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現行計画の実施内容と今後の課題 
ー詳細版ー 
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１．共助・協働によるふれあい、交流のあるまちづくり 

総合計画連動構想 

（１）ふれあい、交流を育む暮らしの場と居場所づくり 

公共交通ネットワークの充実 地域に親しまれる空港の魅力向上 

中標津ならではの余暇・交流活動拠
点の充実 

一年を通して賑わいのある中心市街
地への再生 

●生活交通路線、ＪＲ標津線代替
路線、通院バスなどの維持・充
実 など 

地域のニーズや利用状況に応じなが
ら生活バス路線の維持・改善が必要 

●中標津空港利用促進に向けた
キャンペーン、空港線の景観向
上の取組などを実施 など 

事業の拡大が必要 

●都市公園の修繕や適切な管理運
営を実施 

●文化スポーツ施設の計画的な整
備・更新 など 

既存施設を有効活用した運営や維
持管理が必要 

●イベントの開催や、空き地空き
店舗等の活用促進を実施 

●団地の整備、共生型交流セン
ター施設の運営、児童センター
整備 など 

一体的・継続的な実行策が必要 

（参考資料１） 現行計画の実施内容と今後の課題 ー詳細版ー 

実施例 

今後 

実施例 

今後 

実施例 

今後 

実施例 

今後 
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１．共助・協働によるふれあい、交流のあるまちづくり 

総合計画連動構想 

（２）共助、協働による地域で見守るサポート体制の構築と活動推進 

世代間～地域で助け合える交流拠点
と体制づくり 

町民のまちづくり活動を促進する拠
点の強化 

子どもを安心して育てられる環境の
充実 

●児童センターの整備や、児童会館
の適切な維持管理・運営 など 

施設改善を行うとともに、世代別、
世代間の気軽な交流の場づくりが
必要 

●町内会館整備支援 など 

町民参加による運営方法など、具
体的な検討が必要 

●児童会館の適切な維持管理・運
営、一時預かり、病児保育などの
子育て支援サービスを実施 

●障がいのある子どもの教育環境
の充実のため特別支援教育の支援
員を配置 など 

地域ニーズに応じた子育て環境の整
備を引き続き進めることが必要 

（参考資料１） 現行計画の実施内容と今後の課題 ー詳細版ー 

実施例 

今後 

実施例 

今後 

実施例 

今後 
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２．安全・安心のまちづくり 

総合計画連動構想 

（１）誰もが安全･安心に生活できる
質の高い暮らしの環境づくり 

（２）官民協働の中標津型地域コミュ
ニティ体制の構築と安全・安心
活動の推進 

保健・医療・福祉環境の充実 

多くの人の外出を促進する安全・快
適な都市環境の充実 

建築物等の安全性の確保 

災害に強い公共基盤の整備 

隣人を見守る地域コミュニティ体制
の構築 

危機管理体制の構築 

地域除雪体制の構築 

●健康づくりの推進、医療の広域連
携、高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ施設の充実 

●バリアフリー歩道、防犯灯の管理 
●公共施設等の耐震化 
●防災情報連絡体制、備蓄品整備、
除排雪、治水対策 など 

民間活用で効率的・効果的な施設
の維持管理など、官民連携が必要 

●町内会館の整備や町内会の運営サ
ポートなどを実施 

●地域防災リーダー養成講座や避難所
運営ゲームの実施などを実施 

●エゾシカなど有害鳥獣駆除対策 
●除排雪作業、高齢者の除雪サービス 

など 

町内会など地域コミュニティの体制
維持、防災・減災の継続的な取り組
みなどが必要 

（参考資料１） 現行計画の実施内容と今後の課題 ー詳細版ー 

実施例 

今後 

実施例 

今後 
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３．連携・創造の活力あるまちづくり 

総合計画連動構想 

（１）中標津の潜在的魅力を活かした
活力づくり 

（２）連携・ネットワーク構築による
地域活力の再生 

空港を核としたまちづくりの推進 

広域観光圏を視野に入れた観光拠点整備 

地域資源を活かした魅力、価値の創出 

「農・商・工・観」連携による地域
産業の振興 

「産・学・官」連携による地域振興 

●地域住民の利用促進ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ など 

継続が必要 

●開陽台展望台の利活用 
●ひがし北海道観光誘致キャンペーン 
●中標津町郷土館の取組 など 

町民参加、独自性のある取組など
の検討 

●ロングトレイル環境の整備、森林
の育成、新規就農希望者の就農促
進 など 

民間連携、森林の保全と活用、
新規就農者の増加と定着が必要 

●特産品ＰＲイベント参加、牛乳・
乳製品の消費拡大推進ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

●なかしべつ丸ごと給食 など 

地域のブランド戦略が必要 

●酪農学園大学との連携協定の締結 
●総合文化会館などの管理・運営 

など 
大学と連携した取組みの拡大や、
学校・地域と連携した具体的な取
組みの実行 

（参考資料１） 現行計画の実施内容と今後の課題 ー詳細版ー 

実施例 

今後 

実施例 

今後 

実施例 

今後 

実施例 

今後 

実施例 

今後 

5 



４．個性豊かで美しい風格のあるまちづくり 

総合計画連動構想 

（１）産業活動や歴史を重んじた風格
ある景観づくり 

（２）地域が一丸となって景観づくり
に取り組む体制の構築と景観づ
くり運営 

地域の生業や暮らしの風景が美しい
中標津らしい景観づくり 

地域の成り立ちや歴史を伝える環境
と調和した景観づくり 

地域の自律的景観運営の促進 

美しい景観づくりの実現を担保する
法制度等の有効活用 

教育、福祉、商業、歴史文化な
どと連携した、一体的な景観づ
くりの取組の実施が必要 

●景観形成に向けた取組を実施 
●空き地空き店舗等の活用促進 
●郷土間の普及事業等の実施 
●各種文化財の保護と活用 など 

景観形成を担う地域住民、民間、
行政が連携した体制の構築が必要 
 
リサイクルごみの周知徹底、ごみ
の減量の取組が必要 

●景観形成に向けた取組を実施 
●ごみ減量・リサイクル促進事業
などの環境美化の取組を実施 

●町内小学校、義務教育学校での
景観学習 など 

（参考資料１） 現行計画の実施内容と今後の課題 ー詳細版ー 

実施例 

今後 

実施例 

今後 
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５．自律と共生のコンパクトなまちづくり 

総合計画連動構想 

（１）自然や環境、農村と共生するま
ちづくり 

（２）持続的な発展に向けて自律する
コンパクトなまちづくり 

水や緑などとの“自然共生”のまちづ
くり 

低炭素社会の構築に向けた“環境共
生”のまちづくり 

豊かな自然や農地の保全と市街地の
無秩序な拡大抑制 

歩いて暮らせるコンパクトなまちな
かづくり 

“農都共生”の中標津らしい環境の魅
力を活かした暮らしの場づくり 

持続可能な官民協働によるまちづく
りの推進 

自然資源の育成・保全、低炭素社
会の構築、地域間交流の活性化に
向けて連携した取組が必要 

●町有林や民有林の保全、町花ｴｿﾞ
ﾘﾝﾄﾞｳの保護と増殖、街路の維持 

●実行計画を策定(CO2削減率4%) 
●お試し暮らし、川崎市との交流 
●町有地を家庭菜園に整備・貸出 

など 

市街地拡大の抑制、土地の有効活
用、まちなか居住、空き地・空き
店舗等の活用の推進などが必要 

●都市計画審議会による審議、町
内の未利用地の払い下げ 

●団地やﾊﾞﾘｱﾌﾘｰな歩道整備、まち
なかで利用できる行政機能整備 

●自治推進会議や町民ｱﾝｹｰﾄ実施 
など 

（参考資料１） 現行計画の実施内容と今後の課題 ー詳細版ー 

実施例 

今後 

実施例 

今後 
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（参考資料２） 
 

まちづくりアイディアの事例紹介 

8 ※本資料に掲載している事例写真については本策定委員会限りとしてご覧ください 



みんなが集まる拠点をつくる 
例えば… 

・たくさん人が集まる機能（公共・民間）を拠
点化した便利で楽しいスポット 

  

（例）えにあす／恵庭市 • 恵庭駅周辺の市有地を、民間事業者に貸し付け 
【公共】市民活動センター、保健センター、夜間・休

日急病診療所、図書館恵庭分館、学童クラブ、
子どもひろば、子育て支援センター 

【民間】宮の森スポーツクラブ、セイコーマート、地
域FM放送e-niwa 

（出典）恵庭市移住・定住支援サイト、アルファコート株式会社 
http://www.eniwan.org/blog/2018/03/000863.html http://www.alphacourt.jp/eniasu/ 

9 

中標津では？ 

しるべっと、
交流ｾﾝﾀｰ… 



コンビニを地域に開かれた場に 
例えば… 

・日頃自分達が利用する施設やスペースを、定期
的に若者や子どもが集まる場に活用してみる 

  

（例）コンビニDJ／東京都内 

• コンビニにDJブースを設置して、店内を誰も
が入りやすいパーティ空間に変え、地域内外
から多くの人を呼び寄せる場に。 

• 東日本大震災を契機に、同じ趣味でつながる
人よりも、近くに住んでいる人との縁を見直
したことがきっかけでスタート。自分たちが
住んでいる街を楽しく住みやすくしていきた
いという思いで活動している。 

• 日頃から地域活動に参加し、地域との信頼を
得た中で、まちのお祭り「盆踊り」でもDJを
実施。子ども向けのイベントや盆踊り講習会
なども実施。 

（出典）ホウドウキョクＨＰ  https://www.houdoukyoku.jp/posts/19272 
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中標津では？ 

コンビニ… 



みんなが活躍できる場をつくる 

• 社会福祉法人ゆうゆうが運
営する施設の一つで、子ど
も、高齢者、障がい者など、
年齢や障がいの種別を越え
た｢地域住民の交流｣を図り、
住民のボランティア活動の
拠点。 

• ごちゃまぜサロン、地域生
活サポーター、一日コック
さん、認知症カフェ、子育
てサロン、コミュニティー
農園など多様な活動の場。 

（出典）社会福祉法人ゆうゆう http://yu-yu.or.jp/lecture/ 
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（例）当別町共生型地域福祉ターミナルなど／当別町 

例えば… 

・家庭菜園の野菜を使った町民レストラン 
・年齢も障がいも関係なく一緒に過ごせる場所 

中標津では？ 

みらいる 
家庭菜園… 
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一人暮らしでも、子どもだけでも安心できる場 

• 不動産会社が管理する賃貸住宅
に住む「入居者向け食堂」 

• 入居者サービスの一環として自
社で運営し、朝食100円、昼
食・夕食500円の手づくりで日
替わり定食を中心としたメ
ニューで、入居者に利便性と健
康的な食生活を提供。 

• 学生、高齢者、小学生などが日
常的に利用するコミュニケー
ションの場となっている。 

• 部屋で使うカードキーで扉を開
けて利用する形式。 

（出典）東郊住宅社 https://www.fuchinobe-chintai.jp/index.html 
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（例）トーコーキッチン／神奈川県相模原市 

例えば… 

・地産の作物を使った健康に良い食事ができる
地域食堂。一人暮らしの高齢者や子どもも一
緒に過ごせる日常的な場所。 

中標津では？ 

空き家、 
空き店舗… 



遠隔医療で安心して暮らす 

（出典）旭川医科大学 http://enkaku.asahikawa-med.ac.jp/tc/html/telemed.htm 
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（例）旭川医科大学による遠隔医療／旭川市 

例えば… 

・遠くに通院しなくても専門医にかかれるしくみ 
・自宅や保健センターなどから病院に相談 

中標津では？ 

町立病院 
保健ｾﾝﾀｰ… 

• 地元の医療機関で治療を受けられる
機会を増やすため、1994年からICT
を使った遠隔医療を推進。 

• テレビ会議で地方病院の診察をサ
ポートする遠隔診断支援システム、
在宅療養中の患者の遠隔在宅医療支
援など様々な取組を実施。 



（例）わいわい!!コンテナ／佐賀県佐賀市 

（出典）わいわいコンテナ  http://www.waiwai-saga.jp/ 

• 民間所有の空き地を、佐
賀市が借り受け、空き地
を原っぱにして中古コン
テナを置くことで、街な
かで誰もが自由に楽しむ
ことができる「空き地リ
ビング」を作った。 

• 利用は無料で、雑誌や絵
本、漫画などを自由に閲
覧できる図書館、サーク
ル活動などの交流、チャ
レンジショップ、トイレ
などがある。 
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例えば… 

・まちの空き地を子どもが集まる場に 
（図書館、チャレンジショップ、コンサート…） 

中標津では？ 

空き地、公園、
駐車場… 

空き地を使って街を楽しくする① 



（出典）あそべるとよたプロジェクト 
http://asoberutoyota.com/ 

• 豊田市駅周辺のまちなか広場で、
市民・企業・行政が一体となっ
てアイデアを出し合い、“やって
みたい”ことを実施しながら、試
行を重ねている 

• まちなか広場をはじめて使用す
る場合は、事前に「まちなか広
場つかいこなし講座」を必ず受
講しルールを学ぶ 

• ダンスや歌の披露、ハンドメイ
ド品の販売、体験ワークショッ
プなどにも挑戦できる 
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例えば… 

・まちの空き地で“やってみたい”を実験 
（マルシェ、おもちゃづくりＷＳ、ヨガ…） 

中標津では？ 

空き地、公園、
駐車場… 

空き地を使って街を楽しくする② 

（例）あそべるとよたプロジェクト／愛知県豊田市 



（例）喫茶ランドリー／東京都墨田区 

（出典）喫茶ランドリー http://kissalaundry.com/index2.html 

• 築55年の建物の１階、元は手袋
の梱包作業場として使われてい
た空間をリノベーション。 

• コーヒーやお茶、軽食はもちろ
ん、ランドリー（洗濯機）や大
きめのテーブル、アイロンやミ
シン、お裁縫箱や編み物道具な
ども用意。 

• リビングとして、読書室として、 
家事室として、工房として活用
できる。 
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中標津では？ 

空き店舗 
体育館… 

まちなかに井戸端をつくる① 
例えば… 

・買い物やサークル帰りに色んな人と何気ない
交流ができる“井戸端カフェ”  



（例）富山市総合体育館／富山県富山市 

（出典）富山市総合体育館 TOYAMA TOWN TREKKING SITE http://toyama-tts.jp/index.html 

• 富山市総合体育館のデッドスペース
をリノベーションにより、多世代の
交流拠点として再生。 

• タニタ健康プログラム・タニタカ
フェを核テナントとし、スポーツ
ショップやスタジオを併設した複合
施設。 
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中標津では？ 

空き店舗 
体育館… 

まちなかに井戸端をつくる② 
例えば… 

・スポーツやランニングの前後に楽しめる、健
康に良い飲食ができる”井戸端カフェ”  
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例えば… 

・川のほとりでマーケットや屋台 
・読書や音楽を楽しみのんびり過ごせる場所 

中標津では？ 

タワラマップ川 
標津川… 

水辺を居心地のいい場所にする 

（例）長門湯本みらいプロジェクト／山口県長門市 

（出典）https://mizbering.jp/archives/22797 

• 温泉街で川の魅力を最大限に活かし
たまちづくりに取り組む官民連携の
プロジェクト。 

• 来る人、住む人、働く人が楽しく豊
かな時を過ごせるイベントとして
「おとずれリバーフェスタ」を開催。
川辺でマーケットやコンサート、映
画上映など。 

• 川床や飛び石、ベンチの設置や、周
辺の景観づくりなど様々なアイディ
アを事業主と地域、行政が一体的に
検証しながら実現。 



• 全６地区×４回のＷＳを行い、
地区ごとの『地区防災ガイド』
を町内会・自治会や学校、幼稚
園、保育園、医療機関、商業関
係者の方々による市民参加のも
と作成。 

• 2年かけて、全町内会・自治会
を対象に全22の避難所単位で防
災訓練を実施。 

• 今後、地域が自分達で訓練がで
きるよう訓練マニュアルを作成。 
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例えば… 

・何を備える？どうやって逃げる？助けが必要な
人はいない？などご近所で考え、訓練する機会 

中標津では？ 

町内会、学校 
医療、商店… 

地域の防災力を高める 

（例）地区別の防災ガイド作成と防災訓練／石狩市 



• 平成16年、四国で初めて全戸に光ファイバーを整
備し、低価格で快適なネット環境が備わる。 

• ネット環境、徳島駅から1時間の立地、自然環境
から、ワークライフバランスを考えるIT系のベン
チャー企業がサテライトオフィスを開設。クリエ
イターが集まり、移住や2地域居住が盛んに。 

• 地域づくり活動も盛んで、住民による手作りのイ
ベントが各所で行われる。 

• 1999年から続くアーティスト・イン・レジデンス
の取組では、国内外のアーティストを呼び滞在し
ながら作品を仕上げ、学校での課外授業など地域
との交流を行う。 

（出典） http://www.town.kamiyama.lg.jp/immigration/ 
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例えば… 

・都会からひとっ飛びで叶う週末“中標津暮らし” 
・地元民・旅人・出張者が交わる交流拠点 

中標津では？ 

コワーキングス
ペース、空港… 

定住・関係人口を増やす 

（例）新しい働き方・暮らし方／神山町 



• 農作業の人手不足を補い、質の高い参加者を確保
するため2017年よりアルバイトを合同で募集。 

• 各地域の作業期間が重ならないように、3つのJA
で取り組みを連携。参加者は季節ごとに3つの地
域を移動し、各地域が最も忙しい時期に農作業を
手伝う。（4～10月は北海道でメロンやスイカ、
11～12月は愛媛でミカン、12～3月は沖縄でサト
ウキビの収穫） 

• JAにしうわでは、研修施設で共同生活をしたり、
交流イベントも開催するなどしている。 

• 参加者が地元の方と結婚したり、研究生として就
農したりする例も。 

（出典） https://agri.mynavi.jp/2018_02_20_19686/2/ 
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例えば… 

・援農アルバイトで、より気軽なご縁づくり 
・地元の人と外から来た人が自然に集まる飲食処 

中標津では？ 

農場、飲食店、
お試し暮らし住宅… 

農業の働き手を集める 

（例）合同で企画した農作業アルバイト／JA（ふらの・にしうわ・沖縄） 



（例）せんとぴゅあⅠ／東川町 

（出典）東川町 
https://town.higashikawa.hokkaido.jp/arts-exchange-center/ 

• 写真などの文化活動を中心に、多
様な交流の拠点となる施設として
旧東川小学校舎を改修。 

• 非常用施設としても利用可能な宿
泊施設を併設。 

• コミュニティーカフェ、ギャラ
リー、大雪山ライブラリー、日本
語学校、施設内宿泊施設、多目的
ホール、ラウンジ、コミュニ
ティーホール、チャレンジキッチ
ンなど 
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例えば… 

・中標津の“タカラ”を集めたセレクトショップ、宿 
・まちのお母さん方が腕をふるう“1日コックさん”
食堂 

中標津では？ 

空き店舗 
商店街… 

中標津の魅力を伝える 



• 愛知県では、昭和60年に供用開始した新城
総合公園の一層の魅力向上を図るため、民
間のノウハウやユニークなアイデアを生か
した新たな公園施設を設置 

• ファミリーから、カップル、シニア世代の
方まで、体力や腕力のあるなしに関わらず
楽しむことができ、団体の受け入れや、企
業研修などの各種プログラムも用意 

（出典）フォレストアドベンチャー・新城、愛知県 
http://www.fa-shinshiro.com/ 
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koen/shinshiro20170529.html 
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例えば… 

・林間キャンプ場、広場のほか木製の遊具、スベ
リ台、ブランコ、やぐらなどのトリムコースを
活用してアドベンチャートラベルを展開 

中標津では？ 

ゆめの森公園、
森林公園… 

（例）フォレストアドベンチャー・新城/愛知県 

公園を観光スポットにする 



歴史・文化を“使って”生かす① 

• 札幌市では、北海道指定有形文化財で
ある旧永山武四郎邸と付設する旧三菱
鉱業寮の耐震改修を含む保存修理とス
ロープ、多目的トイレ新設などの活用
整備を実施し、平成30年６月23日に
リニューアルオープン 

• 専門家による検討委員会や、住民参加
の活用を考える意見交換会などを実施 

• 貸室や撮影利用、イベント、レストラ
ンなどで活用。施設内の見学も無料。 

（出典）旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮、和洋折衷喫茶 ナガヤマレスト 
https://sapporoshi-nagayamatei.jp/  http://wondercrew.jp/nagayamarest/ 
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例えば… 

・カフェやショップ、ギャラリーを併設した、
気軽に立ち寄れ、まちの歴史を感じられる
おしゃれスポット 

中標津では？ 

伝成館 
郷土館… 

（例）旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮／札幌市 



歴史・文化を“使って”生かす② 

• 昭和2年に山形県下初の鉄筋コンク
リート造校舎として建設され、平成13
年に国登録有形文化財に登録。 

• 平成22年から中心市街地の賑わい創出
のための施設にリノベーション。 

• イベントスペースやカフェ、観光案内
所、ミニシアター。ギャラリーなどの
機能をもつ交流施設として整備。 
 

（出典）山形まなび館 http://yamagatamanabikan.jp/ 
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例えば… 

・カフェやショップ、ギャラリーを併設した、
気軽に立ち寄れ、まちの歴史を感じられる
おしゃれスポット 

中標津では？ 

伝成館 
郷土館… 

（例）山形まなび館／山形県山形市 



• 平成６年、島根県と４市町（出雲市、平田
市、斐川町、大社町）が、住民代表を交え
て、築地松散居景観を保全するため「築地
松景観保全対策推進協議会」を発足 

• フォトコンテストや築地松サイクリング、
情報紙の発行、陰手刈り（のうてごり）技
術研修会などの普及啓発、保全対策、調
査・研究を実施 

• 一定の区域の住民に「築地松を活かしたま
ちづくり協定」を結んでもらい、その住民
協定に基づいて行う築地松の維持管理費に
対して助成 （出典）築地松景観保全対策推進協議会 

http://tsuijimatsu.com/ 
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中標津らしい景観を守る① 
例えば… 

・地域内外の格子状防風林への関心を高める
ウォーキングイベント 

・ベンチづくりなど歩きたくなる並木道づくり 

中標津では？ 

格子状防風林 
並木道… 

（例）築地松景観保全対策推進協議会/島根県 



• 伊豆市で「伊豆市景観まちづく
り計画」と条例を制定。 

• 特に温泉街では、10 年以上前
から地域住民主体で活動。 

• 修善寺温泉・桂谷地区を平成30
年３月に市内で初めての「重点
地区」に指定。 

• 建築物の色や意匠などの制限、
道路や河川などを景観重要公共
施設として整備、景観重要建造
物や樹木を指定して保全・活用、
屋外広告の表示、協働の推進の
取組など。 
 

（出典）伊豆市景観まちづくり計画 
http://www.city.izu.shizuoka.jp/gyousei/gyousei_detail007928.html 
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中標津らしい景観を守る② 
例えば… 

・みんなかプロジェクトの輪を広げて実践 
・花壇づくりや清掃活動など身近なことに挑戦 

中標津では？ 

市街地、公園、
河川、道路… 

（例）景観まちづくり／伊豆市 



養老牛温泉● 

開陽台牧場● 

武佐岳↑ 

●開陽台 

地方卸売市場● 

市街地 

●中標津農高 

計根別学園● 

計根別地区 

●畜産食品加工研修センター 

●計根別農協 
Aコープ● 

計根別神社● 

中標津町
マップ 

乳製品工場● 

りんどう園● 

中標津空港 
● 

中標津町運動公園● 

ゆめの森公園● 

緑ヶ丘森林公園● 

●中標津高 

●正美公園 

交流センター● 
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市街地 
マップ 

● 
中標津空港 

中標津町運動公園● 

ゆめの森公園● 

緑ヶ丘森林公園● 

●中標津高 

郷土館● 

●しるべっと 

●中標津高等養護学校 

●東武サウスヒルズ 

●雪印 

●バスターミナル 

●フレスポ中標津 

中標津町総合体育館● 

伝成館● 

中標津病院● 

●農業試験場 

丸山公園● 

●役場 

白樺並木● 

●シルバースポーツセンター 

家庭菜園● 

タワラマップ川● 

標津川● 
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●みらいる 

●保健センター 



（参考資料３） 
 

視察先の事例紹介 
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住民主体の地方創生プロジェクト 

視察先(案） 

（例）民間・若者中心のポートランドを目指したまちづくり／和歌山県有田川町 

• 2015年、住民による地方創生プロジェ
クト「有田川町という未来、
ARIDAGAWA2040」を立ち上げ。 

• 全米で最も住みたいまちとして人気を集
める米国ポートランド市と連携。 

• ワークショップや説明会を繰り返しなが
ら、廃園する田殿保育所を自分たちでリ
ノベーションし住民の交流施設とするな
ど住民が主体でまちづくりを進めている。 

• 本のあるカフェ『ALEC』やちいさな駅
の美術館「ポンテ・デル・ソーニョ』な
ど町内に個性豊かな4つの図書施設『有
田川ライブラリー』を設置し、定期的に
ワークショップやトークショーを開催す
るなど、教育や子育て支援を重視する取
組みを進めている。 （出典）有田川町ホームページ、近畿財務局資料 
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地域住民による協働の計画づくり・まちづくり 

（例）都市づくりは人づくり、人づくりは生涯学習／静岡県掛川市 

• 1979年に全国初の「生涯学習都市宣言」。市、
市民、事業者等の協働でまちづくりを進める。 

• 各地区にまちづくり協議会が設置され、地区
ごとに具体的な事業を盛り込んだ5年間の中期
計画を策定し、計画に基づいた取組が行われ
ている。 

• 1991年に全国初の「生涯学習まちづくり土地
条例」を制定。地域住民が「まちづくり計
画」を策定、土地所有者の8割以上の同意で、
市と地元住民代表と地権者代表の3者で協定を
締結し、計画以外の土地利用を認めないもの。 

• 街なか再生に積極的に取り組むため、2002年
にTMO「かけがわ街づくり株式会社」を設立。
駐車場経営などの収益事業をを行い、その利
益で空き店舗対策、イベント支援、サイン整
備などの非収益事業を実施。 （出典）掛川市ホームページ 

視察先(案） 
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対話による協働のまちづくり 

（例）地域の絆づくり事業／静岡県牧之原市 

• 2005年に合併により牧之原市が誕生し、マニフェス
トに市民参画と協働の推進を示し、以降協働を政策の
中心に。 

• 市民ファシリテーターの育成と併せ、あらゆる階層の
多様な市民が集い、ワークショップ形式の市民主体の
討論会「男女協働サロン」を展開。 

• 25地区ある自治会組織を見直し、10小学校区を単位
とした「地区自治推進協議会」が発足。各 10 地区が
男女協働サロンを活用し、各区において市民自らが
「地域まちづくり計画」を策定・実践する「地域の絆
づくり事業」に取り組む。 

• 対話の手法を用い、地域に愛着と誇りを持ち将来地域
を担う若者を育成することを目的に、市内の県立高校
および近隣市町へ通う生徒などを対象に「地域リー
ダー育成プロジェクト」事業を展開。 

（出典）牧之原市、静岡県ホームページ 

視察先(案） 
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