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 （1） 基本計画の目的
基本計画は、基本構想で定めた雲南市の将来像を達成するために 5 つの政策を柱と

して構成しており、各政策がめざすまちづくりを実現していくために、必要な 39 の

施策を設けています。

また、市民との協働によるまちづくりをさらにすすめるため、基本計画では、行政

と市民の役割分担を明らかにし、施策ごとに「基本方針」「成果指標」を明示し、成

果に対する明確な管理を行います。

 （2） 基本計画の推進に向けて
基本構想において「生命と神話が息づく新しい日本のふるさとづくり」をすすめ、「課

題先進地」から「課題解決先進地」をめざすこととしました。「課題解決先進地」は、

プラチナ構想ネットワークが提案しているプラチナ社会※ 16ともいえます。

そのためには、地域が抱える社会課題に対して、市民、地域づくり組織、企業、行

政が互いの特性や能力を発揮し、より一層連携・協力していく必要があります。私た

ちは、市民と行政の協働により、「課題先進地」から「課題解決先進地」へ失敗を恐

れない挑戦を続けます。

 （3） 「人口の社会増」に向けて

 ① 雲南市の事業展開

総合計画では、「人口の社会増」に挑戦することとしました。そのために、人口減

少の主たる要因である「若年層の市外流出」を食い止め、市内への移住を増やすため

に、「20 歳代・30 歳代を中心とした子育て世代」をターゲットに、「子育て」「教育」「雇

用」「住宅」「若者チャレンジ」などの分野において、魅力ある事業をすすめます。

 ② 雲南市における推進体制の構築

「人口の社会増」への挑戦に向けて、戦略的な事業展開を行うとともに、期間を限

定して即効性のある事業を集中的に実施する必要があります。そのために、人口対策

をすすめる体制づくりや、「子育て」「教育」「雇用」「住宅」「若者チャレンジ」など

の分野において、一元的に対応する体制や新しい仕組みの整備をすすめます。

※ 16 プラチナ社会…プラチナ構想ネットワークが提唱する「エコロジカルで、資源やエネルギーの心配が無く、
老若男女が参加することができ、心もモノも豊かで、雇用がある」プラチナのように光り輝く威厳のある
社会をいう。雲南市は、これまでのまちづくりが高く評価され、「プラチナ社会」実現に向け課題解決に取
り組む自治体として「プラチナシティ」に認定されました。
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 （4） 施策体系

基本構想

基本理念
Ｈ27～36年度

まちづくりの将来像（政策）
Ｈ27～31年度
施策

前期基本計画
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※ 17 中間支援組織…行政と地域の間に立ち、そのパイプ役として中立的な立場で適切な判断と指導力を持ってNPO法人やま
ちづくり団体による様々な活動を支援する組織の総称です。組織が持つノウハウやネットワーク、情報などを活用し、主
に市民のまちづくりに対する取り組みを育成・支援するとともに、情報の共有、人的ネットワークの形成、人材育成など、
協働を推進するコーディネート役としての機能と役割を果たすものです。

施
　
策

● 持続可能な地域づくりに向けて、行政とともに地域自主組織及び様々な活動団体等が主体的な
課題解決に取り組む環境をつくります。

● 次世代を担う若者のまちづくりへの参画を促進し、多世代・多様な主体による地域活動の担い
手づくり、場づくりを推進します。

● 起業や地域貢献を志す人材、若者、地域及び行政等をつなぎ、地域活動を支援する中間支援組
織※ 17を育成・確保します。

市民 まちづくりの課題を主体的に解決する。

● 協働を推進するまちづくりの最高規範として、H20 年 11 月 1 日にまちづくり基本条例を施行しました。H24
年度から開催する地域自主組織取組発表会（春・秋年 2 年）、H25 年度に本格導入した「地域円卓会議」は、
地域と行政の協議及び地域間の情報交換の場となっています。

● 地域自主組織は、市内全域に 43 組織が設立され、組織ごとに特徴ある地区計画が策定されています。
● 「生涯学習」機能を中心とした公民館に「地域づくり」と「地域福祉」機能を併せ持つ地域活動の拠点施設として、
H22 年度に交流センターを市内全域に設置しました。

● 地域自主組織の活動助成金を、H24 年度から地域づくり活動等交付金に見直し、H25 年度には交流センター
に勤務する職員を地域自主組織の直接雇用とし、交付金の拡充を行いました。

● 社会起業や地域貢献を志す若者を対象とした「幸雲南塾」を H23 年度から開催しています。また、そうした
若者や地域づくり活動を支援していく NPO 法人も誕生しました。

市民（市民、事業所、地域、団体） 行政（市、県、国）

● 地域活動に関心をもち、積極的に参加し、
協力・連携・交流します。

● 個人や家族、自治会単位では解決できない
地域課題を地域自主組織などで話し合い、
解決に向け行動します。

● 行政と協働で、地域を越えた幅広いまちづ
くり活動に取り組みます。

● まちづくり活動を担うリーダーをつくります。
　

● まちづくり活動に関する情報を提供します。
● 関係団体等との連携・調整を行い、地域活
動を支援します。

● まちづくり活動を担う次世代のリーダー育
成を支援します。

● 地域が主体的な活動に取り組むための活動
支援とともに、その活動の拠点を整えます。

● 地域を越えた幅広いまちづくり活動を支援
します。

活動のリーダー・担い手を確保する。

市
民
が
主
役
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

市民
地域自主組織及び活動団体等の活動発表や紹介などを行うとともに、活動への理解、参画を
促進します。また、若者なども参画しやすく、親しみやすい活動の場や機会をつくり、多世
代・多様な市民・団体等が活動に参画していく環境をつくります。

活動に参加・参画する。

まちづくり活動の参加推進

活動している市民
講座、研修会の開催により、まちづくりを担うリーダー等の育成を図るとともに、ふるさと
教育を通じて、次世代を担う子どもたちを育てていきます。また、地域が求める人材を呼び
込んでくるとともに、地域貢献や起業を志す若者の学び・ネットワークの場づくり、地域の
課題解決や持続可能なビジネス化への支援を行い、課題解決型人材を育成・確保します。

まちづくりの人材確保

活動している市民
活動の拠点となる交流センターを計画的に整備し、環境を整えるとともに、空き家、空き施
設などの地域資源を活かした活動の場づくりを推進します。

活動しやすい場所がある。

まちづくり活動の拠点整備

活動している市民
地域自主組織のそれぞれの実情に合った地域課題の解決に向けた仕組みづくりを推進すると
ともに、法人化制度の創設に向けた国への働きかけや「新しい公共」の創出などに取り組み
ます。また、地域自主組織等の主体的な課題解決の実践を促進するための自主財源確保のノ
ウハウ取得の支援、地域活動を支援する中間支援組織の育成などに取り組みます。

地域特性に応じた体制や仕組みをつくる。

地域に応じた体制整備

成果指標

まちづくりに関心がある市民の割合 73.7% 80.0%

地域課題を地域主体で解決できていると感じる市民の割合 46.0% 60.0%

過去 1 年間に地域活動に参加した市民の割合 69.6% 75.0%

82.1

77.3
74.7 73.7

76.0 77.0 78.0 79.0 80.0

69.9
73.9

69.3 69.6
71.0 72.0 73.0 74.0 75.0

57.1

47.4
45.5 46.0

50.0 50.0

55.0
58.0

60.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

まちづくりに関心がある

市民の割合

過去1年間に地域活動に

参加した市民の割合

地域課題を地域主体で解

決できていると感じる市

民の割合

% 目標値実績値

 「地域課題を地域主体で解決できていると感じる市民の割合」のこれまでの実績は、地域課題の解決に向けて地域自らが取り
組む意識が定着し、地域課題を掘り下げた結果、課題解決に時間を要すことが明確になり低下したと推察されます。

現状値（H25） 目標値（H31）

まちづくりの課題を主体的に解決する。

促進し、多世代・多様な主体による地域活動の担い

び行政等をつなぎ、地域活動を支援する中間支援組

73.7% 80.0%

69.6% 75.0%

現状値（H25） 目標値（H31）

「施策名」です

番号は施策番号を表し、

39 施策までの連番となっています。

「施策の目的」です

「対象」は、誰・何を対象としているか、

「意図」は、対象をどのように変えたいのか

を表します。

この「対象」と「意図」で、施策の目的を

具体的に明らかにしています。

「施策の基本方針」です

計画期間中にこの施策で取組む基本方針を

箇条書きで明らかにしています。

「施策の目標」です

上図の「意図」の達成度について、どの程

度まで目指すのかを表す数値目標です。

参考として、この施策の実績値と目標値を

表すグラフを掲載していることがあります。
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※ 17 中間支援組織…行政と地域の間に立ち、そのパイプ役として中立的な立場で適切な判断と指導力を持ってNPO法人やま
ちづくり団体による様々な活動を支援する組織の総称です。組織が持つノウハウやネットワーク、情報などを活用し、主
に市民のまちづくりに対する取り組みを育成・支援するとともに、情報の共有、人的ネットワークの形成、人材育成など、
協働を推進するコーディネート役としての機能と役割を果たすものです。

施
　
策

● 持続可能な地域づくりに向けて、行政とともに地域自主組織及び様々な活動団体等が主体的な
課題解決に取り組む環境をつくります。

● 次世代を担う若者のまちづくりへの参画を促進し、多世代・多様な主体による地域活動の担い
手づくり、場づくりを推進します。

● 起業や地域貢献を志す人材、若者、地域及び行政等をつなぎ、地域活動を支援する中間支援組
織※ 17を育成・確保します。

市民 まちづくりの課題を主体的に解決する。

● 協働を推進するまちづくりの最高規範として、H20 年 11 月 1 日にまちづくり基本条例を施行しました。H24
年度から開催する地域自主組織取組発表会（春・秋年 2 年）、H25 年度に本格導入した「地域円卓会議」は、
地域と行政の協議及び地域間の情報交換の場となっています。

● 地域自主組織は、市内全域に 43 組織が設立され、組織ごとに特徴ある地区計画が策定されています。
● 「生涯学習」機能を中心とした公民館に「地域づくり」と「地域福祉」機能を併せ持つ地域活動の拠点施設として、
H22 年度に交流センターを市内全域に設置しました。

● 地域自主組織の活動助成金を、H24 年度から地域づくり活動等交付金に見直し、H25 年度には交流センター
に勤務する職員を地域自主組織の直接雇用とし、交付金の拡充を行いました。

● 社会起業や地域貢献を志す若者を対象とした「幸雲南塾」を H23 年度から開催しています。また、そうした
若者や地域づくり活動を支援していく NPO 法人も誕生しました。

市民（市民、事業所、地域、団体） 行政（市、県、国）

● 地域活動に関心をもち、積極的に参加し、
協力・連携・交流します。

● 個人や家族、自治会単位では解決できない
地域課題を地域自主組織などで話し合い、
解決に向け行動します。

● 行政と協働で、地域を越えた幅広いまちづ
くり活動に取り組みます。

● まちづくり活動を担うリーダーをつくります。
　

● まちづくり活動に関する情報を提供します。
● 関係団体等との連携・調整を行い、地域活
動を支援します。

● まちづくり活動を担う次世代のリーダー育
成を支援します。

● 地域が主体的な活動に取り組むための活動
支援とともに、その活動の拠点を整えます。

● 地域を越えた幅広いまちづくり活動を支援
します。

活動のリーダー・担い手を確保する。

市
民
が
主
役
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

市民
地域自主組織及び活動団体等の活動発表や紹介などを行うとともに、活動への理解、参画を
促進します。また、若者なども参画しやすく、親しみやすい活動の場や機会をつくり、多世
代・多様な市民・団体等が活動に参画していく環境をつくります。

活動に参加・参画する。

まちづくり活動の参加推進

活動している市民
講座、研修会の開催により、まちづくりを担うリーダー等の育成を図るとともに、ふるさと
教育を通じて、次世代を担う子どもたちを育てていきます。また、地域が求める人材を呼び
込んでくるとともに、地域貢献や起業を志す若者の学び・ネットワークの場づくり、地域の
課題解決や持続可能なビジネス化への支援を行い、課題解決型人材を育成・確保します。

まちづくりの人材確保

活動している市民
活動の拠点となる交流センターを計画的に整備し、環境を整えるとともに、空き家、空き施
設などの地域資源を活かした活動の場づくりを推進します。

活動しやすい場所がある。

まちづくり活動の拠点整備

活動している市民
地域自主組織のそれぞれの実情に合った地域課題の解決に向けた仕組みづくりを推進すると
ともに、法人化制度の創設に向けた国への働きかけや「新しい公共」の創出などに取り組み
ます。また、地域自主組織等の主体的な課題解決の実践を促進するための自主財源確保のノ
ウハウ取得の支援、地域活動を支援する中間支援組織の育成などに取り組みます。

地域特性に応じた体制や仕組みをつくる。

地域に応じた体制整備

成果指標

まちづくりに関心がある市民の割合 73.7% 80.0%

地域課題を地域主体で解決できていると感じる市民の割合 46.0% 60.0%

過去 1 年間に地域活動に参加した市民の割合 69.6% 75.0%
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まちづくりに関心がある

市民の割合

過去1年間に地域活動に

参加した市民の割合

地域課題を地域主体で解

決できていると感じる市

民の割合

% 目標値実績値

 「地域課題を地域主体で解決できていると感じる市民の割合」のこれまでの実績は、地域課題の解決に向けて地域自らが取り
組む意識が定着し、地域課題を掘り下げた結果、課題解決に時間を要すことが明確になり低下したと推察されます。

現状値（H25） 目標値（H31）

や紹介などを行うとともに、活動への理解、参画を
すく、親しみやすい活動の場や機会をつくり、多世
ていく環境をつくります。

参加・参画する。

行政行政行政行政行政行政（市、県、国）

中間支援組織の育成などに取り組みます。

1 月 1 日にまちづくり基本条例を施行しました。H24
、H25 年度に本格導入した「地域円卓会議」は、
。

とに特徴ある地区計画が策定されています。
福祉」機能を併せ持つ地域活動の拠点施設として、

活動等交付金に見直し、H25 年度には交流センター

て中立的な立場で適切な判断と指導力を持ってNPO法人やま
組織が持つノウハウやネットワーク、情報などを活用し、主

情報の共有、人的ネットワークの形成、人材育成など、
すものです。

まちづくりの課題を主体的に解決する。

促進し、多世代・多様な主体による地域活動の担い

び行政等をつなぎ、地域活動を支援する中間支援組

73.7% 80.0%

69.6% 75.0%

現状値（H25） 目標値（H31）

「基本事業」です

この施策の目標を達成するために必要な、

より具体的な事項で、1 施策につき 2 ～ 5

の基本事業があります。

「役割分担」です

この施策を実施する上での、市民（市民、

事業所、地域、団体）と行政（市、県、国）

の役割を表しています。

「これまでの振り返り」です

第 1 次総合計画（後期基本計画）を振り返り、

どのようなことがあったのか、どのような状

態になったのかを箇条書きで表しています。

「注釈」です

専門用語など、解説が必要な用語には、脚

注をつけています。


