まちづくり基本条例に基づく令和元年度以降の取組
関係条項
・第1条
-目的
・第2条
-定義
・第3条
-位置づけ
・第4条
-市民の権利責務
・第5条
-市長の責務
・第6条
-市職員の責務

・第7条
-参加機会の充実

市民検討委員会の提言（H28.8月） 取組の考え方（H28.11月公表）

NO.

市民のまちづくりへの参加意識を高 まちづくり基本条例の理念の浸透を
めるため、基本条例の周知に取り組 図るため、条例の周知に努めます。
むことが必要です。
1

企画課

令和元年度の取り組み

今後の取組方向と実施例
（■は取組方向、【 】内は実施例）

取り組み実績の具体的内容

令和2年度の取り組み予定
取り組み上の問題点・改善点

取り組み予定の具体的内容

■市民に対する条例の周知
・初級（二年次）職員後期研修において、研修受講職員にまちづくり ・市民に対する周知は、ホームページにおいて実施したが、より分か ・引き続き、ホームページにおける周知を実施するほか、より分かり
【パブリックコメントなどを実施する際に、基本条例に基づく取組であ 基本条例の周知を図った。
りやすい情報発信を検討する必要がある。
やすいホームページ構成の検討に取り組む。
ることを明記する】
【ホームページのレイアウトを見直すなど、より分かりやすい情報提供
を図る】
■市職員に対する条例の周知
【職員研修などを通じて基本条例の理念の周知を図る】

市民一人ひとりの事情は様々であ
り、市は、全ての市民が同じようにま
ちづくりに参画できるわけではないこ
とにも配慮しながら協働のまちづくり
を進めることが必要です。

市民一人ひとりがそれぞれの実情に
応じて、可能な範囲でまちづくりに参
加することのできる、多様な参加機会
づくりを進めます。

参加機会は多くありますが、機会が
あることが市民に十分認知されてお
らず、周知方法のさらなる工夫が必
要です。

広報紙やホームページ、ＳＮＳなど
様々な媒体の長所を生かしながら、
必要な情報が市民に届くよう、周知
方法などの工夫に努めます。

参加機会の提供にあたっては、年齢
や性別、障害の有無等に関わらず、
幅広く参加できるよう配慮が必要で
す。

まちづくりへの関わり方に世代や性
別で差が生じないよう、女性や若年
者などの参加を促進するほか、参加
機会の充実にあたっては、高齢者や
障害のある人に配慮します。

※No.5で整理
2

市民協働の活動事例は増加してい
ますが、市民協働の取組を支援する
制度のより一層の周知、活用の促進
などにより、協働の取組をさらに広げ
ることが必要です。

企画課

※No.13で整理
3

広報広聴課

■女性や若者の参加促進
【審議会等における女性委員や青年層委員などの登用促進】
4

5

・第8条
-協働の推進
・第9条
-ｺﾐｭﾆﾃｨ活動

主管課

総務課

企画課

市民が主体となった多様な市民協働
の取組を促進するため、市民協働の
取組を支援する制度について、より
効果的な周知に取り組みます。

■多様な参加機会の提供
・一つの案件に対して、アンケートやパブリックコメント、意見交換会
【「市民意見聴取推進の基本的事項」に基づき、アンケートやパブ
など、複数の方法により、市民が参加できる機会を提供した。
リックコメントなど、幅広く様々な形で市民がまちづくりに参加すること
のできる機会を確保する】
■市民提案型協働のまちづくり支援事業の効果的な周知
【協働事例や市民活動団体情報を集約的に発信するほか、市民提
案型協働のまちづくり支援事業についてプレゼンや事業報告会を公
開する】
【市民活動団体等への周知強化】
【ホームページや広報紙を通じた情報発信】
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・例年８月に実施している附属機関の実態調査を実施し、指針に基 ・審議会等における委員の選出について、女性割合は32.1％、青年 ・附属機関の委員名簿を庁内で共有し、他の附属機関の委員選出
づいて附属機関の運営が行われているか、現状把握に努めた。
層の割合は25.9%となっている（令和元年８月１日現在）。青年層の割 状況も参考にすることで、さらなる女性や青年層の委員の登用を呼
合は、昨年度より若干改善が見られるものの、女性割合は、昨年度 びかける。
を下回っており、指針の周知徹底による取り組みを強化する必要が
ある。

・多様な参加機会の提供について、より効果的な手法を検討する必 ・アンケートの電子回答など、多様な参加機会のより効果的な提供方
要がある。
法について、検討を進める。

・SNSを活用するなど、市民提案型協働のまちづくり支援事業につい ・市民活動団体に関する情報を効果的に発信する必要がある。
て幅広く周知を行いながら、プレゼン及び事業報告会を公開実施し
た。
・市民協働の取り組みの輪を広げていくため、市民活動団体同士や
市関係課との更なるつながりをつくる必要がある。
・広報おびひろに市民提案型協働のまちづくり支援事業にかかる一
般記事を掲載した。（R1.8月号）

・引き続き、各種媒体を活用するなど、市民提案型協働のまちづくり
支援事業の周知に努め、多くの市民の参加につなげていく。
・市民協働ポータルサイトの周知を進めるとともに、内容の充実に取
り組む。

・市民協働ポータルサイトを活用し、協働事例や市民活動団体情報
を集約し発信した。

市民活動
課

・様々な機会を通じ、市民協働のまちづくり「協働・連携ハンドブック」
の周知啓発を実施した。

地域コミュニティを活性化するために
は、地域における様々な世代の市民
の参加と、関係機関や団体などの連
携により、これからのまちづくりを担う
若い世代を地域で育てていくことが
必要です。

地域ぐるみでこどもたちを応援する
取組を進めるとともに、地域コミュニ
ティの担い手の確保・育成や活動の
活性化を図ります。

■活動を担う人材や組織の育成・支援
【研修機会や相談体制の充実】
【転入者や各町内会、住宅管理者など、町内会未加入者への周知
啓発の強化】
【アクティブシニアの具体的な活動・活躍の場の確保や提供】
【地域活動に女性や若者、こどもなどが主体的に参加できる環境づ
くり】
【地区連合町内会連携会議の実施地区拡大】
【町内会組織とテーマ別団体との意見交換を通じた連携強化】
■こどもたちを地域ぐるみで応援する取組の推進
【学校・家庭・地域が効果的に連携するための仕組みづくり】
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市民活動
課

・町内会加入チラシを活用し、各町内会と協力しながら、転入者や町 ・社会環境の変化などに伴い、地域への関心が低くなってきており、 ・市からの依頼業務の見直しをはじめ、町内会の負担軽減に向けた
内会未加入者への周知啓発を実施した。
町内会活動や地域コミュニティの重要性を啓発していく必要がある。 検討を進める。
・市民協働ポータルサイトをリニューアルし、協働事例や市民活動団 ・町内会の負担を軽減していくためにも、、多様な主体と連携・協力
体情報を集約し発信した。（再掲NO.6）
する必要がある。
・広報おびひろに町内会活動にかかる一般記事を掲載した。（R2.4
月号）

・引き続き、町内会加入チラシ等を活用し、町内会の役割や重要性
の啓発に取り組む。

・コミュニティ・スクールの制度や趣旨について一層周知する必要が ・市民協働ポータルサイトの周知を進めるとともに、内容の充実に取
ある。
り組む。（再掲NO.6）

・小中学校8校に学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールを ・交付金を、より有効に活用していくために、コミュニティ・スクールの ・町内会での様々な取組事例に関する情報の収集、発信を行う。
導入した。地域における目指す子ども像等について協議した。
推進と一体となった交付の仕組みづくりを検討する必要がある。
・コミュニティ・スクールの導入校を拡大する。
・10団体がこども学校応援地域基金の交付金を受け、学校、家庭、 ・地域コーディネーターの育成、ボランティアの裾野拡大に向けて継
地域、関係団体と連携を図った特色のある事業を実施した。
続的に取り組んでいく必要がある。
・こども学校応援地域基金の交付団体を募集する。
・西帯広地区のボランティア団体を訪問し、こども学校応援地域基金
を紹介した。（計5回）
・こども学校応援みらいカフェを開催した。交付2団体より交付金を活
用した取組の成果・課題等を発表。NPO教育支援協会北海道より講
師を招き、ワークショップを実施した。

1

・こども学校応援みらいカフェ等を開催する。

まちづくり基本条例に基づく令和元年度以降の取組
関係条項
・第10条
-パブコメ制度

市民検討委員会の提言（H28.8月） 取組の考え方（H28.11月公表）
制度に問題はありませんが、パブリッ
クコメントに寄せられる意見が限られ
ているため、市民参加の必要性につ
いて引き続き伝えていくことが必要で
す。

市民協働のまちづくりの理念やまち
づくりに関する情報などについて、引
き続き幅広い市民への周知に努めま
す。

NO.

主管課

8

公職選挙法の改正により、住民投票
に関する条例の制定を請求すること
ができる者が１８歳以上まで拡大され
たことを踏まえ、まちづくりに関する
情報について、若い世代にも分かり
やすい説明に努めることが必要で
す。

・第12条
-情報提供
・第13条
-情報公開
・第14条
-説明責任

10

広報広聴課

広報紙やホームページ、ＳＮＳなど
様々な媒体の長所を生かしながら、
必要な情報が市民に届くよう、周知
方法などの工夫に努めます。

市から発信されている情報量は十分
ですが、必要な人に必要な情報が届
くよう、より一層の工夫に努めることが
必要です。また、情報通信機器を使
うことのできる人とそうではない人が
いることなどに配慮し、様々な媒体を
用いて繰り返し情報を発信するな
ど、情報格差が生じないように努める
ことが必要です。

障害のある人でもホームページやＳ
ＮＳなどで提供される情報を利用し
やすい環境づくりを進めるほか、情
報通信機器が利用できない人へも
配慮した情報発信に努めます。

・広報紙にパブリックコメントの募集案件に係る特集ページを掲載し
たほか、パブリックコメントの意見反映状況を一覧にして掲載した。

・あらゆる手段を利用して周知を図っているが、積極的な意見提出に パブリックコメント制度や意見募集案件について、広報紙やホーム
結びついていないため、案件そのものへの関心を高める必要があ
ページ、SNSのほか、広聴機会を通し効果的に周知する。
る。

■より簡易な意見提出方法の検討
ホームページ上で、パブリックコメントの概要版(PDF)を閲覧する人が 現状ではなし。
【ホームページ上で、パブリックコメントの概要版(PDF)から直接意見 意見を提出しやすいよう、PDFに意見提出ページへのリンクボタンを
提出するページにリンクするなど】
設置した。

ホームページ上で、パブリックコメントの概要版(PDF)から直接意見
提出するページにリンクするなど、簡易な意見提出手法を提供する。

※No.13で整理

11

基本条例では、市民は自ら情報収
集するように努めることとされていま
すが、一方で、市は、市民が情報を
収集しやすい環境づくりを進めること
も重要です。

取り組み予定の具体的内容

・パブリックコメントの募集案件の概要・期間を確認しやすいよう、
ホームページのトップページにバナーを掲載した。

広報広聴課

若い世代により一層市政に関心を
持っていただけるよう、まちづくりに関
する情報について分かりやすい発信
に努めます。

住民投票制度のあり方については、 引き続き現状の制度のもと、住民投
あらかじめ投票の対象事項や投票資 票制度を適切に運用します。
格などを定めておき、一定数の署名
が集まれば住民投票を実施できる
「常設型」と呼ばれる制度を定めてい
る自治体もありますが、帯広市では、
住民投票制度を有効に機能させるた
めには、案件ごとに、年齢など、投票
資格者の要件を規定する現状の制
度が望ましいと考えます。

取り組み上の問題点・改善点

広報広聴課

■制度の効果的な周知
【広報紙やホームページ、SNSなどでの周知】
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・第11条
-住民投票

取り組み実績の具体的内容

令和2年度の取り組み予定

※No.13で整理

まちづくりに自分の意見が反映され パブリックコメント制度の一層の定着
るパブリックコメント制度があることに を図り、実効性のあるものとするた
ついて、周知を続けることが必要で め、引き続き周知に努めます。
す。

市民が手軽に意見を提出することの パブリックコメント制度の活用促進に
できる方法を検討するなど、パブリッ 向け、意見提出の手法などについて
クコメント制度の活用を促すことが必 検討します。
要です。

令和元年度の取り組み

今後の取組方向と実施例
（■は取組方向、【 】内は実施例）

広報広聴課

■住民投票制度のあり方についての調査研究
【他自治体における実施事例や国の動向の情報収集】
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・住民投票制度に関する他自治体や国の動向などについて情報収 ・現状ではなし。
集を行った。

企画課

■情報入手手段の充実
【広報紙の設置場所の継続】
【SNSなどを活用した効果的な情報提供のあり方の検討】
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・住民投票制度について、引き続き情報収集を行う。

・広報紙が届いていない世帯への配布を補完するため、引き続き、 ・広報・広聴を効果的に組み合わせ、市民参加を促進する必要があ ・広報紙が届いていない世帯への配布を補完するため、コンビニエ
市内のコンビニエンスストア・スーパー、郵便局などへの設置を行っ る。
ンスストア、スーパーなどへの広報紙の設置を継続する。
た。
・地区懇談会、市民トークなどの市民対話事業を効果的に実施す
・ホームページのトップページに、必要な情報が見やすくなるようバ
る。
■分かりやすい情報提供
ナーを掲載した。(熱中症予防、インフルエンザ、除雪情報、日米共
【障害のある人などでもウェブで提供されている情報にアクセスし、利 同訓練)
・ホームページにおけるウェブアクセシビリティ方針に基づく、試験の
用できる効果的なウェブアクセシビリティの実施】
実施・評価を行う。
【情報量を絞り込むなど、情報の受け手に配慮した情報発信のあり ・令和２年３月、市公式LINEアカウントを開設し、新型コロナウイルス
方の検討】
感染症に関する情報発信を行った。
・市ホームページの全面リニューアルによる機能改善、閲覧性の向
【各種計画やパブコメにおける概要版等の作成】
上などを図る。（令和３年２月予定）
【全体庁議や地区懇談会などの概要、市長への手紙の公開】
・「健康（がん）」をテーマとした地区懇談会では、運動講座や検診
【地区懇談会、市民トーク、部長職による市民との懇談、出前講座な コーナーを設けたほか、「地域のつながり」がテーマの回では市民団
どの実施】
体に事例紹介してもらうなど、新規参加者の増加につながる工夫を
広報広聴課
行った。
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まちづくり基本条例に基づく令和元年度以降の取組
関係条項

市民検討委員会の提言（H28.8月） 取組の考え方（H28.11月公表）

・第15条
-総合計画
・第16条
-財政運営
・第17条
-行政評価
・第18条
-組織機構
・第19条
-行政手続
・第20条
-個人情報保護
・第21条
-出資団体等
・第22条
-危機管理
・第23条
-国等との関係
・第24条
-条例の見直し

現時点では、行政運営に関する各 引き続き社会経済情勢を踏まえ、ま
制度等に問題はありませんが、地球 ちづくり基本条例に基づいて行政運
温暖化や国際化の進展など、地域 営に取り組みます。
の産業や経済活動、市民生活に影
響を及ぼす可能性のある変化が生じ
ていることから、引き続き、社会経済
情勢を注視しながら行政運営を進め
ることが必要です。

東日本大震災や熊本地震などの発
生を機に、市民の防災・減災意識は
高まっていますが、家屋の耐震診断
や耐震改修などの具体的な対策を
講じる市民が少ないことから、市は、
さらなる啓発活動に努めることが必要
です。

NO.

14

主管課

-

防災意識の醸成に向けた啓発活動
を継続して実施し、「減災」の考え方
を基本に、より災害に強いまちづくり
を進めます。

取り組み実績の具体的内容

令和2年度の取り組み予定
取り組み上の問題点・改善点

取り組み予定の具体的内容

―

■市民、市職員の危機管理意識や対応力の向上
【防災訓練や研修、講演会等の実施】
【地域における自主防災組織の育成支援】
■危機管理体制の整備促進
【計画やマニュアル、資機材等の整備・充実】
【各行政機関や関係団体、企業、市民などとの連携強化】
【BCP（業務継続計画）の実効性向上に向けた訓練等の実施】
【旧耐震基準住宅の耐震診断や建替え等に対する支援】
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令和元年度の取り組み

今後の取組方向と実施例
（■は取組方向、【 】内は実施例）

危機対策課

・町内会や市民団体、民間企業など、さまざまなコミュニティに対して ・地域における防災活動の基礎となる町内会組織において、加入率 ・町内会等への防災の呼びかけを広め、防災出前講座や実動的な
防災出前講座を実施し、日ごろからの災害対策の必要性等を呼び の低下や会員の高齢化、役員のなり手不足等により、防災活動の展 訓練への参加など、具体的な防災活動につなげていく。
かけた。
開が伸び悩んでいる。
・自主防災組織や個別計画作成協議会の設立に向け、町内会等へ
・町内会や防災関係機関と連携して夏・冬２回の防災訓練を実施し、 ・災害時要援護者の支援体制について、個別計画作成協議会の設 の支援を行う。
行政、住民双方の災害対応力の向上を図った。
立促進など、組織的な体制整備を進める必要がある。
・親子防災講座を通し小中学生やその保護者世代に防災の呼びか
・防災セミナーや防災リーダー研修会、防災グッズ展を開催し、市民 ・防災に対する市民意識の醸成について、更なる普及啓発を進める けを行うなど、幅広い世代への普及啓発を図る。
の防災意識・知識の向上を図った。
必要がある。
・BCPの実効性を高め、市職員の災害対応力の向上を図るため、市
・自主防災組織、個別計画作成協議会など、地域の防災力向上に ・関係機関、民間企業との防災協定の締結等を通し、更なる連携の 職員向けの訓練を実施する。
資する組織の設立、育成の支援を進めた。
強化を図る必要がある。
・防災に関する各種計画やマニュアルについて、より実効性の高い
・防災協定の拡充など、関係団体や企業等との連携を進めた。
・耐震化に関心がある住宅所所有者に対する改修費用の負担感の ものとなるよう見直しを行う。
軽減を図る必要がある。
・建築物耐震化に関する普及啓発活動や住宅の耐震診断・耐震改
・防災訓練や防災協定の締結を通じて、関係機関との連携を更に進
修等に対する補助等を実施した。
・地震防災対策に関してさらなる理解を促進する必要がある。
める。
・旧耐震基準住宅の無料耐震簡易診断、住宅の耐震化などに対す
る補助制度活用による耐震化を進める。
・情報発信、耐震化への環境整備等を行い建築物所有者に対する
耐震化への理解の促進を図る。

社会経済情勢が変化する速度は高 より効果的・効率的な条例の適合状
まっており、５年を超えない期間ごと 況等の検討方法について検討しま
に各条項などの適合状況等につい す。
て検討することが必要です。なお、検
討にあたっては、より効果的・効率的
な手法を検討すべきと考えます。

■効果的・効率的な条例の点検方法の検討
【次期の基本条例点検に向けた手法の検討】
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・他都市の点検状況に関して情報収集を行った。

企画課

3

・現状ではなし。

・令和3年度の基本条例点検に向けた手法の検討を進める。

