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第１章 指針策定の目的 

 

 本市では、平成１９年に策定した「柳井市総合計画」の中で、「人が輝く・夢が生まれる 

瀬戸内のふれあい元気都市～自主自立・参加と連携による まちづかい」を将来像とし、

その達成のために、 

（１）将来を見据えた自治体経営に取り組むまち柳井 

（２）すべての市民が大切にされるまち柳井 

（３）安心・安全・快適で便利なまち柳井 

（４）美しい自然、環境と調和するまち柳井 

（５）産業と市民の活力がいきいきと発揮されるまち柳井 

（６）人が集い、交流が生まれる魅力あるまち柳井 

の６本の柱をまちづくりの基本目標としています。 

 特に「（５）産業と市民の活力がいきいきと発揮されるまち柳井」では、「市民活動の活

性化」を基本施策の１つとし、施策として、 

（ア）コミュニティの維持と充実 

（イ）市民活動と行政の協働 

（ウ）芸術・文化の振興 

（エ）スポーツ・レクリエーション活動の振興 

の４つを掲げています。 

 この指針は、市民活動の推進について、市の基本的考え方や基本的施策を明らかにする

ことにより、市民・事業者・行政が協働し、元気な地域社会をつくっていくことを目的と

します。 
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第２章 市民活動の考え方 

 

２－１ 市民・事業者・行政の定義 

 

 この指針における「市民」とは、個人や団体を問わず、自立した主体となるものを指し

ます。 

 「事業者」とは、営利活動を主な目的とする組織または個人を指します。 

 「行政」とは、柳井市役所及び柳井の地域社会に関係する公共機関を指します。 

 

２－２ 市民活動の定義 

 

 この指針における「市民活動」とは、市民（ボランティア団体、特定非営利活動法人、

地縁団体等又は個人）が、自主的、主体的に行う公益的な活動（不特定かつ多数のものの

利益の増進に寄与することを目的とする活動）で、次のいずれにも該当しないものをいい

ます。 

（１） 営利を目的とする活動（活動を維持するための収益活動はここでいう「営利」では

ない。） 

（２） 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的と

する活動 

（３） 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動 

（４） 特定の公職（公職選挙法第３条に規定する公職をいう。）の候補者（当該候補者に

なろうとするものを含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又は

これらに反対することを目的とする活動 

（５） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。）が行う活動 

（６） 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構

成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にある団体が行う活動 

（７） 公益を害するおそれのある活動 

 

 

２－３ 市民活動団体の定義 

 

 この指針において対象となる「市民活動団体」は、市民活動を展開する、次のいずれに

も該当する団体とします。法人格の有無は問いません。 

（１） 団体の活動が柳井市の区域内で行われていること 

（２） 組織運営を定めた規約、会則等を有し、自主的で継続的な活動ができること 

 各種サークルや自治会などの地縁団体は、その活動内容が市民活動に該当する場合に対

象とします。 
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第３章 市民活動の現状と課題 

 

 市民活動団体がどのような問題点・課題を抱えているのかを調査するため、市では、平

成２３年９月、市民活動団体を対象にアンケートを実施しました（回収：４９団体）。 

 調査では、まず「人材面で困っていること、問題点」について、３つまで回答していた

だきました。その結果、最も大きな課題は「メンバーが高齢化してきている」で、全体の

半数を超えました。次いで「新しいメンバーが増えず、活動が発展しない」となっており、

人材の確保が課題になっていることが分かります。 
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メンバーが高齢化してきている

新しいメンバーが増えず、活動が発展しない

ボランティアで活動を支援してくれる人材が欲しい

中心となるメンバーが固定化し、運営がマンネリ化してい

る

年々メンバーが減少してきている

メンバーはいるが、なかなか活動に参加しない

特に人材面での問題はない

専門スタッフ・事務局スタッフなどの人材の確保が難しい

役員のなり手がいない

中心メンバーへの負担が大きい

中心となるメンバーがいない

その他

人材面で困っていること、問題点
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 次に、「活動で困っていること、問題点」について、３つまで回答していただきました。

その結果、最も多かったのは「地域や市民に向けて活動情報の発信・ＰＲが難しい」、続い

て「団体に対する社会の認知度が低く、地域や社会から支持を受けにくい」となっており、

情報の発信等が課題になっていることがわかります。 
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地域や市民に向けて活動情報の発信・ＰＲが難しい

団体に対する社会の認知度が低く、地域や社会から支持

を受けにくい

特に活動面での問題はない

運営資金・活動資金を確保するのが難しい

活動に必要な知識・技術・ノウハウを身につける場がない

他の団体や行政と交流する場や機会がない

運営拠点としての事務所（スペース）が確保できない

運営や活動について相談する場所がない

会議やイベントなど活動する場所が確保できない

活動を規制する法律・条例などの規則が多い

その他

活動で困っていること、問題点
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 以上のような問題点・課題を抱えている中、市民活動を活発化するための条件整備の内

容について３つまで回答していただきました。その結果、「活動の紹介・ＰＲの場の設置や

情報発信手段の多様化」が最も多くなりました。次いで「活動資金の助成・補助制度の創

設・改善」が続いています。 
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活動の紹介・ＰＲの場の設置や情報発信手段の多様化

活動資金の助成・補助制度の創設・改善

活動団体への情報提供の充実

活動拠点（あるいはスペース）の確保

活動団体間の連携・ネットワークづくり

活動・運営に関する相談機能の充実

市民活動支援・交流拠点の確保

活動団体との協働事業の展開

講師・専門家など人材派遣の充実

研修やセミナーの充実

協働事業の企画・提案制度

わからない

備品・機器等の貸し出し

活動資金の融資の制度化

市の条件整備は、市民活動の活発化に無関係

その他

市民活動を活発化するための条件整備の内容
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第４章 市民活動促進のための基本施策 

 

４－１ 市民活動促進のための基本的考え方 

 

 市民活動団体の独自性を確保し、組織の拡充強化を図るための基本的考え方は、以下の

とおりです。 

 

（１） 自主性・主体性の尊重 

 市民活動は、自主性・主体性に特性があります。その特性を阻害することのないよう、

市民活動団体が活動しやすい環境を整える等、側面的な支援を中心としながら、活動の継

続性を重視した支援を行っていきます。 

 

（２） 公平性・平等性・透明性の確保 

 市民活動の促進については、公平であり、常に開かれたものでなければなりません。施

策の実施にあたっては、公平性・平等性・透明性を確保します。 

また、市民活動と行政の関係が外からよく見える状態とするために、市民に基本的な事

項を情報公開し、市民が誰でもその情報に接して内容を確認できるようにします。 

 

（３） 対等性の確保 

 市民活動団体、行政はともに、公益実現のために、対等性を確保します。 

 

（４） 協力関係の構築 

 市民活動団体同士、市民活動団体と事業者、市民活動団体と行政それぞれにおいて、お

互いにその特性や能力の違いを認め、理解し、連携・協力してまちづくりを進めます。 

 

（５） 新しい市民活動団体が生まれる環境づくり 

 市民活動に関心を持ち、活動するきっかけをつくります。 

 

（６） 意識啓発の推進 

 市民活動を効果的に進めるには、市民・事業者・行政との連携や協力体制が重要となり

ます。市民・事業者・行政それぞれが市民活動や市民との協働について十分理解できるよ

う、市民・事業者・行政それぞれへの意識啓発を積極的に行っていきます。 
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４－２ 市民活動促進のための基本的施策 

 

（１） 市民活動拠点の整備及び機能の充実 

 市民活動の拠点施設として、やない市民活動センター（以下「センター」）を整備します。

また、拠点施設の整備後は、機能の充実を図ります。 

市民活動拠点施設の機能 

① 市民活動のための場と機会の提供に関すること 

  ・活動団体を紹介し、活動団体の登録を行う。 

② 市民活動に係る情報の収集及び提供に関すること 

  ・広報紙、ホームページを作成する。 

・各団体のパンフレットやチラシを配置し、情報の発信・収集を行う。 

③ 市民活動を行うものの連携及び交流の推進に関すること 

  ・各団体や市民、事業者が交流を深め、連携・協力の契機となる場を提供し、様々

な課題解決につながるネットワークづくりをお手伝いする。 

・他の中間支援組織や他の機関との連携を図る。 

④ センターの施設の提供に関すること 

  ・インターネット環境の整備されたパソコンやコピー機、印刷機等の機器を提供す

る。 

・気軽に集まることのできる作業スペースを提供する。 

⑤ 市民活動に係る相談に関すること 

  ・市民活動に係る各種相談に直接または電話にて対応する。具体的には、資金調達

や助成金等の利用、広報紙・ホームページの作成、行政や企業、他団体との連携

の進め方など、市民活動を始める際や活動を継続していく上で生じる様々な課

題・問題に対し、市民がいつでも気軽に相談でき、適切なアドバイスを受けるこ

とのできる窓口をつくる。 

⑥ 市民活動に係る人材育成に関すること 

  ・市民活動を行う最初の一歩として何をしたらいいのか戸惑う人も多くいることか

ら、市民活動に参加しやすい仕組みを構築する。 

  ・市民活動団体が継続的・安定的に活動できるよう、センターの運営を担う人材を

育成する研修等を開催する。 

⑦ センターのＰＲ及び啓発に関すること 

  ・センターをＰＲし、市民が活動に参加する契機となるような講座等を実施する。 

⑧ 協働のまちづくりの推進に関すること 

  ・市民・事業者・行政との協働のまちづくりを実現するために、情報の共有化や市

政への市民参画の推進を図るとともに、協働のまちづくりを担う人材の育成を目

的とした研修等を実施する。 

 

（２） 交流機会の創造 

 市民活動は、様々な分野で多様に行われていますが、市民活動団体同士や、市民活動団

体と市民の出会う機会は不足しているのが現状です。 
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そこで、各団体や市民が交流を深め、連携・協力の契機となる場を提供し、様々な課題

解決につながるネットワークをつくります。 

また、他の中間支援組織や他の機関との連携を図ります。 

 

（３） 財政的な支援 

 市民活動団体は、その活動を推進する上で資金を確保することが課題となっています。

各団体が会費や事業収入により運営するのが基本ですが、行政においては、側面的な支援

により、市民活動の促進を図ります。 

① 市民活動保険制度の検討 

市民が安心して市民活動を行えるような保険の導入を検討します。 

② ＮＰＯ法人に対する法人市民税の特例措置の実施（柳井市税条例第５１条） 

③ 認定ＮＰＯ法人への寄附に係る個人住民税の優遇措置（地方税法第３１４条の７第

１項第３号）の実施 

④ ＮＰＯ法人への寄附に係る個人住民税の優遇措置（地方税法第３１４条の７第１項

第４号）の検討 

⑤ 国・県・民間の助成制度やファンドの活用 

 また、市が施策を実施する際に、市民参加による委員会を設置するなど、地域社会全体

で判断・評価する仕組みをつくります。 

 

（４） 推進体制の整備 

市民活動を促進する横断的な体制づくりを進めるため、市内及び本市以外の関係機関と

の連携を進めます。 

また、意識啓発のため、市民・事業者・行政それぞれへの研修機会等の充実を図ります。 

 

（５） 中間支援組織型市民活動団体の設立への支援 

 市民活動団体を応援し、市民活動団体と事業者・行政との間で連絡調整の役割を担う、

中間支援組織型市民活動団体の設立をしようとする個人・団体に対し、助言や協力をしま

す。 

 


