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　平成２３年に協働のまちづくり推進計画を策定し、

「担い手づくり」のための各種事業を行ってきました。

　平成２３年度からの「協働のまちづくり講座」、そ

れに加え、平成２４年度からは「とみさと協働塾」を

実施しています。平成２７年度の協働塾は、まちづく

りに必要なスキルを身に付ける「まちづくりスキル

アップ講座」として実施し、まちづくりのサポーター

を輩出しました。

　これまでの講座を積み重ねた結果、今後、富里市の

協働を進めるために必要な情報をまとめ、このハンド

ブックを作成しました。

はじめに
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1 基本を知ろう！

　市民協働とは、市民、区・自治会などの地縁による団体、ＮＰ

Ｏやボランティア団体などの市民活動団体、事業者、そして市な

どのさまざまな主体が、公共の利益に資する同一の目的をもって

取り組むまちづくりの活動に対し、対等の立場で連携の上、協力

し、協調して取り組むことです。

　例えば、地域課題の解決に向けて、行政単独では解決できない

場合や市民だけでは解決できない場合に、相互にお互いの不足を

補い合い、共に協力して課題解決に向けて取り組むことです。

　協働の仕組みづくりは、各主体が共有できる目標を設定し、互

いに自主・自律性を確保しなければいけません。また各主体がも

つ能力や資源を互いに補完し合い、それぞれの主体が成果に対し

責任をもち、尊重して

いけば、相乗効果が生

まれ、共有目標の達成

も効率的・効果的とな

り、新たな成果を生み

出すことができます。
毎年盛大に行われる市民活動フェスタ
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1基本を知ろう！

　行政機関、住民同士の支え合いができる区・自治会、多様で先

駆的なサービス提供ができる市民活動団体、専門性をもった事業

者など、これらがそれぞれの特性をいかして協働することによ

り、地域に合った課題解決を効率的かつ効果的に進められるから

です。

多様化・複雑化する課題の解決や持続可能な

まちづくりのために、地域社会の主役である

市民の自発的な活動と課題に関わる地域の主

体による連携・協働の取組は不可欠です。

　まちづくりの主体である市民と地縁による団体、市民活動団体、

事業者、市など、多様な主体が、それぞれの責任と役割分担に基

づいて、お互いの立場や特性を知り、尊重しながら協力し合い、

共に目的を持って行動や活動することをいいます。

「協働」はそれ自体が目的ではなく、

「取組手法のひとつ」です。
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1 基本を知ろう！

・きめ細やかで柔軟な公共のサービスの提供が受けられます。

・自らのニーズを行政へ反映させることができます。

・活動の場や新たな雇用機会が生まれます。

・自助、共助、公助による協働のまちづくりを推進することに

より、市民主体の地域社会の形成が図られます。

・地域コミュニティ活動をより活性化できます。

・それぞれの団体が掲げる社会的使命について、より効果的に

取り組むことができます。

・それぞれの団体に対する理解や評価が高まり、新たな取り組

みや活動の場が広がります。

・組織運営能力が向上します。

・地域の中での社会貢献活動に取り組むことで、地域に根ざした

企業価値向上と企業ＰＲ・広報につながります。

・問題の早期把握ができ、多様化、複雑化する市民のニーズに
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1基本を知ろう！

対し効果的な対応ができます。

・地域資源の有効活用が図られ、市民、市民活動団体とのより

よい関係ができます。

・お互いの役割分担を明確にし、既存事業の見直しやスムーズ

な行政運営や効果的な行財政改革ができます。

　多くは福祉や環境、防災などの分野で協働事業が行われています

が、これまでの慣習や固定概念に捉われず、どのような事業にも協

働の可能性があることを意識し、協働を取り入れる視点をもって検

討を行いましょう。適した分野や事業について個別に検討すること

で広い分野で事業を効果的に実施することが可能となります。

適した分野や事業をいくつか例に挙げます。検討の参考にしましょう。

①多くの人の合意形成が必要な分野や事業
　�　�多くの人が関わる構想や計画については、策定の初期から市民と行

政が共に取り組むことで、自らが生活するまちづくりに直接参加し、

更に愛着のある市として発展することが期待できます。

�　　【例】市の基本的な計画の策定　など

②多くの人が参加する分野や事業
　�　�多くの人が参加、または体験してもらいたいイベントなどに、多く

の主体が計画段階から参加することで、創造性の豊かな事業に展開す

ることが期待できます。

�　　【例】各種祭りやイベント／�講演会やフォーラム　など
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1 基本を知ろう！

③地域ごとにきめ細かく柔軟な対応が必要な分野や事業
　�　�地域の課題は、画一的な方法では解決が難しいことがあります。地

縁による団体や市民活動団体などが、それぞれの持つ特性と柔軟性な

どを活かすことで、地域に合った方法で、迅速に対応することが期待

できます。

　　【例】�子育て、高齢者、障がい者等の支援事業／交通ボランティア、

地域防災、地域防犯　など

④当事者性を発揮する分野や事業
　�　�当事者や類似の経験を持つ人が、共に問題解決に取り組むことで、

その知識や知恵、技術が発揮され、よりよい解決策を導くことが期待

できます。

　　【例】地域の環境美化や景観維持／公園の維持管理　など

⑤専門性が求められる分野や事業
　�　�ＮＰＯや市民活動団体が活動を通じて蓄積したノウハウを活用する

ことで、より効果的な事業展開や新たなアイデアなどを導くことが期

待できます。

　　【例】�専門的な知識や情報が必要な事業／蓄積したノウハウが必要

な事業　など　

①情報提供・情報交換
　　それぞれが持つ情報を提供し合い、共有する機会を持つ形態

②事業協力
　　それぞれの特性や能力を活かし、一定期間継続的に協力する形態

③共催・後援
　　異なる主体が共に主催者または後援者として事業を行う形態

④補助・助成
　　事業に対し、財政的な支援を行う形態

⑤実行委員会
　　いくつかの主体が実行委員会を構成して事業を行う形態

⑥委託
　��　�事業の有効性や効率性を考えて事業の一部または全てを業務委託する形態　　

　協働の形態には様々なものがあります。形態を例示します。
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1基本を知ろう！

・事業を進める中で「何のために、何をするか」ということを

常に共有し合いましょう。目的意識を共有すると飛躍的に力

を発揮することができます。

・互いの立場や事業内容、活動状況などを把握し、会議の日時

や場所などを考慮しましょう。

・お互いが理解し合える言葉で話し合いができるように心がけ

ましょう。

・それぞれの立場や特性（長所や短所）、価値観を理解し尊重

し合いましょう。相互の情報提供や意見交換などを行い、積

極的にコミュニケーションを図り、よりよい信頼関係を築き

ましょう。
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1 基本を知ろう！

・互いの活動が自主的かつ自己責任で行っていることを理解し、

透明性、公平性に努め、その主体性を認め合いましょう。

・相互の特性が活かされるよう横のつながりとして、上下関係

ではなく、同じまちづくりの当事者としての連携を図りまし

ょう。

・どちらかに依存するのではなく、互いに自立した関係を保ち

ましょう。

・それぞれの特性を活かした役割分担を明確にして、責任の所

在や範囲を明らかにしておきましょう。

・活動の理解を深め、活動の場を広く確保するために、事業の

過程や結果などの情報を積極的に公開していきましょう。

協働は互いの主体性を尊重し合い、対等な立場

で語り合い、十分なコミュニケーションを図り

ながらチャレンジ精神で進めましょう。
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1基本を知ろう！

①前例踏襲や縦割りといった従来のやり方や形態について見直

し、固定概念にとらわれない事業への取り組みなどで柔軟で

総合的な力を発揮できるよう改善を図ること。

②市民ニーズを的確に把握するために常にアンテナを高く持つ

とともに、積極的な情報発信を行い、広く意見を求めること。

③市民からの意見は検討し、必要に応じて施策に活かしていく

こと。

④積極的に地域に出てパートナーとコミュニケーションを図り、

信頼関係を築いていくこと。

⑤立場の違う者同士が共通の目的を達成していく上で起きる意

見の対立などにも対応し、ひとつの結論へと調整を図ってい

くこと。
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1 基本を知ろう！

①自由な発想から創造性、専門性、先駆性の高い活動をめざし、

自主的、自発的な活動を展開すること。

②社会の変化や多様な市民ニーズに柔軟かつ機動的に対応する

こと。

③人材・資金・組織運営力を安定させ、事業のスムーズな遂行

に努めること。

④事業や活動に責任をもった自主的な活動を進めること。

⑤独自の価値観に偏ることなく、合意形成、協調、連携に努め

ること。
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2 スキルを身につけよう！

協働を進めるためには、

合意形成に導くための

　スムーズな会議の運営

目的を共有し課題解決策を明らかにすための

　事業企画の立案と企画書の作成

思いを広く伝え関心をひくための

　情報の収集・編集・発信

などのスキルを身につけましょう。

内容や画像は「平成 27 年度　とみさと協働塾　まちづくりスキルアップ講座」

　　　　　　�「平成 27 年度　協働のまちづくり講座」より
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2スキルを身につけよう！

　会議、ミーティング等の場で、発言や参加を促したり、話の

流れを整理したり、参加者の認識の一致を確認したりする行為

で介入し、合意形成や相互理解をサポートすることにより、組

織や参加者の活性化、協働を促進させるリーダーが持つ能力の

ひとつです。

　活動の成果の質を上げるため、行動を変えなければいけない

ことがあります。そのためには、まずは考え方を変えることが

求められます。考え方を変えるには、大きく二つの方法があり

ます。一つは、自分自身の心の中を深く省みる内省です。多く

の場合、自分一人ではなかなか壁は砕けず、それを手助けして

くれるのがコーチやカウンセラーです。もう一つが、相互作用

を使って自分の枠を打ち破る方法、これがファシリテーション

です。他者とぶつかり合い、互いの違いを知ることで自分の壁

を悟り、新しい自分を発見していくのです。単にアプローチが

違うだけで、両者とも目指す姿は人と組織の活性化であり、課

題や状況に応じて組み合わせて使うのも理想的でしょう。
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2 スキルを身につけよう！

　ファシリテーターは、会議などの場では議事進行を務め、中

立な立場を守り、参加者の心理や状況を見ながらプログラムを

進行していくことが求められます。

　人と人との効果的なコミュニケーションの場を作り、参加者

の意見や考えを最大限に引き出し、多様な考えをまとめ、対立

した意見を合意形成に導いて、実行に向けたモチベーションを

高める役割を担います。

　ファシリテーターは、活動の二つのプロセスに関わっていき

ます。一つは、段取りやプログラムの進行といった、活動の目

的を達成するための外面的なプロセスです。もう一つは、メン

バー一人ひとりの頭や心の中にある内面的なプロセスです。具

体的には、考え方や筋道などの思考的なプロセスや、感情の動

きやメンバー同士の関係性などの心理的なプロセスです。活動

を円滑に進めるには外面的なプロセスが大切ですが、成果や満

足感を左右するのは内面的なプロセスです。活動の中では感情

や関係性が常に変化しています。変化するからこそ、新しい考

えが生まれたり、対立している人と合意形成ができます。この

二つのプロセスに関わり、人と人の相互作用を促進していかな

ければいけません。
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2スキルを身につけよう！

1. 場づくりのスキル

　何を目的にして、誰を集めて、どういうやり方で議論し

ていくのか、相互作用がおこる場づくりからファシリテー

ションは始まります。目

的の共有から協働意欲の

醸成までの活動のプロセ

ス設計をし、活動の目的

と協働する組織や団体に

応じて一つひとつ段取り

を組み立てていかなけれ

ばなりません。

2. コミュニケーションのスキル
　　

　自由な発想を語り合い、あらゆる仮説を引き出しながら、

目的意識と相互理解を深めていきます。ファシリテーター

は、しっかりとメッセージを受け止め、そこに込められた

意味や思いを引っ張り出していかなければなりません。傾

聴・復唱・質問・主張・非言語メッセージの解読などコミュ

ニケーション系のスキルが求められます。
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2 スキルを身につけよう！

3. 論理的な議論のスキル

　　 　�論理的にしっかりと議論をかみ合わせながら、議論の全

体像を整理して、論点を絞り込んでいきます。図解ツール

をできるだけ多く頭に入れておいて、議論に応じて自在に

使い分け、議論を分かりやすい形にまとめていかなければ

いけません。筋道を立てて考える思考系のスキルが求めら

れます。

4. 合意形成のスキル
　　

　議論がある程度煮詰まり、創造的な合意形成に向けて意

見をまとめていこうとすると、様々な対立が生まれ、簡単

には意見がまとまらないことがあります。合意形成のため

の対立解消のスキルが求められます。

　双方にメリットがあるところを探ることに意識合わせ

をし、お互いを理解しながらどうすれば合意に近づけるか

を明確にしていきながら、双方にとって満足できるよう案

をまとめていきます。
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2スキルを身につけよう！

　ある課題に対し会議を行う場合、ブレインストーミングとい

う手法が使われます。参加者が自由に意見を述べることができ、

新たなアイデアを生み出すための方法の一つです。

　また、ＫＪ法とは、ブレインストーミングなどによって得ら

れた発想を整序し、問題解決に結びつけていくための方法です。

１.「批判をしない」

　自由なアイデア抽出を制限するような、判断・結論は慎し

み、判断・結論は、次の段階にゆずります。ただし可能性を広

く抽出するための質問や意見ならば、その場で自由に出し合い

ましょう。

２.「自由な発想」　

　誰もが思いつきそうなアイデアも大切ですが、奇抜な考え方

やユニークで斬新なアイデアも重視しましょう。
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2 スキルを身につけよう！

３.「質より量」　

　様々な角度から、多くのアイデアを出してもらいましょう。

一般的な考え方・アイデアはもちろん、一般的でなく新規性の

ある考え方・アイデアまであらゆる提案を歓迎しましょう。

４.「連想と結合」　

　別々のアイデアをくっつけたり一部を変化させたりすること

で、新たなアイデアを生み出していくことができます。他人の

意見からの連想や他人の意見に自分のアイデアを加えた意見も

新しい意見として捉えましょう。

　そしてこの発想を多量に生産するブレインストーミング法で

は、アイデアを整理する必要があります。整理法については、

KJ 法がよく用いられます。
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2スキルを身につけよう！

　ブレインストーミング等でカード化された多くの意見・アイ

デアをグループ化し、論理的に整序して問題解決の道筋を明ら

かにしていくための手法がＫＪ法です。

1．情報の単位化

　チームメンバーの

意見やアイデアを一

枚のポストイットに

書き出し、情報を単

位化します。

2．グループ分けを行う（表札付け）

　次に、ポストイットを大きな台紙に最初は何も考えずに貼り

付けて、後で全体を上から見渡しながらグルーピングしていき

ます。
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3．表札をつける

　似ている情報を集めて小さなグループを作ります。グループ

に見出しをつけ、見出しの付いたグループを見比べて、統合し

ていきます。全体が10以下のグループになるまで繰り返します。

4．図式化する

　グルーピングが行われた情報同士の関係性を図式化していき

ます。
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　初対面の人同士が出会う時、その緊張をときほぐすため、自

己紹介をしたり、簡単なゲームをしたりして、集まった人を和

ませ、コミュニケーションをとりやすい雰囲気を作ります。途

中、場を仕切り直したい時などにも行うと効果的です。

　与えられたテーマについて、数人のグループに分かれホスト

を１人決めて意見を議論します。次にホスト以外は他のテーブ

ルへ移動し、そこのホストから前の議論の要約や概要を聞いて

から、さらに議論を深め、これを何回か繰り返した後に、各テー

ブルホストがまとめの報告を全員にする方法です。
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１．企画とは？

　地域のニーズや現状の課題を把握し、達成するためのアイデアを

出し合い、目的をきちんと明確にすることが大切です。目的達成、

問題解決等の手段が「企画」であり、「企画書」はその設計図と言

えます。その企画書により目的意識の共有を深め、さらに共に活動

する相手に事業内容を伝えることができます。

　目的を共有し課題解決策を明らかにするため

に、話し合いで見い出された方向性から事業を企

画していきましょう。

現 状 目指すもの
（目的）達成すためのアイデア

企画

まとめる 企画書

伝える プレゼンテーション
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2．企画のためのフレームワーク【５W２H】

3．企画のための情報収集と選択をしよう

目的・狙い 何を？

いくらで？どうやって？

どこで？

誰？

いつ？・どんな流れ？
・かかる時間は？
・タイミングは？ ・場所は？

・何をする？
・どんな機能が使えるか？

・対象者は誰？
　どんな人？

・誰のため？

・どんな手段を使って
どのように？

・いくらかかかる？
・いくらかけたい？

・収入と支出のバランスは？

インターネット
・企業や専門サイト
・データベースサービス
・ブログや掲示板
・SNS ……など

クチコミ
・知人や仲間
・専門家

……など

調査・統計データ
・統計データ
・行政発表の調査結果

……など

レポート
・報告書
・レポート

……など

新聞・雑誌
・新聞や雑誌記事
・書籍や専門書
・報道ニュース

……など

収集した情報を目的に照らして有益かつ機能するものだけに絞る

インターネット クチコミ 調査・統計データ

レポート 新聞・雑誌
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4．コンセプト（目的）を決めよう

5．コンセプトを明確にするために

企画全体を貫く基本的概念（企画の本質）コンセプトキーワードのつくり方
企画の中にある共通するキーフレーズを集める

キーフレーズを絞る

コンセプトキーワードが生まれる

企画全体を貫く基本的概念（企画の本質）

一言で表現できるキーワード＝コンセプト

バックキャスティング
ありたい姿現 在

まず、「こうありたい未来」「こうあるべき未来」を決め、
実現するための今なすべきことを、過去データの分析や実績を
参考に考え、具体化して実行する手法

現 在
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6．企画書を作成するには

　コンセプト（C）　ターゲット（T）　プロセス（P）　ツール（T）

という４つの軸を基本に、考えをまとめてみましょう。

提案現状

魅力あるストーリーを描いて
筋が通り説得力のある企画書をつくりましょう。

課題

事実に裏付
けられた
現状分析

現状と目的で
あるゴールと
のギャップを
提示

課題解決策
としての
企画

3つの
ポイント

●文章は短く、はっきりと！
●専門用語や抽象的な表現を避ける！
●能動態で自信のある表現に！

3つの
ポイント

企　画　書
テーマ

1.現状分析

2.課題の抽出と
　目標の設定

3.企画の
　コンセプト

4.施策展開案

5.スケジュール 6.予算

（例）
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７．企画を伝えるためのプレゼンテーション

８．プレゼンテーションの構成

目的（狙い）の明確化
なぜプレゼンをするのか？
なぜ求められたのか？

相手の顔を見て企画を伝えるチャンス！として
目的を明確にして、しっかり準備しよう！

聞き手は誰で
何を求めているのか？

その場で何を訴求し、
勝ち取るか

という目的を明確に！

どう訴求すれば
提案が

受け入れられるかを意識！

提案したいテーマや企画を効果的に説得するための技法

はじめに 【目的】準備の行き届いた洗練されたプレゼンであることを印象づける
挨拶／自己紹介／プレゼン趣旨・目的／時間の目安・進め方・質問の仕方

現状の説明 【目的】プレゼンテーターと聞き手の現状認識のすり合わせ

課題の表示 【目的】解決策提案のための下地づくり
その「場」の全員が共通の課題認識をもって次に進める。

解決策の提案 【目的】全員が認識した課題を解決する提案の発表
解決策提案では、選択肢を提示し全ての選択肢を対等に扱い、事実に基づ
いた推薦案を示す。映像や事例などの活用が有効である。（選択肢と具体案）

まとめ 【目的】プレゼンの目的への立ち返り
提案主旨・展開とスケジュール、配布資料の説明／お礼／質疑応答
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９．プレゼンテーターの話し方

話し言葉で！
文章は短く！
具体的な話で！
能動態で！
専門・業界用語は避ける！

企
画
書
︵
書
き
言
葉
︶

プ
レ
ゼ
ン
︵
話
し
言
葉
︶

5つのコツ

聞き手を企画内容に惹き込み、集中できるよう
“話し方のコツ”を習得しましょう。
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プレスリリースとは？

書き方のポイント

「読みやすさ」「簡潔さ」「伝わりやすさ」を意識してプレスリリース
を作成してみよう。

　プレスリリースとは、情報をマスメディアなどに対し、紙

面やメールを用いて公式な情報として提供することです。

　プレスリリースを上手に行うことで、信頼のあるメディア

に紹介され、知名度が向上するなどのメリットが得られます。

①　簡潔に、インパクトのある表現で

②　事実を正確に

③　専門用語は極力少なく

④　具体的な数字データ（日付や時間など）を明記�

⑤　資料は別添に��

⑥　読みやすいレイアウトに

■見出し：�インパクトのあるタイトル・サブタイトルをつけ、リード文を

　　　　　簡潔にまとめて、お知らせしたい内容が伝わるようにする。

■本　文：��5 Ｗ 2H を意識し、説明が長くならないよう段落分けや箇条書

　　　　　きにして内容を明確にする。

■文　末：�団体の名称や概要、お問合せ先（担当者・TEL・メール）を明

　　　　　記する。

10．企画書からの情報発信はプレスリリース！
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　地域づくりを推進する中で、大切な活動のひとつが「広報

活動（情報発信）」です。多くの組織や団体が課題として感

じられていますが、効果的かつ効率的な「広報活動（情報発

信）」を行いましょう！

　広報活動は、市民、区・自治会などの地縁による団体、

NPO やボランティア団体などの市民活動団体、事業者、市

を取り巻く多様な人々との間に継続的な“信頼関係”を築い

ていくための思考と行動です。

思いを広く伝え、興味や関心をもってもらえる

ような情報発信をしよう！

　①　活動の資源といわれる「人・もの・お金・情報」を集め

　　　ること。

　②　情報を共有し、普段からコンセンサス（合意形成）やコ

　　　ミュニケーションを図ること。

　③　社会的な啓発活動により、その環境づくり、基盤づくり

　　　を行うこと。

広報活動の３つの目的



富里市　市民協働ハンドブック32

2 スキルを身につけよう！

１．相手に理解される言葉と方法

　事業の活動を知ってもらいたいときに、まず考えなければなら

ないのは、「何を」「誰に」「どういう目的で」「どんな手段を使っ

て」知らせるのかということが大切です。

　チラシや広報紙、情報紙などをつくって、どこかに置いておく

だけではなく、相手に届いて、理解されなければ意味がありませ

ん。相手に理解されるには、相手の立場にたって、相手に理解さ

れる言葉と方法で伝え、起きた反応に対して、もう一度メッセー

ジを返す。この繰り返しが大切です。一方的なＰＲではなく、相

手や社会とのコミュニケーションをつくり上げていくことが広報

活動です。

何を伝えるか1
伝えたい要旨、
意見、見解、主張、
情報など

誰に伝えるか２

対象とする
ターゲット

どう伝えるか３
理解できる表現、
効果的な方法・ツ
ールを用いて

的確に伝えることにより、よりよく理解させ、ターゲット
にポジティブに反応させる努力が広報と言えます。
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２．クロスメディアによる情報発信を

　複数のメディアを活用した情報発信をすることで、それぞれの

メディアが持つ長所と短所を相互に補完し合い、相乗的な効果が

生まれます。

　例えば情報発信をする場合、手に取りやすい紙媒体で用意し、

その紙媒体に WEB サイトへのアドレスや QR コードを記載して

おけば、興味を持った人がインターネットから簡単にアクセスで

きます。紙媒体からインターネットへつながるクロスメディアの

構造を活用することで、紙媒体だけでは対応しきれない即時性や

広がりをもった情報が伝達可能となります。

行政・公共機関行政・公共機関 企 業企 業 NPONPO諸団体諸団体

一次産業者一次産業者 アーティストアーティスト その他団体・個人その他団体・個人

紙媒体紙媒体 ＷＥＢＷＥＢ

交流の場交流の場イベントイベント
×

情　報
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３．ＷＥＢによる情報発信

　ＷＥＢを活用することで、より速い情報提供や紙媒体で掲載し

きれない部分の情報を提供することができ、その情報に対する反

応を知ることもできます。

　まずはＷＥＢの基本用語を知りましょう。

①　ＷＥＢページとはインターネット上にある個々の文書ページ

のことを指します。

②　ＷＥＢサイトとは特定のドメイン※の複数のＷＥＢページの

まとまりを指し、組織ごとにまとめられたインターネット上

の情報です。ホームページと言われるものです。

③　ソーシャルメディアはインターネット上でユーザー同士が画

像や動画を含む情報を交換(送受信)することにより成り立ち、

誰でも参加・発言ができるコミュニケーションサービスです。�

情報の速い拡散に効果的です。代表的なものにツイッターや

フェイスブックがあります。

※ドメインとはインターネット上のコンピュータを識別するための名前のことです。

　例えば、www.city.tomisato.lg.jpやwww.google.co.jpなどです。
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フローメディアとストックメディアの活用

　ツイッター（Twitter)やフェイスブック(Facebook)などはフロー

メディアに分類され、時間経過とともに情報が流れていき、リアル

タイム性が強く、他者とのコミュニケーションを図ることができま

す。

一つ
前の
記事

最新の
記事

情報が流れていくフローメディア（例：Facebook）
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　ツイッター（Twitter) は自分の専

門分野や興味関心のあることを不特

定多数の人に手軽に情報発信（1 日

140 字まで）できます。自己ＰＲと

して公開すると「リツイート」によ

り拡散されます。偽名可能。

■ツイッター（Twitter) とフェイスブック (Facebook) の違いは？

　フェイスブック (Facebook) は個

人と個人を結び、個人から個人へつ

ながっていく情報発信ツールです。

偽名での登録はできません。自己Ｐ

Ｒや発信した情報は「いいね！」に

よりつながっていきます。

情報を蓄積するストックメディア（例：WEBサイト）

　またＷＥＢサイトやブログ等はストックメディアとも言い、フ

ローメディアで流れてしまう情報を蓄積することができます。イン

ターネット上のホームグラウンドとして活用することが望ましいと

言えます。
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　ソーシャルメディア（フローメディア）を使った

情報発信により、人との関係性を広げ、ＷＥＢサイ

トやブログなど（ストックメディア）へつなげるこ

とで団体や組織の周知や活動の情報発信につながり

ます。

　ストックメディアとフローメディアを上手に連動

させ、効率的で効果的な情報発信をしましょう。

ソーシャルメディア（フローメディア）の活用で注意することは？

　投稿する記事の内容と表現の方法に注意しましょう。また自分の

情報ではない場合、相手に確認をしましょう。

　ソーシャルメディアを使った相手との関係はインターネット上で

公開されているという意識を常にもち、真摯な対応をしましょう。　
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４．紙媒体による情報発信

情報を整理しよう

掲載する内容を決めよう

●報道もの（行事の紹介、活動の報告、組織の現状報告など）

　　・広く一般の方や共に活動する方への報告

　　・活動の記録として

●特集もの（一つの問題を掘り下げて読者のニーズに応える）

　　・�メンバーが興味を持ちそうなこと、あるいは団体（会）

として啓発しようとしていることなど。

●読みもの（メンバーの作文、コラム、健康豆知識など）

　　・「はし休め」になり、読者と広報紙が親しくなる要素になる。

　バランスを考えながら、掲載内容を決め、どのページにどの

内容を入れるかを考えラフレイアウトを決めていきます。紙面

のどの位置にどれぐらいの大きさで写真を載せ、どんな形で見

出しを載せるかなど、紙面の設計をします。

　このラフレイアウトをすることで、記事の執筆、文章の依頼、

写真撮影など材料集めをするための方法がわかり、役割分担を

することができます。

　広報紙や会報、チラシやポスターなどの紙媒体は最も身近なツー

ルです。興味や関心、共感を得られるような広報紙づくりで内外

のコミュニケーションを図り、効果的な情報発信をしましょう。
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原稿依頼

原稿を寄せてもらうときは次の点を伝えましょう。

　●具体的な内容を伝えること

　●原稿の量を確実に伝えること

　●余裕のある締切日を伝えること

取材

　取材には、事業が実施されている場所へ直接行って、目で見

て耳で聞く直接取材と、課題をよく知っている人の話を聞き、

間接的に問題に近付くという間接取材があります。

①　企画

　媒体のコンセプト・主旨・目的を意識し、常に読み手の立場

になって企画を考えます。季節感、ニュース性、社会性、タイ

ムリーさが大切なポイントです。

②　構成

　メインとなる大黒柱と幾つかの小柱を決め、伝えたいことを、

どのような切り口で、どのような写真を配置するかなど、バラ

ンスを考えて思い描くことが大切です。

③　取材対象

　なぜ選んだかを明確にし、情報の中から、複数を選択する場

合は、取材内容を考えて異なる要素を選びましょう。



富里市　市民協働ハンドブック40

2 スキルを身につけよう！

④　取材依頼

　どのような情報紙で、発行日、目的、取材したい内容を相手

にきちんと伝えましょう。

⑤　事前準備

　電話やホームページなどを活用して取材する相手の情報を収

集した上で撮影場所や取材内容を決め、持ち込む機材などの手

配をします。

⑥　取材

　会話を楽しみながら取材を受ける側、取材する側、記者、カ

メラマンなどみんなで想いを共有し場を作りましょう。

⑦　原稿作成

　取材させていただいた方の真意に心を寄せ、その方に代わっ

て、その想いを伝えましょう。

⑧　写真選び

　限られた紙面で、伝えたい要素を表すものを選びます。色味

やトリミング※を考え、被写体の位置、顔の向き、紙面全体の

バランスも考えて選びましょう。

⑨　紙面デザイン

　大見出しや小見出し、大柱となる写真、小柱となる写真を決

め、文章・写真・色の偏りがない配置を考えましょう。写真に

添える言葉（キャプション）も大切です。

※トリミングとは写真の一部を切り出す加工方法です。
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　●�写真が読者に訴えかける力は、非常に大きいものです。

　●�枚数を多く撮ったり、複数人で撮影するとよいでしょう。

写真を撮るとき

大切なことは

光を意識すること。

いい写真を撮影する 8 つのポイント

　①　光の向きに気をくばる。

　②　構図を工夫する。

　③　ぶれを考える。

　④　いろいろな目線で撮る。

　⑤　相手とのよりよい関係をつくる。

　⑥　瞬間を逃さない。

　⑦　ホワイトバランスを変える。

　⑧　現場に出てたくさん撮る。

写真
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2 スキルを身につけよう！

●�部屋だと白壁、外なら木陰を利用しましょう。

●�100人いたら100通り。正解はありません。いい写真をたくさ

ん見ることが撮影がうまくなる近道です。

●�依頼されたときは

　＊縦・横・引き・寄りを撮影しましょう。

　＊デザインしやすい写真を撮影しましょう。

●�なるべく明るいところで撮影しましょう。

●�リラックスして撮影し、万一ぶれてしまっても利用できること

もあります。

●�被写体に対し角度を変えるなど目線を変化させましょう。

●�いい写真を撮るためには被写体との距離感が大切です。挨拶や

会話でコミュニケーションを図りましょう。

●�タイミングを計り、連写機能などを活用し「はいチーズ」は言

わないで話をしながら撮影しよう。協力者がいるといいでしょう。
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2スキルを身につけよう！

執筆

　いつ、どこで、だれが、なにを、なぜ、どのようにを基本に、読点（、）

や句点（。）、段落を意識して文末を統一しましょう。長い修飾語を

避け、現代かなづかいで難解な言葉は使わないようにしましょう。

制作

●�大きい記事には大きい見出しをつけましょう。

●�写真やイラストの大きさにメリハリをつけましょう。

●�表紙と裏表紙以外の中ページでの見開き活用でインパクトをつ�

　けることができます。

● 簡潔に記事内容を説明するリード文や写真を説明するキャプ�

　ションも大切です。

●�文章は１行を長くせず、行間を十分にとることで読みやすくなります。

校正

　文字や句読点、その他が間違っていないかを調べ、正しくする

作業です。

●複数の人で行いましょう。

　（人数が多ければ多いほど正確になるといっても過言ではありま

せん。）

●ページごとや記事ごとに２、３人のグループ分けをするのも効果

的です。

●個人の名前や固有名詞は特に注意しましょう。
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2 スキルを身につけよう！

大見出し
記事の内容が一目でわかるキーワード

リード文
短い文章で簡潔に記事内

容を説明する

本文
１行の文字数を少なくす

ることで読みやすくなる

一つのページの中で違う内容を掲載する場合の見せ方

写真が複数枚のときは大きさに変化

をつけどんな状況かを伝える言葉

（キャプション）を添える

中見出し
またはわき見出し
内容を具体的に表現する

キーワード

小見出し
段落を説明するキーワー

ド

レイアウト例
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3 課題解決に向けた事業の

検討シュミレーション

協働事業の進め方のシュミレーションをしてみましょう。

　新規事業だけでなく、既存事業についても協働の可能性があ

ります。どのような事業にも協働の可能性があることを意識し

ましょう。

①�行政や市民活動団体などがそれぞれ単独で

行うべきものではないか

②公共サービスの向上が期待できるか

③�現状より効果的かつ効率的な事業に展開で

きるか

　協働の事業形態は多様です。どのような形態が効果的かつ効

率的に実施できるかを話し合いましょう。

検討の視点
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3課題解決に向けた事業の

検討シュミレーション

次の中から一つの形態を選ぶだけでなく、複

数を組み合わせることもできます。

例示：①情報提供・情報交換　②事業協力　

　　　③共催・後援　　　　　④補助・助成　

　　　⑤実行委員会　　　　　⑥委託

　互いに協力し、特性を活かし合えるよりよいパートナーを見

つけましょう。

①日頃からの情報収集や日常的な関係などから。

②行政機関などの活用から。

・市民活動推進課　　　☎ 0476-93-1117

・市民活動サポートセンター

　　　　　　　　　　 ☎ 0476-93-4123

・ボランティアセンター☎ 0476-92-8221

　互いの特性を発揮した協働を円満に進めるためには、目的・

目標を相互に理解し、共有をして、双方の役割分担を具体的に

明確にすることが大切です。

形態は様々

見つけ方
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3 課題解決に向けた事業の

検討シュミレーション

　実施した結果を振り返り、よりよい事業となるような今後の

改善策を見出す評価をすることはとても重要です。

　協働する中で行う一つ一つの活動に対して、常に結果を評価

していきましょう。

①�結果の課題点や問題点はフィードバックし、次の協働事業の

改善を図るため

②協働事業の信頼性を高め、透明性を確保するため

③関係者・協力者・賛同者などへの説明責任を果たすため

　まず、内部評価として、事業を実施した行政と団体などパー

トナー同士で評価することが大切です。

　また、必要に応じて外部評価としてサービスを受けた市民や

第三者機関に対し、アンケートやチェックシートなどを活用し

て評価をしてもらうことも検討しましょう。

評価の視点

評価の仕方
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3課題解決に向けた事業の

検討シュミレーション

①事業は協働に適していましたか

②目的・目標設定は適切でしたか

③採用した協働形態は適切でしたか

④パートナー選定は適切でしたか

⑤情報交換などの意思疎通は十分に行えましたか

⑥互いの特性を発揮できましたか

⑦事業目的は達成できましたか

⑧費用対効果は得られましたか　など

　

評価項目

　内部評価・外部評価から問題点や課題点を見出し、次の

事業にフィードバックしていくことに努めましょう。その

ノウハウを蓄積し、活用していくことが最も重要と言える

でしょう。

　チェック項目（例）を次ページに掲載しています。
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3 課題解決に向けた事業の

検討シュミレーション

段階 チェック項目（例）

事 業 検 討 事業の目的は明確ですか？

事業を行うことによって達成したい目標は明確ですか？

協働で事業を行う理由は明確ですか？

パートナー
探し

パートナーを広い視野で探しましたか？

パートナーの選定基準は明確ですか？

パートナーを選ぶ過程は透明でしたか？

事業の協議
・計画作成

分かりやすい共通の言葉で話し合える自由な雰囲気でしたか？

双方の立場、おかれている状況、得手・不得手などを理解しましたか？

協議は対等で協力的に行われましたか？

目的や効果を双方で共有しましたか？

解決すべき課題を共有しましたか？

特性を活かせる役割分担で内容は明確でしたか？

成果目標を確認し合いましたか？

相乗効果・波及効果を確認し合いましたか？

事業計画、収支計画を協議してつくりましたか？

実　　 施 双方が役割分担を果たしましたか？

必要に応じて打ち合わせを行いましたか？

進捗状況や事業に関する情報を共有しましたか？

課題発生や企画修正は互いに連絡し合い・協議し柔軟に行いましたか？

打ち合わせ事項（合意事項）は記録して共有しましたか？

完  了  後 事業の目的は達成されましたか？

双方の役割は期待どおりでしたか？

双方にメリットがありましたか？

単独で事業を実施するよりも効果があったと思いますか？
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　北総台地の自然の中で、健康で豊かな生活と香り高

い文化を育て、人と人とのふれ合いを大切にし、心の

かようまちをつくるため、ここに市民憲章を定めます。

　豊かな大地を愛し歴史と伝統を誇る

　　　　　　　　　　　まちをつくりましょう

　人と平和を愛し世界にひらく

　　　　　　　　　　　まちをつくりましょう

　花と緑を愛し心身ともに健康な

　　　　　　　　　　　まちをつくりましょう

　若い力を育て勤労を愛し活力ある

　　　　　　　　　　　まちをつくりましょう

　郷土と文化を愛し調和のある

　　　　　　　　　　　まちをつくりましょう

　　　　　　　　　　　　　昭和 60 年 4 月 1 日制定

富里市市民憲章
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 富里市協働のまちづくり条例             
  平成２２年３月１８日条例第９号 

 
目次 
前文 
第１章 総則（第１条―第３条） 
第２章 市民の権利，役割及び市の責務（第４条―第６条） 
第３章 地域コミュニティの役割等（第７条―第１０条） 
第４章 協働によるまちづくり（第１１条―第１４条） 
第５章 市政への参画（第１５条―第１７条） 
第６章 協働のまちづくり推進委員会（第１８条―第２０条） 
第７章 条例の尊重及び見直し（第２１条・第２２条） 
第８章 雑則（第２３条） 
附則 
 
明治２２年富里村が誕生して以来，先人のたゆまぬ努力により育まれた富里

が，更に心豊かで愛着のある市へと発展し，次代に引き継がれて行くことが，
富里市で共に暮らし，働き，学ぶ，私たち市民の願いです。 
そのためには，まず，私たち市民が，自らまちづくりに参加することが必要

です。 
この条例にこめられた思いを，市民と市が共有するところから協働のまちづ

くりは始まります。協働のまちづくりは，市民と市が互いに負担を求め合うも
のであってはなりません。 
市民の自主性が尊重され，市民と市が互いを理解しながら目的を共有し，市

民相互及び市民と市の連携・協力をもって，協働によるまちづくりを推進しま
す。 
そして，富里市で活動するすべてのものが，信頼と協力という「絆」を育み，

市民の地域活動への参加を容易にし，市民活動を広げ，自発的にまちづくりを
考え，更には市の施策に参画し，市と共にまちづくりを進めます。 
富里市協働のまちづくり条例は，その環境を形付け，富里市で活動するもの

の権利や役割などを定める基本的なルールです。 
第１章 総則 

（目的） 
第１条 この条例は，協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を
定めるとともに，まちづくりの主体となる者の役割を明らかにし，それぞれ
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が共に考え，協力し，及び行動し，もって個性豊かで活力のある自立した地
域社会の実現を図ることを目的とする。 
（用語の定義） 

第２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)  協働 市民，地縁による団体，市民活動団体及び事業者（以下「市民等」 
という。）並びに市が，相互に相手の特性を理解し，尊重し，共通の目的 
に向かい，責任及び役割分担を明確にし，共に取り組むことをいう。 

(2) まちづくり 住み良い豊かな地域社会をつくるための取組をいう。 
(3) 市民 市内に居住する者のほか，市内で働く者及び学ぶ者をいう。 
(4)  地縁による団体 地域住民が自主的に参加し，その総意及び協力により 
住み良い地域社会をつくることを目的として構成された集団をいう。 

(5) 市民活動団体 市民活動を組織的かつ継続的に行う団体をいう。 
(6) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。 
(7) 市 市長その他市の執行機関をいう。 
(8) 市民活動 市内で行われる市民等による自主的な社会貢献活動で，公益 
の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし，次のいずれかに 
該当するものを除く。 
ア 宗教の教義を広め，儀式行事を行い，及び信者を教化育成することを 
主たる目的とする活動 

イ 政治上の主義を推進し，支持し，又はこれに反対することを主たる目 
的とする活動 

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和２５年法律第１００号)第３条に規定す 
る公職及び選挙運動に関し同法の規定が準用される公職をいう。以下同 
じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは特定の 
公職にある者又は政党を推薦し，支持し，又はこれらに反対することを 
目的とする活動 

(9) 地域コミュニティ 地縁による団体，市民活動団体及び事業者をいう。 
（基本原則） 

第３条 市民等及び市は，次に掲げる基本原則を踏まえ，協働によるまちづく
りを推進するものとする。 
(1) 相互に目的を理解し，目的意識を共有すること。 
(2) 相互に対等な立場で，自主性を尊重すること。 
(3) 相互の特性及び役割を理解し，協力すること。 
(4) 相互に必要な情報を提供し，共有すること。 
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(5) 相互の役割は，自助，共助及び公助に基づき，課題解決にふさわしいあ 
り方で果たすこと。 
第２章 市民の権利，役割及び市の責務 

（市民の権利） 
第４条 市民は，まちづくりに参加する権利を有する。 
２ 市民は，市政に対し意見を提言する権利を有する。 
３ 市民は，市の保有するまちづくりに関する情報を知る権利を有する。 
４ 市民は，まちづくりに参加しないことを理由に不利益な扱いを受けること，
又は参加を強制されることはない。 
（市民の役割） 

第５条 市民は，自らがまちづくりの主体であることを認識し，地域社会に関
心を持ち，自らができることを考え，積極的にまちづくりに参加するよう努
めるものとする。 

２ 市民は，自らが地縁による団体の担い手であることを認識し，その活動へ
の理解を深め，自主的に参加し，又は協力するよう努めるものとする。 

３ 市民は，市民活動への理解を深め，その活動に自主的に参加し，又は協力
するよう努めるものとする。 
（市の責務） 

第６条 市は，協働によるまちづくりの推進に資する基本的かつ総合的な施策
を策定し，実施するものとする。 

２ 市は，協働によるまちづくりが円滑に推進されるよう，富里市情報公開条
例（平成１３年条例第２号）にのっとり，必要な情報を積極的に提供すると
ともに，市民に分かりやすく機能的かつ効果的な組織運営に努めなければな
らない。 

３ 市長は，市職員に対して協働によるまちづくりに関する研修等を実施し，
市職員がその重要性の認識を深めるよう努めなければならない。 

４ 市職員は，自らの職務遂行能力の向上のための自己啓発に努めるとともに，
市民等との協働の視点に立ち，市民等との信頼関係の向上に努めなければな
らない。 

第３章 地域コミュニティの役割等 
（地縁による団体の役割） 

第７条 地縁による団体は，地域住民のつながりを強くするとともに，地域の
課題解決に向けて計画的に取り組み，安心，安全で住み良い地域づくりに努
めるものとする。 

２ 地縁による団体は，様々なまちづくりの主体と交流し，及び連携し，協働
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によるまちづくりの推進に努めるものとする。 
（市民活動団体の役割） 

第８条 市民活動団体は，市民活動の持つ社会的意義を自覚するとともに，自
らの持つ知識，専門性等を生かし，まちづくりに貢献するよう努めるものと
する。 

２ 市民活動団体は，積極的に情報提供を行い，活動の輪を広げるとともに，
自らの活動内容が市民等に理解されるよう努めるものとする。 

３ 市民活動団体は，様々なまちづくりの主体と交流し，及び連携し，協働に
よるまちづくりの推進に努めるものとする。 
（事業者の役割） 

第９条 事業者は，地域社会の一員として，地域社会との調和を図るとともに，
公共的又は公益的な活動に協力し，協働によるまちづくりの推進に寄与する
よう努めるものとする。 
（地域コミュニティの連携と協力） 

第１０条 地域コミュニティは，協働によるまちづくりを推進するために，相互
に対等な立場で連携と協力に努めるものとする。 

第４章 協働によるまちづくり 
（協働によるまちづくりの推進) 

第１１条 市民等及び市は，地域に即した課題解決のため，相互に特性を活かし
合い，補完し合いながら，協働によるまちづくりを積極的に推進するよう努
めるものとする。 
（協働の環境づくり）  

第１２条 市民等及び市は，協働によるまちづくりを推進するため，活動の場及
び交流の場の整備等必要な環境づくりに努めるものとする。 
（担い手づくり) 

第１３条 市民等及び市は，まちづくりの担い手の発掘及び育成に努めるものと
する。 

２ 地域コミュニティ及び市は，市民に体験及び学習の機会を提供するよう努
めるものとする。 
 (情報の提供及び共有) 

第１４条 市民等及び市は，協働によるまちづくりを推進するため，相互にまち
づくりに関する情報を分かりやすく提供することにより，その情報の共有に
努めるものとする。ただし，情報の提供及び共有に当たっては，市民等の権
利及び利益を侵害しないよう配慮しなければならない。 

第５章 市政への参画 
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（政策形成過程への参画) 
第１５条 市民は，市の総合計画その他基本的な計画の立案から評価に至る過程
において参画することができる。 

２ 市は，市民が市政に参画する権利を保障するため，参画機会の確保に努め
なければならない。 

３ 市は，市民の意思が適切に反映されるよう，行政運営を行わなければなら
ない。 
 (市民参画の方法) 

第１６条 市は，市の総合計画その他基本的な計画を策定するときは，パブリッ
クコメント(市が基本的な計画の策定に当たり，事前に案を公表し，市民その
他規則で定めるものの意見を求める手続をいう。)を実施するものとする。 

２ 市は，前項の規定により提出された意見に対する市の考え方を原則として
公表しなければならない。 

３ 市は，市の総合計画その他基本的な計画を策定するときは，第１項に規定
するもののほか，次に掲げる事項のうち一以上を実施するものとする。 
(1) 説明会の開催 
(2) アンケート調査の実施 
(3) ワークショップの開催 
(4) 意見交換会等の開催 
(5) 審議会等の設置 
(6) その他市長が必要と認めること 
（附属機関等の委員) 

第１７条 市は，附属機関等(地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１３８条
の４第３項の規定により設置する審議会その他の附属機関及びこれに類する
合議制の組織をいう。次項において同じ。)の委員に市民を選任するときは，
原則として，その全部又は一部を公募により選考しなければならない。 

２ 市は，附属機関等の委員を選任するときは，男女比率，年齢構成，地域性
等を考慮し，幅広い分野から人材を登用することにより，市民の多様な意見
が反映されるよう努めなければならない。 

第６章 協働のまちづくり推進委員会 
（協働のまちづくり推進委員会) 

第１８条 市長は，この条例の実効性を高めるため，地方自治法第１３８条の４
第３項の規定に基づき，富里市協働のまちづくり推進委員会(以下この章にお
いて「委員会」という。)を設置する。 

  (所掌事務) 
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第１９条 委員会は，市長の諮問に応じ，次に掲げる事項を審議し，市長に答申
するものとする。 
(1) この条例の適切な運用に関すること。 
(2) この条例の見直しに関すること。 
(3) その他市長が必要と認めること。 

２ 委員会は，前項に定めるもののほか，協働によるまちづくりに関し，次に
掲げる事項について検証し，審議し，又は提言することができる。 
(1) 協働によるまちづくりに係る推進施策に関すること。 
(2) 市民活動の促進に係る施策に関すること。 
(3) 市政への参画に係る推進施策に関すること。 
(4) その他委員会が必要と認めること。 
 (組織) 

第２０条 委員会は，委員１５人以内をもって組織する。 
２ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 
(1) 市民のうちから公募により選任した者 
(2) 地域コミュニティ関係者 
(3) 有識者 
(4) その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は，２年とし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。
ただし，再任を妨げない。 

第７章 条例の尊重及び見直し 
（条例事項の尊重) 

第２１条 この条例は，協働によるまちづくりの基本原則であり，市民等及び市
は，この条例で定める事項を尊重するものとする。 
 (条例の見直し) 

第２２条 この条例は，必要に応じ，見直しを行うものとする。 
第８章 雑則 

（委任) 
第２３条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，
市長が別に定める。 

附 則 
この条例は，平成２２年４月１日から施行する。 
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市民活動推進課
専門部会の設置

ワーキンググループの設置

庁内協働推進員連絡会

【組織】各課等の長が選任した職員
【所掌】
　　(1)協働を推進するための各種事業に関する情報の共有並び
　　　 に庁内連携及び協力体制の確保
　　(2)研修会等への参加並びに所属課等内における協働に関係
　　　 する情報の周知及び啓発
　　(3)所属課等内における協働施策に係る取り組みの推進
　　(4)協働の推進にかかる調査研究
　　(5)その他協働の推進に必要な取り組み

庁内協働推進員

庁内推進体制について

【目的】
　　　市民等との協働によるまちづくりをあらゆる分野で総合的かつ効果的
　　に推進する体制を確保するため

【組織】
　　本 部  長　市長
　　副本部長　副市長・教育長
　　本 部  員　関係部課等の長

【所掌】
　　(1)富里市協働のまちづくり条例に関すること
　　(2)富里市協働のまちづくり推進計画に関すること
　　(3)協働の推進に係る総合調整に関すること
　　(4)庁内における情報の共有並びに連携及び協力体制の確保に関すること
　　(5)職員の意識啓発に関すること
　　(6)その他協働の推進に必要な事項

【庁内協働推進員の設置】
　　推進本部の円滑な運営を図るため，各課等に庁内協働推進員を設置

富里市協働のまちづくり推進本部

連携
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