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   策定経過 
 
 （１）４つのステップ 
  

本市では３年間をかけて市民・市職員の共働により、「市民が市民に説明できる環境基本計画

づくり」というキャッチフレーズで本計画づくりに取り組んできました。 

その中には、「計画策定の後、地域で市民主体の環境まちづくりが進むよう、個々の持ち味を

発揮しながらお互いから学びあい共働できる市民のつながりを作り出すこと」と、「計画づくり

を契機として、対立や不信の関係になりがちだった市民と市職員の新しい関係性を作り出すこ

と」という願いが込められていました。 

その願いを実現するため、次の４つのステップで進めてきました。 

 

 

ステップⅠ＝お互い知り合い参加型で環境と共働を学ぶ 
 
ステップⅡ＝市民と市職員が共働し計画の基本を決める 
 
ステップⅢ＝主体的分科会活動で計画の骨格をつくる 
 
ステップⅣ＝重点プロジェクトを練り市民が市民に説明する 

 
 

   ● ステップⅠ＝お互い知り合い､参加型で環境と共働を学ぶ（平成 13 年８月～平成 14 年１月） 
 
 ステップⅠでは、市民ネットとまち研は別々に、次のねらいをもって進めました。 

• 参加型を通して相互理解を深め、市民ネットのメンバー間、市民と市職員間の信

頼関係を築く。 
• 環境まちづくりを総合的かつ有効な取組にするために、理解しておく必要のある

環境の基本概念（循環、持続可能性、多様性など）を確認し、共有する。 
• 多様な価値観を持つ人々が、その多様性を受け入れながらも共通の目標に向かっ

て共働するための「参加のためのコミュニケーションスキル 」の向上をはかる。 
 
   ● ステップⅡ＝市民と市職員が共働し､計画の基本を決める（平成 14 年２月～５月） 

 
 ステップⅡでは、実際に市民と市職員が顔を合わせ、次のことを行いました。 

• 市民と市職員の共働のための約束づくり 
• 環境に関する課題出しと分科会テーマ分け 
• 分科会の人員配置と平成 14年度の活動計画づくり 
• 市民ネット有志と事務局・スタッフによる「運営を考える会」での運営検討 
• こどもプロジェクトプレイベント「にっしんのハリーポッターたちと賢者の砦」 
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   ● ステップⅢ＝主体的分科会活動で計画の骨格をつくる（平成 14 年６月～平成 15 年３月） 

 
 ステップⅢでは、概ね月１回の全体会・合同分科会、随時開催される分科会、イベントの実行

委員会により、次のような計画づくりの活動を行ってきました。 
• 分科会ごとの環境課題の優先順位付けと調査・学習 
• 全体会と分科会によるビジョンのイメージづくり 
• 分科会ごとのビジョンを実現するために必要な方策出し（因果関係図） 
• 分科会ごとの重点プロジェクトの選定 
• 中間報告書素案づくりと公表 
• アンケート調査（市民、こども、事業者、農業者、樹林地所有者） 
• 分科会リーダーと有志による「運営委員会」での運営検討 
• 市民まつり、かんきょう談話会、環境まちづくりホットトークによる市民ＰＲ 
• こどもプロジェクトファーストステージ「土地利用計画イメージづくり」 
• こどもプロジェクトセカンドステージ「３つの環境まちづくりテーマで活動」 

 
   ● ステップⅣ＝重点プロジェクトを練り､市民が市民に説明する（平成15年４月～平成16年２月） 

 
 ステップⅣでは、絞り込んだ重点プロジェクトの広がりを作るため、新たな市民ネットの参加

者を募り、月１回の全体会、随時開催される 15のプロジェクト活動、並行して環境まちづくり基
本条例づくり、イベントの実行委員会により、次のような計画・条例づくりの活動を行ってきま

した。 
• 計画の進行管理に役立てる環境指標と数値目標づくり 
• 重点プロジェクトの絞り込みと 15のプロジェクトチームによる重点プロジェク
トの主体性、合意形成、共働性の向上による実効性の確保 

• 市民主体の環境まちづくり組織としての市民ネットＮＰＯ法人化の検討 
• 中間報告書素案の見直しと計画案の作成 
• プロジェクトリーダーによる「プロジェクト運営委員会」での運営検討 
• 古くから住む市民との対話を進めるための「環境寄合」の開催（４地区） 
• 環境まちづくり基本条例づくり専門委員会による市民参加型条例づくり 
• 市民が市民に計画づくりを説明するための広報紙『にっしんら～ぶっ』の発行 
• 市民が市民に計画を説明するための本計画やわらか版『ゆの』の市民・市職員に

よる編集委員会での作成 
• 最終的な成果発表の場「日進環境早春催事」の開催 
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 （２）年表 
  

      2001 年度（平成 13 年度）年表 
 

    ステップ０ 準備段階   
 
 04/17 市民・職員参加の考え方を決定 
 05/11 委託業務をプロポーザル方式に決定 
 06/29 プロポーザルを実施し業者を特定 
 07/01 広報にっしんで市民ネット委員募集 
 07/06 コンサルタント第１回打合せ（以降約 100回） 
 07/15 環境基本計画説明会 
 
ステップⅠ 知り合い､参加型で環境と共働を学ぶ 
          
 08/07 第１回市民ネット（約 50人で発足） 
      以降、ステップⅠは第１４回まで 
     ・知り合う 
     ・多様な視点で環境概念を学ぶ 
     ・対立の建設的解決方法を学ぶ 
 08/28 番外アイスブレイク（全５回） 
 10/01 第１回環境まちづくり推進会議（以降適宜） 
 10/04 身近な自然調査（東小・西小協力） 
 10/22 自然環境調査開始～４季市内 19区域～ 
 10/26 第１回まち研（48人で発足） 
      以降、ステップⅠは第７回まで 
     ・まち研の役割の確認 
     ・多様な視点で環境概念を学ぶ 
     ・対立の建設的解決方法を学ぶ 
 
 01/09 第１回環境まちづくり調整会議（以降適宜） 
 01/17 こどもプロジェクト第１回打合せ 
 
ステップⅡ 市民と市職員が共働し､計画の基本を決める 
 
 01/28 市民ネット番外（市職員との共働で） 
 02/07 第１回運営を考える会（全４回） 
 02/21 第１回環境連続講座（全５回） 
 02/22 ファリシテーター講座（全２回） 
 03/03 市民ネット・まち研合同会議（初顔合せ） 
     以降、ステップⅡは、H.14.5/25まで 
     ・市民と市職員の共働の約束づくり 
     ・日進の環境課題の抽出 
     ・分科会テーマ決めと人員配置 
     ・H.14年度の活動計画づくり 
 03/17 こどもプロジェクトプレイベント 
    「にっしんのハリーポッターたちと賢者の砦」 

 ▲ 第１回市民ネット 

 ▲ 第３回まち研 

 ▲ 市民と市職員の初顔合わせでのゲーム 
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  2002 年度（平成 14 年度）年表 
 
 04/27 第 17回市民ネット（05/14第 18回） 
      まち研が再編中に２回単独開催 
 05/21 H.14年度第１回まち研 
      年度が変わって 20人に再編 
      以降、全体で３回と分科会別６回 
      単独開催し共働の意義等を確認しあう 
 
ステップⅢ 主体的分科会活動で計画の骨格をつくる 
 
 05/25 H.14年度第１回全体会（全９回） 
     共働の約束決定、分科会メンバー決定 
 05/27 第１回「ライフスタイル」分科会（全 25回） 
 05/29 第１回「コミュニティ」分科会（全 29回） 
 05/30 第１回「緑」分科会（全 28回） 
 05/31 第１回「水」分科会（全 17回） 
 06/04 第１回「遊びと学び」分科会（全 26回） 
 06/05 第１回「まち」分科会（全 26回） 
      分科会ごとに、各テーマについて 
      調査・学習、ビジョン等の検討、 
      具体的プロジェクトの提案を行う 
 05/31 第１回運営委員会（全８回） 
     分科会リーダー・サブリーダーで構成 
 06/08 第１回合同分科会（全３回） 
 06/29 こどもプロジェクトファーストステージ開始 
 07/20 第２回全体会 
     委嘱式（費用弁償 500円／回支給通知） 
     全体会計画、分科会活動計画の発表  
 08/26 こどもプロジェクトセカンドステージ開始 
 09/02 アンケート調査開始 
 09/14 第３回全体会～計画のビジョンの検討～ 
 10/06 秋の野山を遊びつくそう！イベント 
 10/19 フィリピンのまちづくり交流会（於ＡＨＩ） 
 11/10 にっしん市民まつりで環境基本計画ＰＲ 
 12/07 第６回全体会～分科会活動発表～ 
 12/23 忘年会～赤池の味噌蔵にて 
 12/25 第１回かんきょう談話会実行委員会（全３回） 
  
 01/25 第７回全体会～プログラムの検討～ 
 01/29 おおつ環境フォーラム視察交流 
 02/04 第１回かんきょう談話会（全４回） 
 03/17 環境まちづくりホットトーク実行委員会（全２回） 
 03/25 第１回環境基本計画協議会（全４回～H.15年度） 
 03/29 にっしん未来予想図で「中間報告書素案」発表 

 

 ▲ 第１回運営委員会 

 ▲ ライフスタイル分科会 

 ▲ かんきょう談話会 
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  2003 年度（平成 15 年度）年表 
 
ステップⅣ 重点プロジェクトを練り､市民が市民に説明する 
 
 04/19 H.15年度第１回全体会（全 13回） 
 05/17 第２回全体会～重点プロジェクト決定～ 
 05/26 第１回環境基本条例づくり専門委員会（全 16回） 
 05/28 第１回プロジェクト運営委員会（全 10回） 
 06/01 みどりいっぱいＰＪ始動（16回） 
 06/03 市民ネットＮＰＯ法人化ＰＪ始動（25回） 
     小学校区コミュニティＰＪ始動（13回） 
     農業公園ＰＪ始動（19回） 
     親水基準ＰＪ始動（６回） 
 06/04  にっしんのんびり村ＰＪ始動（23回） 
        環境情報ＰＪ始動（15回） 
     東部丘陵自然公園ＰＪ始動（15回） 
 06/06 エコ生活ＰＪ始動（16回） 
 06/07 おまかせ！エコ共育ＰＪ始動（12回） 
 06/09 エコカーＰＪ始動（７回） 
 06/10 みんなにやさしい交通ＰＪ始動（８回） 
     セントラルパークＰＪ始動（９回） 
 06/11 源流域元気ＰＪ始動（14回） 
 06/13 細街路のまちなみＰＪ始動（11回） 
      以降、調査・研究、実践活動等を通じて、 
      重点プロジェクトの事業計画を立案 
 06/18 第４回全体会～市民ネット新規参加者 20人～ 
     「にっしんら～ぶっ」創刊号発刊（全 10号） 
 06/24 第１回環境寄合実行委員会（全 12回） 
 08/13 広報委員会始動（８回） 
 08/29 環境寄合西地区開催（全４回） 
 09/14 こどもプロジェクト新企画スタート（３カ年計画） 
 09/20 第７回全体会～環境指標・数値目標検討開始～ 
 10/04 天白川の河川敷で遊ぼう！イベント 
 11/29 第９回全体会～中間報告書素案の見直し～ 
     ＮＰＯ法人にっしん市民環境ネット設立総会 
 12/07 愛知学院大学生主催カラーパレット 2003に参加 
 12/09 テーマ別関係課との意見交換会（全６回） 
 12/13 忘年会～赤池の味噌蔵にて 
 12/20 第 10回全体会～計画の最終構成の検討～ 
 12/28 第１回日進環境早春催事実行委員会（全５回） 
 12/28 第１回「ゆの」編集委員会（全 11回） 
 
 01/17 第 11回全体会～計画案の重点プロジェクトの検討～         
 01/29 多治見市視察 
 02/14 第 12回全体会～計画案の最終提案～ 
 02/29 日進環境早春催事で成果発表、「ゆの」配布 
 03/20 第 13回全体会～３年間の修了～ 

 ▲ 環境寄合 

 ▲ 環境基本計画やわらか版「ゆの」 
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