
 

めざす姿を実現するまでのステ

ップ 

計画当初（平成２４年度） 

の状況 
現 状 評 価 

１ 公共性・公益性の理解 

協働の理念の普及啓発について 

・職員に対しての理念の普及啓発は、研修や協働事例集などにより進めて

きましたが、職員アンケート「①」、ヒアリング「①②」や、これまでの

審議会会議における意見から、協働の理念の浸透は十分ではない状況で

す。また、市民への啓発も出前トークなど限られた機会しか行っていませ

ん。→「市職員及び市民への啓発を継続して行うとともに条例を分かりや

すく見える形で市民に伝えることが必要です。」 

（検討市民委員会から） 

・地縁系活動団体は、地区・

地域という領域により成り

立っており、その活動は義務

的な性質を持ったものが多

い。テーマ系活動団体の専門

性や「楽しい」力の組み合わ

せにより活動が広がる。その

ために、私的活動と地域づく

りを、行政がコーディネート

することによって好循環を

生み出すことが必要である。 

これらの融合によって、や

りがいと達成感を得られる

まちづくりをめざす。 

 

・市職員が一市民（地域）と

して地域活動に積極的に参

加する必要がある。 

 

・職員が、地域と市役所をつ

なぎ、まちづくりをコーディ

ネートする必要がある。 

 

【具体的な方向性】 

①条例を広めるため、行政、

地域、学校で勉強会等実施 

②市民の意見をつなぐ庁内

の横断的な連携体制の構築 

③行政・学校の地域活動参加 

④市民活動（活動者）を知っ

てもらう機会の充実 

⑤評価方法の検討 

⑥市役所窓口の一元化 

３ 互いを知り合う場の充実 

活動者の意識改革 

（職員アンケートから） 

①協働を意識して仕事に取り組んでいる職員 9.7％ 

（条例検討市民委員ヒアリングなどから） 

①-1条例検討にかかわった人は、条例を知っているがかかわりのない人はほとんど知らない状況である。

条例を普及する工夫が必要である。職員もプロなので条例を知っておかなければならない。 

①-2仕事に関連するまちづくり活動団体のことをほとんど知らない職員が多いように感じる。結果を出

すために陰でこつこつと苦労し努力している人が評価され、光を当てるような行政や市民の意識改革の必

要性を強く感じる。 

②市役所では、職場の活気が感じられない。つながりのある部署同士が対話しながらよりよい仕事をしよ

うとしている姿が見えてこない。 

１ 公共性・公益性の理解 

協働の理念の普及啓発 

④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、活動を互いに知り

合う場の充実 

 

①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 

①廿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 

⑤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 

②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 

③市職員の地域活動への参加促進 

⑦地域支援員による過疎・中山間地域等

の生活支援 

⑧パブリックコメント制度による市政へ

の市民参画 

２ 市（職員）の 

協働意識の強化・協働体制の確立 

  協働の実践と検証・評価 

第４章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 第４節 評価及び支援 

第１章 総則  第２章 協働によるまちづくりの基本原則等 

前文～第３条 めざすまちの姿や基本原則など 

第４、５条 市民の役割と市の責務 

第１５、１６条 活動の評価、市による評価及び支援 

２ 市(職員)の協働意識の強化・協働体制の確立・協働の実践 

と検証・評価について 

・職員アンケート「②」では、組織間の連携はできているように見受けら

れますが、一方でヒアリング「②」やこれまでの審議会会議における意見

からは連携は十分 とは 言えない状況であり、市民と職員の意識間に隔

たりがあります。→「各部署が組織連携を図ることが必要です。また施策

の検討にあたっては、地域住民の参画が求められているなど、対話の機会

を増やすことが必要です」→「市民の声や活動、地域の現状を対話によっ

て市民と共有しながら協働で仕事まちづくりを進めるため、協働意識を定

着させるとともに、引き続き、協働体制の確立、協働の実践と検証・評価

に取り組むことが必要です。」 

３ 互いを知り合う場の充実 活動者の意識改革について 

・まちづくり交流会、情報交換会など実施してきましたが、市民アンケー

トや、ヒアリング「①-2、④」などから、市民活動の支援・活動しやすい

環境づくりや評価する仕組み・制度を整えること職員の意識改革が求めら

れています。 

→「まちづくり活動団体同士が連携し協力できるよう、自治会やコミュニ

ティなど地区・地域の領域で活動する団体（地縁系）と文化・福祉・環境

などのテーマごとに活動する団体（テーマ系）の連携・協力し合う関係づ

くりに力を注ぐことが必要です。」 

→「まちづくり活動団体や市がお互いに提案し協働で事業を実施する制度

（協働事業提案制度）とまちづくり活動を評価する制度（まちづくり活動

評価制度）の構築に着手する必要があります。」 

（職員アンケートから） 

②他部署と情報共有し連携していると感じる職員 74.5％。 

③仕事以外での地域活動への参加状況は、積極的 11.6％・ときどきが 47.5％。なお、協働を意識し実践

している職員は 78.1％、協働という言葉を聞いたことがある職員は 49.4％となっており協働を意識し仕

事をしている職員ほど地域活動へ参加している。 

（条例検討市民委員ヒアリングなどから） 

②市役所では、職場の活気が感じられない。つながりのある部署同士が対話しながらよりよい仕事をしよ

うとしている姿が見えてこない。（再掲）  

②-1確実にやろうという目標を立て、一つひとつ解決していけば、実践が継続し経験になって生かされ

ていく。③職員も住民として、住民の気持ちが分かるようになってほしい。⑦地域支援員の動きが見えに

くい。⑧施策を新たに検討するのであれば地域住民の参画が必要である。 

（廿日市市総合計画まちづくり市民アンケートから） 

ア 地域がつながり絆が深まる       イ ＮＰＯ・ボランティア活動支援など市民 

地域コミュニティ活動の支援        が活動しやすい環境づくり 

                           H23 H26    H23 H26 

3.12 3.03    3.02 2.97 

（条例検討市民委員ヒアリングなどから） 

①-2仕事に関連するまちづくり活動団体のことをほとんど知らない職員が多いように感じ

る。結果を出すために陰でこつこつと苦労し努力している人が評価され、光を当てるような

行政や市民の意識改革の必要性を強く感じる。（再掲） 

②審議会で出された課題を市と地域が協働で解決する場が必要である。 

④団体同士の連携のために情報交換できる場が必要である。 

資 料 ２ 

協働によるまちづくり審議会 

平成２８年３月８日 

第１回会議 資料○ 

協働によるまちづくりの実施状況に係る総合的評価シート 



 

 

めざす姿を実現するまでのステ

ップ 

計画当初（平成２４年度） 

の状況 
現 状 評 価 

第７条 地区、地域及び市域におけるまちづくり 

第８条 円卓会議
 

１ 地区・地域のまちづくりを支える環境整備 

２ 交流連携の場づくり
 

 

・さまざまな活動団体と市が連携し協力してまちづ

くりを進めるため、「人や情報をつなげるコーディ

ネートの充実（環境整備）」については、市民アン

ケートの「どうすればよいかわからない」といった

割合や、ヒアリングの「①」から、十分ではない状

況です。 

・一方では、事業評価の仕組みの導入を検討してい

る地域もあり、持続可能な地域活動のための取組み

を進め始めた地域もあります。 

→人や情報をつなげるという機能を見直しながら

充実させ、まちづくりを支える環境を整えることや

オープンな形式での交流連携の場づくりを推進す

る必要があります。」 

・ヒアリングの「②-1」から、地域やＮＰＯが自ら

活動資金を得ていくシステムが求められています。 

→「まちづくり活動団体等のコミュニティビジネス

の苗床づくりを進める必要があります。」 

 

第４章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 

第１節 特性を生かしたまちづくり
 

（検討市民委員会から） 

・地区・地域におけるまち

づくりを、多様な主体が連

携しながら、市域全体のま

ちづくりとしてうまくつな

げていくことが大切であ

る。 

 

【具体的な方向性】 

①市民センターの運営の充

実 

②支所の地域づくり機能の

充実 

③地区・地域を越えた連携 

④地区・地域“円卓会議”

の設置・充実 

⑤まちづくりクラブの設置 

１ 地区・地域のまちづくりを 

支える環境整備 

（廿日市市総合計画まちづくり市民アンケートから） 

・地域課題解決等への取組みへの参加意向

 
（条例検討市民委員ヒアリングなどから） 

①退職後に活動場所を求めている市民がいる。活動に意欲のある人に情報が届いていない。活動の場を

案内するなど市民センターからの情報発信が必要。センターは情報が集まるよろず相談のような場所に

なればいい。①-1市民センターのクラブは、活動を地域へ還元していく必要がある。 

②地域活動の継続性確保のため、評価項目・方法を定め進捗の見える化に取り組みたい。②-1助成金や

補助金など予算は限られている。簡単ではないが、自分たちが活動資金を調達していく構成を考えてい

く必要がある。 

③まちづくりは進んでいるが、それぞれバラバラの道を進んでいるように感じる。大きな方向性は一緒

だと思うので、お互いの活動をもっと知る必要がある。③-1各地区それぞれよい取組をしていると思う

ので、他地区を真似ることも必要。それぞれ情報を持っていると思われるが実行されていない。③-2さ

まざまな分野のボランティア団体がいることで、濃密な情報交換ができる。イベントなどをやるときに

は、それをどう生かしてまちづくりにつなげていくかということを意識しながら実施する必要がある。

③-3コーディネート機能の見直しも必要。交流・連携の場は、会議室ではなくもっとオープンで通りす

がりの人でも参加できるような工夫が必要である。 

あなたは、自分の住む地域の将来を考えたり、地域の課題を解決したりするための 回答者数=2008
取り組みに参加したいと思いますか

項目 率
参加したい 10.6%
参加したいがどうすればいいのかわからない 12.7%
参加は難しいが協力はしたい 62.9%
参加したくない 5.0%
関心がない 3.2%
その他・不明 5.5%

３ 誰もが対等に参加できる円

卓会議の開催 

（職員アンケートから） 

・話し合いの場を設定した部署（市）の割合
 

 

 

 

 

 

（条例検討市民委員ヒアリングなどから） 

④知り合い、情報交換しあえる場づくりは継続しなければならない。④-1円卓会議は、開くこ

とが目的ではないので、多くの人にとって有効になるようなものを考えなければならない。 

⑤円卓会議の声かけも地域のトップの人だけになりがち。声かけに工夫が必要である。 

⑤-1地域包括ケアモデル事業は、進行は主に地域が行い、具現化に向けては社会福祉協議会と

協力し合い取り組んでいる。市は制度面などから助言。円卓会議をする際はコーディネーター

役が必要。議論の駆け出しは一般的に市が担うのが望ましい。地域が担うとしても、地域・社

会福祉協議会・市の連携協力は重要で情報共有は常に行う必要がある。 

３ 誰もが対等に参加できる円卓会議の開催
 

 

・職員アンケートでは、課題解決などにおいて「市

民との話し合いの場」の設定ができていない割合が

大きい一方で、ヒアリングの「④」から、市民から

は情報交換などの場づくりが求められています。 

・課題解決への話し合いの場として、支え合いの地

域づくりをテーマにした円卓会議等が、市職員も運

営支援に関わりながら開催されています。 

→「地域課題の解決に向け、多くの人にとって有効

な「円卓会議」の推進を図る必要があります。」 

①地域の実状に応じた集会所の管理

運営、拠点施設の機能発揮に向けた

市民センターの地域運営 

①市民センターの市民参画による企

画運営 

②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 

③公益活動を行うさまざまな活動団

体がつながるためのネットワークの

構築 

④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 

⑤市民参画によるワークショップ、

円卓会議の推進 

２ 交流連携の場づくり 

資 料２  

協働によるまちづくり審議会 

平成２８年３月８日 

第１回会議 資料○ 

協働によるまちづくりの実施状況に係る総合的評価シート 

あなたの部署（または過去に所属していた部署）では、この４年間（平成２４～   回答者数=743 
２７年度）で、課題解決や計画策定、市民との役割分担などのための「市民と 
の話し合いの場」（計画策定等のためのワークショップを含む）を設けましたか。 

項目 回答数
はい 179
いいえ 350
わからない 214



 

めざす姿を実現するまでの 

ステップ 

計画当初（平成２４年度）

の状況 
現 状 評 価 

第９条 情報の発信及び共有 

 

情報伝達手段の拡充 

（双方向の情報伝達手段の導入） 

 

地域・まちづくり活動団体の活動情報や、助成金情

報など活動を支援する情報については、情報紙や電

子媒体を用いて市民センターや市民活動センター

から発信しており、団体が他団体を知ることができ

たり、助成金を獲得することにつなげています。 

→「今後は、多様な主体が連携・協力を加速させる

ためにも、分野を越えた情報共有を推進することが

大切です。先ずは、社会福祉協議会や商工会議所等

の組織と市が情報を共有し、受け手に必要な情報を

発信するしくみを構築していくことが必要です。」 

 

・新たな情報伝達手段として、フェイスブックを平

成２４年１０月に開設しましたが、職員アンケート

から、ほとんど使われておらず、既存の広報紙やホ

ームページを使用し、情報発信する部署が多い状況

です。 

・また、市ホームページについては、市民アンケー

トから、使いにくい、わかりにくいと感じている市

民の割合が多い状況です。 

→「情報の受け手に合わせ、フェイスブックなどの

新しい情報伝達手段と広報紙やホームページなど

の既存の手段の中から、適切な手段を選択し、発信

することが必要です。」 

 

・送り手と受け手が相互に発信と受信ができるよう

な双方向の情報伝達手段の導入については進んで

いません。 

→「情報共有ができる場として、各種団体が集まる

話し合いの場や、円卓会議※の推進を図る必要があ

ります。」 

第４章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 

第２節 情報発信による信頼関係づくり
 

（素案から） 

・各種団体が集まる話し合い

の場（プラットフォーム）を

設定して、各主体が情報発信

しながら近寄り、まとまって

いく関係になることが必要 

・情報共有を効果的に行うた

めに、受け手の立場に立って

情報を発信するとともに、で

きるだけ多くの受信の手段

や機会をつくる。また、情報

の発信にあたっては、鮮度を

大切にする。 

・市民の力と行政の力、それ

ぞれの強みを生かして地域

活動を活性化するために、ま

ちづくりに貢献している主

体（団体）やそれらの活動に

ついて定期的に情報発信す

る。 

・行政が、地域のニーズを吸

い上げて施策・事業化に生か

す。 

 

【具体的な方向性】 

①各種団体の積極的な情報

発信 

②各種媒体を活用した多く

の人が情報を受け取れる体

制の整備 

③市民活動情報のデータ化 

情報伝達手段の拡充（双方向 

の情報伝達手段の導入） 

（廿日市市総合計画まちづくり市民アンケート調査から） 

 

市ホームページの満足度 

（H23 は情報量・内容について、H27 は使いやすさ・わかりやすさについて調査） 

 

H23 H26 

3.01（17位/59位） 2.93（32位/51位） 

【参考】平成 23年度（最大値 上下水道の整備状況：3.49） 平成 26年度（最大値 

消防・救急体制の充実：3.54） 

 

（職員アンケートから） 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報紙やラジオなど既存の媒体を使い、情報を発信する職員が多く、平成２４年に新

しく開設したフェイスブックはほとんど使われていない。 

 

（条例検討市民委員ヒアリングなどから） 

①ボランティア団体と市民活動センターの情報共有ができていない。 

②行政は周知が上手でない。 

②-1各地域の取組の見える化をしてほしい。 

②-2広報紙は家に届くが読まない人が多いと思う。 

②-3情報提供の場をつくってほしい。市民の声を聞くことが必要である。 

②-4 情報発信の方向性としてとしてホームページやフェイスブックのほか、従来ど

おりの紙媒体も含め、受け手が受けとりやすい手段を併せて考えなければならない。 

②-5 各地域に合った情報の発信と受信の方法を分析したうえで、取り組まなければ

ならない。 

①市民活動センターの情報発信・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 

 

①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 

 

①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 

 

②広報紙、コミュニティＦＭ、イン

ターネット、ＳＮＳなどの効果的利

用 

 

 

資 料 ２ 

協働によるまちづくり審議会 

平成２８年３月８日 

第１回会議 資料○ 

協働によるまちづくりの実施状況に係る総合的評価シート 

あなたの部署で、仕事を進めるうえで、情報発信する際に      回答者数=693 
使う媒体はどれですか（複数回答可） 

項目 回答数 率
広報誌 452 65.2%
ホームページ 394 56.9%
フェイスブックなどのＳＮＳ 66 9.5%
ラジオ 66 9.5%
チラシ 260 37.5%
その他 125 18.3%



 
めざす姿を実現するまでのステ

ップ 

計画当初（平成２４年度） 

の状況 
現 状 評 価 

第１０条 まちづくりに関わる人材の育成 

第１１条 子ども、若者等の育成 

第１２条 まちづくりリーダーの育成 

 

１ 人材育成のための場づくり（市民の人づくりに対する支援） 

・福祉、健康、環境、防災など、さまざまな分野においてまちづ

くりに関わる人材育成の場がつくられ、いくつかの分野において

は、リーダーとなる人材を育てる視点をおいた講座や、育成後の

活動の場を意識した講座が開催されています。しかし、ヒアリン

グの「③-2」からなど、習得した知識や技能の発揮につながって

いない場合もあります。 

→「講座は、開催を主とするのではなく、受講後を見据えた企画

（活動の場の提供、支援を含む）を行う必要があります。」 

・団体同士が交流し合う場を実施してきましたが、その後の情報

交換や交流が伴う有機的なつながりに至っていません。 

→「地域と新しい人材がつながる場づくりを行う必要がありま

す。」 

・「人材発掘」おいて、元気な高齢者の活躍の場や、人材をつなぐ

コーディネーターが求められています。 

→「子ども・若年層の育成だけでなく、定年を迎えたシニア層を

意識した取組や、地域をコーディネートできるリーダー的な役割

を担う人の育成講座を検討します。」 

→「人づくり全体として、育成を支援する仕組みを整える必要が

あります。」 

 

第４章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 

第３節 人づくり
 

（検討市民委員会から） 

・まちづくりを進めていく

ためには「人づくり」が必

要 

・学校と地域が協力して子

どもを育て、行政や企業も

若い世代の地域活動を後押

しするなど、あらゆる主体

がつながり人を育てること

が必要 

 

【取組の方向性】 

①子どもの育成 

②若年層の育成 

③人材発掘の場づくり、き

っかけづくり 

１ 人材育成のための場づくり 

（市民の人づくりに対する支援） 

（廿日市市総合計画まちづくり市民アンケートから） 

・地域活動に参加している市民の割合 

 （条例検討市民委員ヒアリングなどから） 

③お互いが何をしているのかもっと知ればまちづくりのスピードがあがる。今

はバラバラの道を進んでいるように感じる。 

③-1自治会・町内会が限られた人だけで運営がされている。 

③-2市の養成講座を受けても、育った人材に対しての派遣要請依頼がない。ま

た、交通費や謝金が出ない。これでは人が育たない。 

③-3若い人も含め、自分の関心のあることはみんな参加しているように思う。 

③-4高齢者の活用、元気な高齢者に活躍の場を（まちづくり推進など） 

③-5イベントの開催が多いが、その日の運営だけに力が注がれている。そこを

通してどうなってもらいたいのか。 

③-6ダブルインカムでないと生活が厳しい。休日は自分のことで精一杯な状況であ

る。 

 

あなたは、地域の活動（行事）に参加していますか 回答者数=2008
項目 率

積極的に参加している 13.8%
ときどき参加している 45.3%
ほとんど参加していない 21.1%
まったく参加していない 18.5%
不明 1.2%

２ 協働によるまちづくりの担

い手の育成（市の職員の育成） 

（検討市民委員会から） 

・市職員が一市民（地域の

人材）として地域活動に積

極的に参加する必要があ

る。 

・職員が、地域と市役所を

つなぎ、まちづくりをコー

ディネートする必要がある 

・市民起点・現場起点で考

えることのでき、地域から

の相談に応えられる市の職

員を育成する。 

・まちづくりを担う人材と

なるよう、職員研修を充実

すべき。 

（職員アンケートから） 

・協働を意識して仕事に取り組む職員は、9.7%にとどまっている。 

・地域活動に参加している職員の割合 

 

 

 

 

 

（条例検討市民委員ヒアリングなどから） 

⑥職員の育成はじっくり時間をかけ、何年もかけてやっていくしかない。 

⑦地域活動にいつも参加してくれる人もいれば、全く参加しない人もいる。 

⑦-1市役所を退職した世代ＯＢが地域活動に参加しない。 

⑦-2 市の職員が地域に出ることをためらっているようでは協働によるまちづ

くりは進まない。心構えを改めるような研修を実施してもらいたい。 

⑦-3協働に対する意識を徹底するために、人事考課を含め協働が業務において当

然の事項として組み込まれている必要がある。 

 

①学校地域支援本部の設置 

②「中学生と市長」「新成人と

市長」のふれあいトーク 

③まちづくり交流会などの交

流の場の提供 

③環境アドバイザー、防災士、

健康づくり応援団、ゲートキー

パーなど、知識や技能の習得や

発揮の場づくり 

④地域コミュニティ活動体

験研修の実施 

⑤市民センター職員対象の

研修の実施 

⑥主に管理職を対象とした

協働の必要性を認識するた

めの職員研修の実施 

⑦市職員の地域活動への参

加促進 

第１３条 人材を見いだす活動 

第１４条 市の職員の育成 

 

２ 協働によるまちづくりの担い手の育成（市の職員の育成） 

 

・職員の協働への意識について、職員アンケートから、係長級

以上の職員と比較して、主任級以下の職員は、協働への理解及

び地域活動への参加度は低い傾向にあります。また、地域活動

に参加していない理由としては、「時間がない、忙しい 84人」

が一番多く、次いで「参加する機会・きっかけがない 35人」、

「興味がない、プライベートを優先したい 28人」「活動がわか

らない 28人」でした。 

→「これまで実施してきた主に管理職を対象とした協働による

まちづくりに関する職員研修や、地域コミュニティ活動体験研

修などの研修の成果を検証し、研修への参加を必須とするなど

改善しながら、市民と協働し地域課題を解決できる職員を育成

します。」 

 

資 料２ 

協働によるまちづくり審議会 

平成２８年３月８日 

第１回会議 資料○ 

協働によるまちづくりの実施状況に係る総合的評価シート 

あなたは、仕事以外で、地域の活動（行事）に参加していますか   回答者数=741 
項目 回答数 率

積極的に参加している 86 11.6%
ときどき参加している　 352 47.5%
ほとんど参加していない 215 29.0%
まったく参加していない　 88 11.9%


