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項 目 いわき市以和貴まちづくり基本条例の制定について 
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１ 条例制定の背景 

平成 27年度において、次のような市政の基本方針の改定・策定がなされた。 

 

⑴ 「市総合計画後期基本計画」の改定（平成 28年 2月） 

⇒ 市民と市の「共創」を改訂理念とする。 

 

⑵ 「いわき創生総合戦略」の策定（平成 28年 2月） 

⇒ 重点プロジェクトの「いわき市民総参画 PJ」において「いわき創生に向けた新条例の 

制定」を位置付け。 

 

※ 両者に共通の考え方として「民間と行政が共に課題解決に取組み、持てるリソースを 

結集して地域を創る」という方向性が示されている。 

      ↓ 

市制施行 50 年を踏まえ、これからの「いわきのまちづくりの基本的考え方」を規定する新

たな条例を制定。 

 

 

【条例制定の背景】 
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２ 条例の基本的考え方 

「共創のまちづくり」を推進するための基本的な枠組みを定めるものとする。 

 

○手法：「後期基本計画」改定理念を踏まえ、情報共有・市民参画・連携を基本原則 

とする市民と市の共創。 

○取組：「いわき創生総合戦略」を踏まえ、地域人財の育成（ひとづくり）、 

地域価値の向上（まちづくり）、地域産業の振興（しごとづくり）を推進。 

 

【条例の基本的考え方】 

 
 

【条例の全体構造】 

 
 



 

３ 共創のまちづくりの「手法」 

 ⑴ 情報共有 

  ・情報の「分かりやすい提供」と「市民提案の反映」。 

 ⑵ 市民参画 

・市民の「自分ごと」としての参画と市の支援。 

・次代を担う「子どもの参画に対する配慮」。 

 ⑶ 連携 

・「相互理解と信頼関係の下に市民と市が」連携。 

・「世代・地域・立場・理念等の違いを超えた市民の」連携。 

・「国内外の多様な主体との広域的な」連携。 

 

 

【共創のまちづくりの手法】 

 
 

 

 ⑷ 一歩進んだ公民連携へ 

   従来の公民連携は、地域の課題解決に当たり、行政が課題の抽出・設定を行い、自身の

知識経験の範囲で最適と考える解決スキームを組み立ててから実施主体を公募する形を採

っていたため、「民」の持つノウハウやアイディアを充分に活かしきれていない課題があ

った（「行政主導型」公民連携の限界）。 

これからの公民連携は、行政と民間が双方向のコミュニケーションを通じて、相互の保

有する資源を最適に組み合わせ、共に創っていくことが必要（「双方向型」公民連携

へ）。 

 

【一歩進んだ公民連携】 

 
 

 



 

４ 共創のまちづくりの「取組」 

 ⑴ 地域人財の育成 

・まちづくりの根幹は人づくりであるとの認識の下に、地域の未来を切り拓く人財を育成

（第 14条）。 

 ⑵ 地域価値の向上 

・地域課題の解決と、伝統・文化・地域資源を活用した地域価値の向上（第 15条）。 

 ⑶ 地域産業の振興 

・社会情勢の変化に対応し、地域産業と雇用を創出（第 16条）。 

 

【共創のまちづくりの取組】 

 
 

今

後

の

処

理

等 

 

○ 条例制定の手続き 

市政の重要事項を協議する「まちづくり市民会議」での議論、庁内の会議による検討を基

に、パブリックコメントにより広く市民の声を反映しながら条例案を作成。 

２月定例会に上程。 

 

【条例策定の手続き】 

 
 

  



 

 

 

 

 

「いわき市以和貴まちづくり基本条例（案）」に対する 

市民意見募集（パブリックコメント）の実施結果について 

 

 

１ 概要 

⑴  意見募集を行った案件 

    「（仮称）いわき市以和貴まちづくり基本条例（案）」 
 

⑵  意見募集期間 

    平成 28年１2月 8日（木）～平成 28年１2月 21日（水）の 14日間 
 

⑶ 公開方法 

  ア 市ホームページへの資料掲載 

  イ 担当課（創生推進課）における資料提供 

  ウ 市役所本庁舎１階市民ホール、各支所の情報公開コーナーへの資料備え付け 

 

⑷ 意見提出方法 

    任意の様式に意見・住所・氏名・電話番号を記入のうえ、創生推進課へ直接持参するか、

郵送、ファクス又は電子メールにより提出。 

 

 

２ 結果 

２名の市民から２件の意見が寄せられた。 
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３ 提出された市民意見の内容及び意見に対する市の考え方 

No 市民意見の内容 意見に対する市の考え方 

1 最近聞いたのですが、横浜市では救急車が交差点に近づく時に「救急車が通り

ます。」とのアナウンスと同時に譲ってくれた車に「ありがとうございました」

とアナウンスするそうです。まさに心と心の交差する街横浜であり、気配りとや

さしさの溢れる街と感じました。初めは物まねからはじめてもいいのではないで

しょうか。そこに住んでいる人々が一生を通じて誇りに思える街、住んでよかっ

たと満足する街が今求められているのです。自然災害の巨大化や人口減少と高齢

化の速さに対応した街つくりの中に、人つくりも加味すべきです。 

ご意見のとおり、住んでいる方が「住んで良かった、住み

続けたい」と思えるまちづくりが今求められているものであ

ると認識しており、本条例も正にそうした趣旨で制定するも

のです。また、まちづくりの中に人づくりを加味すべきであ

るとのご意見につきましても、本条例第 14条において「まち

づくりの根幹は人づくりであるとの認識の下に」地域の未来

を切り拓く人財の育成に努めることを規定しております。 

 ご意見にある横浜市の事例など、様々な分野における他自

治体等の優れた取組みについても情報収集や研究を進め、今

後の施策展開を図る際の参考とさせていただきます。 

2  基本条例制定については概ね賛成いたしますが、まちづくり条例となると街の

景観維持やごみの処理などの生活活動細部にわたる取り決めなども対象になっ

て、違反したものに対する罰則や規則が発生いたしますので、今後具体的な条例

作成に当たっては多くの対応事項が予想されます。（基本条例だけの制定なのか、

将来にわたって条例細部まで構築するのかが判断が不明です。） 

 ソフト面として、基本条例を制定するうえで「市民の日」や「フラの日」など

を設けることによりいわき市民の故郷愛や誇りを醸成する運動の一助になると

考えます。まちづくりは人づくりと言われますが、50年前の大同合併後、市民

活動にはいまだ地域間の溝が残っていて、いわき一丸としての行動が少ないよう

です。提案として、基本条例の運営の中に旧５市の地域で活躍している組織を一

同に会して、情報交換の機会を設置してはいかがでしょうか。また、現在実施し

ていて、将来市を代表するような大きなイベントに発展可能なものを拾いだし

て、予算付けをすることも大事です。 

今回制定する条例は、市のまちづくりの基本的な考え方を

規定する基本条例であり、施策の細部にわたって規定するも

のではございません。各施策に関する規定については、既存

あるいは今後制定する個別の条例によって規定することとな

ります。 

頂いたご意見のとおり、理念的な基本条例につきましては、

制定を契機とした気運醸成、連携構築、具体的な事業の実施

などが重要であると考えておりますので、今後の施策展開を

図る際の参考とさせていただきます。 

 



いわき市以和貴まちづくり基本条例（最終案） 
旧 新 

  前文 

 第１章 総則 

                  第１条  （目的） 

                  第２条  （定義） 

 第２章 基本原則 

                  第３条  （基本原則） 

 第３章 市民及び市の役割 

                  第４条  （市民の役割） 

                  第５条  （市の役割） 

 第４章 情報の共有 

                  第６条  （情報の提供） 

                  第７条  （市民提案の反映） 

 第５章 市民参画 

                  第８条  （市民の参画） 

                  第９条  （市民参画の推進） 

                  第１０条 （子どもの参画への配慮） 

 第６章 連携 

                  第11条 （市民と市の連携） 

                  第12条 （市民相互の連携） 

                  第13条 （広域的な連携） 

 第７章 共創のまちづくり 

                  第14条 （地域人財の育成） 

                  第15条 （地域価値の向上） 

                  第16条 （地域産業の振興） 

 第８章 条例の見直し 

                  第17条 （条例の見直し） 

  前文 

 第１章 総則 

                  第１条  （目的） 

                  第２条  （定義） 

 第２章 基本原則 

                  第３条  （基本原則） 

 第３章 市民及び市の役割 

                  第４条  （市民の役割） 

                  第５条  （市の役割） 

 第４章 情報の共有 

                  第６条  （情報の提供） 

                  第７条  （市民提案の反映） 

 第５章 市民参画 

                  第８条  （市民の参画） 

                  第９条  （市民参画の推進） 

                  第１０条 （若者の参画） 

 第６章 連携 

                  第11条 （市民と市の連携） 

                  第12条 （市民相互の連携） 

                  第13条 （広域的な連携） 

 第７章 共創のまちづくり 

                  第14条 （地域人財の育成） 

                  第15条 （地域価値の向上） 

                  第16条 （地域産業の振興） 

 第８章 条例の見直し 

                  第17条 （条例の見直し） 
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１ 前文 

旧 新 

【条文（案）】 
 
 少子高齢化、人口減少、社会の急激な変化等に伴い、地域が抱
える課題は高度化・複雑化している。 
 行政の経営資源が限られるなか、このような地域の課題を行政
だけで解決していくことは、もはや困難になっている。 
 これからの社会は、市民と市が課題についての認識を共有し、
持てる知恵と資源を結集し、共に地域の課題の解決と創造に取り
組むことが求められている。 
 本市には、まちづくりの様々な分野で活躍する市民、団体、学
校、企業などの様々な主体が存在しており、この多様性を持った
主体が地域の課題と思いを共有し、それぞれの活動を通じて結び
つき、共に地域の課題の解決に取り組むことで、新たな価値を創
造することが可能になる。 
 本市は、50年前の昭和41年に、当時としては前例のない14市町
村の大同合併により誕生し、その際、その市名である「いわき」
に、「和を以て貴しとなす」に用いる「以和貴」を重ねて、市の
一体的な将来の発展の願いを込めた。 
 ここに私たちは、先人が英知と情熱を結集して苦難を乗り越え、
築き上げてきた「以和貴」の心を未来につなぎ、東日本大震災か
らの復興の先を見据えた更なる50年に向けて、市民と市の共創に
よるまちづくりを推進し、誰もが「住んで良かった、住み続けた
い」と思える魅力にあふれた「いわき」を実現するため、この条
例を制定する。 
 

【条文（案）】 
  

 少子高齢化、人口減少、社会の急激な変化等に伴い、地域が抱
える課題は高度化・複雑化している。 
 行政の経営資源が限られるなか、このような地域の課題を行政
だけで解決していくことは、もはや困難になっている。 
 これからの社会は、市民と市が課題についての認識を共有し、
持てる知恵と資源を結集し、共に地域の課題の解決と創造に取り
組むことが求められている。 
 本市には、まちづくりの様々な分野で活躍する市民、団体、学
校、企業などの様々な主体が存在しており、この多様性を持った
主体が地域の課題と思いを共有し、それぞれの活動を通じて結び
つき、共に地域の課題の解決に取り組むことで、新たな価値を創
造することが可能になる。 
 本市は、50年前の昭和41年に、当時としては前例のない14市町
村の大同合併により誕生し、市の一体的な将来の発展の願いを込
め、その市名を17条憲法における「和を以て貴しとなす（以和
貴）」の音読みである平仮名の「いわき」とした。 
         先人が英知と情熱を結集して苦難を乗り越え、
築き上げてきた「以和貴」の心を未来につなぎ、東日本大震災か
らの復興の先を見据えた更なる50年に向けて、市民と市の共創に
よるまちづくりを推進し、誰もが「住んで良かった、住み続けた
い」と思える魅力にあふれた「ふるさといわき」の創造を実現す
るため、この条例を制定する。 
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２ 第１章 総則 （目的） 

【条文（案）】 
 
（目的） 
第１条 この条例は、市のまちづくりにおける基本原
則を明らかにし、市民及び市それぞれの果たすべき役
割並びにまちづくりに関する基本的な事項を定めるこ
とにより、共創のまちづくりを推進し、もって魅力に
あふれた「いわき」を実現することを目的とする。 
 
 

新 旧 

【条文（案）】 
 
（目的） 
第１条 この条例は、本市のまちづくりにおける基本
原則を明らかにし、市民及び市それぞれの果たすべき
役割並びにまちづくりに関する基本的な事項を定める
ことにより、共創のまちづくりを推進し、もって市民
がいきいきと幸せに暮らし、及び魅力と活力にあふれ
たまちづくりを実現することを目的とする。 
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２ 第１章 総則 （定義） 

【条文（案）】 
 
（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、当該各号に定めるところによる。 
 ⑴ 市民 次に掲げるものをいう。 
  ア 市の区域内に居住する者 
  イ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人 
   又は法人その他の団体 
  ウ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務 
   する者 
  エ 市の区域内に存する学校に在学する者 
 ⑵ 共創 地域の課題の解決を目指し、市民の参画
及び市民と市の連携の下に相互の知恵と資源を結集し
て、新たな価値を創出することをいう。 
 ⑶ まちづくり 地域をより良いものとするための、
人財（人的財産をいう。第14条において同じ。）の育
成、地域の課題の解決及び価値の向上並びに産業の創
出及び振興に向けた公益的な取組みをいう。 
 

新 旧 

【条文（案）】 
 
（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、当該各号に定めるところによる。 
 ⑴ 市民 次に掲げるものをいう。 
  ア 市の区域内に居住する者 
  イ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人 
   又は法人その他の団体 
  ウ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務 
   する者 
  エ 市の区域内に存する学校に在学する者 
 ⑵ 共創 地域の課題の解決を目指し、市民の参画
及    び市民と市の連携の下に相互の知恵と資源
を結集して、新たな価値を創出することをいう。 
 ⑶ まちづくり 地域をより良いものとするための
公益的な取組みをいう。 
 ⑷ 若者 18歳未満の者をいう。 
 ⑸ 人財 人的財産をいう。 
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３ 第２章 基本原則 

旧 新 

【条文（案）】 
 
（基本原則） 
第３条 市民及び市は、次の事項を基本として、共
創のまちづくりを進めるものとする。 
 ⑴ 市民及び市は、まちづくりに関して必要な情
報の共有に努めるものとすること。 
 ⑵  市民はまちづくりに自らのこととして参画
し、市はまちづくりへの市民の参画を推進すること。 
 ⑶  市民及び市は、連携してまちづくりを推進
すること。 
 

【条文（案）】 
 
（基本原則） 
第３条 市民及び市は、次の事項を基本として、共
創のまちづくりを進めるものとする。 
 ⑴ 市民及び市は、まちづくりに関して必要な情
報の共有に努めるものとする。 
 ⑵  市民及び市は、まちづくりへの市民の参画
を推進する。 
 ⑶  市民及び市は、連携してまちづくりを推進
する。 
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４ 第３章 市民及び市の役割 

【条文（案）】 
 
（市民の役割） 
第４条 市民は、前条に定める基本原則（次条におい
て「基本原則」という。）にのっとり、自らがまちづ
くりの主体であることを認識し、共創のまちづくりに
努めるものとする。 
 
（市の役割） 
第５条 市は、基本原則にのっとり、共創のまちづく
りに関する施策を総合的に策定し、及び実施するとと
もに、市民の主体的なまちづくりを支援するものとす
る。 
 

旧 新 

【条文（案）】 
 
（市民の役割） 
第４条 市民は、前条に定める基本原則（次条におい
て「基本原則」という。）にのっとり、自らがまちづ
くりの主体であることを認識し、共創のまちづくりに
努めるものとする。 
 
（市の役割） 
第５条 市は、基本原則にのっとり、共創のまちづく
りに関する施策を総合的に策定し、及び実施するとと
もに、市民の主体的なまちづくりを積極的に支援する
ものとする。 
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５ 第４章 情報の共有 

旧 新 

【条文（案）】 
 
（情報の提供） 
第６条 市は、まちづくりに関して保有する情報を分
かりやすく提供し、市民との情報の共有に努めるもの
とする。 
 
（市民提案の反映） 
第７条 市は、情報の共有を進めるために、市民の提
案を受け、及び意見を聴く機会を設け、まちづくりに
反映するよう努めるものとする。 
 

【条文（案）】 
 
（情報の提供） 
第６条 市は、まちづくりに関して保有する情報を分
かりやすく提供し、市民との情報の共有に努めるもの
とする。 
 
（市民提案の反映） 
第７条 市は、情報の共有を進めるために、市民の提
案及び意見を聴く機会を設け、まちづくりに反映する
よう努めるものとする。 
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６ 第５章 市民参画 

旧 新 

【条文（案）】 
 
（市民の参画） 
第８条 市民は、まちづくりにおける企画、実施及び
評価のそれぞれの過程において、自らのこととして積
極的に参画するものとする。 
 
（市民参画の推進） 
第９条 市は、まちづくりにおける施策の企画、実施
及び評価のそれぞれの過程において市民の参画を推進
するため、必要な措置を講ずるものとする。 
 
（子どもの参画への配慮） 
第10条 市民及び市は、次代を担う子どもがそれぞれ
の年齢にふさわしい形でまちづくりに参画できるよう
配慮するものとする。 
 

【条文（案）】 
 
（市民の参画） 
第８条 市民は、まちづくりにおける企画、実施及び
評価のそれぞれの過程において、自らのこととして積
極的かつ主体的に参画するものとする。 
 
（市民参画の推進） 
第９条 市は、まちづくりにおける施策の企画、実施
及び評価のそれぞれの過程において市民の参画を推進
するため、必要な措置を講ずるものとする。 
 
（若者の参画） 
第10条 市民及び市は、次代を担う若者がそれぞれの
年齢にふさわしい形でまちづくりに参画できるよう配
慮するものとする。 
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７ 第６章 連携 
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【条文（案）】 
 
（市民と市の連携） 
第11条 市民及び市は、相互理解及び信頼関係の下に、連
携してまちづくりを推進するように努めるものとする。 
 
（市民相互の連携） 
第12条 市民は、お互いの活動を尊重するとともに、世代、
地域、立場、理念等を超えて連携し、及び協力し、まちづくり
を推進するように努めるものとする。 
 
（広域的な連携） 
第13条 市民及び市は、広く国内外の多様な主体と連携し、
そこで得られた意見や知恵をまちづくりに活用するように努
めるものとする。 
２ 市は、地域が有する様々な資源を最大限に活かすため、
自らの戦略的判断に基づき、国、県、他の市町村、関係機関
等と、幅広い分野で広域的に連携し、まちづくりを推進してい
くよう努めるものとする。 
 

【条文（案）】 
 
（市民と市の連携） 
第11条 市民及び市は、相互理解及び信頼関係の下に、連
携してまちづくりを推進するものとする。 
 
（市民相互の連携） 
第12条 市民は、互いの活動を尊重するとともに、世代、地
域、立場、理念等の違いを超えて連携し、及び協力し、まち
づくりを推進するものとする。 
 
（広域的な連携） 
第13条 市民及び市は、広く国内外の多様な主体と連携し、
そこで得られた意見や知恵をまちづくりに活用するものとす
る。 
２ 市は、地域が有する様々な資源を最大限にいかすため、
自らの戦略的判断に基づき、国、県、他の市町村、関係機関
等と、幅広い分野で広域的に連携し、まちづくりを推進するも
のとする。 
 

旧 新 



８ 第７章 共創のまちづくり 
  ⑴ 地域人財の育成   ⑵ 地域価値の向上   ⑶ 地域産業の振興 

旧 新 

【条文（案）】 
 
（地域人財の育成） 
第14条 市民及び市は、まちづくりの根幹は人づくり
であるとの認識の下に、地域に対する誇り及び郷土愛
を育むとともに、地域の未来を切りひらく人財の育成
に努めるものとする。 
 
（地域価値の向上） 
第15条 市民及び市は、地域の課題の解決に協力して
取り組むとともに、培われてきた伝統、文化及び地域
の資源を最大限に活用することにより、地域の価値の
向上に努めるものとする。 
 
（地域産業の振興） 
第16条 市民及び市は、社会経済情勢の変化に対応し、
暮らしの基盤である地域産業の創出及び振興並びに地
域における雇用の創出に努めるものとする。 

 

【条文（案）】 
 
（地域人財の育成） 
第14条 市民及び市は、まちづくりの根幹は人づくり
であるとの認識の下に、地域に対する誇り及び郷土愛
を育むとともに、地域の未来を切り拓く人財の育成に
努めるものとする。 
 
（地域価値の向上） 
第15条 市民及び市は、地域の課題の解決に協力して
取り組むとともに、培われてきた伝統、文化及び地域
の力を最大限に活用することにより、地域の価値の向
上に努めるものとする。 
 
（地域産業の振興） 
第16条 市民及び市は、社会経済情勢の変化に対応し、
暮らしの基盤である地域産業の創出及び振興並びに地
域における雇用の創出に努めるものとする。 
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９ 第８章 条例の見直し 

【条文（案）】 
 
 
 
 
 
 

旧 新 

【条文（案）】 
 
（条例の見直し） 
第17条 市は、この条例について、市民の意識、社会
情勢等の変化を踏まえ、必要に応じ、市民の参画の下
に見直しの措置を講ずるものとする。 
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修正なし 
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いわき市以和貴まちづくり基本条例 

 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 基本原則（第３条） 

第３章 市民及び市の役割（第４条・第５条） 

第４章 情報の共有（第６条・第７条） 

第５章 市民参画（第８条－第 10条） 

第６章 連携（第 11条－第 13条） 

第７章 共創のまちづくり（第 14条－第 16条） 

第８章 条例の見直し（第 17条） 

附則 

 

 

少子高齢化、人口減少、社会の急激な変化等に伴い、地域が抱える課題は、高度化・

複雑化しており、行政の経営資源が限られる中で、このような地域の課題を行政だけ

で解決していくことは、もはや困難になっている。 

これからの社会は、市民と市が課題についての認識を共有し、持てる知恵と資源を

結集し、共に地域の課題の解決と創造に取り組むことが求められている。 

本市には、まちづくりの様々な分野で活躍する市民、団体、学校、企業などの様々

な主体が存在しており、この多様性を持った主体が地域の課題と思いを共有し、それ

ぞれの活動を通じて結びつき、共に地域の課題の解決に取り組むことで、新たな価値

を創造することが可能になる。 

本市は、50年前の昭和 41年に、当時としては前例のない 14市町村の大同合併によ

り誕生し、その際、その市名である「いわき」に、「和を以て貴しとなす」に用いる

「以和貴」を重ねて、市の一体的な将来の発展の願いを込めた。 

ここに私たちは、先人が英知と情熱を結集して苦難を乗り越え、築き上げてきたこ

の「以和貴」の心を未来につなぎ、東日本大震災からの復興の先を見据えた更なる 50

年に向けて、市民と市の共創によるまちづくりを推進し、誰もが「住んで良かった、

住み続けたい」と思える魅力にあふれた「いわき」を実現するため、この条例を制定

する。 

  

資料１－４ 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、市のまちづくりにおける基本原則を明らかにし、市民及び市そ

れぞれの果たすべき役割並びにまちづくりに関する基本的な事項を定めることに

より、共創のまちづくりを推進し、もって魅力にあふれた「いわき」を実現するこ

とを目的とする。 

 

（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、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 市民 次に掲げるものをいう。 

 ア 市の区域内に居住する者 

 イ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体 

 ウ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

 エ 市の区域内に存する学校に在学する者 

⑵ 共創 地域の課題の解決を目指し、市民の参画及び市民と市の連携の下に相互

の知恵と資源を結集して、新たな価値を創出することをいう。 

⑶ まちづくり 地域をより良いものとするための、人財（人的財産をいう。第 14

条において同じ。）の育成、地域の課題の解決及び価値の向上並びに産業の創出

及び振興に向けた公益的な取組をいう。 

 

 

第２章 基本原則 

第３条 市民及び市は、次の事項を基本として、共創のまちづくりを進めるものとす

る。 

⑴ 市民及び市は、まちづくりに関して必要な情報の共有に努めるものとすること。 

⑵ 市民はまちづくりに自らのこととして参画し、市はまちづくりへの市民の参画

を推進すること。 

⑶ 市民及び市は、連携してまちづくりを推進すること。 

 

 

第３章 市民及び市の役割 

（市民の役割） 

第４条 市民は、前条に定める基本原則（次条において「基本原則」という。）にの

っとり、自らがまちづくりの主体であることを認識し、共創のまちづくりに努める

ものとする。 
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（市の役割） 

第５条 市は、基本原則にのっとり、共創のまちづくりに関する施策を総合的に策定

し、及び実施するとともに、市民の主体的なまちづくりを支援するものとする。 

 

 

第４章 情報の共有 

（情報の提供） 

第６条 市は、まちづくりに関して保有する情報を分かりやすく提供し、市民との情

報の共有に努めるものとする。 

 

（市民提案の反映） 

第７条 市は、情報の共有を進めるために、市民の提案を受け、及び意見を聴く機会

を設け、まちづくりに反映するよう努めるものとする。 

 

 

第５章 市民参画 

（市民の参画） 

第８条 市民は、まちづくりにおける企画、実施及び評価のそれぞれの過程において、

自らのこととして積極的に参画するものとする。 

 

（市民参画の推進） 

第９条 市は、まちづくりにおける施策の企画、実施及び評価のそれぞれの過程にお

いて市民の参画を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

 

（子どもの参画への配慮） 

第 10 条 市民及び市は、次代を担う子どもがそれぞれの年齢にふさわしい形でまち

づくりに参画できるよう配慮するものとする。 

 

 

第６章 連携 

（市民と市の連携） 

第 11 条 市民及び市は、相互理解及び信頼関係の下に、連携してまちづくりを推進

するものとする。 

 

（市民相互の連携） 

第 12 条 市民は、互いの活動を尊重するとともに、世代、地域、立場、理念等の違

いを超えて連携し、及び協力し、まちづくりを推進するものとする。 
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（広域的な連携） 

第 13 条 市民及び市は、広く国内外の多様な主体と連携し、そこで得られた意見や

知恵をまちづくりに活用するものとする。 

２ 市は、地域が有する様々な資源を最大限にいかすため、自らの戦略的判断に基づ

き、国、県、他の市町村、関係機関等と幅広い分野で広域的に連携し、まちづくり

を推進するものとする。 

 

 

第７章 共創のまちづくり 

（地域人財の育成） 

第 14 条 市民及び市は、まちづくりの根幹は人づくりであるとの認識の下に、地域

に対する誇り及び郷土愛を育むとともに、地域の未来を切りひらく人財の育成に努

めるものとする。 

 

（地域価値の向上） 

第 15 条 市民及び市は、地域の課題の解決に協力して取り組むとともに、培われて

きた伝統、文化及び地域の資源を最大限に活用することにより、地域の価値の向上

に努めるものとする。 

 

（地域産業の振興） 

第 16 条 市民及び市は、社会経済情勢の変化に対応し、暮らしの基盤である地域産

業の創出及び振興並びに地域における雇用の創出に努めるものとする。 

 

 

第８章 条例の見直し 

第 17 条 市は、この条例について、市民の意識、社会情勢等の変化を踏まえ、必要

に応じ、市民参画の下に、見直しの措置を講ずるものとする。 

 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

共創のまちづくり～以和貴まちづくり基本条例の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 
【ねらい】 「ミッション」と「パッション」(自分ごと化)を共有した「コラボレーション」により、 

      地域課題の解決と未来につなぐ「ひと・まち・しごと」を創る 
 

これから展開する予定の取組  （参考）これまでの取組の例 

・市民からいつでも市政に係る提案や課題等を広く収集できる

仕組みを構築し、広聴機能の充実・強化を図る 

・従来実施の道路通報サービスを全ての行政課題に拡大し、

様々な課題に迅速に対応する仕組みとして再構築する 

・市民プレゼン大会開催事業:市民等によるまちづくり

の提案をプレゼン形式で募集 

・道路通報サービス:道路の損壊情報を市民がスマホ等

から投稿 

・市が直接実施している行政課題を解決する事業について民

間連携提案を公募・委託する 

・市と地元住民が協働し、地域の人が地域のニーズに沿った

形でまちづくりが出来るよう制度を創設する 

・まち・未来創造支援事業：地域が抱える課題を地域

自らの活動により解決を図る取組みを支援 

・被災沿岸地域まちづくり推進事業：復興グランドデザ

インに基づく地域住民の取組を支援 

・用途廃止した行政財産について、企業等との連携を積極的

に推進し、民間活力をいかした地域活性化を推進する 

・官民協働により、市内への就職を魅力あるものとする施策を

展開し、地域全体で若者の還流の促進する仕組みを構築

する 

・各種連携協定の締結：災害応援協定、高齢者見守り、

地域活性化など 

・地区計画制度を活用した宅地供給や市営住宅の借

地返還：民間主導による土地利用促進を誘導 

・女性活躍推進企業認証制度：男女がともに働きやすい

職場環境の整備の推進 
 

昭和 41年 10月：前例の無い 14市町村の大同合併「和を以って貴しとなす(以和貴)」の精神 
⇒ 炭鉱の閉山、北洋漁業の衰退など幾多の危機を乗り越えてきた 

平成 27年度 将来のまちづくりの指針：市総合計画後期基本計画改訂・いわき創生総合戦略策定・教育大綱 
コンセプト「共創」⇒地域課題の解決を目指し、市民参画及び連携の下に相互の知恵と資源を結集し、新たな価値を創出 

人口構造の変化（少子高齢化、人口減少） 

社会構造の変化（技術革新、行政資源減少） 

平成 23年 3月 

東日本大震災・福島第一原発事故の発生 

行政だけでは 

地域課題の解決が困難 

「パッション」の共有 

↓ 

主体的な参画の促進 

「コラボレーション」  

↓ 

枠組み・制度構築による 

相互連携の促進 

「ミッション」の共有 

↓ 

課題共有・提案反映の促進 

【展開】 

資料１－５ 

平成 28年度「以和貴まちづくり基本条例」策定 


