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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（案） 

 

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、一朝一夕には進まないため、あらゆる機会をとらえて、普及啓発

に取り組んでいます。市職員については、協働の理念共有が進みつつあります。 

・「つながり」を育むことの大切さも認識が広がりつつあり、「暮らしやすい豊かな地域社会」の実現に向

け、今後も、「つながり」の視点をもって市の各種事業に取り組みます。 

 【「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） 

・条例パンフレットのほか協働事例集も活用し、出前トークやイ

ンターンシップ実習生へのオリエンテーション、新規採用職員

研修などにおいて、事例を交えながら協働に関する普及啓発

を行った。 

  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） 

・昨年度作成した協働事例集（24 事例）に、今年度は旬な取組

4事例を追加し、年内改訂をめざして作業中である。 

・事例の選定、インタビュー実施などの作成過程において、各

部署の職員が自らの仕事における協働の事例を探したり、振り

返ったり、考える機会を持った。 

  市民フォーラムや講座の開

催、パンフレットなどによる、

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） 

・12 月開催の人権フェスタ、3 月開催の市民フォーラムや講座

を、市民参画による実行委員会により企画・運営している。 

・人権啓発リーフレットは、10 月中旬以降、市民参加の編集委

員会で内容を検討する予定である。 

・人権啓発を目的としたヒューマンシアターは、市民センターの

平和学習と共催により実施した。 

  第２次廿日市市男女共同参

画プラン策定に向けた市民へ

の意識調査の実施、懇話会

における方向性の検討（男女

共同参画推進事業） 

・市民意識調査は、事業所への支援策（助成金）の周知を兼ね

た問いを加えるなど、本市の男女共同参画の現状に合うよう、

調査項目を追加修正し調製した。１０月から１１月に実施、年度

内に集計を予定している。 

・プラン策定においては、市民との協働による策定方法につい

て検討している。 

 

資 料 ９ 

協働によるまちづくり審議会 

平成２５年１０月１６日 

第１回会議 資料○ 
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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。 

・これが、一部の職員によるものではなく、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。 

 【「計画期間中の取組」と進捗】 

  地域情報共有票による地域

づくり情報や課題の共有の仕

組みの構築 

・市の組織運営の改善に向け、今年度、支所を含む全部局

に、課長級の「政策監」、係長級の「政策調整員」を配置した。

政策監会議では、各地域及び各部局の状況や課題を共有し、

部局間の連携強化を図りながら、施策の総合調整を行うなど、

スピード感をもって対応ができるよう、意思決定のプロセスの構

築に努めている。  ※1 組織機構図（P3）参照 

  お客様案内スタッフによる市

役所窓口の総合案内（戸籍

住民基本台帳一般事業） 

・現在、総合案内に２名のスタッフを配置している。今年は、ＮＩ

ＳＡの対応で窓口の利用者が急増しているが、お客様案内スタ

ッフによる丁寧な対応で、スムーズにサービスが提供できてい

る。 

・今後は、市役所全体の総合案内として機能するよう、まずは

窓口をもつ担当課が連携し、改善に向けた検討を行う予定で

ある。 

  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（自主防災活動推進

事業） 

・現在、地域防災相談員を１名配置し、出前トークや高齢者サ

ロン、企業内の防災啓発などに取り組んでいる。 

・町内会ごとに組織をつくろうという動きのある地区への支援も

行っている。 

・日ごろからの地域でのつながり、助け合いなども視点に含め、

「地域づくり」をベースにした防災の啓発、支援に取り組んでい

る。 

  地域支援員による過疎・中山

間地域等の生活支援（定住

推進事業） 

・地域支援員は、平成 23年度から吉和地域に１名、今年 10月

から佐伯地域に１名配置している。 

・佐伯地域への配置にあたっては、地域支援員の選考も含め、

地域のコミュニティ推進団体と連携して取り組んでいる。 



3 

 

・今後も、地域の状況やニーズにあった地域づくりや生活支援

を行えるよう、支所・市民センターなどと連携して、地域のまち

づくりの状況に合わせ、丁寧に事業に取り組む。 

ＮＰＯ活動への融資（労働金

庫貸付金） 

・現担当課（商工労政課）はＮＰＯとの接点があまりなく、この融

資制度のＰＲを積極的に行えていない。 

・これまでに活用の実績は全くない。 

道路、公園、河川、広場など

の公共施設アダプト制度の運

用（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９月末現在で 25団体。 

・市から勧誘して地域に押し付けるのではなく、地域からの相

談などをきっかけに支援策の一つとして利用してもらうスタンス

で運用している。 

・自発的賛同者による活動に対しては、地域のまちづくり活動

団体のまきこみを勧めるなど、アダプトをきっかけにコミュニティ

づくりも進むよう、働きかけている。 

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） 

・今年度は、該当する案件がなく未実施である。 

・昨年度は 2 件実施したが、意見はあまり寄せられないのが実

情である。 

 

 

※1 組織機構図 と 政策監、政策調整員の配置 

 

 
市長 副市長 ○○部 ○○課

'－ ○○課

'－ ○○課

'－ ○○課

－ 自治振興部 地域政策課

'－ 協働推進課

'－ ○○課

地域づくりグループ

○○グループ

○○グループ

地域づくりグループ

○○グループ

○○グループ

（上記支所と同様）

（上記支所と同様）

－ ○○部 ○○課

'－ ○○課

に、政策監、政策調整員を配置

佐伯支所

吉和支所

大野支所

宮島支所

市民活動センター

市民センター

市民センター

市民センター
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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） 

・市民、まちづくり活動団体が活動しやすいよう（活動が制限されることのないよう）、拠点施設の整備

や、既存施設における集約や複合化などについても、地域の特性や市との対話を大切にしながら、

「機能を充実」するよう、環境整備に向けた取組を着実に進めています。 

・また、この対話のプロセスが、今後人や情報をつなげるといったコーディネート機能の充実に発展し、

各拠点施設が交流・連携の場となるよう、意識しながら引き続き取り組みます。 

 【「計画期間中の取組」と進捗】 

  大野支所及び周辺市有地の

有効活用に向けた事業性評

価に係る実験事業の実施（公

共施設調査事業） 

・おおの賑わい市を 8/3～4 に大野支所周辺で開催。アンケー

ト分析を年内に実施する。 

・出店者に今後の出店意向や販路などについてヒアリングを実

施中。 

  公共施設の基本的な考え方

を示した「公共施設マネジメン

ト基本方針」の策定、公共施

設の施設更新の考え方やあり

方を示す再配置計画の策定

に向けた市民意識調査の実

施、公共施設管理システムの

運用による適正なマネジメント

の実施（公共施設マネジメント

事業） 

・6月に方針策定済。11月までに「公共施設マネジメント推進委

員会」を設置する。 

・併せて、庁内の理解浸透のために職員研修を実施する予定

である。 

・広報はつかいち 12 月号を活用し、全世帯に対して市民アン

ケートを実施する。 

・施設を所管する担当課が施設の自己評価を行う予定である。 

  拠点施設の設備充実に向け

た中央市民センター（公民

館）の建替に向けた基本調

査、実施設計など（生涯学習

施設整備事業） 

・地域（市民）との対話については終了し、現在、予定どおり実

施設計に入っている。 

・交流スペース、授乳室、市民活動室などを盛り込んだ。 

  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） 

・実態調査を基に「地区カルテ」が完成、分析は終了している。

今後どう進めていくか検討中である。 

  地域の実情に応じた集会所

の管理運営に係る検討（集会

所管理運営事業） 

・施設の自由度が増し、地域の知恵と工夫が生かされるよう、

管理手法や管理団体の見直しについて検討中である。 

 

  佐方市民センターの地域運

営など、各市民センター（公

・佐方市民センターでは、平成 24年度事業について指定管理

者による自己評価を実施した。概ね良好である。 
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民館）が「地域づくりの拠点」、

「生涯学習の拠点」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) 

・利用申請受付時間について、19 時まで延長したことに加え、

さらに土、日への拡大を検討している。 

  市民センター（公民館)の市民

参画による企画運営（公民館

活動一般事業） 

・各市民センター（公民館）とも、公民館企画運営委員やコミュ

ニティ推進団体などとの連携により、企画段階からかかわり事

業を実施している。ＮＰＯ法人との連携も見られる。 

  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） 

・平成 26 年 1 月に開催する「まちづくり交流会 in はつかいち」

の企画スタッフを募り、開催に向けてミーティングを実施中。こう

したプロセスから、多様な主体がつながるネットワークづくりへと

展開中である。 

  地域における災害時要援護

者の支援体制づくり（社会福

祉一般事業） 

・要援護者については、民生委員による高齢者訪問事業実施

時の聞き取りや障がいのある方からの手上げ方式により、現在

平成 25年度のデータを更新中である。 

・市内 28地区のうち、16地区のコミュニティ推進団体や自主防

災組織が支援団体（要援護者の名簿を提供できる団体）とし

て、市と協定を締結した。 

  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」を市内７か所、20 回開

催中で、１回あたりの相談件数は平均６件程度、９割は新規相

談者である。 

・毎回福祉や医療に係るミニ講座を実施。 

・相談室の企画には、コミュニティ推進団体や老人クラブも参画

し、各地区のニーズに合わせた相談室を開催できるよう進めて

いる。 
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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） 

・取組を進めるにあたり、多くの市民や市が目的を共有し、対等に話し合いながら進めていくことが大切

であるということが徐々に浸透し、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。 

・しかし、地域の課題解決に向けた話し合いの場として機能するといったような、定例的な「円卓会議」の

開催には至っていません。 

 【「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および運

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） 

・地域提案型協働事業助成金については、交付対象であるコミ

ュニティ推進団体及び区 28 地区中、27 地区から申請され、交

付決定済。 

・地域力向上事業助成金制度については、10事業が採択。 

・事業の採択基準や審査方法が課題。今後に向けて検討中で

ある。 

  市民参画によるワークショップ、「円卓会議」の推進 

   ・「はつかいち景観 100

選」に係る選定基準の検

討（景観形成推進事業） 

・選定基準の検討に係るワークショップを廿日市地域、大野地

域を対象に 10月～1月に開催予定、現在参加者募集中。 

・平成 24 年度の反省を踏まえ、開催時期を早め、募集期間も

延長。開催回数も増やす。 

   ・宮島地域おもてなしコ

ンセプトの形成（観光お

もてなし向上事業） 

・参加者の思いやアイデアが生まれやすい場を検討している。

ワークショップという手法に限らず、地域に合った対話の場とな

るよう進める。 
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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） 

・電子媒体の即時性や紙媒体の読みやすさなど、それぞれのツールが持つ強みを生かし、市民に受

け取ってもらいやすい表現や手段で情報を発信するとともに、市民に必要な情報を迅速に発信するよ

う体制を整えています。 

・このことが、市民との信頼関係づくりの第一歩となっていることから、引き続き双方向の情報伝達と市

民ニーズの把握に努めます。 

 【「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） 

・４月に市の広報全般に関するアンケート調査を、市民対象に

実施した。 

・市公式フェイスブックでは、市民のみなさんから寄せられたコ

メントへは、広報統計課職員が原則「いいね」ボタンで返信し、

職員がすぐに回答できる質問に対しては、コメントで回答して

いる。 

・市民から地域情報を提供、発信してもらことを目的に、市公式

フェイスブックにおける各地域の特派員制度について、導入を

検討中である。 

  市ホームページのリニューア

ル（広報広聴事業） 

・アイコンを取り入れたり、分野別にレイアウトを整理するなど、

市ホームページのトップ画面を８月にリニューアルした。 

  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） 

・「地域の人に読んでもらうため」の市民センターだよりとなるよ

う、各地区の人口増減や、編集後記などを盛り込むことを検討

しているほか、地域に密着した記事も掲載するようにしている。 

・はつかいちし安全・安心メール配信サービス（以下「メール配

信サービス」という。）については、出前トークや防災関係の行

事、ホームページなどで啓発し、現在の登録者数は約８７０人と

なっている。引き続き、機会を捉えて啓発していく。 

・メール配信サービスによる普段の生活での心配事に関する情

報の配信については、はいかいＳＯＳ（高齢者の行方不明情

報）や市民への被害が予想される犯罪など、緊急で伝達する

（直ぐに確認していただく）必要がある情報を配信することとし

ている。 

・多言語での発信については、システムで自動翻訳ができ

ず、翻訳ができる人材が必要となるため、現時点では対応困難

である。 

・子育て支援サイトについては、子育てにかかわる市役所内部

からの情報の収集と、タイムリーな発信に努めている。 

今後も多くの市民に活用してもらうため、サイトの周知・啓発活



8 

 

動を行う。 

  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） 

・市民活動に役立つ、助成金情報や、その他支援情報を積極

的に収集し、随時発信している。 

・また、今年度の市民活動ネットワーク登録更新時に実施した

アンケートを参考に、館内の情報コーナーのお知らせは、テー

マや開催月ごとに分類し、配置するなど、情報の発信方法に

ついて改善した。 
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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、理解を深めるための学習の機会や、裾野を広げていく取組がさまざまな分野に

おいて展開され、こうした取組に参加する人が増えています。 

・今後は、参加した人が、自分の暮らす地域の活動や、まちづくりにかかわることができるよう、仕組み

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。 

・宮園公民館では、まちづくり・自主防災組織の支援の一環とし

て自主防災講演会を６月１日に実施した。 

  身近な人や大切な人のこころ

の不調や生活変化にいち早

く気づき、自然な声かけ、対

話などから必要な支援へとつ

なぐ役割を担うゲートキーパ

ーの養成（健康増進事業） 

・9/4ゲートキーパー養成講座を開催、200人（一般の方と市役

所職員が半々）の参加があった。 

・11 月に開催するあいプラザまつりでは、「睡眠」をテーマに講

演会を実施する。 

・9/１０母子保健推進員や妊婦を対象に妊娠中・産後のうつ予

防の研修会を開催し、38人の参加があった。 

 また、3 月には働く世代を対象に職場環境における心のケア

に係る研修、1 月には専門職を対象に実技も交えたゲートキー

パー研修を実施する予定など、さまざまな対象に対し学ぶ機会

を提供している。 

  相互に支えあう地域づくりを

進めていくための生活・介護

支援サポーターのフォローア

ップ研修の継続（一次予防事

業） 

・昨年までの修了生のフォローアップに加え、裾野を広げる機

会として 11/30（土）、12/7（土）、1/18（土）に市内 3 地域で公

開講座として開催予定である。 

・修了生に対し、活動する上での課題や研修内容の希望など

に係るアンケートを実施する。 

  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 7 つの本部を設置。今年度新たに 2 本部設置予定であ

る。 

・学校支援ボランティアは誰にでもできること（教員の指導補

助）なので、誰でもかかわることができ、新たな人材も生まれて

いる。 

・学校支援ボランティアによる自主的な研修会も実施されてい

る。今後、本部の継続・拡大にあたっては、関係者のかかわり

方や役割分担などの工夫が必要である。 

  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） 

・実績なし。助成金を活用してもらうよう制度の周知を図ってい

る。 
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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） 

・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。社会福祉協議会がつなぎ役となり、シルバー人材センタ

ーやファミリーサポーターセンターの有償事業と競合しないよ

う、民生委員の協力を得ながら活動を実施している。 
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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、地域の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進

み、その取組を通じて、次代を担う子どもや若者にはつかいちへの愛着が芽生え始めていることが伺

えます。 

 【「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） 

・8/24 に実施。市内のすべての中学校が参加し、地域づくりや

観光等に関する意見や提案をいただいた。 

・このふれあいトークは通算 16 回目で、これまでの提案によっ

て、新小学一年生へのけん玉の配布等の事業が実現してい

る。 

  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。 

・廿日市地区まちづくり協議会と中央市民センターの共催で、

こどもゆめくらぶ「ミステリーキャンプ」を実施した。小学生 30 人

が参加し、中学生 14人、高校生 2人がスタッフとして参加。 

  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） 

・学校と連携を図り、吹奏楽クラブなどを招いての主催事業を

実施している。 

 

  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） 

・児童のアンケートからは、地域のボランティアの方への感謝の

言葉や「地域の文化や歴史に興味をもった」、「将来は自分も

地域でボランティアをしたい」などという声が届いている。 

・ボランティアとのふれあいにより、児童や生徒の「心」が安定し

てきた、など顕著な効果が見られる学校もあり、ボランティアの

支援を希望する授業数も徐々に増えている。 
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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） 

・さまざまな分野において、学びたいという意欲のある市民を、これからの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に取り組んでいます。しかし、 

主体性や調整力をもつ人財の育成については、着手できていません。 

・今後は、地域のリーダー的な役割を担う人のネットワークづくりを促進しながら、主体性や調整力をも

つ人財の育成にも取り組み、まちづくりの担い手として活躍できる場づくりを加速させます。 

 【「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） 

・9/22～23に県が主催した防災リーダー養成講座に 11人が受

講した。 

・養成された防災リーダーや防災士と地域との間には温度差も

あり、活躍の場をどのように作っていくかが課題。 

・防災知識の裾野拡大について、検討中である。 

  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） 

・宮内市民センター主催事業の「なかよし広場」では、事業に参

加した小学生が中学生、高校生になったとき、スタッフとしてこ

の事業にかかわる仕組みづくりをしている。 

・大人を対象とした、リーダーづくりについては、これを意識しな

がら、主催事業を企画しているが、まだ十分ではない。 

  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） 

・9 月に市民活動センターの来館者に対し、活動に係るスキル

アップに関するアンケートを実施した。この結果を踏まえ、セン

ター利用者のニーズに合わせた人材育成・研修機能に係る事

業を年度内に実施する予定である。 

  環境活動を推進するための

環境アドバイザーの養成（環

境都市創造事業） 

・6 回シリーズ（7～12 月）で養成講座を実施、17 人が受講して

いる。昨年の修了生もオブザーバーとして 8人が参加。 

・修了生が活動できる体制として、グループ化を検討中である。 
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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や機会を継続的に実施して人財を発掘しています。 

・今後は、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。 

・浅原地区では、昨年度からＩターンやＵターンにより在住して

いる若者が市民センターまつりに参加している。 

・また、センターまつりのスタッフとしても加わり、地域の人が後

押ししながら今年度の開催に向けて企画中である。 

  地区在住職員の地域活動へ

の参加促進（協働推進事業） 

・地域活動や市民活動への参加を促進するため「ぐるりんパス

ポート」を配付した。 

・庁内ＬＡＮを活用し、各市民センターや各支所から地域情報

を発信することで、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） 

・昨年度から「まちづくり交流会」を継続的に開催している。

1/26（日）に開催予定の交流会は、これまでの参加者（職員を

含む）が企画し実施する。 

・イベント的な事業だけでなく、もっと気軽にさまざまなテーマで

まちづくりについて日常的に話し合える場として、（仮称）まち

づくりサロンを７月から毎月試行的に開催している。 
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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） 

・まちづくりのプロセスにおける協働を理解したり、 協働の場を通じて市民と職員相互の理解や信頼

の深まりを体感できるような研修を試行的に実施しています。 

・今後は研修の成果を検証し、改善しながら、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るよ

う、職員育成の仕組みを整えます。 

 【「計画期間中の取組」と進捗】 

  市民のニーズや市職員に対

する期待に答える人材を育成

するため、人材育成基本方針

の策定（人材育成事業） 

・分権時代にふさわしい行政経営改革の方向性を示し、総合

計画の着実な実行を支えるものとして策定された「行政経営改

革指針」を柱に、今年度後半で人材育成基本方針の骨子まで

を作成予定である。 

  指名・推薦研修、チャレンジ

研修など、組織のニーズと職

員のウォンツの両方を満たす

研修の実施（人材育成事業） 

・今年度実績 

指名研修４人、推薦研修２８人、チャレンジ研修は実績なし。 

 

  NPO 法人等への派遣研修な

ど、実践的なコミュニケーショ

ン能力を向上させる育成手法

の検討（人材育成事業） 

・実践的なコミュニケーション能力を学ぶ場として、中間支援を

担うＮＰＯ法人など、研修の派遣先について、継続して研究し

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

コミュニティ推進団体へインターンシップ研修生として地域活動

に参加している。 

・7月から 12月までに、5回以上（通算 20時間程度）地域活動

へ自主的に参加する。 

・１月に、研修生が体験研修の活動概要及び成果の報告を行

う予定である。 

  市職員の「円卓会議」への参

画（協働のまちづくり事業） 

・原地区、平良地区の円卓会議には市民センター職員が参加

している。 

・5 月、施設整備や計画策定などにおいて、市民や地域と合意

形成を図りながら事業を進めるときのポイントを学ぶ研修として

「3 時間でわかるプロセスデザインのコツ」を実施、各課から 13

人の職員が参加した。 

  地区における「生涯学習の拠

点」、「地域づくりの拠点」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

・市民センター職員が企画する自主研修を全６回実施し、伝え

る力（情報発信）などについて学んでいる。 

・社会教育主事研修、県・中四国公民館大会へ参加した。 
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（公民館管理運営事業）  

  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） 

・管理職及び希望する職員を対象に、地域との信頼関係を築く

こと、地域の資源、特色、思い、意思決定のプロセスを知ること

の大切さを理解するための職員研修を 7/5に実施した。 

・1 月には、フォローアップとして実践を見据え、仕事の進め方

に生かすための職員研修を実施する。 

  市職員の地域活動への参加

促進（協働推進事業） 

・地域活動や市民活動への参加を促進するため「ぐるりんパス

ポート」を配付した。 

・庁内ＬＡＮを活用し、各市民センターや各支所から地域情報

を発信することで、職員の地域活動への参加促進を図ってい

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芽生え始めています。 

 【「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 年度から実施している「まちづくり交流会 in はつかい

ち」を継続して開催。今年度は 7/6に開催した。 

・活動発表、テーマごとに対話する時間を設けることにより、他

者（団体）を知り理解するきっかけとなっている。 

 

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。 

 【「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。 

・今年度実績 

 特別功労：4件、功労：1件、善行：1件、感謝状：4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 25年度上半期における

表彰を 11 月（生涯学習フェスティバル）に行うため、現在表彰

者を関係部署に照会中。 

・今後は生涯学習の推進に係る「貢献度」を重要視して評価す

ることが大切、曖昧な基準を明確にする必要がある、との声が

選考委員から上がっている。 

  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 

・今年度使用料の見直しを実施（平成 26年 4月施行予定）。ま

ちづくり減免制度については継続する。 

・市民活動センターでは、市民活動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） 

・昨年度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予定であ

る。 

 
  

  

 


