合は、自治基本
条例の改正または新規条例等を規定する

必要はある

地域内分権等に取組む場合、地域組織
の定義、要件、権限付与等の視点で検
討する可能性はある（別に定める場合も
あり）

・参加する人が少ない（固定されている）
・一部の人の意見に振り回される
・市民に情報が行き届いていない

岐阜県関市 把握していない ×　（※規則で定め有）
「関市地域委員会規則」

○
誰もが参加できる開かれた組織とし、その

適切な運営に努める

×
住民自治組織への権能の付与について議

論していないため

・参加する人が少ない（固定されている）
・市民に情報が行き届いていない
・市民の関心が低い

条例の認知度向上のための策に苦慮して
いる

滋賀県甲賀市 把握していない

×　（※規則等で定め有）
「甲賀市（仮称）自治振興設置モデル事業
補助金交付要綱」「甲賀市自治振興会等

規則」

×
市が「自治振興会のまちづくり」の提案を
し、地域の理解を得て活動を進めており、
市と協働で課題解決等の取組みを進めて

いくことまでしか踏み込めていない

×
市が提案した自治振興会のまちづくりに対
する理解が進むことが現時点では重要で
あり、将来的には自治振興会に一定の権

能を付与することも必要になると考えるが、
今はそこまで至っていない

区・自治会と自治振興会の役割分担
や、自治振興会に付与しべき権能、ある
いは中間支援機能について規定するか
どうかがポイントとなる見込み

・参加する人が少ない（固定されている）
・市民に情報が行き届いていない
・行政内に向けての協働への参画を呼びか
ける効果的手段がわからない

愛媛県四国中央市 把握していない ×

×
自治基本条例に基づき公民館単位で地域
課題の解決や絆の再生を目指す地域コ

ミュニティ活性化事業に取組んでいるが、
伊賀市の自治協議会とは根本的な考え方

が異なる

・参加する人が少ない（固定されている）
・一部の人の意見に振り回される
・市民が参加しやすい環境が整っていない
・市民に情報が行き届いていない
・市民の関心が低い

制定から１０年が経過し、職員の中でも自
治基本条例を意識していない職員が多く
なっている。新規採用職員への研修は
行っているが、他の職員への意識啓発等
が必要である

２　住民自治について

１　市民認知度
３　条例を今後改正する際の視点 ５　条例制定後からの課題

４　市民参加・協働を推進する上での
問題点・課題

分
類

B

A

団体名



比較自治体におけるアンケート結果一覧 　第６回　資料３

2 ページ

①一定の地域（小学校区等）におい
て、地域住民により自発的（任意）に
設置される自治組織（住民自治協議
会）について要件等を定めているか

②－１　組織に責務を定めているか
②－２　組織に権能（諮問権・提案権・
同意権・受託決定権）を付与している

か

③　①で「なし」の場合、今後定める予
定はあるか

２　住民自治について

１　市民認知度
３　条例を今後改正する際の視点 ５　条例制定後からの課題

４　市民参加・協働を推進する上での
問題点・課題

分
類

団体名

三重県四日市市

三重県名張市 把握していない ×　（※他条例で定め有）
「名張市地域づくり組織条例」

・参加する人が少ない（固定されている）
まちづくり活動に参画する人をさらに増や
したい

三重県志摩市 把握していない × ×
特に現行の条例で問題が発生していない

市民自治活動の推進と運用
・参加する人が少ない（固定されている）
・市民の関心が低い

今後の運用と周知

三重県亀山市 把握していない ×　（※他条例で定め有）
「亀山市地域まちづくり協議会条例」

×
自治組織は亀山市まちづくり基本条例第２
条に規定する「市民」に該当し、責務は、同
条例第５条に規定する「市民の責務」に該
当するものである。また、自治組織に関し

て必要な事項は亀山市地域まちづくり協議
会条例で定められている

×
亀山市まちづくり基本条例に協働してまち
づくりに取組むことや、まちづくりの基本原
則が定められている中で、自治組織に権能
を付与せずとも自治組織への諮問や自治
組織からの提案等が行われながら、まちづ

くりが進められていくものと考えている。

社会情勢や地域課題等が変化し、条例
との整合が図れない場合には条例を改
正する予定

・参加する人が少ない（固定されている）
・市民に情報が行き届いていない

条例に関するＰＲが不十分

三重県鈴鹿市 把握していない × ○
平成３１年度予定

地域づくり協議会が市内全域で設立さ
れ、地域予算制度や規程なども整備し、
住民主体のまちづくりが進展する中で、
必要に応じて改正していく必要がある

・参加する人が少ない（固定されている）
・一部の人の意見に振り回される
・市民の関心が低い

条例でルールを定め、職員の意識改革を
図り、住民へのまちづくりの必要性を周知
してきているが、十分に浸透していない現
状がある

C
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