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第２節 コミュニティを中心とした地域づくり 

  

 市民生活に最も身近な自治会（町内会）やボランティア団体、ＮＰＯ※

などの多様な活動が、合併した鳥取市の地域づくりを支える基礎となりま

す。そして、防災・防犯、福祉、教育、文化、スポーツ活動などの多様な

活動が活性化することにより、コミュニティを基本としたさまざまな交流

や人的ネットワークが築かれ、まちにきらめきが生まれます。 

 このため、コミュニティ活動の核となるリーダーの育成、相談機能の強

化などに取り組み、市民の活力と創意が活かされた主体的な活動を支援す

るとともに、活動の拠点や推進体制、活動環境を整備します。 

 また、高齢者、子ども、女性、若者による地域活動の促進や、コミュニ

ティ間の連携の強化などを図り、世代間の交流や伝統文化の継承、地域課

題の解決などに努めます。 

 このような取組みを通じ、市民一人ひとりが共に助け合い、心豊かに、

安心して暮らせるコミュニティを中心とした地域づくりを進めます。 

 

                            
※ ＮＰＯ Ｐ．１１参照 
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第１章 明日を担う人づくりと 

コミュニティを中心とした地域づくり 
 

 第２節 コミュニティを中心とした地域づくり 

 

  第１ 自立したコミュニティづくり 

  第２ コミュニティ活動の基盤づくり 

  第３ 協働による市民活動の推進 

 

めざす方向 

 地域づくりの基本であるコミュニティの活力と創意により、それぞれが持つ資源と特色を活

かしながら、伝統芸能・文化事業等の継承、福祉・教育・文化活動などが活発化した、子ども

から高齢者までの声をくみとる、自立したコミュニティづくりを進めます。 

現状 市民の声 

○近年、少子・高齢化、核家族化、都市化の

進展などにより、家庭や地域を取り巻く環

境が大きく変化し、地域のコミュニティの

維持が難しくなりつつあります。 

○地域における活動のメリットや目的など

が、幅広い層の合意形成を得ていない状況

があります。 

○地域のコミュニティ活動においては、活動

の自主性、主体性に温度差があります。 

○自治会や公民館活動に参加している市民

は、おおむね決まった人であり、活動が活

性化しているとは言えない。 

○人と人との結びつきが薄くなって、自分の

生活の枠さえ良ければいいと思われてなら

ないので、これからも何か地域にかかわり

を持って生きていきたい。 

○これからのまちづくりのため、新しい豊か

さの尺度を住民がしっかりと持つ必要があ

る。ハード中心の豊かさからハートを大切

にした「自主達成型」の豊かさの実現の方

向に進むべきである。 

課題 

○コミュニティには、集落、小学校区、合併前の９市町村などの地域的なまとまりによるもの

のほか、歴史・文化、目的のつながりによるものがあり、市全体を活力あるまちにしていく

ためには、それぞれのコミュニティが、個性を活かしていきいきと活動することが必要で

す。 

○市民活動のレベルアップを図るため、市民一人ひとりの意識改革のほか、自治会、町内会等

におけるリーダー育成、スムーズな世代交代、女性や若者の参画などによる自治組織活動の

活性化が求められています。 

○高齢化や犯罪の増加、災害への備えなどの身近な地域課題に対処し、自立したまちづくりを

進めるためには、その主役であるコミュニティを市民に身近で主体的なものにし、構成員同

士が緊密な連携をとっていく必要があります。 

○コミュニティ活動によるさまざまな交流を通じて、市民が地域で育ち、地域を愛し、地域へ

の誇りを持ち、さらに地域を自分たちで創り、守るといったコミュニティ意識を再構築する

ことが重要です。 

市民参画課 

まち・むら活性化チーム 

高齢社会課 

危機管理課 

産業振興課 

生涯学習課 
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※ 団塊の世代 Ｐ．２参照 
※ コミュニティビジネス Ｐ．１４参照 
※ 地域通貨 互いに助けられ支え合うサービスや行為を、時間や点数、地域やグループ独自の紙券などに置き換

え、これを「通貨」としてサービスやモノと交換して循環させるシステムのこと。 

目標の設定 

                       平成１６年度    平成２２年度 

○地域のまとまりがあると感じる市民の割合    ３３．８％      ５０％ 

○自治会（町内会）加入率            ７４．９％(H17)    ８０％ 

施策の展開 

○地域の活性化に取り組む各種コミュニティ活動の促進 

 ・新自治連合組織の体制整備を進めるほか、自治会への加入を促進し、自治組織活動の支援を

充実します。 

 ・自治会活動活性化支援事業により、地域課題の解決や個性ある地域づくりの活動を促進し、

コミュニティ活動の主体性を高めます。 

 ・まちなか（中心市街地）のまちづくりを促進するための市民活動を支援します。 

○コミュニティ活動を総合的に推進するための体制の整備 

 ・コミュニティ活動の核となるリーダーを養成するとともに、女性・若者の参画を支援しま

す。 

 ・コミュニティ活動を活性化する情報提供・相談機能を強化します。 

○コミュニティが主体の災害対応力の向上 

 ・消防団の活性化、消防団員の確保、自主防災組織等の育成、防災訓練の実施促進、災害時要

援護者への支援体制の確立などを進めます。（再掲Ｐ．１１５） 

○地域で支えるいきいきコミュニティづくり 

 ・高齢者に対する地域密着型サービスの導入、障害者に対する生活支援サービスの充実のほ

か、女性、若者、子どもたちが、共に励まし共に支え合う、地域住民・福祉関係機関が一体

となった地域ごとの福祉ネットワークを形成します。（再掲Ｐ．１０３） 

 ・熟年（団塊の世代※）・高齢者の持つ経験豊富な知識・技能・技術を活用できるよう、シルバー

人材センターと連携し、人材バンクを設けるとともに、地域活動の担い手として生きがいを持

ちながら能力を発揮できる機会づくりに努めます。 

 ・地域に根付いた祭りや伝統芸能の促進、文化財や歴史的街並みなどの保存・伝承、文化芸術

活動の支援・育成などにより、市民の郷土愛と誇りを醸成します。（再掲Ｐ．１３９） 

 ・地域の風土・特産品の掘り起こしと活用策の検討、地域が元気になる活性化策の研究（ワ

ークショップ等）の推進、「むら」の活性化につながる提案型プロジェクトに対する支援

などによる自立する「むら」を育成します。（再掲Ｐ．１３５） 
 ・各地域の課題解決と地域活性化のため、コミュニティビジネス※の創出や地域通貨※などへの

取組みを支援します。（再掲Ｐ．１５１） 

効果 

○コミュニティ活動の支援充実や総合的な推進体制の整備などにより、コミュニティの組織強化

が図られ、「自助」「共助」「公助」の考え方をバランスよく併せ持つ、自立したコミュニティ

へと成長します。 

主な指標・参考資料 

●自治会（町内会）加入世帯数及び団体数の推移             

区 分 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 

団体数   826   828   828   836   836   844 

世帯数（世帯） 54,202 54,444 54,654 54,653 54,979 54,927 

加入率（％） 78.7 78.0 77.3 76.4 75.9 74.9 

 (注１) 年度当初の値 
 (注２) 加入率＝自治会加入世帯数／（住民登録世帯数＋外国人世帯数）。ただし、平成１６年度ま

での合併前の８町村の自治会加入世帯には外国人世帯数が含まれていない。 
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第１章 明日を担う人づくりと 

コミュニティを中心とした地域づくり 
 

 第２節 コミュニティを中心とした地域づくり 

 

  第１ 自立したコミュニティづくり 

  第２ コミュニティ活動の基盤づくり 

  第３ 協働による市民活動の推進 

 

めざす方向 

 コミュニティ活動の基礎となる人、地域資源、文化などを活かして、幅広い世代間の交流

や、人や自然とのふれあい、農村体験、文化交流などのさまざまな交流を推進し、コミュニテ

ィ活動を行う拠点や、推進体制、情報伝達などの活動環境を整えることで、コミュニティ活動

の基盤と人的ネットワークの形成をめざします。 

現状 市民の声 

○地域づくり、生涯学習、文化活動などの拠

点である公民館に対して、さらなる学習や

交流機会の提供、情報の共有化など、より

多くの機能が求められています。 

○世代間のふれあいや交流機会の減少などに

より、地域のコミュニティの連帯感が希薄

化しています。 

○都市生活者の田舎暮らしや農業体験のニー

ズに対応し、自然資源や農村環境を活かし

たグリーンツーリズム※の取組みが広がって

います。 

○公民館は、さまざまな集会・教室・趣味講

座といった活動が行われていますが、コミ

ュニティの強化を図るためにも、より広範

に利用されるべきではないか。 

○公民館や交流施設などは、日曜・休日に閉

まっていることが多い。さまざまな活動を

行うためにも開けてほしい。 

○故郷へ帰ってきて自分の生き方を考えたと

き、ここで将来を見つけたいという思いが

だんだん強くなった。グリーンツーリズム

からたくさんのエネルギーをもらってい

る。 

 

課題 

○地域コミュニティの活動拠点となる公民館、集会所、交流施設等では、施設整備のほか、情

報化の進展や住民のニーズに対応し、地域との信頼関係のもとで多様な活動を行うための機

能の充実が必要です。 

○コミュニティにおける連帯感を強め、市民活動の推進と市民の心の豊かさを求めるニーズに

こたえていくためのコミュニティ活動を支える「人」づくりが大切です。 

 

 

 

 

                             
※ グリーンツーリズム Ｐ．１７参照 

市民参画課 

生涯学習課 

まち・むら活性化チーム 

農業振興課 
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施策の展開 

○コミュニティ活動の拠点となる地区公民館等の整備 

（現状 ： 中央公民館１、基幹公民館８、地区公民館５９、分館１） 

 ・コミュニティ活動・公民館事業を円滑かつ効率的に運営する体制を充実・強化します。 

 ・老朽化した施設の改修・増改築を行います。 

 ・公民館図書室などの施設機能を充実します。 

 ・地域の防災・防犯の拠点として情報収集・伝達機能を整備するとともに、情報通信ネット

ワーク機能を強化します。 

 ・コミュニティ活動の場・情報の提供に努めます。 

○コミュニティ活動の拠点となる集会所の整備支援 

 ・地区、集落などの集会所の新・増・改築に対する支援を充実します。 

 ・コミュニティ活動の拠点として、既設集会所の幅広い利活用を促進します。 

○コミュニティ活動の拠点となり地域間の交流を促進する交流施設等の整備 

 ・歴史、文化、産業、自然環境などの地域の特色を活かして、既存施設の活用や転用、交流

施設の整備を推進します。 

 ・滞在型市民農園、直売施設等の整備を検討します。 

 ・総合支所内の会議室、小・中学校の余裕教室等をコミュニティ活動の場として活用しま

す。 

○活動リーダーの育成 

 ・コミュニティ活動の核となるリーダーを養成するとともに、若者・女性の参画を支援しま

す。（再掲Ｐ．７７） 

 ・コミュニティ活動を活性化する情報提供・相談機能を強化します。（再掲Ｐ．７７） 

○市民活動の支援体制の充実（再掲Ｐ．８１） 

 ・「アクティブとっとり」における市民活動の支援機能を充実します。 

 ・鳥取市ボランティア・市民活動センターにおける市民活動の支援機能を充実します。 

○都市と農山漁村との交流促進（再掲Ｐ．１４３） 

 ・都市住民と農業者のニーズに沿った体験交流農園、交流施設を整備し、農家宿泊型グリー

ンツーリズムを推進します。 

効果 

○コミュニティ活動の拠点の整備や機能を充実することで、コミュニティ活動に取り組める環

境が整い、その活動が促進され、地域が活性化します。 

○まちとむらの交流などが活発化することにより、地域活動へ積極的にかかわる意識と行動力

が醸成され、農山漁村など地域の活性化へとつながります。 

主な指標・参考資料 

●市民活動拠点「アクティブとっとり」登録団体数     （平成１７年３月３１日現在） 

まちづ

くり 

福祉・

保健・

医療 

スポー

ツ・文

化 

環境 
災害・ 

安全 

国際 

交流 
子ども 

動物 

愛護 

中間 

支援 
合計 

２０ ３４  １６ １０ ０ ９ ２１ ５ ３ １１８ 
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第１章 明日を担う人づくりと 

コミュニティを中心とした地域づくり 
 

 第２節 コミュニティを中心とした地域づくり 

 

  第１ 自立したコミュニティづくり 

  第２ コミュニティ活動の基盤づくり 

  第３ 協働による市民活動の推進 

 

めざす方向 

 市民のさまざまな市民活動を推進し、市民一人ひとりが地域づくりに積極的に取り組むこと

により、市民が主役の「協働」による地域づくりをめざします。 

 

現状 市民の声 

○市民・市民活動団体・事業者・行政が「協

働」して、魅力と活気にあふれる豊かな地

域社会の実現を図るため、平成１５年に

「鳥取市市民参画と市民活動の推進に関す

る条例」を制定するとともに、同年には市

民活動拠点「アクティブとっとり」がオー

プンしました。 

○自治会（町内会）、老人クラブなどの地域の

つながりによるコミュニティ活動のほか、

地域づくりや社会教育、環境保全、防災な

どの市民生活の諸問題に取り組む市民グル

ープによる活動も増え、参加する市民も増

えています。 

○行政と各市民活動団体等とのつながりや情

報提供はあるものの、自治会（町内会）と

ＮＰＯ※・ボランティア団体などとの横のつ

ながりに欠けています。 

 

○新鳥取市は、協働のまちづくりを強力にめ

ざすべきである。その手法として、それぞ

れの地域の特色、個性づくりを住民、行政

が一緒になって取り組むシステムと、住民

意識、職員意識の改革を行う取組みが必要

である。 

○生活に身近な問題には、行政で対応しきれ

ないところも多くなりつつあり、そこを市

民や市民団体が補い合う必要がある。 

○ボランティアをしたいが、どこに行けば良

いか分からない。一人で参加すると変な目

で見られたりする。行ける時間に積極的に

参加できる方法がないものか。 

○仕事上の都合でボランティア活動が制限さ

れる。企業内での理解が十分得られていな

い。 

課題 

○協働型の地域づくりを推進しようとする職員意識の醸成とともに、市民の協働に対する意識

を高め、積極的に市民等からの情報収集や情報提供を行って市民等と行政との情報の共有化

を図るなど、協働による地域づくりを進める環境づくりが必要です。 

○市民一人ひとりの自主的な市民活動を推進していくためには、市民、市民活動団体、ＮＰＯ

等と行政との連携や交流を深め、活動に対する支援を充実することが必要です。 

 

 

                             
※ ＮＰＯ Ｐ．１１参照 

市民参画課 

まち・むら活性化チーム 

地域調整課 

総務課 

企画調整課 
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目標の設定 

                      平成１６年度末 平成２２年度末 

○地域活動等に参加したい市民の割合              ７５．８％    ８０％ 

 （市の委員会等、自治会等の地域活動、ＮＰＯなどの市民活動、 

市の意見募集など） 

○市民活動登録団体（累計）                   １１８     ２００ 

（うちＮＰＯ法人                        １９      ４０） 

施策の展開 

○鳥取の地域性を大切にした協働事業の推進 

 ・協働型の地域づくりへの職員意識の醸成を図るとともに、「鳥取市市民参画と市民活動の推進に

関する条例」を普及啓発し、協働による市民活動を推進します。 

 ・ＮＰＯなど市民活動団体の活動情報を積極的に収集し、協働事業を広く提案するなど、その活

力を活かした公共サービスの提供を行います。 

 ・市民が連携し、社会的・公益的な活動を行うＮＰＯなどの市民活動団体の活動を支援します。 

 ・鳥取砂丘や河川などの自然保護や清掃を行うボランティア活動を促進します。 

 ・地域コミュニティの活動と市民活動、企業活動等との連携を強化します。 

○市民活動の強化と支援体制の充実 

 ・市民活動と交流の拠点「アクティブとっとり」の機能を充実し、市民への情報発信の強化、コ

ミュニティ活動の核となるリーダー養成に取り組みます。 

 ・市民活動団体登録、ボランティア登録を促進します。 

 ・市民活動が行政サービスに参入できる機会を提供します。 

 ・事業者の市民活動への協力を促進します。 

 ・市民活動等保険（ボランティア保険）制度の活用を促進します。 

 ・企業などにおけるボランティア活動と、ボランティア休暇の導入を促進します。 

○協働につながる市民参画の推進 

 ・自治基本条例、ミニ公募債などの検討をはじめとして、市民と行政とが共にまちづくりを進め

るための仕組づくりを推進します。（再掲Ｐ．１６５） 

 ・「市政提案箱～市長への手紙」「市長アワー」「地域づくり懇談会」「市民政策コメント」などの

各種施策を充実させるとともに、さまざまな機会をとらえてアンケートを実施するなど市民の

声の把握に努め、その情報を分析し、市政への反映を行います。（再掲Ｐ．１６５） 

 ・「市政懇話会」における幅広い議論、「地域審議会」との連携、外国籍市民との積極的な意見交

換などにより、市民のさまざまな意向を市政に反映させます。（再掲Ｐ．１６５） 

効果 

○市民・市民活動団体・事業者・行政のそれぞれの長所を活かし、互いに補完し合うことで、多様

な市民ニーズへの対応とコミュニティを中心とした地域づくりが促進されます。 

○協働による市民活動の推進により、生活の中の問題に取り組む市民グループが増え、自分たちの

手で地域づくりを進める気運が高まり、市民活動団体同士によるネットワークも形成されるな

ど、市民生活を支える地域づくりの活力となります。 

主な指標・参考資料 

●市民アンケート（平成１７年１月実施） 

 問：今後、あなたは鳥取市をよくするためにどのように関わりたいと思いますか。   

市の委員会等 

に参加したい 

行政との話し合い 

の場に参加したい 

自治会等の地域 

活動に参加したい 

ＮＰＯなどの市民活動 

団体に参加したい 

市の意見募集などの 

機会に意見を出したい 
何もしたくない 

3.7％ 7.5％ 37.9％ 5.1％ 21.6％ 24.2％ 
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