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協働によるまちづくり推進計画 進捗状況一覧表 

 

１ めざすまちに向かって 

前文 

第１章  ～第１条、第２条～ 

第２章  ～第３条～ 

 ○主旨 

・条例の理念を共有するために、市職員と市民、すべての人に対する普及啓発に取り組みます。 

・中期的には「つながり」を育むための取組を継続して行い、「暮らしやすい豊かな地域社会」の実現

をめざします。 

 （進捗状況と今後に向けて） 

・条例・協働の理念共有については、これまでに引き続き、機会をとらえて普及啓発に取り組んでいま

す。市職員については、協働により施策を進めることの必要性は広く伝わってきました。ただし、一緒に

取り組むことが目的ではなく、お互いを理解し信頼関係を築くこと、自主性を尊重し協力することなど、

正しい理解を浸透させることが課題であるため、今後も継続して啓発を行います。 

・「つながり」を育むことの大切さも認識が広がりつつあり、出会いや交流の場が各所に設けられていま

す。その「つながり」が有機的に機能する働きかけも始めました。今後も継続して働きかけを行います。 

 【「計画期間中の取組」と進捗】 

  出前トーク、市職員への説明

などによる、条例の理解と協

働の理念の浸透に向けた啓

発（協働推進事業） 

・協働事例集、条例パンフレットなどを活用し、新規採用職員

研修やインターンシップ実習生へのオリエンテーションなどに

おいて、事例を交えながら協働に関する普及啓発を行ってい

る。しかし、日頃から協働を意識するような啓発活動ができてい

ない。 

・市職員研修では、市民と信頼関係を築き、お互いの自主性を

尊重し協力してまちづくりを進めていくうえで必要な「対話」の

意義や重要性と日常業務において実践するための手法を普及

した。 

・市職員アンケートを実施し、現状を分析して今後の取組を検

討するとともに啓発活動に取り組む。 

 

  廿日市市内における市民と行

政が連携・協力した取組をま

とめた協働事例集の作成（協

働推進事業） 

・協働事例集を毎年改定している。今年度は、地道な市民主

体の活動に視点を置き、３事例を追加する。 

・協働事例の選定における事例推薦について部署に偏りがあ

り、協働事業に対する各部署の認識を高める工夫が必要であ

る。 

 

  市民フォーラムや講座の開

催、市広報紙などによる、理

念の浸透に向けた啓発（人権

啓発推進事業、男女共同参

画推進事業） 

・男女共同参画については、７月にワークライフバランスをテー

マとして市民フォーラムを開催し、約７００人の参加があった。２

月には、メンタルヘルスや認知行動療法をテーマとした講座を

実施する。 

・１０月には、男女共同参画講演会を開催し、市の管理職、商

工会議所及び商工会の青年部を中心に１００人が参加した。な

お、この講演会で市長がイクボス宣言を行った。 

・男女の出会いの場づくり事業を２回実施した。６月には約４０

人が参加し７組のカップルが誕生した。９月には、４０人が参加

し６組のカップルが誕生した。 

資 料 ４ 

協働によるまちづくり審議会 

平成２７年１２月１５日 

第１回会議 資料○ 
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・自立・男女共同・キャリア教育などの視点で、佐伯高校全校

生徒・教員を対象に講座を実施した。 

・住民自治組織等への第２次男女共同参画プランの説明を実

施した。 

・市民センターとの連携事業として、串戸市民センターで、職員

と協議を重ね、地域で開催するにふさわしいテーマでのセミナ

ーを開催した(防災・掃除)のをはじめ、１１館の市民センターで

プランにかかわる講座を実施している。 

・家庭や地域での介護をテーマに、地域包括支援センターと

連携をし、平成２８年１月に研修会を開催する予定。 

・そのほか、１１/１８に「男女共同参画基礎講座」を開催するな

ど、様々な機会を捉え、男女共同参画について啓発する機会

を設定している。 

・保育士へ男女共同参画について理解を深める研修等の実施

を引き続き検討している。 

・ワーク・ライフ・バランスに関する記事を広報６月号に掲載し、

啓発に取り組んだ。また、リーフレットも作成したので、市内企

業や市民に対し、セミナーなどにより啓発していく。 

・人権については、人権教育・人権啓発活動を効果的に推進

するため、９月に「人権推進事業計画」を策定し、各種事業を

実施している。 

・戦後７０周年記念事業の一環として、人権フェスタ「被爆ピアノ

コンサート」を１２月に開催する。人権に関する特集記事を広報

１２月号に掲載し啓発に取り組む。 

・ヒューマンシアターは、戦争と平和をテーマに１１月に映画会

を２回開催した。 

・８月の人権強調月間では、人権擁護委員や人権啓発推進協

議会連合会、各地区人権啓発推進協議会、人権問題啓発活

動推進者の会と共に市内作業所作成の啓発品を配布しながら

街頭啓発活動を行った。 
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第２章 ～第４条、第５条～ 

 ○主旨 

・条例第４条に掲げる「市民の役割」を果たすことができるようにすることも含め、市の職員として環境

整備に取り組みます。 

・市も協働の担い手の一員としてふさわしい機関となるよう、組織運営を改善すること、職員一人一人

が新しい公共の概念を理解し、仕事の進め方を見直すことなど、協働によるまちづくりに取り組む素

地を整えます。 

・その上で、中・長期的に協働の実践と検証・評価を繰り返し、まちづくりの状況に合わせて、市の責

務を果たします。 

 （進捗状況と今後に向けて） 

・全部局において、「協働」は必須の取組と認識されつつあります。自らの仕事の中でどう市民とかかわ

っていくか、市民や地域の現状はどうか、市民の行うまちづくり活動に対し市がどんな環境整備をすべ

きかなどを、考えながら事業に取り組む姿勢が、広がりつつあります。しかし、市民との対話力を高める

ことや、一つ一つの取組を検証し反省しながら、改善していくこと、理念の正しい普及が課題です。 

・協働による取組が市役所のスタンダード（標準）となるよう、引き続き啓発を着実に進めるとともに、事

業の実践・検証・評価を繰り返し、協働によるまちづくりに取り組む素地を強化していきます。新規採用

時や採用３年目といった、若くて柔軟な世代を育成し、全体意識の底上げに継続して取り組んでいきま

す。 

 【「計画期間中の取組」と進捗】 

  地域連携会議の開催や庁内

ネットワークによる地域づくり

情報や課題の共有の仕組み

の構築 

・各支所や地域づくりの関係部署で、地域連携会議を毎月開

催し、情報共有を図っている。今年度は、「第２期地域福祉計

画」の策定に合わせて各支所の福祉担当部署や市社会福祉

協議会も参加し、実践を見据えた地域の課題の共有や解決策

について話し合っている。 

 

  サービスの安定化や時間短

縮などをめざした民間委託に

よる窓口対応（戸籍住民基本

台帳一般事業） 

・繁忙期、閑散期にはスタッフの増減を行い、民間ならではの

柔軟な対応を行っている。市職員は、権限が国からの通知に

限定されている業務や、職員にしかできない複雑化、高度化

する非定型な行政対応に専念している。５月に窓口対応につ

いてアンケートを実施した。３６２件中３００件以上（８５％以上）

が、満足・やや満足という評価だった。 

 

  自主防災活動の充実に向け

た地域防災相談員による助

言、啓発や、地域防災力の向

上に向けた地域自主防災会

と市の連携による講座や行事

の開催（自主防災活動推進

事業） 

・防災相談員を配置し、自主防災組織や市民からの防災に関

する相談に対してのアドバイスや、市民の防災意識の啓発のた

め、地域コミュニティの事業や高齢者サロン等において、出前ト

ークを行っている。昨年度の開催数は、９月末現在で１９回８６

５人であったが、今年度は、１１回６７０人と下回っている。これ

は、各地域で工夫した自主防災活動が自主的に行われている

ものと考えている。 

・自主防災組織の組織率（世帯数ベース）は、昨年度と変わら

ず９９．１％（大野１１区と吉和以外）である。 

・昨年度に引き続き、四季が丘地区では、地域の恒例行事に

防災の視点を加えた「チャレンジ防災ｉｎ四季が丘」を自主防災

組織と連携して実施している。 
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  地域支援員による過疎・中山

間地域等の生活支援（コミュ

ニティ一般事業） 

・地域支援員は、吉和地域に１人、佐伯地域に３人配置してい

る。月に１回、１０月からは佐伯支所に配置された定住推進員も

加え佐伯・吉和支所、地域政策課、シティプロモーション室の

職員で情報を共有し業務を進めるための「地域支援員連絡会

議」を行っている。 

・地域支援員の活動の情報発信として今年度の春から地域支

援員だよりを５,０００部作成し、市民センターや図書館などに設

置。年４回発行し、市のホームページでも紹介している。 

 

ＮＰＯ活動への融資（労働者

福祉貸付金） 

・市民活動センターの助成金情報コーナーで、この融資制度

について情報提供しているが、現在まで活用の実績はない。 

 

道路、公園、河川、広場など

の公共施設アダプト制度の運

用ほか地元による維持管理の

支援（道路維持管理事業、公

園維持管理事業、河川維持

管理事業） 

・アダプト認定団体は、佐伯地域の２団体が加わり２７団体。 

パブリックコメント制度による

市政への市民参画（広報広

聴事業） 

・年度当初と１０月に、パブリックコメント制度について各部署・

職員に周知した。市民と市の双方向コミュニケーションが確保

し、施策の意思決定過程における市民参加の一つの手法とし

て活用されるよう、担当課への声かけをしている。 

・今年度１０月現在、実績はないが、１月から２月にかけて、平

成２８年３月策定予定の「第２期地域福祉計画」についてパブリ

ックコメント制度を活用した市民意見の聴取を予定している。 
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２ 特性を生かしたまちづくり 

第４章第１節 ～第７条～ 

 ○主旨 

・地区、地域、市域全体で、また、市民、まちづくり活動団体、市が連携し協力してまちづくりを進める

ために、拠点となる施設の整備を行うとともに、人や情報をつなげるといったコーディネート機能を充

実します。 

・中期的には、拠点を中心とした交流・連携の場づくりにも取り組みます。 

 （進捗状況と今後に向けて） 

・拠点施設整備や既存施設の管理運営方法、集約、複合化などについて、引き続き地域の特性や市

民との対話を大切にしながら、取組を進めています。 

・引き続き拠点施設において、市民、まちづくり活動団体、ＮＰＯ法人、企業、大学等の交流の場づくり

を進めます。 

・対話のプロセスが、人や情報がつながるといったコーディネート機能に発展し、拠点施設の持つ機能

が発揮できるよう、意識しながら取組を継続します。 

 【「計画期間中の取組」と進捗】 

  市民活動や防災の拠点とし

て、多様で総合的な機能を発

揮できる大野支所建替工事

に係る基本・実施設計（大野

支所複合施設整備事業） 

・現在、基本設計に取り組んでおり、支所庁舎機能とともに、市

民活動の拠点となるスペースを整備することとしている。また、

市民活動拠点スペースについては、災害時における指定緊急

避難場所として活用するよう計画している。 

 

  市民センター整備に係る基本

調査の実施（生涯学習施設

整備事業） 

・（仮称）大野東部市民センター整備検討会（地域との話し合い

の場）を全 4回実施した。 

  拠点施設の設備充実に向け

た中央市民センターの建替

工事、平良市民センターの耐

震補強に向けた実施設計（生

涯学習施設整備事業） 

・中央市民センターは、平成２８年４月のオープンに向けて工

事は順調に進んでおり、当初の計画どおり４月の落成予定であ

る。 

・平良市民センターの耐震補強・リニューアル工事実施設計業

務は順調に進んでいる。 

 

  地域自治に関する実態調査

を基に、各地区住民との対話

による地域自治組織のあり方

や支援方策の検討（協働のま

ちづくり事業） 

・平成２６年度から使途の自由度を高めた地域提案型協働事

業助成金としたが、より活用しやすい交付金制度となるよう研究

する。 

  地域の実情に応じた集会所

の管理運営（集会所管理運

営事業） 

・地元地域へ行政財産の使用を許可することにより、地域の特

性や実情に合った集会所の管理運営を行った。 

  佐方市民センター、串戸市民

センターの地域運営など、各

市民センターが「生涯学習の

拠点」、「まちづくりの拠点」と

なるよう拠点施設の機能発揮

に向けた施設の管理運営(公

民館管理運営事業) 

・地域自治を推進し、つながりを大切にした暮らしやすい豊か

な地域社会を実現するため、平成２７年３月に廿日市市公民館

条例を廿日市市市民センター条例に改正した。 

・佐方市民センターは、地域運営である指定管理者による運営

を更新し、平成２７年度以降も地域による運営となっている。 

・平成２７年４月から串戸市民センターが新たに地域による運

営となった。 
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  市民センターの市民参画によ

る企画運営（公民館活動一般

事業） 

・引き続いて市民センター企画運営委員や地域自治組織など

と企画段階から連携しながら事業を実施している。 

  公益活動を行うさまざまな団

体がつながるためのネットワ

ークの構築（市民活動センタ

ー管理運営事業） 

・子育てを切り口としたまちづくりという観点から、「地域みんな

で支えあう子育てのまちづくり」をテーマとしてまちづくり交流会

を開催した。 

・子育て中の者、子育てを支援している者、子育てに興味のあ

る者など４７人の参加があり、それぞれのつながりを図った。 

 

  地域における避難行動要支

援者の避難時の支援体制づ

くり（社会福祉一般事業） 

避難行動要支援者名簿（以下「名簿」という。）に係る登録同意

書を対象者に配布し、同意があった者について掲載した名簿

を作成した。 

・名簿を提供する避難支援団体についてもほぼ確定し、各地

区における避難支援者の選出と要支援者のマッチングに向け

て、制度周知、制度理解に取り組んでいる。 

 

  廿日市市五師士会と連携した

地域における医療・福祉・介

護のネットワークの推進（地域

ケアネットワーク推進事業） 

「ちょっとひと息 医療とふくしの相談室」では、今年度から地区

を広げて、全２０回を全て異なる会場で開催している。特に、佐

伯地域は今年度初めて開催した。 

・地域から開催を要望されることが増え、利用者も少しずつ増

えており、健康づくりに対する意識が醸成してきている。 

・来年度以降も継続することとしており、市民の意見も取り入れ

ながら、対象地区を広げていきたい。 
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第４章第１節 ～第８条～ 

 ○主旨 

・地区、地域のニーズなど実情や目的に合わせ、より多くの市民が知り合い、対等な話し合い

ができるような円卓会議の開催に向け、参加の呼びかけや場の提供に取り組むとともに、テー

マに関係する担当部署職員の参加にも取り組みます。 

・中期的には、地域の課題解決に向けた話し合いの場として円卓会議が定着し、地域における

協働のシステムのひとつとして確立することをめざします 。 

 （進捗状況と今後に向けて） 

・市民参画によるワークショップ方式を用いた話し合いの場は、地域づくりやまちづくり担当部署以外の

取組においても定着しつつありますが、多くの市民が広く目的を共有し、対等に話し合い、振り返りを行

い確認しながら進めていくことが大切です。 

・地域課題の解決に向けた話し合いの場である「円卓会議」としての定着までには至っていません。引き

続き、まちづくりの拠点である支所・市民センターが、地区・地域のニーズに応じて円卓会議の企画や参

加の呼びかけ、運営支援できるよう促していきます。 

 【「計画期間中の取組」と進捗】 

  各地区で開催する「円卓会議」

の市行政の参画促進及び運

営支援、地域提案型協働事業

助成金制度及び地域力向上

事業助成金制度の運用（協働

のまちづくり事業） 

・地御前地区では、地域（地御前地区自治会町連事業部）と市

民センターの共催により支え合いの地域づくりをテーマにした

円卓会議を全５回開催した。関係部署や市社会福祉協議会も

参加し、話し合いの進行補助を行うなど運営支援にかかわっ

た。  

・地域力向上事業助成金制度については、地域課題の解決を

見据え、対象事業を指定した募集など制度改正を検討した

い。 

  円卓会議の定着化に向け、ま

ちづくり活動団体を対象とした

情報交換会の開催（協働推進

事業） 

・情報交換会（自慢大会）の後半は、平成２８年２月か３月に開

催予定。日程、講師、テーマ等は未定である。 

  市民参画によるワークショップ、「円卓会議」の推進 

   ・廿日市地区、平良地

区、宮内地区、串戸地

区におけるハザードマッ

プの作成（防犯一般事

業） 

・広島県による土砂災害警戒区域等の指定が遅れているた

め、今年度は串戸地区のみ実施する。 

・ワークショップは、今年度３回開催予定としていたが、区域指

定の兼ね合いからハザードマップ作成地区の決定に時間を要

し、着手時期が秋以降となったため、今年度は２回の開催とす

る。今年度、ハザードマップを作成できなかった地区について

は、区域指定の動向を踏まえながら、来年度以降、取り組んで

いく。 

・この事業は、地域政策課との共催で、建設部（建設総務課、

維持管理課）、広島県も参加する。 
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３ 情報発信による信頼関係づくり 

第４章第２節 ～第９条～ 

 ○主旨 

・協働のまちづくりにかかわる行政情報を発信しながら、市民と市が理解し合うために双方向の情報

伝達手段について研究し導入したり、相手に受け取ってもらいやすい表現や手段で情報を発信する

ことに取り組みます。 

・中期的には、市民ニーズを的確に把握し、市の施策に反映していくよう努めます。 

 （進捗状況と今後に向けて） 

・各種媒体の強みを生かし、情報発信に取り組んでいます。 

・情報発信にあたっては、情報の受け手が受け取りやすい方法と理解しやすい表現で伝えたり、出前ト

ークや円卓会議などお互いの理解を深める場の設定をすることが必要です。 

・さらには、まちづくり活動に取り組む市民、まちづくり活動団体等が自身の活動を発信する支援も引き

続き取り組みます。 

 【「計画期間中の取組」と進捗】 

  広報紙、コミュニティ FM、イン

ターネット、SNS など各種の情

報発信ツールの効果的利用

（広報広聴事業） 

・ＦＭはつかいちで４月から「きらり☆はつかいち」を放送してい

る。広報紙の情報を補完する媒体として、利用している。 

・市フェイスブック いいね！１,５０２件（１０/１現在 第９回審議

会（５/２０）開催時から１７９件増加） 

 

  市ホームページのリニューア

ルに向けた準備（広報広聴事

業） 

・情報発信の迅速化をめざし、これまでは広報担当課で行って

いたページの更新作業を、リニューアル後は各課で行うことが

できるシステムに変更する。 

・スマートフォンにも対応したページも作成する。 

 

  市民センターのホームページ

や市民センターだより、または

防災行政無線、はつかいちし

安全・安心メール配信サービ

スや子育て支援サイトなどを

活用した、地区や分野に密着

したタイムリーな情報の発信

（公民館管理運営事業 防災

情報システム管理事業 児童

福祉一般事業） 

・市民センターだよりについて、センター主催事業のお知らせ

だけでなく、センターのクラブ団体や地域で活躍している人の

紹介や、地域の活動のようすも掲載しているところもあり、地域

に密着した情報発信に努めている。 

・はつかいちし安全・安心メール配信サービス 登録者数２,０２

４件（１１/２７現在 第９回審議会（５/２０）開催時から２6９人増

加） 

・子育てサイトについて、今後もさまざまなお役立ち情報を発信

していくため、関係機関に情報発信を促している。また、母子

推進員による訪問時にメルマガ登録を呼びかけるなど、利用者

数増加に取り組んでいる。 

 

  市民活動センターの情報収

集・提供機能を生かした、団

体活動情報や助成金情報な

どの発信（市民活動センター

管理運営事業） 

・平成２７年３月から、市民活動ネットワーク登録団体へ、毎月１

回メールマガジンを発信し、直近の助成金情報やイベント情報

をお知らせしている。 

 

  フェイスブックにおける「はつ

かいち市民リポーター制度」

や、広報紙における「市民の

ページ」の運用（広報広聴事

業 協働推進事業） 

・「はつかいち市民リポーター制度」について、リポーター登録

者数は１０人（１０/１現在 第９回審議会（５/２０）開催時から２

人増加）である。登録者数の伸び悩みが課題である。 

・「市民のページ」について、今年度は広報９月号に第３回目を

掲載した。ページづくりをきっかけに編集メンバー同士の情報
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共有や、新しい人・団体とのつながりが芽生えている。次回は

広報３月号に掲載予定である。 
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 ４ 人づくり 

第４章第３節  ～第１０条～ 

 ○主旨 

・まちづくりへの関心や理解を深める場、知識、技能の発揮の場づくりに取り組み、まちづく

りにかかわる人財を育成します。 

・中期的には、こうして確保した人財が、自分の暮らすまちやまちづくりの拠点施設で活動す

ることにより、円卓会議などを通じて地域の課題解決につなげていきます。 

 （進捗状況と今後に向けて） 

・まちづくりへの関心、理解を深める場や、さまざまな分野の知識を学ぶ機会を提供するとともに、学ん

だ人同士がつながり、自主的な活動につながっている取組も見られます。 

・今後は、こうした人材が円卓会議などに参加し、地域とつながりながら、より活躍の場を広げていける

よう、引き続きつながる機会づくりに取り組みます。 

 

 【「計画期間中の取組」と進捗】 

  地域課題の解決につながる

主催事業の実施（公民館活

動一般事業） 

・市民センター主催で各事業を実施している。 

・四季が丘市民センターでは、９/１２に「チャレンジ防災 in四季

が丘」の一環として、四季が丘中学校の生徒と、各町内会役員

を対象に防災講演会と交流会を四季が丘中学校体育館で実

施した。 

 

  ゲートキーパーの裾野拡大

や、健康づくり応援団の養成

など、身近な人や地域で支え

合う、市民の主体的な福祉活

動の支援（健康増進事業 一

次予防事業） 

・ゲートキーパーの裾野拡大について、１２月に若年層を対象

に、いじめ対策に関する講演会を開催する予定。おおむね３０

歳までの若者とその周囲にいる人を対象、支える側と悩んでい

る側どちらもが聴ける内容を検討している。講演会の周知では

民生委員や商工会関係者、保健所などに協力してもらってい

る。 

・健康づくり応援団は、昨年度に引き続き交流会を開催し、市

からの情報提供や、介護予防の知識の習得・修了者の交流を

図っている。 

・講座受講者が、各地のサロンに出向いて活動をはじめ、応援

団が地域で知られるようになり、自主的にサロンを立ち上げて

活動している受講者もいる。場所の提供や、回覧板での周知

など、地域の協力も得ながら活動している。 

 

  地域住民が持つ知識、技能

などを生かして学校教育を支

援する場づくり（学校支援地

域本部事業） 

・現在１２本部が立ち上がっており、全ての小中学校への設置

をめざし、今年度は新たに２つの本部の設置に向けて調整中。 

・１１/１９には、大野学園にて「学校支援地域本部事業参観・交

流会」を開催し、学習支援活動を他の本部関係者に見学して

もらうとともに、相互の取組について交流を行った。 

 

  男女共同参画社会の形成を

推進するための人材育成助

成金による人づくり（男女共同

参画推進事業） 

・現在、１人が助成金の活用を申請中。 

・今年度は、過去に助成金を活用した研修参加者に対し、アン

ケートを実施し、現在の活動内容や今後取り組みたいことなど

を調査する予定。 

・助成金を活用した研修参加者に、市の生涯学習人材バンク

に登録してもらい、研修後の活動の場につなげた。 
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  生活・介護支援サポーターの

ボランティアグループなどの

活動支援（一次予防事業） 

・これまで実施した講座の修了生がボランティアグループとして

活動できるよう支援している。 

・今年度は、修了生のフォローアップを兼ね、地域で高齢者の

生活を支えるシステムを構築することを目的に、「生活・介護支

援サポーターフォローアップ研修」を実施予定。 
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第４章第３節  ～第１１条～ 

 ○主旨 

・子どもや若者にまちへの愛着が芽生えるような環境づくりに取り組み、「はつかいちが好き！」

な子どもや若者の増加を推進します。 

 （進捗状況と今後に向けて） 

・子どもや若者が、地域資源や地域に暮らす人たちと触れ合うことができる環境づくりが、少しずつです

が進んでいます。今後は、特に中学生からおおむね３０歳未満の若い世代が、まちへの愛着が芽生え

るような取り組みをさらに進めていく必要があります。 

 【「計画期間中の取組」と進捗】 

  市長との対話を通じて、中学

生の意見・提案を新しいまち

づくりに反映することを目的と

した「中学生と市長のふれあ

いトーク」の実施（広報広聴事

業） 

・８/２９に中学生と市長のふれあいトークを実施した。 

・市内１１校の中学生が、「もし私が市長だったら」をテーマに、

観光やごみ問題、過疎などに対し提案を行い、市長から市の

事業や考え方を話した。 

 

  地域の大人たちの参加・協力

による青少年対象の主催事

業の実施（公民館活動一般

事業） 

・市民センター主催で各事業を実施している。 

・夏休みには各市民センターで、「夏休み工作教室」を実施し、

子どもが地元のボランティアや市民センタークラブの方と交流

しながら、作品づくりを行った。 

 

  若い世代、特に中学生からお

おむね 30 歳未満までを対象

とした主催事業の実施（公民

館活動一般事業） 

・若い世代を対象とした主催事業については、これを意識しな

がらの事業実施はできていない。 

・小学生を対象とした事業に中高生をスタッフとして活用するな

どの工夫はしている。 

 

  学校・家庭・地域が一体とな

って地域ぐるみで子どもを育

てる体制づくりの推進（学校

支援地域本部事業） 

・本部立ち上げにあたっては、ボランティアの募集や日程の周

知、学校と地域のコーディネートなど、市民センターや地区コミ

ュニティと協力・連携しながら地域に合わせた体制づくりを進め

ている。 
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第４章第３節  ～第１２条～ 

 ○主旨 

・活動を通じた育成とともに、まちづくりにおいて、主体性や調整力をもつ人財の育成や、ス

キルアップの場づくりに取り組みます。 

・中期的には、こうした取組からまちづくり活動に率先して取り組み、人と人とをつなぎ、ま

とめることのできるリーダー的な役割を担う人を増やしながら、まちづくりの担い手として活

躍できる場づくりを進めます。 

 （進捗状況と今後に向けて） 

・特定の分野においては、まちづくり活動に率先して取り組むリーダーとなりうる人材へと育成するた

め、スキルアップの場づくりが進み、リーダーを中心とした新たな活動団体ができています。 

・今後は、そうした取組をさまざまな分野において進め、リーダーとしての役割を担う人を増やすととも

に、まちづくりの担い手として活躍できる場づくりを進めていきます。 

 【「計画期間中の取組」と進捗】 

  自主防災活動を推進していく

ための防災士の養成（自主防

災活動推進事業） 

・地域の防災リーダー（防災士資格取得者もしくは防災リーダ

ー養成講座の受講者）が各地区に２人以上になることを目標と

している。現在までに、４１人の地域の防災リーダーを育成して

おり、今年度は３人が防災士資格を取得予定である。 

 

  各地区のニーズに基づいた

人づくりのための主催事業の

実施（公民館活動一般事業） 

・地御前地区では、地域（地御前地区自治会町連事業部）と市

民センターの共催により支え合いの地域づくりをテーマにした

円卓会議を全５回開催した。関係部署や市社会福祉協議会も

参加し、話し合いの進行補助を行うなど運営支援にかかわっ

た。 

・議論の内容をもとに実践に向けた後押しとなる主催事業を実

施する。 

 

  市民活動センターの人材育

成・研修機能を生かした、まち

づくり活動のバックアップのた

めのリーダー研修、市民活動

スキルアップ講座の実施（市

民活動センター管理運営事

業） 

・年度後半に、地域住民を対象とした、対話力向上のためのリ

ーダー研修を実施する予定。 

 

  環境活動を実践する環境アド

バイザーネットワークの活動

支援（環境都市創造事業） 

・これまでの養成講座、スキルアップ講座の受講者が、「環境ア

ドバイザーネットワーク」を立ち上げ、自主的に活動しており、

市がこれを支援している。 

・今年度は１０/４の環境フェスタで「生き物パネル展示」を実施

し、１１/８には大野西市民センターで子どもクラブ講座を実施し

た。 

・来年度は新たな人材発掘をめざし、アドバイザー養成基礎講

座を実施予定である。 
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第４章第３節  ～第１３条～ 

 ○主旨 

・人材を見いだすための交流の場や機会を提供し、まちづくりにかかわる人財の発掘を進めま

す。 

・中期的には、こうした取り組みから自らがまちづくりの担い手であることを認識し、自らが

持つ知識、技能等を積極的に生かしてまちづくりに取り組む人材を増やします。 

 （進捗状況と今後に向けて） 

・まちづくりに関心のある人が交流できる場・機会づくりを、継続して行っています。 

・引き続き、発掘された人の持つ知識、技能等を見出すための取組を実施し、それを生かせる場へつ

なぐことを進めます。 

 【「計画期間中の取組」と進捗】 

  市民センターまつりの開催

（公民館活動一般事業） 

・市民センター主催で各事業を実施している。 

・大野市民センターまつりでは、宮島工業高校の学生が、ＰＲ

活動を兼ね、「動く電車」の乗車体験を実施した。また、吹奏楽

部、ギター部の学生も参加し、センターまつりを通して地域住

民と交流を深めた。 

 

  地区在住職員の地域活動へ

の参加促進（協働推進事業） 

・庁内ＬＡＮを活用した、各市民センター・各支所からの地域情

報発信や、在住職員同士の声かけをなどにより、職員の地域

活動への参加促進を図っている。 

 

  市民活動センターのネットワ

ーク機能を生かした、まちづく

り交流会の開催などの交流の

場と機会の提供（協働推進事

業、市民活動センター管理運

営事業） 

・「まちづくり交流会 in はつかいち」を企画・運営した市民スタッ

フを中心に結成した「チームはつかいち」と市民活動センターと

が共催で、気軽にまちづくりについて話し合える場「まち塾」を

１１/２１に開催した。 

・子育てを切り口としたまちづくりという観点から、「地域みんな

で支えあう子育てのまちづくり」をテーマとしてまちづくり交流会

を１０/３に開催した。子育て中の者、子育てを支援している者、

子育てに興味のある者など４７人の参加があり、それぞれのつ

ながりを図った。 
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第４章第３節  ～第１４条～ 

 ○主旨 

・合意形成や市民ニーズを事業や施策に反映できるよう、コミュニケーション能力や政策形成

能力を向上させるための職員研修を引き続き実施します。 

・中期的には、今後のまちづくりを担う若手職員を対象に、市役所以外のまちづくり活動に参

加させ、多様な主体をつなぎ、協働によるまちづくりをコーディネートできる職員となれるよ

う、その能力開発に努めます。 

 （進捗状況と今後に向けて） 

・市民と行政のつながりを有機的に機能させるための対話の重要性を学ぶ研修や、若手の職員が市

民の活動を体感できるような研修を実施しています。 

・今後も、協働によるまちづくりをコーディネートできる職員となれるよう、コミュニケーション能力と政策

形成能力の向上のための研修を、引き続き実施します。 

 【「計画期間中の取組」と進捗】 

  NPO 法人等への派遣研修な

ど、まちづくりをコーディネート

できるための実践的なノウハ

ウ※を身につける手法の検討

（人材育成事業） 

・ＮＰＯ法人等への派遣により実践的なノウハウを身に付けるた

めには、一定期間の研修期間の確保が必要と考えるが、現在

までのところ、調整ができていない状況である。派遣研修やそ

の他の方法も含め、ノウハウを身に付ける手法を引き続き検討

する。 

・「異業種交流研修会」に職員が参加しており、様々な業種の

民間企業からの参加者との交流を通じて考えや取組などを意

見交換している。 

 

  地域コミュニティ活動体験研

修（人材育成事業） 

・採用後３年目の職員が、市内３地区（佐方、廿日市、平良）の

地域自治組織の活動に研修生として参加している。 

・今年度は研修の開始時期を早め、各地区の総会から研修生

が参加している地区もある。 

・地域の祭りでは、一つのブースを研修生が担当するなど、地

域の一員として活動している。そのほか、清掃活動や防犯パト

ロール、防災訓練にも積極的に参加している。 

 

  市職員の「円卓会議」への参

画（協働のまちづくり事業） 

・廿日市地区、平良地区、原地区、地御前地区、の円卓会議

に市民センター職員が参加している。 

・７/１２に、「はつかいち情報交換会２０１５」（大円卓会議）を開

催した。「みんなで考えよう、地域での支え合い」をテーマに、

市内の活動事例を共有し、各地区の支え合いの現状につい

て、支所や市民センターなど地域づくり担当部局の職員と、２８

地区の地域自治組織が意見交換、話し合いを行った。 

 

  地区における「生涯学習の拠

点」、「まちづくりの拠点」とし

てさらに力を発揮できる職員

となるための研修への参加

（公民館管理運営事業）  

・社会教育主事研修、県・中四国公民館大会に市民センター

職員それぞれ１人が参加し、終了後、職員部会で伝達研修を

行った。 

・昨年度から、市民センター企画指導専門監を配置し、市民セ

ンターの事業を企画する力の向上を図る目的で、市民センタ

ー職員を対象とした職員研修を実施している。研修の中で、２

つのモデル学習プログラム（講座企画書）をグループワークを

通して作成しているところである。 
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  市民や地域との合意形成の

ためのプロセスやスタンスを

職員が互いに学び合う研修

「プロセスデザイン※のコツ」の

実施（協働推進事業） 

・市民や地域と合意形成を図りながら事業を進めるポイントを学

ぶ研修「プロセスデザインのコツ」を、今年度中に実施する予定

である。 

 

  管理職等を対象にした協働

の必要性を認識するための

職員研修の実施（協働推進

事業） 

・市民と行政、市民同士の交流の場が各所に設けられているこ

とから、このつながりを点から面に広げ、有機的に機能させるた

めの「対話の力」を学ぶ職員研修を８/４に実施した。 

・３１の所属から５６人の職員（うち管理職１９人）が参加し、なぜ

プロセスを共有しながら一緒に課題を解決していくことが必要

なのか、信頼関係を築き、自主性を尊重し協力することの重要

性など、基本的な心構えや協働により事業を進めていくための

具体的な手法を学んだ。 

 

  市職員の地域活動への参加

促進（協働推進事業） 

・庁内ＬＡＮを活用した、各市民センター・各支所からの地域情

報発信や、在住職員同士の声かけなどにより、職員の地域活

動への参加促進を図っている。 

・コミュニティ体験研修の研修生が、庁内 LAN を活用し、自分

たちの活動や地域活動を情報発信している。 
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 ５ 活動に対する評価と支援 

第４章第４節 ～第１５条～ 

 ○主旨 

・お互いの活動を知り合い、活動者同士が対話できる機会をつくります。 

 （進捗状況と今後に向けて） 

・多様な主体が出会い、知り合う場づくりを進めています。これによって、お互いを理解し認め合うことに

つながり、単独の活動から他団体、他地域とつながろうという意欲が広がっています。今後も継続して

活動者同士の対話の機会をつくります。 

 【「計画期間中の取組」と進捗】 

  市民活動センターのネットワ

ーク機能を生かしたまちづくり

交流会（活動発表会）の開催

など、活動を知り合う場の充

実（協働推進事業、市民活動

センター管理運営事業） 

・平成２４～２６年度に、「まちづくり交流会ｉｎはつかいち」を計５

回開催し、延べ３３０人、延べ約６０団体の参加があった。 

・第６回の交流会は、子育てをテーマに開催し、４７人、１１団体

の参加があった。 

・テーマを限定した形での開催が効果的であることから平成２８

年度も継続して開催する予定である。 

 

 

第４章第４節 ～第１６条～ 

 ○主旨 

・協働の理念の普及啓発を通じて公共性や公益性の理解を広めるとともに、時代にあった評価の基

準について、個別の案件ごとに研究します。 

 （進捗状況と今後に向けて） 

・協働の理念の普及啓発に継続的に取り組んでいることから、公共性・公益性の理解については、少し

ずつ変化が見え始めています。 

・しかし、具体的な評価の基準に係る個別案件などの研究対象については、現段階では事例がありま

せん。今後は、まちづくり活動を行う市民と市が互いに知り合い対話できる機会をつくります。 

 【「計画期間中の取組」と進捗】 

  表彰や感謝状の贈呈（表彰

事業） 

・表彰条例に基づき、「廿日市市表彰審査委員会」を開催し、表

彰。広報で紹介する。 

・平成２７年度実績（９/３０現在）善行２件、特別功労表彰１件 

  教育、文化、スポーツの分野

において貢献があった人や

団体に対する表彰（生涯学習

推進事業） 

・「はつかいちさくら賞」について、平成２７年度上半期における

表彰式を１１/８の生涯学習フェスティバルにおいて、市民文化

祭のオープニングの時間帯に行った。また市民ロビーにおい

て、１１/１６～３０に、受賞者の履歴や功績について紹介を行っ

た。広報やフェイスブック、ＦＭはつかいちでも紹介する。 

  市民センターにおけるまちづ

くり活動団体に対する公共施

設の使用料減額免除（公民

館管理運営事業） 

・まちづくり減免制度については継続している。 

  市民活動センターにおけるま

ちづくり活動団体に対する施

設利用の優遇（市民活動セン

ター管理運営事業） 

・市民活動センターネットワーク登録団体が無料で使用できる

部屋を設定している。 
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６ 推進、検証、改善 

第３章 ～第６条～ 

 ○主旨 

・市が協働によるまちづくりを、総合的かつ計画的に実施していくために、推進計画を策定し、進行管

理を行います。 

 （進捗状況と今後に向けて） 

・推進計画に基づき、事業の実施・検証・改善を繰り返しながら、協働によるまちづくりが廿日市市の

「暮らしやすさ」「豊かさ」を実現するものとなるよう、進行管理を行う。 

 【「計画期間中の取組」と進捗】 

  協働によるまちづくり推進計

画の進行管理（協働推進事

業） 

・平成２４年度に策定した推進計画に基づき、予算編成時と決

算時に庁内・庁外で進捗確認を行うしくみを整えた。   

 

第５章 ～第１７条、第１８条、第１９条、第２０条～ 

 ○主旨 

・協働によるまちづくりの進捗状況を検証することを目的とする審議会を設置し、第６条に規定する推

進計画を策定します。 

・審議会における評価・改善に関する審議を受け、市は、取り組みを進めます。 

 （進捗状況と今後に向けて） 

・審議会の運営などを通じ、今後もまちづくりの主体である市民の目線を大切に、条例を機能させてい

く。 

 【「計画期間中の取組」と進捗】 

  協働によるまちづくりを推進

するために、その推進計画の

変更や、施策の改善提案に

ついて市長に提言を行う審議

会を運営（協働推進事業） 

・審議会からの意見(事業実施にあたっての留意点、改善提案

など)を尊重し、随時、改善を行いながら事業を実施している。 

 

 

 

  条例の実施状況の検証、公

表及び施策の改善、条例改

正の検討など、条例の運用

（協働推進事業） 

・平成２７年度に、計画期間の総括的検証を実施する。評価に

あたり、事前に市職員アンケートや条例市民検討委員会委員

だった市民のヒアリングを実施した。 
  

  

 


