市の木花鳥魚、市民憲章、市民の歌の制定に向けた
市と協働による取り組みの経過報告

１ 市の木・花・鳥・魚について
自然の豊かさと大切さを認識し、心豊かで潤い
のある生活が営めるよう、また、市のシンボルと

これまでの経過
７月 18 日 まちづくり委員会運営委員会

して愛着を抱きながら自然の恵みと大切さを共有

市の木・花・鳥・魚の制定に向け、市と魚沼市まちづくり

するための、
「市の木・花・鳥・魚」を制定するた

委員会との協働で取り組みを進めることについて合意。近
隣市町村の事例確認、検討の進め方を相談。

め、市と協働で取り組みを進めてきました。

８月７日

まちづくり委員会運営委員会

市民意見の募集方法や応募用紙について検討。

平成 20 年８月に市報や市のホームページで「市

８月 10 日～８月 31 日 市の木・花・鳥・魚の候補募集

の木・花・鳥・魚の候補」を募集しました。応募

応募用紙を市報に折り込み、市のホームページに掲載を行

のあった候補をもとに、これまで２回にわたる「魚

い、市民の意見を募集。応募は延べ 241 件。
９月３日

まちづくり委員会運営委員会

沼市まちづくり委員会」で市民参加のもと、木・

市の木花鳥魚の応募結果を確認し、第１回まちづくり委員

花・鳥・魚の候補の絞り込みや市の木・花・鳥・

会の運営方法を相談。

魚をどのように活用するか検討を行ってきました。 ９月６日 第１回魚沼市まちづくり委員会
絞り込んだ候補により 12 月に市報うおぬまにチ
ラシを折り込み、各世帯にアンケート調査を実施
し、8,716 件の貴重なご意見を頂戴しました。

72 人の市民から参加を得てどんな木・花・鳥・魚が魚沼市
にふさわしいか検討。
９月 19 日 まちづくり委員会運営委員会
第１回まちづくり委員会の意見を確認しました。

このアンケート調査により、木は「こぶし」が、
花は「かたくり」が、鳥には「ウグイス」が、魚
は「鮎」が多数という市民の声をまとめました。
最終的には、この調査をもとに平成 21 年４月に市

10 月９日

まちづくり委員会運営委員会

市の木・花・鳥・魚の選定方法について検討
11 月 14 日 まちづくり委員会運営委員会
地域の自然に詳しい方を講師に招き、勉強会を開催。
12 月４日

まちづくり委員会運営委員会

の木・市の花・市の鳥・市の魚が制定される予定

公募のあった候補を絞り込み、アンケート調査の実施につ

です。

いて検討。
12 月 21 日 第２回魚沼市まちづくり委員会

[市民アンケート調査の結果]

76 人の市民から参加を得て、市の木・花・鳥・魚の周知、

配布枚数 13,920 枚／回収枚数 8,716 枚

利活用の方法について検討。

回収率 62.6％

12 月 25 日～１月下旬 アンケート調査の実施
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アンケートの集約方法を相談。
２月 12 日 まちづくり委員会運営委員会市の木花鳥魚部会
アンケートの集約結果を分析。第３回まちづくり委員会で
の活動報告の検討
２月 16 日 まちづくり委員会運営委員会
第３回まちづくり委員会での活動報告の検討
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２ 市民憲章について
まちの将来像やまちづくりの指針を示し、市民
の心の支えとなるような「市民憲章」を制定する
ため、市と協働で取り組みを進めてきました。

これまでの経過
７月 18 日 まちづくり委員会運営委員会
市民憲章の制定に向けて、市と魚沼市まちづくり委員会と
の協働で取り組みを進めることについて合意。制定の趣旨、
他市の事例の確認や今後の検討の進め方を相談。

平成 20 年８月には「市民憲章に含めたい言葉、 ８月７日 まちづくり委員会運営委員会
ふさわしい言葉」を募集し、応募のあった言葉な
どをもとに、これまで２回にわたる「魚沼市まち
づくり委員会」で市民参加のもと、どんな市民憲

市民憲章にふさわしい言葉、含めたい言葉を広く募集する
こととして、その募集の方法や応募用紙を確認。
８月 10 日～８月 31 日 市民憲章にふさわしい言葉、含
めたい言葉の募集（広報）

章が良いか、市民憲章をどのように活用するか検

応募用紙を市報に折り込み、あわせて市のホームページに

討を行ってきました。

掲載を行い、市民憲章にふさわしい言葉、含めたい言葉を

また、平成 21 年１月に市が設置した「市民憲章
制定委員会」において、まちづくり委員会も事務
局の一端を担い、これまで検討が重ねられてきま
した。今後、2 月 20 日までに頂戴した市民の意見
を考慮して検討を深め、成案を作成して市長に報
告される予定で、最終的には、平成 21 年４月に市
民憲章が制定される予定です。

募集。応募は 40 件。
９月３日

認し、第１回魚沼市まちづくり委員会の運営方法を相談。
９月６日

施される市制施行５周年記念式典での披露が予定さ
れています。

第１回魚沼市まちづくり委員会

72 人の市民から参加を得て、どんな市民憲章が良いか検討。
９月 19 日 まちづくり委員会運営委員会
第 1 回魚沼市まちづくり委員会の意見を取りまとめ、確認。
意見応募者への記念品、抽選方法を検討。
10 月９日

なお、制定された市民憲章は、平成 21 年度に実

まちづくり委員会運営委員会

市民憲章にふさわしい言葉、含めたい言葉の応募結果を確

まちづくり委員会運営委員会

意見応募者から 20 名の記念品当選者を抽選。市民憲章の専
門家を招く勉強会の開催を検討。
11 月 14 日 まちづくり委員会運営委員会
「日本の市民憲章」著者、三輪真之氏を招いて、市民憲章
の勉強会を開催。
12 月４日

まちづくり委員会運営委員会

第２回魚沼市まちづくり委員会の開催について検討。市民
憲章制定委員会の設置について検討。
12 月 21 日 第２回魚沼市まちづくり委員会
76 人の市民から参加を得て、市民憲章の周知、利活用の方
法について検討。
１月 15 日 まちづくり委員会運営委員会
第３回魚沼市まちづくり委員会の開催について検討。市民
憲章制定委員会の委員人選、スケジュールを検討。
１月 20 日 第１回市民憲章制定委員会
スケジュールの検討、まちづくり委員会の素案を検討。
２月４日

第２回市民憲章制定委員会

市民憲章を検討し、案を作成。
２月 10 日～20 日

市民意見の募集

作成した市民憲章案を市報に折り込みし、意見を募集。
２月 16 日 まちづくり委員会運営委員会
第３回まちづくり委員会での活動報告の検討

３ 市民の歌について
まちに対する愛情を育み、市民の一体感を醸成
するために、広く市民に親しまれる「市民の歌」

これまでの経過
７月 18 日 まちづくり委員会運営委員会

を制定するため、市と協働で取り組みを進めてき

市民の歌の制定に向けて、市と魚沼市まちづくり委員会と

ました。

の協働で取り組みを進めることについて合意。制定の趣旨、
他市の事例の確認や今後の検討の進め方を相談。

平成 20 年８月 10 日から９月 30 日にかけて、市
報や市のホームページで市民の歌の歌詞を募集し、
県内外の 46 人から 59 編の作品の応募をいただき
ました。この作品を選考するために 12 月に市が設
置した「市民の歌歌詞選考委員会」において、ま
ちづくり委員会も事務局の一端を担いました。選
考では、市民から愛される内容であるか、魚沼市
をアピールできるか、魚沼に対する想いを感じる
か、などの基準により選考が行われました。３回
の委員会開催を経て、応募作品の中から最優秀作
品１点と優秀作品２点が選考されました。

８月７日

まちづくり委員会運営委員会

歌詞を広く募集することとして、その募集の方法や応募用
紙について確認。
８月 10 日～９月 30 日 市民の歌の歌詞の募集
応募用紙を市報に折り込み、また、市のホームページに掲
載し、市民の歌の歌詞を募集しました。応募は県内外 46 人
から 59 作品。
９月３日

まちづくり委員会運営委員会

第１回魚沼市まちづくり委員会の運営方法を相談。
９月６日

第１回魚沼市まちづくり委員会

72 人の市民から参加を得て、どんな市民の歌が良いか検討。
９月 19 日 まちづくり委員会運営委員会
第 1 回魚沼市まちづくり委員会の意見の確認。
10 月９日

まちづくり委員会運営委員会

市民の歌歌詞選考委員会の設置について検討。
11 月 14 日 まちづくり委員会運営委員会
市民の歌歌詞選考委員会の設置について検討。
12 月４日

まちづくり委員会運営委員会

第２回魚沼市まちづくり委員会の進め方について検討。ま
た、市民の歌選考委員会の開催について検討。
12 月８日

第１回市民の歌歌詞選考委員会

第１回市民の歌歌詞選考委員会を開催し、選考の方法を相
談、決定。また、第１次選考を実施。
12 月 21 日

第 2 回魚沼市まちづくり委員会

76 人の市民から参加を得て、市民の歌の周知、利活用の方
法について検討。
12 月 27 日 第２回市民の歌歌詞選考委員会
第２回市民の歌歌詞選考委員会を開催し、２次選考を実施。

現在、作詞家で魚沼特使の喜多條忠さんに補作詞
を、ジャズピアニストで同じく魚沼特使の森下滋さ
んに作曲をお願いし、制作にあたっていただいてい
ます。最終的には、平成 21 年４月に市民の歌が制

定される予定です。

１月８日

第３回市民の歌歌詞選考委員会

第３回市民の歌歌詞選考委員会を開催し、３次選考、最終
選考を実施。最優秀作品１点と優秀作品２点を選考。
１月 15 日 まちづくり委員会運営委員会
最優秀作品、優秀作品の応募者の表彰の時期や方法を検討。
２月９日

まちづくり委員会運営委員会市民の歌部会

第３回まちづくり委員会での報告の内容を検討。

なお、完成した市民の歌は、平成 21 年度に予定し
ている市制施行５周年記念式典での披露が予定され
ています。

２月 16 日 まちづくり委員会運営委員会
第３回まちづくり委員会での活動報告の検討

