






 はじめに                

 
 
 
 
 
 
今日、地方自治体を取り巻く社会経済環境が大きく変化する中、本市において市民

ニーズが多様化・複雑化し、様々な課題に直面しています。また、地方分権の進展に

より、地方自治体は自らの判断と責任で特色あるまちづくりを進めることが求められ

ています。 
一方、「地域の課題は、地域自ら解決する」という意識の高まりにより地域活動が活

発化するほか、ＮＰＯ、ボランティア団体等市民活動団体が担う公益活動の広がりが

見られています。 
これからのまちづくりは、地域を良く知る市民の皆さんと行政である市とが、それ

ぞれの役割を理解しながら知恵と力を合わせ、「協働」により進めていくことが不可欠

です。 
本市におきましては、協働にふさわしい事業がいくつかの分野において実施されて

きていますが、地域の特性を活かし自立したまちづくりを実現していくためには、さ

らに広範な分野で市民の皆さんと市とがともに地域を支えていくことが必要です。 
第 1 次黒部市総合振興計画基本構想において、まちづくりの基本理念として「市民

参画と協働によるまちづくり」を推進することを定めています。それを具体化し、着

実に推進していくためには、協働のルールを構築し、市民の皆さんと市とが協働に関

する理解を深めていかなければならないと考え、このたび黒部市協働のまちづくりガ

イドラインを策定いたしました。 
このガイドラインは、市民の皆さんと市とがこれまで以上に連携を深めながら「ま

ちづくり」に取り組むための指針であり、「協働」についての基本的な考え方と方向性

を示したものです。このガイドラインを市民の皆さんと市の双方で、今後のまちづく

りに活用していきます。 
このガイドラインを策定するにあたり、熱心なご議論をいただきました中山喜正会

長をはじめ協働のまちづくり推進会議委員の皆さん、並びに貴重なご意見をいただき

ました多くの市民の皆さんに厚くお礼申し上げます。 
これからも市民の皆さんと対話を深め、市民一人ひとりがまちづくりの主役となれ

るよう「市民参画と協働によるまちづくり」を進めていきたいと考えていますので、

市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。 
 

   平成22 年 11月 

                  黒部市長 堀 内 康 男 

 

 
 

市長写真 
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 用語の定義                        

 

 
（※1）市民 

 このガイドラインでいう市民とは、住民等（市内に在住、在勤、在学など、日

常生活で市と関わりのある人）、地域活動団体（自治振興会等）、市民活動団体

（NPO 法人・ボランティア団体等）、公益法人、企業など黒部市のまちづくりを

担うすべての主体のことをいいます。 
（※2）市 

 このガイドラインでいう市とは、一定の地域及びそこに住む住民を存立の基礎

とし、その地域における行政事務を住民の自治によって行う団体（地方自治体）

のことをいいます。 
（※3）協働 
    様々な組織が、自主的・主体的に共通の目的・目標（例えば、現在黒部市で生

じている地域課題の解決）を達成するために、お互いの立場や特性を認め合い、

尊重しながら協力して活動することをいいます。 
（※4）NPO  
    「NPO（NonProfit Organization）」とは、ボランティア活動等の社会貢献活

動を行う、営利を目的としない団体の総称です。 
    このうち「NPO 法人」とは、特定非営利活動促進法（NPO 法）に基づき法人

格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。 
    法人格の有無を問わず、様々な分野（福祉、教育文化、まちづくり、環境、国

際協力等）で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待

されています。 
（※5）アダプト制度 
    市民と行政の協働を進めるために米国に広まった制度です。この制度は、地域

の公共施設等（市等が管理する道路、公園等）の清掃・美化活動をする市民や事

業者を守り育てるため、行政はその活動の支援（清掃用具類の支給や貸与、ボラ

ンティア活動保険への加入等）を行うものです。 
（※6）中間的支援組織 
    地域社会の変化やニーズを把握し、協働のパートナーを支援する組織のことで

す。人材、資金、情報などの資源提供者とパートナーの仲立ちや各種サービスの

需要と供給のコーディネート、団体間のネットワーク、政策提案の機能を有し、

団体設立の支援を行う組織のことをいいます。 
（※7）公共サービス 
    一般的に、保健・医療・社会福祉、上下水道・住宅・環境など生活関連、職業教育を

含む教育、電力・ガスなどのエネルギー、運輸・交通、通信・放送、消防・警察などのサ

ービス分野のうち、行政機関の事務・事業として行われる市民に対するサービスの提供

その他の業務（ハード事業、ソフト事業を問いません）をいいます。 
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「理念編」は、住民、地域活動団体、市民活動団体、公益法人、企業

等市民と行政である市が、相互理解と信頼関係を深めつつ、協働によ

るまちづくりを具体的に推進していくために必要な基本的ルールをま

とめたものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1章 理念編 





１ ガイドラインの策定趣旨                

 
 

 (1) ガイドラインの目的 

   市民（※１）と市（※２）が協力して地域の課題を解決し、まちづくりを推進

していくにあたって、協働（※３）の考え方や進め方等について理解を深め、共

通認識を持って取り組むための基本的なルールを定めるものです。 
 
 

 (2) ガイドラインの位置付け 

   本市では第１次黒部市総合振興計画（平成 20年度から平成29 年度まで）にお

いて、「市民の参画と協働によるまちづくり」を基本理念として掲げるとともに、

「まちづくりへの市民の参画と協働の推進」を重点事業に位置づけています。 
第１次黒部市総合振興計画を着実に推進していくためには、市民と市との協働

によるまちづくりを推進していく必要があります。このことから、このガイドラ

インでは、協働の概念や原則、協働を推進するための基本的な考え方や進め方の

方向性を整理し、市民と市とがそれを共有し、相互理解や信頼関係を深めつつ具

体的な取り組み等を推進していく上での道標としていきます。 
 

 (3) 対象区域 

   黒部市全域を対象とします。 
黒部市を含む広域的な活動を展開する場合においては、原則、黒部市内の区域

内で行われる活動について対象とします。 
 

 (4) 対象事業 

   市の責任において実施すべき許認可、指導・監督等公権力に該当する部分を除

き、ハード事業・ソフト事業を問わず市民と協働して行うことがふさわしい公共

サービス（※７）を対象とします。 
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２ 協働のまちづくりの背景と必要性             
 
 
 地方分権が進展している中、よりよい地域社会を実現するため、市民と行政が互い 
に知恵と力を出し合いながら地域の課題を自らの力で解決するという、協働によるま 
ちづくりが全国的に重要視されています。 
本市も含め、全国的に協働のまちづくりが求められるようになった背景には、次の 

ようないくつかの社会環境や時代の変化があげられます。 
 

 (1) 地方分権の進展と自立したまちづくり 

    これまで国は全国一律的なまちづくりを誘導してきましたが、平成 12 年４

月施行の地方分権一括法により地方分権が進み、市町村の自主的なまちづくり

が可能となる一方で、自己決定・自己責任によるまちづくりが求められていま

す。 
    より豊かな社会をつくるためには、行政と自治組織等の地域活動団体・NPO

法人（※４）・ボランティア団体等の市民活動団体や企業等が連携して、地方分

権時代における自立したまちづくりを進めていく必要があります。 
 
 

(2) 厳しい行財政運営と新しい行政のあり方 

    平成の大合併により多くの市町村は合併へと進みましたが、合併後も厳しい

行財政運営が続いており、抜本的な行財政改革が必要となってきています。限

られた財源の中で、市民と行政が互いの役割と責任を自覚し、市民満足度を高

める新しい行政のあり方が求められています。 
 
 

 (3) 多様化する市民ニーズへの対応 

    少子高齢化、核家族化、情報化、国際化等の進展により市民の価値観や生活 
スタイルが変化し、市民ニーズは多様化・高度化しており、これまで市町村が 
行ってきた道路や下水道の整備等の従来からあった公共サービスのほかに、防 
災・防犯対策や環境問題等市民生活や地域レベルでの個別ニーズなどの新たな 
市民ニーズが発生し、対応が求められています。 
このような課題を市民個人の努力で解決していくことは当然ながら限界があ 

ります。 
    また、行政においても、これまで市民ニーズに迅速かつきめ細やかに対応す

るよう努めてきましたが、従来どおりの対応では限界があります。これからは

市民の活力を活かした公共サービスのあり方が求められています。 
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 (4) まちづくりへの参画意欲の高まりと社会貢献活動の広がり 

    地域社会においては、自治組織、女性組織、NPO 法人やボランティア団体等、
多種多様な地域を支える力があり、「自分たちのまちは自分たちでつくる」とい
う意識のもと、まちづくりへの参画意欲の高まりや社会貢献活動の広がりが見
られます。 

    今後、自立したまちづくりを進めていくためには、様々な団体の社会貢献活
動を活発化させ、人と人とのつながりを強めるとともに、地域全体の活力を高
めていく必要があります。 
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【これまでの公共サービスのスタイル】

市民 行政 

これまでの「まちづくり」は、行政と市民を代表する立場であった

一部の市民活動団体等と行うことが多く、大半の市民は、行政の行う

公共サービスに対して意見や要望を述べるだけでした。 
しかし、近年著しい社会情勢の変化により市民ニーズが多様化し、

行政だけでの公共サービスでは市民の満足感が得にくくなってきてい

ます。 

《問題点》 
● 前例・慣習による画一的な公共サー

ビスの提供 
● 地域課題によっては対応しきれない

場合がある。 

《問題点》 
● 行政への依存 
● 過剰なサービスの要求 

意見･要望 

サービス提供 

少子高齢化、核家族化、情報化、国際化の進展等に

よる市民の価値観や生活スタイルの変化 

多様化・高度化する市民ニーズへの対応 

市民個人による解決の限界 厳しい行財政運営等 
行政対応の限界 

【今、なぜ協働が必要か】 

市民と行政との協働によるまちづくり 

まちづくりへの

参画意欲の高ま

り・社会貢献活動

の広がり 

市民と行政の力を結集

し、自立したまちづくり

が必要 

地 方分 権の進

展・自立したまち

づくり 
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３ 協働についての基本的な考え方             

 

(1) 協働の意義 
  「協働」とは、市民と市が対等なパートナーとしての立場で、各々の組織の共

通する課題の解決や目的達成のために、お互いの特性を活かした役割や経費の分

担、責任の所在を明確にした上で、社会貢献活動や公共的な地域活動を連携・協

力して取り組むことです。 
協働を行う場合は、お互いの特性を理解し、十分に認め合った上で、より効率

的で効果的な方法を選んでいくことが大切です。 
協働によって、市民と市、あるいは市民同士のつながりが強くなり､多様な公共

サービスに対応でき、自立したまちづくりを行うことが期待できます。 
 

(2) 協働の目的 
  市民と市との協働は、市民が自ら考え実行するという意識を踏まえつつ、次の

目的を持って推進していくこととします。 
  ① 地域の活性化を図ること。 
  ② 効果的・効率的な公共サービスの提供を図ること。 
  ③ 地域を支える人材の育成を図ること。 
  ④ 地域の自治意識の醸成と自立性の確立を図ること。 
  ⑤ 安定した行財政基盤の確立を図ること。 
 

(3) 協働のパートナーの主体と主な特性  
  社会貢献活動や公共的な地域活動を行うすべての市民を本市の協働のパートナ

ーとします。その主体の内容と特性は、次の表のように考えることができます。 
  ただし、宗教活動、政治活動、法令又は公序良俗に反する活動、個人に関わる

活動、その他公益を害するおそれのある活動をする団体をパートナーとはしませ

ん。 
 協働は、お互いの主体の特性を知り、それぞれの特性を十分に活かして進めて

いくことが大切です。また、市民と市が協働することにより、それぞれの主体が

個別に行う以上の効果を得ることができ、豊かなまちづくりへとつながります。 
 

協働の主体 内     容 主な特性 
住民等 市に在住･在勤・在学するなど、日常生活で市と関わり

のあるすべての人 
多様性 
独創性 
自発性 

地域活動団体 自治振興会、町内会、壮年会、女性の会、老人クラブ、 地域性 
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体育協会等一定の区域に居住している住民で構成され、

地域の課題の解決に向けて活動する団体 
継続性 
共益性 

市民活動団体 NPO 法人、任意の市民活動団体、ボランティア団体な

ど、主に住民等で構成され、営利を目的とせず不特定多

数の利益の増進に寄与することを目的に活動している

団体 

自主性 
機動性 
専門性 

企業等 主に営利を目的に経済活動を行う組織体であるが、企業

の社会的責任という観念から、地域と連携した社会貢献

活動を行う組織 

専門性 
先駆性 
機動性 

公益法人等 営利を目的としない公益的な法人（社会福祉法人等） 共益性 
専門性 
安定性 

国県等の機関 国県等の機関や独立行政法人などの公的な機関である

が、専門的知識や技術を地域に還元する活動も行う場合

もある 

専門性 
安定性 
先駆性 

市（地方自治体） 一定の地域及びそこに住む住民を存立の基礎とし、その

地域における行政事務を住民の自治によって行う団体 
公平性 
安定性 
専門性 

     

(4) 協働を進めるための役割  
   協働を推進するには、議会との連携を図りながら、様々な団体等がそれぞれ

の役割を認識し、その特性を活かして主体的・積極的に取り組みます。 
 

① 住民等の役割 
    自ら地域を良くしようとする気持ちがとても大切であり、どんな小さくて

もその志が集えば、地域にとって大きな力となります。このように住民等は、

協働の原点である「自分たちのまちは、自分たちでつくる」という自らの意

見と行動に責任を持って、市の機関や議会と連携協力し、市政への積極的な

参画に努めます。 
 

② 地域活動団体の役割 
    特に地域に密着した地域活動団体については、個人では解決が困難な地域

の持つ課題や地域の身近な課題を解決するために、様々な団体や人材を結び

つけて地域内で新しいコミュニティを形成し、豊かな社会づくりに努めます。 
   

③ 市民活動団体の役割 
    市民に自己実現や生きがいの場を与える機会を提供するとともに、他の活

動団体とのネットワークづくり等、より継続した市民活動ができるよう自立

化を図ります。 
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    また、自らの活動内容を積極的に発信し、社会的関心を高めるように努め

ます。 
 
  ④ 企業・公益法人の役割 
    地域社会を構成する一員であることを認識し、社会貢献活動や公共的な地

域活動を積極的に行うなど協働のまちづくりの推進に努めます。 
   
  ⑤ 国県等の機関の役割 
    地域社会を構成する一員であることを認識し、専門的な知識や技術を地域

に還元する活動などで地域活動との連携に努めます。 
 

⑥ 市の役割 
    市民と協力して地域の課題を解決していく協働について、職員の協働意識

の高揚を図ります。また、社会貢献活動等を推進するため、市民が活動しや

すい基盤を整備するとともに、コーディネーターとして多様な協働の仕組み

づくりを促進します。 
   

⑦ 議会の役割 
    議会は、市民と情報の共有を図り、市民や市の機関と連携協力し、市民参

画を進めるよう努めます。また、市政全体からの総合的な視野・公益性をも

ちつつ、市民等の意思が適切に反映されるよう必要に応じて調査・監査等を

行う機関としてその役割を担います。 
 

(5) 協働を進める上での基本原則  
  パートナーとしての関係から、市民と市が協働を円滑に進めていくための以下

の６つの基本原則（以下、「協働基本原則」という。）を定め、これをお互いが理

解し、常に協働基本原則に則って取り組んでいくこととします。 
  
 
 ① 相互理解の原則 
 
   市民と市はお互いの立場や特性が異なるため、十分な対話と合意が必要です。

お互いの長所や短所も含めて理解を深め、尊重し、信頼関係を築くことにより、

それぞれの果たすべき役割や責任の分担を明確にすることが必要です。 
   相手の考え方を十分に理解し、信頼関係が形成されれば、協働はスムーズに

行われ、よりよい成果も得られます。 
   また、お互いに信頼関係を損ねることのないよう、常に配慮することが必要

です。 
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 ② 目的・評価共有の原則 
 
   様々な社会的課題や市民ニーズに対応するため、市民と市が共に社会全体の

利益である公益を判断して、それを実現していくという考えに基づき、お互い

が共通の目的を明確にし、共有していくことが大切です。 
   また、目的を共有した上で、相互に評価･検証することは、協働する両者の信

頼関係を深めることや、質を維持向上させることにもつながります。 
 
 
 ③ 情報公開の原則 
 
   市民と市との協働には、お互いの情報を公開するとともに、協働の過程を明

らかにすることが必要です。これは、説明責任を果たすことになり、協働につ

いての社会的な理解が深まります。市は、早期の情報公開に努め、政策立案の

段階から市民と共に進めていくことが大切です。 
   また、第三者への情報公開は、新たなパートナーが協働の取り組みに参画で

きる環境づくりにもつながります。 
 
 
④ 自立の原則 
 

   市民と市がそれぞれの特性や立場を活かして、主体的に地域の課題を解決し

ていくためには、お互いが依存することなく自立していることが必要です。自

分のプランや考え方を持ち、それぞれの行動に責任を持つことが自立したパー

トナーのあり方です。 
 
 
 ⑤ 対等の原則 
 
   協働はお互いの合意により行うものであるため、上下関係ではなく、対等な

関係にある人や組織が力を合わせることにより成立します。市は、市民に対す

る支援者としてではなく、協働のパートナーとして市民と対等の関係であるこ

とが大切です。 
 
 
 ⑥ 地域性の原則 
 
   各地域の文化・伝統・歴史を尊重しながら協働に取り組むとともに、地域の

活性化を図っていくことが必要です。 
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(6) 協働に関する活動領域  
市民と市の協働に関する活動領域を表すと次の表のようになります。 
それぞれの領域の中からお互いの特性を活かしながら協働がふさわしい事業の

活動領域（Ｂ・Ｃ・Ｄの区分）を協議し、協働を進めていきます。 
   また、Ａの区分の活動領域についても、市は情報の把握に努め、必要であれば

Ｂの区分の活動領域へ移行することを検討するとともに、Ｅの区分の活動領域に

ついては、市民参加と情報の公開を徹底します。 
   なお、協働がふさわしい事業は、市民と市がお互いの知識、技術や経験を持ち

寄ることにより、効果的で効率的に行うものであり、固定的に考えるものではな

く、社会の変化や多様化する市民のニーズによって柔軟にとらえていきます。 
領域 市民が中心の 

活動領域 
協働がふさわしい事業の活動領域 市が中心の 

活動領域 
区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

内
容 

市民の責任と主

体性により、市

民が市と関係を

持たずに自主的

に活動を行うも

の【サークル活

動、地域の祭り

（神事）、地区運

動会等】 

市民が、主体的

に実施し、市が

協力して事業を

行うもの 
（補助、後援等）

市民と市がお互

いの特性を活か

しながら事業を

行うもの 
（共催、実行委

員会、協議会、

事業協力、ｱﾀﾞﾌﾟ

ﾄ方式等） 

市が、主体的に

実施し、市民が

参加、協力して

事業を行うもの 
（事業委託、審

議会への参画

等） 

市の責任と主

体性により市

が独自に行う

もの 
（許認可、指

導・監督、処分、

条例の制定な

ど） 

協
働
が
ふ
さ
わ
し
い
主
な
事
業
例 

 １ 地域や対象者の実情に合わせてきめ細やかで柔

軟な対応が必要な事業 
◎高齢者・障害者の生活支援・子育ての支援など 

２ 地域との連携が必要な事業 
◎防犯・防災の活動、青少年育成活動、ごみの減

量化や環境保全の活動、公園･コミュニティ施設

の運営、生活に密着した道路・水路等の維持管

理など 
３ 専門性が高い事業 
◎生涯学習の推進、男女共同参画の推進、芸術・

文化活動など 
４ 状況に応じて迅速な対応が必要な事業 
◎災害時のボランティア派遣など 

 

 

 

市民が主体性を発揮で

きる領域 
市民と市が協力して取

り組む領域 
市が役割を担う領域
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  ※ 協働にふさわしくない領域 
    宗教活動、政治活動、法令又は公序良俗に反する活動、個人に関わる活動、

公益を害するおそれのある活動は、協働の領域から除きます。 
 

(7) 協働によって期待できる効果  
   協働することで市民と市の双方にとって新たな効果が期待できます。 
 
   ① 市民にとっての効果 

（ア） 自分たちに合ったきめ細やかな公共サービスを生み出し、市民満足

度を高めることになります。 
（イ） 自分たちのまちは自分たちでつくるという自治意識を醸成させ、地

域のつながりを深めるとともに、地域の活性化が図られます。 
（ウ） 多様な知識や経験を持つ市民の活動の場が広がり、連帯感の醸成が

期待されます。 
（エ） NPO 法人・ボランティア団体等の市民活動団体にとっては、団体の

理念等を効果的に実現でき、活動に対する関心を高めるきっかけとな

ります。 

（オ） 企業にとっては、地域との結びつきが強化され、社会的な信頼を高

めることになります。 
 
   ② 市にとっての効果 

（ア） 多様な市民ニーズへの対応と効果的・効率的な公共サービスの提供

につながります。 
（イ） 協働という新たな手法により職員の協働に関する意識の醸成が図ら

れます。 
（ウ） 庁内連携が強化され、また事業の見直し等により行政の効率化が図

られます。 

 
 
 
 

市民と市が互いの得意分野（特性や長所）を活かすことで、より質の

高い、よりきめ細やかな公共サービスを生み出すことができます。 

市域全域に期待される効果 
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「誰もが安心して心豊かに暮らせる魅力ある黒部市」の創造 
 
◎地域の活性化 
◎効果的・効率的な公共サービスの提供 
◎地域を支える人材の育成 
◎地域の自治意識の醸成と自立性の確立 
◎安定した行財政基盤の確立 

協働のまちづくりの概念図 

地域の課題やまちづくり

の推進に対する課題解決

や事業実施の取り組み 

 
 
 
市 
 

協 働 

対等な立場で、共通の

目的・目標を持って、

互いの立場の違いと

役割・責任を理解した

上で、互いの特性や長

所を活かして協力・連

携する関係 

自治・女性・高

齢者等地域活動

団体

NPO法人・ボ

ランティア団

体等市民活動

団体 

 
企業、公益法

人 

協働のパートナー 
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４ 協働のプロセスの確立と実施方法            

 
 
協働事業は、市民と市が協働基本原則に基づいて実施する社会貢献活動や公共的な

地域活動のことですが、その実施に当たっては、原則として、事業検討・協働相手の

選定・評価等「協働のプロセス」のすべてにわたって透明性や公開性を確保していく

ことが大切です。 
その結果として、市民と市が情報を共有し、事業が必要とされる地域の関心と理解

が深まり、市民が主体的に地域の課題を解決しようとする機運や市民の自治意識を高

めることにつながります。 
ただし、実施する事業の性格や制度的な制約等を踏まえ、可能な部分から取り入れ

ることが必要です。 
 
 

(1) 協働のプロセスの確立  
   協働のパートナーである市民が企画段階から参画し、課題や目的を共有し、そ

れぞれの得意分野を活かして、協働により効果が期待できる事業に取り組みます。

成果は評価のうえ、以後の事業の実施に活かします。 
 
   ① 企画段階への参画 
     市民と市がそれぞれの知恵を出し合い、事業を企画します。 
     協働事業の企画においては、地域の課題解決に取り組む団体の先駆性、専

門性、あるいは柔軟性を活かすことが大切です。 
 
   ② 事業目的の共有 
     地域が抱える課題を共有し、事業の目的を双方で共有します。 

市民と市が地域の課題を共有し、協働により解決する目的や目標を理解し、

確認することが大切です。 
 
   ③ 役割分担と責任の確認 
     事業目的、役割分担、費用及び責任の所在を明らかにし実施内容を確認し

ます。 
     協働により互いの特性と長所を活かしながら事業を実施するために、相手

の立場や役割を理解し、どのような役割分担のもとに相乗効果が期待できる

か、十分に協議することが大切です。 
 
   ④ 協働事業の実施 
     それぞれの特性や長所を活かせる、適切な実施方法により事業を実施しま

す。 
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     協働事業の実施方法は、補助、委託（提案型、地域型）、共催、後援、事業

協力等、事業の目的や期待される事業効果、互いの役割等を総合的に判断し

て、ふさわしい手法を選択することが大切です。 
 
   ⑤ 評価 
     事業実施後、当事者又は第三者が評価し、それを公表し、市民の意見等を

次の事業に活かします。 
 
 
 

 

協働事業のプロセス 

②事業目的の共有

③役割分担と責任の確認 

⑤評価 

市民と市がそれぞれ知恵を出し合い、事業を企画

します。 

地域が抱える課題を共有し、事業の目的を双方で

共有します。 

事業目的、役割分担、費用及び責任の所在を明ら

かにし、実施内容を確認します。 

それぞれの特性や長所を活かせる、適切な実施方

法により事業を実施します。 

事業実施後、当事者又は第三者が評価し、それを

公表し、市民の意見等を次の事業に活かします。 

④協働事業の実施

協働の原則 

①相互理解の原則 
②目的・評価共有の原則 
③情報公開の原則 

⑤対等の原則 
④自立の原則 

⑥地域性の原則 

①企画段階への参画 
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(2) 協働の形態と内容等 
    協働の形態は、個々の協働事業の目的に合った効果的で効率的な方法を選ぶ

必要があります。 
事業の目的や内容、役割分担や責任の所在、期待する効果等を考慮した上で、

市民と市とがそれぞれの特性や長所を活かせる、適切な実施方法により事業を

実施します。 
主な協働の形態、内容等については次の表のとおりです。  
 

形態 内容 効果 想定される事例 

協働型委託 
Ａ 

（提案型） 

◎ 市民が多様なアイディアや

発想を市に提案し、市はその

事業の実施を市民に委託する

ことにより、共通の目標に対

し、効果的な運営を行う方法

◎ 市民の有する専門的知

識や経験が活かされ、多様

なサービスの提供や、先駆

的な取り組みが期待でき

る。 

◎ 市民団体が市

の委託を受け多

様なサービスを

行う事業 
◎ 公共施設等を

地域住民が管理･

運営する事業 

協働型委託 
Ｂ 

（地域型） 

◎ 地域のニーズを反映して、

地域住民により効果的な運営

を行う方法。通常の業務委託

のような単なる委託・受託の

一方的な関係ではなく、市民

が自発的に受託し、市と協議

の上、主体的に事業を展開す

る方法 

◎ 施設等の管理運営など

について、効果的な運営や

地域コミュニティの醸成･

地域福祉の向上の結びつ

く活動が期待できる。 

アダプト 
制度（※５） 

◎ 市民が市と協議･合意の上

で公共施設等の清掃･美化活

動を行い、市が活動に伴う物

品の支給などを行う方法 

◎ 市民が地域に対する愛

着を持ち、美しいまちづく

りが期待できる。 
◎ 活動を通して地域コミ

ュニティが活性化し、地域

住民の交流が期待できる。 

◎ 市内の道路や

公園及び緑地等

において登録ボ

ランティアによ

り環境美化活動

を行う制度等 

協力 

◎ 市民と市のいずれかが実施

主体となり、互いの目標や役

割分担、責任、経費分担等を

取り決め、一定期間、継続的

に協力して事業を実施する方

法 

◎ 双方の特性や得意分野

を活かすことにより、事業

の相乗効果が生まれ、双方

の理解が深まる。 

◎ 自主的な防犯

活動を行う団体

の支援として市

が物品を貸与し、

防犯意識の啓発

や犯罪の防止を

図る方法等 

共催 

◎ 協働のパートナーと応分の

実施責任を分担しながら、市

民と市が共に主催者となって

企画･運営･実施を行う方法 

◎ お互いが対等な立場で

それぞれの特性を活かし

た企画･運営･実施をする

ことができる。 

◎ 市民団体と市

とのイベント等

の共催 
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◎ 市民が持つ知識や経験、

ネットワークが活かされ

る。 

補助 

◎ 市民が主体的に行う事業

で、地域の課題等を共有した

上で、その事業に対して、市

が財政的な支援を行うことで

公益を実現する方法 

◎ 市民の自主性･自立性が

尊重され、課題に対して、

創造的で先駆的な取り組

みができる。 

◎ 市に登録され

た団体が、在宅の

障害者を支援す

る事業に対する

補助等 

後援 

◎ 市民が実施する事業の公益

性を認め、市が事業を支援し

ていくために、後援名義の使

用許可を行う方法 
◎ 事業の実施責任や成果は、

市民に帰属する 

◎ 事業に対する社会的信

頼性が増し、理解や関心が

向上する。 
 

◎ 市民団体主催

の講演会等の後

援 

 
 

(3) 協働事業の実施にあたっての留意事項 
   ① 相互理解 
     協働事業の実施に際しては、6 つの協働基本原則を確認し、協働の主体同

士が相手の活動内容やその特性、持てる力などを相互に理解することが大切

です。 
     特に市は、市民の自由な発想を尊重し、受け入れる姿勢が必要です。     
 
   ② 事業実施に向けての協議 
     協働事業の手法の選定にあたっては、協働の主体同士がお互いの情報を交

換し、スケジュールや双方の特性を活かす役割分担をはじめ、協力体制の確

認など細部の打ち合わせを行い、最も効率的・効果的な手法を協議して選定

します。 
     協働事業の実施に向けては、初期段階での協議が最も大切であり、十分な

打ち合わせが必要です。 
 

③ 協定・契約の締結等 
     事業内容を相互に確認して事業を実施するため、協定又は契約を締結しま

す。協定書には、事業目的、役割分担、責任の分担、事業費、実施期間、法

律の遵守などの確認事項を記載します。 
     委託の場合は、協定を締結のうえ仕様を定めた契約書を取り交わして実施

する方法、又は協定書の内容を盛り込んだ契約書を取り交わして実施する方

法が想定されます。 
     また、補助・助成の場合は、これまでどおり黒部市補助金等交付規則に基
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づき運用することになりますが、事業目的、役割分担、責任の分担、事業費、
実施期間、法律の遵守などの確認事項を盛り込んだ補助金交付指令書を作成
する必要があります。 

     なお、後援･共催の場合は、これまで事務処理要領を明確に定めずに運用さ
れてきましたが、今後は、事務処理要領を定めて運用することとします。 
 この場合も同様に確認事項を盛り込んだ承認通知書を作成する必要があり
ます。 
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５ 協働についての現状と課題               

 
 

(1) 市の現状 
  本市は、平成18年3月 31日の旧黒部市と旧宇奈月町との合併により、新黒部

市として新たな歩みをスタートしました。 
新黒部市では、「大自然のシンフォニー 文化･交流のまち 黒部」を将来都市

像として掲げ、「共生」「活力」「安心」をキャッチワードとした３つの基本目標と

６つのまちづくり方針を設定し、「誰もが安心して心豊かに暮らせる魅力ある黒部

市」の創造を目指しています。それらを実現していくためには、「市民一人ひとり

がまちづくりの主役」となるよう積極的に支援し、市民、事業者、行政それぞれ

が役割と責任を認識し、まちづくりの基本理念とする「市民の参画と協働」によ

り進めていくこととしています。 
本市の行政に対する市民参画については、情報公開条例や行政手続条例をはじ

め、市民提言制度（市民の声）、市民パブリックコメント手続制度、審議会等への

公募委員の登用、その他タウンミーティングや地区要望会などの開催により参画

しやすい体制づくりに努めてきたところですが、一部の市民にとどまっているの

ではないかと考えられます。 
   市民との協働がふさわしいと考えられる事業は、参考資料１（P. 45）「黒部市

における協働がふさわしい事業の取り組み状況」（事業委託 49件、共催8件、実

行委員会・協議会等4件、事業協力 21件、補助･助成 87 件、後援11 件、情報交

換2件、合計 182件）のとおりどの分野においても多岐多様にわたり、従来の前

例踏襲型の事務の執行では対応しきれない現状となっています。 
 
 

(2) 市民の現状 
本市における地域活動の核となる自治振興会は、市内には 16 地区すべてに組

織されていますが、増加する集合住宅の入居者を中心に自治振興会とのかかわり

を持たない市民が増加してきている状況にあります。 
 一方、環境や福祉、防犯など、地域における共通の目的のために協力する市民

活動は徐々に活性化し、市内を活動の本拠とするNPO 法人【参考資料２（P. 50）
参照】・ボランティア団体等が増加してきていることから、市政に関心を持ち、ま

ちづくりに参画する意欲を持つ市民は、徐々に増えつつありますが、まだ多いと

は言えない状況にあり、NPO 法人等の設立を一層促進する必要があります。 
また、現在市内には、ボランティアセンターは設立されていますが、協働事業

を行っていくための知識と経験が十分とは言えず、新たな地域活動や市民活動を

支援し、協働をコーディネートしていく中間的支援組織（※６）が十分育ってい

ないのが現状となっています。 
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(3) 課題 
○ 前例踏襲型事務から脱却した体制への仕組みづくり 

    市民と市の相互理解、信頼関係を深めていくためには、協働に対する市の基

本的なビジョンを設定するとともに、協働を担当する窓口の明確化と充実、職

員全体の意識の向上を図るなど総合的に推進し、前例踏襲型事務から脱却した

体制への仕組みを作る必要があります。 
 
 

○ 地域に根ざした市民活動により多くの市民が参加する仕組みづくり 
    自治振興会等地域活動団体が行う地域活動に、より多くの市民の参加を促し、

また、NPO 法人等市民活動団体が行う新たな市民活動やボランティア活動との

連携を図って、市民がその知識と経験をまちづくりに活かしていけるような仕

組みを作る必要があります。 
 
 
  ○ 市民参加から協働の仕組みづくりへ 
    政策立案過程における市民の参加だけでなく、まちづくりの課題を市民と市

が共有し、それぞれの専門性を活かして、計画、実施、評価、再計画のすべて

に関わる協働のまちづくりを進めていくことができる仕組みを作る必要があり

ます。 
 
 

○ 協働をコーディネートして市民の活動を支援する仕組みづくり 
  市は、行政としての専門性を活かし、協働のパートナーである市民の活動を

支援し、振興していくためには、協働のあり方を深く理解し、支援方法などそ

の仕組みを作る必要があります。 
  一方、市民の側も、継続的な市民活動を通して得た知識や経験を蓄積し、新

たな市民活動を支援したり、協働をコーディネートする等の中間的支援を行え

る組織を育てていく必要があります。 
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６ 協働のまちづくりを推進するための取り組み         
 
 
   市民と市との協働を進めるために、５つの方針を定めるものとします。協働を

進める上で、責任を持って業務の分担をする対等なパートナーとして市民を位置

づけ、協働基本原則に基づき、以下の５つの方針により、市民と市との協働によ

るまちづくりを具体的に進めていくこととします。 
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５つの方針 
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(1) 意識啓発と相互理解の推進  
   市民と市が協働し、よりよいまちづくりを行うためには、お互いの意識啓発と

相互理解が大切です。市は「これからの公共は、市民と市との協働により成り立

つ」という意識を職員すべてに周知するとともに、市民に対する意識啓発や市民

と市の相互理解の推進に努めます。 

 
 
  ① 職員研修の実施と職員の能力向上 
    協働に関する実効性のある職員研修を行うことにより、職員一人ひとりが協

働を意識して取り組むよう努めます。 
    また、職員が積極的に市民と協働することにより、自己の協働意識の高揚に

努め、地域の課題を的確に把握し、職員としてのコミュニケーションやコーデ

ィネートの能力を高めるよう努めます。 
 
② 市民の意識の醸成 

    市民の一人ひとりが地域の課題について問題意識を持ち、まず自らが取り組

むという主体的な意識が醸成されるよう講演会、フォーラム（公開討論会）、市

民向けワークショップ（体験学習会）、研修会等の開催支援に努めます。 
 

③ 市民と市の相互理解の形成 
    協働を進めるためには、市民と市がコミュニケーションを深め、お互いを理

解することが重要です。自立し、主体的に課題解決に取り組む市民と、公共を

市民と共に担うことの重要性を認識する職員が、同じテーブルで対等に話し合

い、知恵を出し合うことのできる仕組みを築くなど、市民と市がお互いを尊重

し、理解が深まるよう努めます。 
 
  ④ 協働のルールの周知 
    協働のルールについては、協働のまちづくりガイドライン概要版や協働事例

集を作成しPR に努めるとともに、フォーラムや研修会、協働事業の事例紹介、

協働事業の実践を通して、ともに理解を深めるよう努めます。 
 
 

具体的な取り組みの例 
・ 職員研修の充実 
・ 市広報、ホームページ等による意識啓発 
・ 協働にかかる講演会、フォーラム、ワークショップ、研修会等の開催 
・ 協働ルールの周知 
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(2) 協働に関する情報の共有  
   市民と市は、協働に関する情報を積極的に提供し、共有することが大切です。 

市は、情報の提供手段について工夫することにより、市民がいつでも簡単に情

報を入手できるように努めるとともに、公共的な施策等に市民が適切な段階・方

法で関わっていく仕組みづくりに努めます。 
 

 
 

① 広報・ホームページ・行政資料コーナー等による情報公開の推進 
  市は、広報やホームページ等に、協働に関する情報を積極的に公開すること

により、情報公開の推進を図ります。また、行政資料コーナーや図書館等公共

施設を利用し、協働に関する情報をわかりやすく公開します。 
 
② 新たな情報交流の環境整備 

    市民が協働に関する情報を容易に入手できるよう、協働に関する情報提供の

場を検討するとともに、インターネット等を活用し、市民相互や市民と市の双

方向のコミュニケーションを活性化するための新たな仕組みの構築に向けて検

討します。 
    さらに、市民と市の情報の共有化を推進するため、市民の情報発信力の向上

支援に努めます。 
     
  ③ 公共的な施策等への様々な段階・方法での市民参画 
    市民と市との協働の取り組みを広げていくためには、公共的な施策等の意思

決定過程（課題の発見段階、政策形成段階、実施段階、評価・見直し段階）の

いずれの段階においても市民が参画できる機会を保障する仕組みの構築（市民

参画条例の制定等）を図ります。 

具体的な取り組みの例 
・ 広報、ホームページ、行政資料コーナー等を活用した情報公開の推

進 
・ 地域における広報紙の発行 
・ 情報発信力の向上研修の実施 
・ 市民提言制度（市民の声）、パブリックコメント制度、審議会等へ

の公募委員の登用、タウンミーティングや地区要望会、市長等によ

る出前講座の開設、ふるさと黒部サポート寄附制度の充実 
・ 審議会等の公開の推進 
・ 市民参画条例の制定 
・ インターネット等を活用し、市民相互や市民と市の双方向のコミュ

ニケーションを活性化するための新たな仕組みの構築等情報交流

の環境整備に向け検討
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また、市民提言制度（市民の声）、市民パブリックコメント手続制度、審議会

等への公募委員の登用、その他タウンミーティングや地区要望会、ふるさと黒

部サポート寄附制度などの各種制度により市民参画ができる体制づくりに努め

てきたところですが、市長等による出前講座の開設、審議会等の公募委員の増

員や電子媒体での参画等の方法について、一層の取り組み拡充を図っていきま

す。 
 

(3) 協働システムの構築  
協働を推進するためには、協働を担当する窓口を明確化するとともに、協働に

ついて検討する体制が必要です。また、協働に対する財政支援の仕組みや提案の

場を整備することにより、地域活動団体や市民活動団体の活性化を支援します。 
 

 
 

① 協働についての総合相談窓口の設置 
  現在、協働についての対応は、基準作りがなされないまま、担当部署が個々

に行っていますが、市民活動の内容は広範囲にわたるため、市の担当部署もそ

れぞれ異なっています。そのため、協働を担当する総合的な窓口を設置し、市

民からの問い合わせや相談に対応することにより、協働が円滑に行われるよう

努めます。 
 
② 協働の推進体制の整備 

    市が一丸となって協働を推進していくためには、庁内の連携を図り、統一的・

組織的に取り組むことが必要です。そのため、庁内に協働を推進する横断的組

織を設置し、全庁的に協働を推進する庁内協働推進体制を整備します。 
    また、協働事業を評価するとともに、協働についての課題などを協議するた

め、市民や市などで構成する協働推進会議を設置します。 
     
  ③ 自立を促す財政支援の整備 
    地域活動団体や市民活動団体に対する財政支援においては、その支援が団体

具体的な取り組みの例 
・ 協働についての総合相談窓口の設置 
・ 庁内協働推進体制の整備と協働推進会議の整備 
・ 既存の支援制度を見直すとともに、既存の支援制度との整合性を図

りながら活動団体等が柔軟に対応できるような新たな支援制度（融

資制度、寄付金制度、基金制度等）づくり 
・ 協働のまちづくりパートナーの情報公開等の透明性の確保 
・ 既存の協働事業の拡大、拡充及び市民活動団体等の専門性、機動性

を活かす公募提案システムの確立 
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等の自立を妨げることのないよう柔軟に対応できるような制度づくり（各部署

から交付されている補助金や委託金を集約し一括交付するような交付金制度へ

の移行など）等に配慮することが大切です。 
また、公金の支出や公の財産を使用する場合には、その適正さを担保する必

要があることから、情報の公開と第三者による評価等により透明性を確保して、

効率性、公平性、将来性の観点から財政的支援の見直しを行うなど補助金等の

適正化を図ります。 
     
  ④ 新たな支援制度の創設 
    融資制度、寄付金制度、基金制度など、団体の活動を支える新たな財政支援

の仕組みを創設するとともに、NPO 法人の設立支援制度や市民の主体的な活動

が市との協働事業につながるような市民公募型提案制度の仕組みも創設します。 
 
  ⑤ 既存の公共サービスの見直しによる協働事業の実施検討 
    今まで行ってきた協働がふさわしい事業【参考資料１（P. 45）を参照】や既

存の公共サービスについては、従前どおりの方法で実施していくのではなく、

協働のプロセスの確立で記載したようにそのプロセスに基づいて見直しの上、

協働事業の実施を推進します。 
 
 

(4) 協働の環境整備  
   市内には様々な知恵や技術を持った多くの市民がいます。市は、これらの市民

を貴重な財産と考え、市民一人ひとりの力が活かされるような、協働の環境整備

を推進します。 

 
 

① 地域の人材を活用できる仕組みの構築 
  市民が地域で活躍できる環境を整えるとともに、市民の知恵や技術などの専

門性についての情報を登録するなど、必要なときに必要な人材を活かすことの

できるような仕組みづくり（登録ボランティア制度等）に努めます。 

具体的な取り組みの例 
・ 地域の人材を活かすことのできるような仕組みづくり（登録ボラン 

ティア制度等） 
・ まちづくりコーディネーター及び中間的支援組織（ボランティアセン

ター等）の育成（公開講座や研修会等の開催） 
・ 地区公民館等を活用した協働の核となる活動拠点づくり 
・ 公の施設における指定管理者制度の導入促進 
・ 「コミュニティづくり推進組織」の設立促進及びその地域課題を自ら

考え解決するシステムの確立 
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② コミュニティづくり推進組織の設立促進 
  地域の課題を解決し、地域に合ったまちづくりを実現するために、地区の自

治組織や女性組織、高齢者組織、体育組織、福祉組織等の地域活動団体や市民

活動団体が連携・協力した「コミュニティづくり推進組織」を設立し、地域ニ

ーズや地域の声が活かせるよう意見を交換し、防災・防犯対策や環境問題等、

地域で対応すべき事業を自主的に実施できるような仕組みづくりに努めます。 
 
③ 中間的支援組織の育成 

    協働事業を行う場合、事業の開始前の段階から事業終了後、評価を行う段階

まで、市民と市との間に立って、協働の基本原則が守られているか確認しなが

ら意見調整や事業の進行管理を行い、協働を効果的で有意義なものとする役割

を担う中間的支援機能を持った「協働コーディネーター」の存在が求められま

す。この協働コーディネーターは、協働する市民や市の各事業課の職員ではな

く、第三者である NPO や中間的支援組織（ボランティアセンター等）などで

あることが望ましいと考えられます。 
今後、協働を活性化するためにこのような中間的支援組織を一層成熟させ、

協働について公平で中立的なコーディネーターの役割や人材育成の役割等を担

うことができるよう支援します。 
 
  ④ 協働の核となる拠点  
    地域活動や市民活動を活性化し、協働を推進するためには、いつでも活動が

行えるとともに、協働の情報収集や発信、市民間の相互交流、市と協議をする

ための場所が必要です。また、協働を継続し、活性化していくためには、日常

的に利用しやすい身近な地域においても活動の拠点が必要です。そのためには、

既存の施設等の活用を含めた協働についての核となる拠点の整備を検討します。 
     
  ⑤ 公の施設における指定管理者制度の導入促進 
    公の施設の管理運営が民間組織でも行うことが可能になったことにより、コ

ミュニティ施設などの管理運営を地域活動団体や市民活動団体等が担うことで、

より市民に身近で、利用されやすい施設となることが考えられます。指定管理

者制度の導入されていない施設についても、導入促進を図っていきます。 
 
 

(5)  ガイドラインの見直し 

    ガイドラインについては、機会あるごとに周知を図り、広く市民に理解を深

めてもらえるよう取り組むことが必要です。 
    ガイドラインの内容については、変化する社会情勢及び市民ニーズ、協働事

業の実施結果及び評価・改善内容を基にしながら、必要に応じて見直しを図り、

より多くの市民がまちづくりに参画・協働できるよう改善に努めます。 
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「理念編」は、協働の概念や原則、協働を推進するための基本的な

考え方や進め方の方向性を整理したものですが、「実務編」では、「理

念編」に基づき、新たな取り組みを中心として実際に協働を進める際

に必要な運用についての基準や評価など、具体的取り組み方策を整理

し、「誰もが安心して心豊かに暮らせる魅力ある黒部市」の創造に向け

て、市民参画と協働によるまちづくりを進めていきます。 
   
 
 
 
 
 
 
 

第 2 章 実務編 





１ 協働のまちづくり庁内推進体制と推進会議             

 

(1) 主旨 
市民との協働を推進するには、市内部において方針の徹底、情報の共有、庁

内連携の促進を図る必要があり、その窓口を明確化するため、総合調整･相談窓

口を設置するなど全庁的な体制の整備に取り組みます｡また、協働の推進と検証

をする組織の設置にも取り組みます。 
 

(2) 概要 
  ① 協働のまちづくり庁内推進体制 

市民からの問い合わせや相談に迅速に対応し、協働が円滑に行われるよう総

合調整･相談窓口を設置するとともに、市民の自主的・主体的なまちづくりを目

指し、市民と市の協働を推進するため、庁内に横断的組織として「協働のまち

づくり庁内推進委員会」（以下、「庁内推進委員会」という。）を設置し、庁内の

連携強化に取り組みます。 
    庁内推進委員会には、各課等の長で構成する「検討委員会」と各課等の実務

者で構成する「研究会」を設置します。 
    庁内推進委員会では、協働のまちづくりガイドラインの徹底や市民で構成さ

れる「協働のまちづくり推進会議」（以下、「推進会議」という。）と連携しなが

ら、協働のまちづくり関連事業（地域型市民協働事業、公募提案型市民協働事

業、既存の市民との協働がふさわしい事業）の実施や評価・検証のほか、市議

会への連絡調整など、本市全体の協働推進の総合調整に取り組みます。 
    また、協働事業を実施するすべての課等の長が「協働調整員」として部内の

調整を図り、協働を推進します。複数の部署にまたがる協働事業については、

関係課でプロジェクトチームを編成し、市民協働担当課がコーディネーターと

なって対応します。（中間的支援組織の育成後はその組織がコーディネーターの

役割を担います。） 
    また、職員の研修をはじめ、協働事業評価実施要領を定めたうえ、協働事業

の評価・検証や事例研究を行い、これまで実施してきた協働事業の経験が、今

後実施される協働事業に活かされるように努めます。 
 
  ② 協働のまちづくり推進会議の設置 

学識経験者、公募委員等の市民で構成される「協働のまちづくり推進会議」

を設置し、推進会議での協働の評価・検証等を協働事業に活かしていくととも

に、広く市民に情報を提供していきます。 
具体的には、庁内推進委員会から情報提供のあった公募提案型市民協働事業

の企画案の選定をはじめ、協働のまちづくり関連事業の成果の評価・検証の報

告、その課題や解決策の助言及びガイドラインの見直しの提言などを行います。 
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協働のまちづくり推進体制 

 

(3) 計画年度及び実施予定内容 
計画年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

実施予定内容 ・推進会議及び庁内

推進委員会（検討

委員会、研究会）

設置 
・ガイドライン策定

・継続 
・総合相談窓口設置

 

・継続 

協働のまちづくり推進会議 
（協働の推進と評価･検証） 

協働のまちづくり庁内推進委員会 
（市全体の協働推進の総合調整） 

情

報

の

提

供

協働のまちづくり関連事業 
○地域型市民協働事業 
○公募提案型市民協働事業 
○既存の市民との協働がふさわ

しい事業 

ガイドラインの

見直しの提言、成

果の検証の報告

及び検証を基に

した課題や解決

策を助言 

協働のまちづくり

ガイドライン 

ガイドライ

ン見直し 
成果の検証 

徹底 実施 

研究会（各課等の実務者） 

協働担当課（総合調整・相談窓口） 

検討委員会 
協働調整員（各課等の長）

市

議

会 
助 言 

情報提供 

市 民 
《地域活動団体、市民活動団体、企業、公益法人等》 
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２ コミュニティづくり推進組織の設立促進         

 

(1) 主旨 

   いわゆる地域内分権という観点から「自分たちのまちは自分たちでつくる」

という自治意識を持ち、地域の課題を自らが解決し、地域に合ったまちづくり

を実現するために、地区の自治組織や女性組織、高齢者組織、体育組織、福祉

組織等の地域活動団体や市民活動団体が連携・協力した「コミュニティづくり

推進組織（推進協議会）」の設立が必要です。その組織が地域ニーズや地域の声

が活かせるよう意見を交換し、防災・防犯対策や環境問題等、地域で対応すべ

き事業を自主的に協力し合って取り組むことを推進します。 
また、より豊かな地域社会を形成するために、人材、伝統・文化、芸術、建

築物や観光資源の発掘・活用に取り組むことも進めます。 
    

(2) 概要 
① コミュニティづくり推進組織（推進協議会）の設立促進 

     地域には、昔から地区自治振興会、町内会、女性の会、老人クラブ、児童

クラブや青少年育成区民会議、社会福祉協議会、体育協会、青年会等の団体

が、地区自治振興会の傘下のもと、おのおのが連携・協力をしながら、それ

ぞれの設立目的に沿って、それぞれの活動を展開してきているのが現状では

ないかと考えます。 
     地域の身近な問題を解決し、地域に合ったまちづくりを実現するためには、

それぞれの団体が個別に解決するよりも、地区全体で意見を出し合い、連携・

協力していく方が、地域住民の要望に的確に応えることができることは言う

までもありません。それをより実現できるような推進組織として「コミュニ

ティづくり推進協議会」の設立を提案し促進していきます。 
 
   ② 設立の単位及び組織 

コミュニティづくり推進協議会の設立は、旧来から地域のつながりが深い

16 地区の自治振興会の区域を設立単位とします。その構成は、自治振興会、

町内会、女性の会、老人クラブ、児童クラブや青少年育成区民会議、社会福

祉協議会、体育協会、青年会等の団体で構成されると考えられますが、市民

が意見を出し合って地域に合った組織に編成します。自治振興会の組織機能

がこのようなコミュニティづくり推進協議会の組織機能を備えている場合に

おいては、自治振興会がその役割を担うことになるものと考えられます。 
 

   ③ コミュニティづくり推進協議会の設立促進支援 
地域の実情に応じた住民主体のコミュニティづくり推進協議会を設立する

ために設立準備会の設置を支援します。設立準備会ではコミュニティづくり
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推進協議会の会則、組織構成、事業計画、予算等について検討するとともに、

地域住民の協働への意識啓発やコミュニティづくり推進協議会の設立への意

識高揚を図ります。 
 
④ コミュニティづくり推進協議会の組織イメージ 

     地区体育協会や地区社会福祉協議会等、地域に根ざした専門性のある地域

活動団体は、地域の考えにより、コミュニティづくり推進協議会の中に組み

入れられた専門部会として活動をしたり、コミュニティづくり推進協議会と

緩やかな連携により活動したりとその形態は地域ごとに異なります。 
    その組織のイメージは、参考資料３（P. 52）のとおりです。 
 
 

(3) 計画年度及び実施予定内容 
計画年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

実施予定内容 ・コミュニティづく

り推進協議会の

設立準備 

・コミュニティづく

り推進協議会の

設立完了 

・コミュニティづ

くり推進協議会

の充実 
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３ 地域型市民協働事業の実施               

 

(1) 主旨 
   「自分たちのまちは自分たちでつくる」という自治意識を持ち、市民自らが

地域の課題を解決し、地域に合ったまちづくりを実現するために、地区のコミ

ュニティづくり推進協議会と市とがそれぞれの役割と責任を認識した協働のま

ちづくりを進めていきます。 
    

(2) 概要 

 地域課題を解決し、地域に合ったまちづくりを実現するために、コミュニテ

ィづくり推進協議会が地域の目標を定め、事業計画等に従って事業を実施しま

す。 
 
① 事業主体   
  事業主体は、各地区のコミュニティづくり推進協議会とします。 

     地区の自治振興会を単位とし、地域の身近な課題の解決と、地域に合った

まちづくりを実現するため、町内会、女性の会、老人クラブ、児童クラブや

青少年育成区民会議、社会福祉協議会、体育協会、青年会等地域の各種団体

が連携･協力する組織です。 
最終的にコミュニティづくり推進協議会は、地域を経営していく「自律経

営」的な組織となることが望まれます。 
 

② 事業内容   
 (ア) まちづくり計画の策定 

      コミュニティづくり推進協議会は、地域をどのようなまちにしたいかと

いう将来像（目標）や方向性を定めたまちづくり計画を策定します。 
設立当初等策定が困難な場合は、コミュニティづくり推進協議会の設立

趣旨等が将来像や方向性を定めた計画とみなします。 
 

 (イ) 事業計画の策定・実施 
      まちづくり計画に沿って、優先順位や実施年度などを検討の上、事業計

画を定め実施します。 
 

 (ウ) 交付金制度 
      市が実施している事業で、コミュニティづくり推進協議会で実施した方

が市民ニーズにより的確に対応できる事業の提案（申請）を受け、その事

業費に対して交付金として一括交付します。 
      交付金事業については、公共サービスの一定水準を保つため市と協議し
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た上、コミュニティづくり推進協議会は自主性と創意工夫により事業を実

施します。 
 

    ※ コミュニティづくり推進協議会の各構成団体に、従来から直接交付さ

れている委託費や補助金については、協働事業として実施できるものを

コミュニティづくり推進協議会が一本化して事業計画に盛り込むことが

望ましいと思われます。 
※ 交付金の財源確保については、本市で取り組んでいる協働にふさわし

い事業事例の中から、各課において交付されている委託費又は補助金等

一括交付になじむ事業費総額の範囲内で、交付基準額を設定する方向で

検討します。実施にあたっては、地域型市民協働事業交付金要綱を定め

て運用していきます。 
 
 

 
 

(3) 計画年度及び実施予定内容 
計画年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

実施予定内容 ・交付金制度施行の

ための庁内調整

及び準備 

・コミュニティづく

り推進協議会の

設立完了後に実

施 

継続 

 
 
 
 
 
 
 

コミュニティづくり推進協議会 

地域課題の解決・地域に合ったまちづく

りの実現 
 ○まちづくり計画の策定 
 ○事業計画の策定・実施 
  環境、防災、福祉、文化、観光、ス

ポーツ等の分野での実施 

①市が実施している事業で、コミ

ュニティづくり推進協議会で

実施した方が市民ニーズによ

り的確に対応できる事業 
②コミュニティづくり推進協議

会の運営費

交付金で

交付 
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４ 公募提案型市民協働事業の実施             

 

(1) 主旨 
   市民の自由な発想を活かした多様な公共サービスを実現し、効果的・効率的

な公共サービスを提供するため、市民活動団体等の専門性・機動性等の特性を

活かした事業の提案を公募します。提案団体と市が対等な立場で、共通する公

共的課題の解決に向け、ともに公共サービスの担い手となり、協働で事業を実

施します。 
    

(2) 概要 

 事業提案には、市が提案する事業に応募する方法（行政提案型）と市民活動

団体等から企画を提案する方法（市民提案型）の2通りがあります。 
 
① 対象となる提案事業 
  市内で行われる公益的・社会貢献的な事業で、地域課題や社会的課題の解

決が図られることにより、市民サービスが向上するもの。 
 (ア) 行政提案型 

    市が取り組んでいる（取り組もうとしている）事業を、市民との協働

（市民主体へと移行）により実施することにより、事業効果の向上が期

待できるものの中から事業を選定し、テーマを設定します。 
 (イ) 市民提案型 

    第1 次黒部市総合振興計画の6つのまちづくり方針（※）に沿うもの

で、市との協働で行うことにより、地域課題や社会的課題の解決が図ら

れるものであればテーマは自由です。 
※ 6 つのまちづくり方針 
  ・自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり 
  ・地域特性を活かした産業育成のまちづくり 
  ・快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり 
  ・健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり 
  ・個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり 
  ・市民と行政が一体となったまちづくり 
 

   ② 期待される効果 
(ア) 行政 

       ・ 市民活動団体等に公共サービスへの参入機会を提供することによ

り、協働機会の拡大を図ることができる。 
       ・ より住民ニーズに沿った公共サービスを提供することができる。 
       ・ 仕事の見直しや職員の意識改革が図られ、簡素で効率的な行政運
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営を行うことができる。 
(イ) 市民 

       ・ 自ら地域課題を解決することにより自立した市民活動団体が育成

され、市民活動の活性化を図ることができる。 
・ きめ細やかで柔軟な公共サービスを受けることができる。 

       ・ 行政への関心が高まり、市民参画と協働を基本とした「市民の参

画と協働によるまちづくり」への理解が深まる。 
(ウ) その他 

・ 市民活動団体と市が次年度の協働事業化に向けての協議を進める

ことにより、相互理解を深め、協働意識の醸成を図ることができる。 
 
   ③ 実施方法 

ⅰ 行政提案及び市民提案の協働事業企画案の募集 
     ⅱ 協働のまちづくり推進会議による公開審査 
     ⅲ 協働事業候補の選定 
     ⅳ 事業化に向けての協議 
     ⅴ 予算化 
     ⅵ 事業実施 
     ⅶ 協働のまちづくり推進会議による事業評価 
      ※ 提案型協働事業の実施方法についてのおおよその流れは次ページの

とおりです。実施にあたっては、公募提案型市民協働事業補助金交付

要綱を定めて運用していきます。 
 

 

(3) 計画年度及び実施予定内容 
計画年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

実施予定内容 ・事務事業の見直し

（行政提案型の

協働事業検討） 
 

・協働事業企画案の

公募 
・企画案の審査 
・事業化に向け協

議、成案化 
・協働事業の予算化

・協働事業の実施 

 
     ※ 公募提案型市民協働事業の財源確保については、平成 22 年度に実施

が予定されている補助金等審査部会による補助金の見直しや行政評価に

よる事務事業の見直しと連携を図るとともに、団体の活動を支える新た

な財政支援の仕組み（基金制度活用など）を検討するなど、公募提案型

市民協働事業にかかる予算枠及びその財源の確保に努めます。 
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事務事業の見直し 
（行政提案型の協働事業検討） 

協働のまちづくり庁内推進委員会 
 市の事務事業を協働の視点から見直す 

■行政提案型 例：H23年１月 

■行政提案型  ■市民提案型 

例：H23年5月 

協働事業企画案の公募 

担当課の意見 
 （協働事業ができるか、解決すべき課題があるか） 

例：H23年６月 
企画案の審査 

■行政提案型  ■市民提案型 

協働のまちづくり推進会議 
 協働すべきと考えられる事業提案を選定し、市へ報告

協働事業候補の内定 

■行政提案型  ■市民提案型 

提案団体と市担当課 
提案をもとに知恵を出し合ってよりよい実現方法を協

議し、協働事業として成案化（事業案：事業目的、協働

する意義、事業実施期間、事業内容、必要経費、役割分

担、実施スケジュールなど） 

事業化に向け協議・成案化 

例：H23年11月 
協働事業の予算化 庁議、政策調整会議、協働のまちづくり庁内推進委員会

報告 

協働事業の実施 

協働事業の評価 
■行政提案型  ■市民提案型 
協働のまちづくり推進会議 

提案型協働事業の実施方法

例：H23年７月 

例：H23年8～10月 

例：H24年度 

例：H24年度末 

36



５ 職員の協働意識醸成                  

 
 

(1) 主旨 
   協働を推進するにあたっては、職員が「協働」についてしっかりと認識し、

パートナーとなる市民の活動を理解し、互いの果たすべき役割を適切に分担し

ながら、協働を実践していくことが重要です。 
   このことから、職員一人ひとりが、協働のまちづくりは市民とともに担うと

いう意識を持ち、常に市民の視点から地域･社会的課題を考えていくことが必要

となります。 
   また、職員は協働のまちづくりのために地域への積極的な参画と主体的な役

割を担うことが期待されています。 
   そのためには、協働や市民の活動に関する基礎的知識を身に付けることによ

り、職員の意識を一層高めていく必要があります。 
    

(2) 概要 

 ・協働に関する職員研修の充実 
   協働に関する理解を深め、市民と連携していく能力及び協働をコーディ

ネートできる能力等を養成するため、協働のまちづくりガイドライン概要

版及び協働事例集を作成配付するとともに、職員研修の充実を図ります。 
       

(3) 計画年度及び実施予定内容 
計画年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

実施予定内容 ・職員研修の実施 
・ガイドライン概要

版の作成配付 

・継続 
・協働事例集の作成

配付 

・継続 
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６ 市民の協働への意識醸成と地域における人材育成        

 
 

(1) 主旨 
   協働を実現するためには、市民も社会の構成員として自覚と責任を持つことが

求められており、自立した意識を市民自ら持つことが大切です。このことから、

市民の自治意識を高めるための啓発を行うとともに、地域においては自治振興会、

町内会等地域活動団体や市民活動団体、企業等が相互に連携を強め意見交換でき

る場づくりを進めます。また、市民が主体的に協働を推進するために人材の育成

と確保に努めます。 
 

(2) 概要 

① 協働に係る意識啓発 
  協働への基礎的な知識や、相互理解を深めるための啓発等を行います。 
   ・講演会、フォーラム、ワークショップ、公開講座等の開催 

      ・協働のまちづくりリーフレットの作成、全戸配付 
・協働事例集の作成、活用 
 

   ② 協働に係る人材育成 
    協働を進めるためには、まちづくりコーディネーター等の人材育成が重要

なことから研修会等の充実を図ります。 
     ・まちづくりコーディネーター等の育成研修会等の開催 
 

(3) 計画年度及び実施予定内容 
計画年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

実施予定内容 ・公開講座の実施 ・公開講座等、人材

育成研修会の実

施 
・リーフレットの作

成、全戸配付 
・協働事例集の作

成、活用 

継続 
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７ 市民の市政への参画機会の拡充と推進          

 
 

(1) 主旨 
   市民生活に密接に関連する重要施策について、意思決定過程（課題の発見段

階、政策形成段階、実施段階、評価・見直し段階）のいずれの段階においても、

市民が様々な形で市政に参画し、その意見を反映するため、市民の市政への参

画機会の拡充と推進を図ります。 
 

(2) 概要 

① 市民提言制度（市民の声）の充実 
  本市では、市民が直接、意見や質問等を言える機会の充実を図り、寄せら

れた提言を市の施策推進に反映するとともに、その説明責任を果たし、開か

れた行政の推進を図ることを目的として、提言箱の設置をはじめ、郵便によ

る提言、電子メールによる提言を受けるなど、市民提言制度を既に運用して

いますが、その充実に一層努めます。 
 

   ② 市民パブリックコメント手続制度の充実 
    本市の政策決定過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、

市民への説明責任を果たし、市民の市政への参画を推進することを目的とし

て、「黒部市市民パブリックコメント手続要綱」（平成 19年9月 14日施行）

を定めていますが、この制度の運用の充実を図り、より多くの施策に対する

市民の意見、情報、専門的な知識等を募り、施策の意思決定に反映できるよ

うに努めます。 
 

   ③ 審議会等への公募委員の登用及び公開推進 
本市の審議会等の適正な管理に努めるとともに、市政への市民参画の促進 

及び公正で透明な市政の推進に資することを目的として、「黒部市審議会等の

設置及び運営に関する規程」（平成19 年9月 14 日施行）を定めていますが、

この制度の運用の充実を図り、全委員に占める公募委員の登用 20％以上、女

性委員の登用 30％以上に努め、市民参画機会の拡充を図るとともに、会議公

開による開かれた市政を一層推進することにより、市民の意見、専門的知見

等の市政への反映を促進します。 
 
   ④ タウンミーティングの充実 

市民と市が協働して地域課題の解決に取り組むため、幅広く市民の参加を

得て、特定の政策テーマ等について市民と市長が直接話し合い、市の進むべ

き方向性を一緒に考える対話集会「タウンミーティング」を実施しています
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が、市長等による出前講座（申込制）の開設などを検討し、その充実に一層

努めます。 
 
  ⑤ 地区要望会の充実 

各地区の自治振興会では、市民生活に密接に関連する地域における生活道

路、用排水路、防災、防犯、環境問題、コミュニティ施設整備などの地域課

題の解決に取り組み、安全・安心で快適な市民生活が送ることができるよう、

市に対して地区要望会を毎年実施されています。 
地区要望会の実施にあたっては、地域課題を自ら解決し、地域に合ったま

ちづくりを実現するため、「自分たちのまちは自分たちでつくる」という自

治意識のもと、地域で対応可能な事業を自主的に協力し合って取り組むこと

ができるよう、これまで以上に市民との協働に関する意識の醸成を図る必要

があります。 
今後の地区要望会は、各地区のコミュニティづくり推進協議会（Ｐ30 を参

照）として協働によるまちづくりを念頭におきながら、まず地域の住民のニ

ーズの把握に努めていただき、その地域課題が、地域で解決できる事業なの

か、市と協働して解決すべき事業なのか、それとも市が主体となって解決す

べき事業なのかを整理していただき、緊急性や重要度・優先度等を精査して

要望書を提出していただくことになります。  

市は、このような手順を踏まえ地域の課題を解決することができるよう地

区要望会の充実に努めます。 
 
  ⑥ ふるさと黒部サポート寄附の推進及び活用方法の検討 
    近年、自分の育ったふるさとを応援したい、まちづくりに役立ちたいとい

う想いを抱く人が増えてきています。このような想いを実現するため、ふる

さとへ寄附という形で市政への参画や貢献をする「ふるさと黒部サポート寄

附」という制度が、平成 20年５月からスタートしています。 
    本市では、「ふるさと黒部サポート寄附」としていただいた寄附金は、本市

のまちづくりのテーマ「大自然のシンフォニー 文化・交流のまち 黒部」

の実現のため、総合振興計画や各種計画の実現に資する事業をはじめとして、

次の事業に充当し活用させていただいています。 
●保健・福祉・子育ての充実及び交通安全・防犯の推進に関する事業 
●教育・文化・スポーツの振興及び交流の拡大に関する事業 
●産業・観光の振興に関する事業 
●自然環境の保全及び名水・自然エネルギーの利活用に関する事業 

     ●その他の事業 
     今後は、この制度の一層の推進に努めるとともに、市民の主体的な活動が

市との協働事業につながるような市民公募型提案制度、NPO 法人設立支援制

度等新たな仕組みづくりにも活用できるよう検討していきます。 
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  ⑦ 市民参画条例の制定検討 
市と市民が協働し、地域社会の発展を図るためには、その前提として政策

づくりへの市民の関与（参画）が保障されていることが必要です。 
また、市民参画のルールを広く市民と市が共有するとともに、信頼関係を

形成して市民意見を反映した政策策定を進めるためには、「条例化」が重要で

あると考えています。市民の機運の高揚を図りながら、市民参画の基本的な

事項を定めた市民参画条例の制定を検討します。 
なお、市民参画条例制定にあたっては、議会制民主主義の観点から市議会

との関係や役割について明確にする必要があります。 
市民参画条例（素案）の骨格については、次ページのとおり他市の条例を

参考としてイメージし、市議会との調整や市民の機運の高揚を図りつつ、協

働のまちづくり推進会議等と協働で検討していきます。 
 

(3) 計画年度及び実施予定内容 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 
実施予定内容 ・市民提言制度、市

民パブリックコ

メント手続制度、

タウンミーティ

ング、地区要望会

の実施継続 
・市民参画条例の検

 討 
 

・継続 
・市民参画条例の検

討 
・市長等による出前

講座の開設 

・継続 
・市民参画条例の

制定（予定） 
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市民参画条例（素案）の骨格イメージ 
 

 前文 

第１章 基本的な事項(第１条－第６条) 

第２章 市民参画の実施等(第７条－第15条) 

第３章 市民参画の推進(第16条－第18条) 

第４章 雑則(第19条－第21条) 

 

第１章 基本的な事項（第１条－第6条） 

第１条 （目的） 

第２条 （用語の意義）→「市民」「市の機関」「市民参画」「協働」 

第３条 （基本原則） 

第４条 （市民の役割） 

第５条 （市の機関の役割） 

第６条 （議会の役割） 

 

  第２章 市民参画の実施等（第7条－第15条）  

     第７条 （市民参画の対象） 

     第８条 （市民参画の方法） 

     第９条 （市民参画の実施） 

     第10条 （提出された意見等の検討） 

     第11条 （公表の方法） 

    第12条 （パブリック・コメントの実施) 

       第13条 （タウンミーティング等の実施の公表） 

       第14条 （審議会等手続） 

    第15条 （意向の把握） 

 

  第３章 市民参画の推進（第16条－第18条） 

    第16条 （推進審議会の設置） 

    第17条 （市民参画の実施状況等の公表） 

    第18条 （市民参画の方法の普及等） 

 

  第４章 雑則（第19条－第21条） 

      第19条 （意思決定過程の特例） 

    第20条 （条例の見直し） 

    第21条 （委任） 

   （附則） 
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８ 今後の協働のまちづくりに向けて            

 
 
 
この協働のまちづくりガイドラインは、基本的なルールについてまとめた「第１章 

理念編」と、実際に協働を進める際の運用についての基準や評価など具体的取り組み

方策をまとめた「第２章 実務編」からなり、市民と市が協働により検討を加えて策

定したものです。 
これまでも市では様々な場面で市民と協働を進めてきましたが、今後は、今回作成

した協働のまちづくりガイドラインを道標として、市民と市との信頼関係をより一層

深め、共通の目的を持ったパートナーとして双方で十分協議をして進めていかなけれ

ばならないと考えております。 
また、今回策定したこのガイドラインについては、変化する社会情勢及び市民ニー

ズ、協働事業の実施結果及び評価・改善内容をもとにしながら、必要に応じて見直し

をしていきたいと考えております。 
第１次黒部市総合振興計画において、基本理念として掲げている「市民の参画と協

働」によるまちづくりをこのガイドラインに基づき、市民が主役のまちづくりとなる

よう積極的に支援していくことが、本市の自立性と活力を高め、誰もが安心して心豊

かに暮らせる「黒部市」の創造に繋がるものと確信しております。 
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第 3 章 資料編 





 参考資料                         

１ 黒部市における協働がふさわしい事業の取り組み状況 
【個別の協働事例】                        平成22年1月5日調査 

協働の

形態 

協働による事業名 協働相手（ＮＰＯ等） 

事業 

委託 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

広報委員制度 

日本語教室in黒部の開催 

 

河川海岸清掃 

〃 

〃 

旧不燃物処理場管理 

地域活動推進事業（母子保健推進） 

食生活改善推進事業 

介護予防地域型リハビリ事業 

高齢者スポーツ大会・高齢者教養講座 

声の広報作成 

手話奉仕員養成講座開催 

スポーツ・レクリエーション教室開催 

ちびっこ広場の管理 

都市公園の管理（指定管理） 

〃 

〃 

都市公園の管理（業務委託） 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

トイレ管理 

  〃 

  〃 

広報委員 

「日本語教室in黒部」生活支援ボ

ランティア 

石田地区保健衛生組合 

村椿保健衛生組合 

生地環境衛生組合連合会 

山田町内会 

母子保健推進員 

食生活改善推進員 

地区社会福祉協議会（8地区） 

黒部市老人クラブ連合会 

黒部リーディンググループ 

黒部手話サークルひまわりの会 

黒部市身体障害者協会 

地元町内会 

（福）くろべ福祉会 

（財）黒部市施設管理公社 

北陸体育施設（株） 

石田自治振興会 

栃屋福寿会 

浦山下町老人クラブ 

音沢財産区 

愛本新上区青壮年会 

宇奈月町商工会女性部 

内山自治振興会 

宇奈月温泉自治振興会 

（社）黒部市シルバー人材ｾﾝﾀｰ 

荒俣町内会 

三島町内会 

東三日市町内会 
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30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

 

45 

46 

47 

48 

49 

箱根清水清掃管理 

パパママサポートセンター運営 

放課後児童健全育成 

市道除排雪（16地区） 

いっぷく処管理 

観光客動態調査 

大原台自然公園管理棟清掃 

農村公園保守清掃（19施設） 

広域農道、林道等道路維持管理（６施設） 

湛水防除施設保守清掃（２施設） 

団体管理市有林管理（２ヶ所） 

林業者等スポーツ研修館保守清掃 

東布施ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設保守清掃 

東布施ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 研修集会施設保守清掃 

有害鳥獣捕獲 

 

旧小学校施設管理（４施設） 

コミュニティづくり推進事業（16地区） 

勤労青少年ホーム管理運営（指定管理者） 

錬成館管理運営（指定管理者） 

小学校体育施設開放 

黒部名水会 

ＮＰＯ法人ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾎﾟｰﾄ黒部 

各放課後児童クラブ（10団体） 

各自治振興会 

 (社)黒部･宇奈月温泉観光協会 

宇奈月温泉旅館協同組合 

内山財産区管理会 

地元町内会､老人クラブ､壮年会等

地元町内会 

立野水利組合、荒俣町内会 

新町園芸部弥生会、荒俣町内会 

東布施自治振興会 

東布施自治振興会 

布施谷製炭組合 

黒部市有害鳥獣捕獲隊黒部班、同

宇奈月班 

各自治振興会 

各ｺﾐｭﾆﾃｨづくり事業推進委員会 

ＮＰＯ法人黒部まちづくり協議会

黒部市防犯協会 

各学校開放運営委員会 

共催 1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

新年を寿ぐ会 

 

黒部ﾜﾝｺｲﾝ･ﾌﾘｰきっぷ「楽駅停車の旅」 

黒部ﾜﾝｺｲﾝ･ﾌﾘｰきっぷ「楽駅停車の旅」 

くろべ餃子まつり 

産業活性化フォーラム 

宇奈月温泉消防訓練 

文化財防火デー消防訓練 

富山県消防協会黒部支部秋季消防演習 

議会、自治振興会連絡協議会、商

工会議所、商工会 

ＮＰＯ法人黒部まちづくり協議会

ＮＰＯ法人黒部まちづくり協議会

ＮＰＯ法人黒部まちづくり協議会

黒部商工会議所 

宇奈月温泉旅館協同組合 

自主防災組織 

富山県消防協会黒部支部 

実行委

員会・ 

協議会

等 

1 

2 

3 

4 

アクアパークフェスティバル 

ふれあい交流館運営委員会 

放課後子ども教室実行委員会 

ｶｰﾀｰ記念黒部名水ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 

同実行委員会 

同委員会 

同実行委員会 

同実行委員会 

事業 

協力 

1 

2 

3 

4 

防犯パトロール車の貸与 

平成21年度富山県総合防災訓練 

新庁舎建設検討委員会 

事務局の場所提供 

三日市・荻生防犯パトロール隊 

自治振興会、自主防災会 

自治振興会連絡協議会等 

黒部市老人クラブ連合会 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

18 

19 

20 

 

 

21 

黒瀬川桜まつり 

高橋川をきれいにする日 

小学校連合体育大会（陸上競技審判） 

各種スポーツ競技大会 

読書普及活動の推進 

全国高等学校野球選手権大会富山県大会 など 

市民ふれあいまつり 

宇奈月温泉峡谷花火響宴 

越中おわら宇奈月(夏の部、仲秋の部） 

宇奈月温泉謝恩号 

宇奈月温泉雪上花火大会(宇奈月温泉冬物語） 

宇奈月温泉雪のカーニバル 

北陸新幹線新駅東側地区景観形成協議会 

 

三日市保育所隣接公園内の藤棚の管理 

農業集落排水施設管理（５施設） 

社会に学ぶ「14歳の挑戦」 

 

 

病院ボランティア活動の受け入れ 

黒瀬川の桜堤を愛する会 

高橋川を愛する会 

黒部市陸上競技協会 

各種競技協会 

黒部市図書を愛する会 

県高等学校野球連盟 など 

同実行委員会 

同実行委員会 

同実行委員会 

(社)黒部･宇奈月温泉観光協会 

(社)黒部･宇奈月温泉観光協会 

同実行委員会 

地権者代表、町内会代表者、振興

会、地元議員 

三日市地区椚町町内会 

各地区農業集落排水施設管理組合

黒部市及び近隣市町の工場、商店、

ホテル、公共施設、福祉施設等の

事業所 

ボランティアグループ「太陽の会」

補助・

助成 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

まちづくり団体育成補助金 

 

千島歯舞諸島居住者連盟富山支部補助金 

自治振興会運営補助金 

コミュニティ助成 

コミュニティセンター助成 

自主防災組織育成助成 

専任女性交通指導員設置補助金 

黒部市交通安全協会補助金 

黒部市防犯協会運営補助金 

黒部市防犯協会事務局設置補助金 

地区交通安全推進協議会補助金 

防犯灯管理費補助金 

黒部食品衛生協会補助金 

黒部市環境衛生協議会補助金 

資源リサイクル集団回収活動補助金 

健康づくり・生きがい・社会参加事業 

福祉団体活動助成 

  〃 

   〃 

   〃 

ＹＮＡうなづき・宇奈月町商工会

青年部 

千島歯舞諸島居住者連盟富山支部

各自治振興会 

青年団、保存会等 

町内会等 

自主防災会 

黒部市交通安全協会 

黒部市交通安全協会 

黒部市防犯協会 

黒部市防犯協会 

地区交通安全推進協議会 

商店街等防犯灯管理団体 

黒部食品衛生協会 

黒部市環境衛生協議会 

リサイクル活動団体（16団体） 

黒部市老人クラブ連合会 

更生保護事業協会 

保護司会 

更生保護女性会 

傷痍軍人会 
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21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

 

55 

56 

 

 

57 

58 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

地域総合福祉推進事業補助金 

ボランティア活動推進事業補助金 

身体障害者リフレッシュ事業補助金 

知的障害者リフレッシュ事業補助金 

精神障害者リフレッシュ事業補助金 

母親クラブ活動事業補助金 

北陸新幹線若栗地区対策協議会補助金 

ＪＲ生地駅簡易委託業務支援補助金 

黒部まちづくり協議会補助金 

黒部商工会議所運営補助金 

空き店舗対策事業 

黒部商工会議所中小企業相談所事業 

くろべフェア開催事業 

宇奈月町商工会経営改善普及事業 

宇奈月町商工会青年部女性部対策事業 

宇奈月町商工会広域ブロック連携事業 

宇奈月町青色申告活動 

愛本姫社まつり 

石田浜海水浴場整備補助金 

えびす祭り生地浜海上花火大会 

石田浜マリーンフェスタ開催事業補助金 

黒部･宇奈月温泉観光協会運営補助金 

黒部市特産品出向販売事業(黒部市特産品振興

事業） 

生地まち歩きフェスティバル 

観光ボランティア育成事業 

   〃 

   〃 

日本釣振興会団体育成事業補助金 

立山黒部環境保全協会黒部支部補助金 

傷痍軍人妻の会 

遺族会 

軍人恩給連盟黒部支部 

軍人軍属恩欠者連盟黒部支部 

身体障害者協会 

視覚障害者協会 

校下児童クラブ指導者協議会 

母子寡婦福祉協議会 

あさがお会 

トロッコの会 

ロダンの会 

（福）黒部市社会福祉協議会 

（福）黒部市社会福祉協議会 

黒部市身体障害者協会 

黒部市手をつなぐ育成会 

せせらぎ家族会 

各母親クラブ（７団体） 

北陸新幹線若栗地区対策協議会 

村椿自治振興会 

ＮＰＯ法人黒部まちづくり協議会

黒部商工会議所 

自由空間かって屋委員会 

黒部商工会議所 

黒部商工会議所実行委員会 

宇奈月町商工会 

宇奈月町商工会 

宇奈月町商工会 

宇奈月青色申告会 

愛本姫社まつり保存会 

石田浜海水浴場組合 

えびす祭り実行委員会 

同実行委員会 

(社)黒部･宇奈月温泉観光協会 

(社)黒部･宇奈月温泉観光協会 

 

同実行委員会 

黒部観光ボランティアの会 

観光ボランティアSpaうなづき 

三日市まち歩きﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ 

日本釣振興会富山県支部黒部会 

立山黒部環境保全協会黒部支部 
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59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

宇奈月方面遭難対策協議会補助金 

黒部峡谷ナチュラリスト研究会補助金 

黒部峡谷イワナ放流事業補助金 

草刈十字軍活動補助金 

花と緑の少年団活動推進事業補助金 

あしたの森補植事業補助金 

地区里山再生整備事業補助金 

天真寺保勝会補助金 

ボーイスカウト補助金 

青年団協議会運営補助金 

黒部川水のフェスティバル開催補助金 

劇団フロンティア公演補助金 

芸術文化振興協会補助金 

日本黒部学会補助金 

邦楽芸能協会補助金 

市指定文化財保存会補助金 

伝承芸能獅子舞保存会補助金 

水の少年団活動補助金 

世界野生生物映像祭開催補助金 

富山県民謡民舞まつり補助金 

自治公民館建設(改修)事業補助金 

くろべ女性団体連絡協議会補助金 

スポーツ少年団育成補助金 

KUROBEアクアフェアリーズ運営補助金 

スポーツクラブＷＩＬＬ補助金 

各種全国大会開催補助金（2大会） 

花壇整備事業補助金（花と緑の銀行） 

いくじ魚まつり朝市開催事業補助金 

消防用ホース等交付金 

宇奈月方面遭難対策協議会 

黒部峡谷ナチュラリスト研究会 

黒部観光旅館組合 

草刈十字軍 

花と緑の少年団（２団体） 

僧ヶ岳保勝会 

自治振興会 

ＮＰＯ法人天真寺保勝会 

日本ボーイスカウト黒部第１団 

黒部青年団協議会 

同実行委員会 

劇団フロンティア 

黒部市芸術文化振興協会 

日本黒部学会 

邦楽芸能協会 

各保存会（５団体） 

各保存会（13団体） 

水の少年団 

ＮＰＯ法人地球映像ネットワーク

富山県民謡民舞連盟 

町内会 

くろべ女性団体連絡協議会 

各スポーツ少年団（38団体） 

KUROBE ｱｸｱﾌｪｱﾘｰｽﾞ運営委員会 

スポーツクラブＷＩＬＬ 

各実行団体 

前沢カンナロード実行委員会 

生地魚市商業協同組合 

各地区自治振興会 

後援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

五葉会 

ヤング 

腎友会 

さくらの会 

ひまわりの会 

黒部からがんをなくす会 

2009ボランティアフェスティバルくろべ 

市民ふれあいまつり 

芸文協まつり他43件 

各種競技大会 

ウォー太郎わんぱく相撲大会 など 

糖尿病患者会 

若年者糖尿病患者及びその家族会

透析患者会 

乳がん患者会 

婦人科がん患者会 

がんに関心を持つ人の会 

くろべ・うなづきﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

同実行委員会 

黒部市芸術文化振興協会他42団体

各競技団体 

黒部青年会議所 など 
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情報 

交換 

1 

2 

地区要望（16団体） 

姉妹都市事業推進委員会 

各自治振興会 

姉妹都市事業推進委員会 

 
 
 

２ 黒部市におけるNPO 法人一覧 
平成22年6月29日現在 

番号 法 人 名 称 目   的 認証年月日

１ 黒部まちづくり協

議会 

この法人は、市民一人ひとりが知恵を出し合い、参加

するまちづくり活動を推進し、自然豊かで個性あふれ

る魅力的なまちをつくり、もって地域の振興と市民生

活の向上に寄与することを目的とする。 

H14.6.26 

 

 

２ あいの風 この法人は、新川地区を中心とした住民に対して、通

所介護や学童、乳幼児の保育等に関する事業を行い、

地域社会福祉の向上に寄与することを目的とする。 

H15.2.10 

 

３ 三樹福寿会 この法人は、住みなれた地域社会の中で生活を目指す

高齢者、障害者（児）、認知症者及び乳幼児に対して、

居宅支援サービスに関する事業等を行い、ノーマライ

ゼーション社会の実現及び福祉の増進に寄与するこ

とを目的とする。 

H15.9.24 

 

４ コミュニティサポ

ート黒部 

この法人は、文化・教育・社会福祉・産業等各分野が

協働して高齢者福祉や地域の交流促進に関する事業

等を行い、地域福祉の増進と住みやすい魅力的なまち

づくりに寄与することを目的とする。 

H17.1.7 

 

５ ケアマネジメント

かがやき 

この法人は、高齢者等に対して、介護保険の理念に基

づく在宅介護の相談・援助に関する事業を行い、高齢

者福祉及び地域福祉の増進に寄与することを目的と

する。 

H18.5.19 

 

６ 黒部市ひまわり福

祉作業所 

この法人は、障害者に対して、障害者が地域で自立生

活できる社会の実現を図るため、障害者の自立支援に

関する事業や、障害者の福祉に関する啓発・広報事業

を行い、社会福祉の増進に寄与することを目的とす

る。 

H18.9.28 

 

７ 天真寺保勝会 この法人は、黒部市指定文化財である「天真寺松桜閣」

及び「天真寺庭園」の維持・管理並びに保勝に関する

事業を行い、地域社会の文化の発展に寄与することを

目的とする。 

H19.12.12 

 

８ 黒部市パークゴル

フ協会 

この法人は、大島地域のパークゴルフ場及びキャンプ

場の管理・運営に関する事業を行い、青少年及び地域

H20.11.14 
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住民等の心身の健全な発達と、生涯スポーツの振興に

寄与することを目的とする。 

９ 北陸ACLS協会 この法人は、会員の相互の協力により、医療従事者、

医学生、一般市民等に対する心肺蘇生法及びこれに関

連する医療技術、知識等(以下｢心肺蘇生法等｣という)

の普及、心肺蘇生法等にかかわる情報提供、相談・支

援事業をおこなうことにより心肺蘇生技能の向上を

はかり、心肺危機に陥った市民の救命、社会復帰に寄

与することを目的とする。 

H21.11.24 
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住
民
・
目
的
に
賛
同
す
る
事
業
所
等
が
参
加

（イ）部会を設置しない場合

環境
美化部

グリーンキーパー、廃棄
物不法投棄監視員等

花いっぱい運動、リサイ
クル運動、クリーン作
戦、地域除排雪等

総務
広報部 単位町内会、商店組合等 コミュニティ紙の発行等

健康
福祉部

地区社協、民生児童委
員、老人クラブ、日赤奉
仕団、女性の会等

敬老会、地域ふれあい
サロン等

（相互補完による活動例）

３ コミュニティづくり推進協議会の組織イメージ

（ア）各種団体等による部会を設置する場合

交通安全協会
消防団

教育
文化部

公民館、PTA、補導員、
児童クラブ、体育協会、
ボランティア団体等

運動会、公民館祭り、ふ
るさと納涼祭等

安全
安心部

防犯協会、自主防災組
織、交通安全協会、消
防団、補導員等

防災訓練、防犯パト
ロール、子ども110番の
家等

自主防災組織

補導員
児童クラブ
体育協会等

住
民
・
目
的
に
賛
同
す
る
事
業
所
等
が
参
加

単位町内会
地区社協

民生児童委員
老人クラブ
女性の会
防犯協会

意思決定機関
評議委員会（総会）

会長

副会長

監事

各団体の代表者
地区自治振興会長
単位町内会長
ボランティア団体代表者
前会長等の学識経験者

常任評議会 相談役･顧問
正副会長
監事
正副部会長
地区自治振興
会長

国県市議会議員
農業委員 等

意思決定機関
評議委員会（総会）

会長

副会長

監事

各団体の代表者
地区自治振興会長
単位町内会長
ボランティア団体代表者
前会長等の学識経験者

常任評議会 相談役･顧問
正副会長
監事
正副部会長
地区自治振興
会長

国県市議会議員
農業委員 等
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４ 黒部市協働のまちづくり推進会議設置要綱 
（設置） 

第１条  市民の参画と協働によるまちづくりの推進にあたり、黒部市協働のまちづくりガイドライ

ン（以下、「ガイドライン」という。）を策定し、その実行に必要な体制整備を行うため、黒部市

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。 
（所掌事務） 

第２条  推進会議は、次の事務を所掌する。 
 (1) ガイドラインの策定に関し検討審議を行い、その結果を市長に提言すること。 

 (2) ガイドラインに基づき、全市的な機運醸成のための具体的方策の検討及び実施に関すること。 
 (3) 協働事業の点検・評価を行い、必要に応じて改善案やガイドラインの見直し検討に関するこ

と。 

(4) その他市民の参画と協働によるまちづくりの推進に関し必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条  推進会議は、委員20名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)  地域活動団体等の代表者 

 (2) 市民活動団体等の代表者 

 (3) 市内事業者等の代表者  

 (4) 学識経験を有する者 
 (5) 市民から公募した者 

(6) その他市長が適当と認める者 
（委員の任期） 

第４条  委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条  推進会議には会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によって定め、副会長は会長が指名する。 

３ 会長は会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条  推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めたときは、推進会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができ

る。 

（庶務） 

第７条  推進会議の庶務は、総務企画部企画政策課において行う。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮っ

て定める。 
附 則 

  この要綱は、平成22年1月15日から施行する。 
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５ 黒部市協働のまちづくりガイドライン策定までの経過 
 

日時 場 所 内      容 
H21.9.25 市役所黒

部庁舎 
301会議室 

第１回黒部市協働のまちづくり庁内検討会 
 ・協働のまちづくり庁内検討会について 
 ・黒部市における「市民と協働のまちづくりのあり方」について

 ・県内自治体の市民との協働に関する取り組み状況について 
H21.10.9～  黒部市協働のまちづくり庁内検討会メンバーによる検討 

・黒部市協働のまちづくりガイドライン（理念編）の検討 
・各課における協働事例の取り組み状況把握 

H21.11.27 市役所宇

奈月庁舎 
第3会議室 

第2回黒部市協働のまちづくり庁内検討会 
 ・協働のまちづくりガイドライン（理念編）素案の内容検討 
 ・協働のまちづくり推進会議設置について 
 ・協働のまちづくりガイドライン（実務編）素案の提案について

H22.1.14～  黒部市協働のまちづくり庁内検討会メンバーによる検討 
・黒部市協働のまちづくりガイドラインの検討 

H22.1.15～ 
 

 黒部市協働のまちづくり推進会議設置要綱の決定 
委員の公募準備 

H22.2.19 201会議室 黒部市協働のまちづくりガイドライン策定の方向性を部長連絡会 
へ提示 
 ・市民との協働のまちづくりのあり方 
 ・今後の推進スケジュール（案） 
 ・ガイドライン（素案）の骨格 

H22.2.24 301会議室 第3回黒部市協働のまちづくり庁内検討会 
 ・黒部市協働のまちづくりガイドライン素案の内容検討 
 ・市民参画条例（素案）のイメージ 
 ・今後の進め方 
 ・協働のまちづくり庁内推進委員会設置の検討 

H22.3.1～  黒部市協働のまちづくり推進会議の公募委員の公募 
黒部市協働のまちづくり推進会議委員の人選及び決定 

H22.3.23 201会議室 黒部市協働のまちづくりガイドライン素案策定に係る検討会議 
 ・協働のまちづくり庁内推進委員会設置の検討 
 ・黒部市協働のまちづくりガイドライン素案の検討 
 ・今後の進め方 
 ・市民参画条例（素案）のイメージ 

H22.3.23  黒部市協働のまちづくりガイドライン素案の市長への協議 
H22.4.22 301会議室 第１回黒部市協働のまちづくり推進会議 

 ・委嘱書の交付 
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 ・委員の紹介 
 ・会長、副会長の選出 
 ・協働のまちづくり推進会議の概要 
 ・協働のまちづくりのあり方 
 ・協働のまちづくりの今後のスケジュール 
 ・協働のまちづくりガイドラインの策定検討 
 ・市民参画条例の制定検討 

H22.4.28 201会議室 第１回黒部市協働のまちづくり庁内推進委員会設置 
H22.5.31 301会議室 第2回黒部市協働のまちづくり推進会議 

 ・第1回推進会議の会議録 
 ・第１回推進会議における意見シートの集約及びその対応 
 ・協働のまちづくりのあり方 
 ・黒部市協働のまちづくりガイドライン素案（P20まで） 

H22.7.22 301会議室 第3回黒部市協働のまちづくり推進会議 
 ・第２回推進会議の会議録 
 ・第２回推進会議における意見シートの集約及びその対応 
 ・黒部市協働のまちづくりガイドライン素案（P21以降） 

H22.8.19 201会議室 第２回黒部市協働のまちづくり庁内推進委員会 
 ・推進会議の意見を踏まえたガイドライン中間報告 

H22.8.19 201会議室 庁議 
 ・市議会全員協議会資料「協働のまちづくりガイドライン（中間

報告）」 
H22.8.20 301会議室 市議会全員協議会への「協働のまちづくりガイドライン（中間報

告）」 
H22.8.26 301会議室 市議会（正副議長、3常任委員長、議会運営委員長）との意見交換

H22.8.26 301会議室 第4回黒部市協働のまちづくり推進会議 
・黒部市協働のまちづくりガイドラインの最終案まとめについて 
・協働のまちづくりガイドライン最終案のパブリックコメントの実

 施について 
H22.10.26 201会議室 第３回黒部市協働のまちづくり庁内推進委員会 

 ・パブリックコメントの実施結果について 
 ・黒部市協働のまちづくりガイドライン（素案）最終案について

 ・平成23年度の取り組みについて 
 ・平成22年度富山県協働パワーアップセミナーの開催について

H22.10.26 301会議室 第5回黒部市協働のまちづくり推進会議 
 ・パブリックコメントの実施結果について 
 ・黒部市協働のまちづくりガイドライン（素案）最終案について

 ・黒部市協働のまちづくりガイドラインに関する提言案について

 ・平成23年度の取り組みについて 
 ・平成22年度富山県協働パワーアップセミナーの開催について
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６ 黒部市協働のまちづくり推進会議委員名簿（敬称略） 
平成22年4月1日設置 

区 分 氏  名 所属団体・役職等 
会 長 中 山 喜 正 黒部市自治振興会連絡協議会 
副会長 柴 沢 美恵子 くろべ女性団体連絡協議会 

 
 

委 員 
（50音順） 

荻 野 鉄 也 (社）黒部青年会議所 
荻 野 美智子 公募委員（男女共同参画推進員） 
小 柳 勇 人 黒部青年団協議会 
小 柳 博 美 宇奈月町商工会女性部 
沢 田 涖 子 観光ボランティアSpaうなづき 
高 本 一 恵 NPO 法人黒部まちづくり協議会 
谷 川 久美子 見手亭グループ 
谷 口 俊 政 布施谷ふるさと活性化委員会 
辻  順 子 くろべ・うなづきボランティアセンター 

黒部市ボランティア部会協議会 
平 井 治 彦 (社）黒部・宇奈月温泉観光協会 
平 田 信 康 阿古屋野森づくりクラブ 
松 野 勢津子 黒部観光ボランティアの会 
村 椿 則 子 黒部商工会議所女性会 
森 丘 晃 之 NPO 法人コミュニティサポート黒部 
米 田 広 志 (財）黒部市体育協会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H22.11.10 市長応接室 黒部市協働のまちづくりガイドラインについて市長に提言 
H22.11.19 301会議室 黒部市協働のまちづくりガイドラインの提言を受け、決定（庁議等）

市議会全員協議会への報告 
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