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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。市職員に対しては、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なのではなく、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今後の課題です。 

・「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。今後は、その「つながり」が有機的に機能するような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。 

・市職員研修では、協働を推進する背景として、自治体の社会

責任についてその意義と重要性を普及した。 

  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） 

・一昨年度作成した協働事例集を、毎年、改訂している。今年

度は、NPO 法人や大学など、多様な主体との連携、若い世代

による地域活性化に視点をおき、3事例を追加する。 

・協働事例の選定時、各部署からさまざまなパターンの事例が

推薦されるようになった。 

  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 月に子育てをテーマとして市民

フォーラムを開催し、70 人の参加があった。参加者の約 8 割

が 20～40 歳代と若い世代だった。11～12 月には「命の大切

さ」をテーマとした講座を実施する。 

・来年度以降、市民センターとの連携講座を実施できるよう

準備中。年間 5館程度で行い、プラン期間内に市内全て 20館

を一巡したい。 

・また、幼少期の子どもへの大人の接し方も大きな影響がある

ため、保育士へ男女共同参画について理解を深める研修等

の実施を検討している。 

・ワークライフバランスの推進について商工会議所総会におい

てその考え方を説明した。中小企業への直接の働きかけは難

しいため、今後も商工会議所と連携して制度の紹介や環境整

備の促進にも取り組みたい。 

資 料 １５ 

協働によるまちづくり審議会 
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第１回会議 資料○ 
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・人権については、「その人らしく生きることの大切さ」をテーマ

として人権フェスタを 12月に開催する。人権に関する特集記事

を広報 12 月号に、編集委員で作成する啓発記事を広報 2 月

号へ掲載し、啓発に取り組む。ヒューマンシアターは、「人との

ふれあい･家族の温かさ」をテーマとして 10月と 11月に映画会

を開催する。 

  第２次廿日市市男女共同参

画プラン策定に向けた市民意

識調査の分析、策定ワーキン

グの実施（男女共同参画推進

事業） 

・第 2 次男女共同参画プランは、策定ワーキングでの検討、市

議会での説明などを経て、素案としてまとめた。10月のパブリッ

クコメントでの意見反映後、2 月の完成をめざしている。検討経

緯などは、市のホームページで公表している。 

・プランの方向性は最終的に事務局で検討した。今後重点的

に取り組むべき課題は、意識浸透に向けた効果的な啓発、市

役所内の男女共同参画の推進、企業の取り組み促進の 3点で

ある。 
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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。ただし、その中に表面的な市民

参加の機会の設定が増える傾向もみられます。一つ一つの取り組み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。 

・協働による取り組み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、情報共有がやっと動き始めたところである。課題の共有

までは至っておらず、その仕組みを連携会議でつくりたい。 

・地域情報は役所内の LAN（パソコンネットワーク）を利用し随

時提供されるが、担当者によってその内容や頻度に差がある

ため、統一していきたい。 

  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） 

・市の雇用するお客様案内スタッフは 12 月末で終了し、来年１

月から窓口業務は民間業者への委託となる。業者がお客様へ

の対応や効果的な運営など民間のノウハウを活用して質の高

いサービスを提供し、市職員は権限が国からの通知に規定さ

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

定型な行政課題対応に専念する。民間と市の長所を生かし

た役割分担が進むという視点からみると、協働が進むものとい

える。 

  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、啓発や、地域防災力の向

上に向けた地域自主防災会

と市民センターの連携による

講座や行事の開催（自主防

災活動推進事業） 

・地域防災相談員が、地域コミュニティ、高齢者サロン、企業な

どへの防災啓発として出前トークを行っている。すでに、今年

度前半（19 回 865 人）で、昨年度通年（18 回 775 人）を超える

実績であり、関心が高まっている。 

・地域の防災リーダーである防災士を継続的に育成しており、

現在、市内に 39人。 

・自主防災組織の組織率は 99.1%（大野 11区と吉和以外）。 

・今年度、四季が丘地区の恒例行事に防災の視点を加えた

「チャレンジぼうさい in四季が丘」を自主防災組織と市民センタ
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ー、市が連携し、実施している。内容は町内会単位での防災

訓練や市民センターでの防災講演会のほか、交流ウォーキン

グで危険箇所や防災倉庫の位置確認を加えたり、参加回数に

よるポイント制を取り入れ、住民の関心を高めるように工夫して

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、吉和地域に 1 人、佐伯地域に 3 人（うち 1 人

は 11 月～採用予定）配置している。佐伯地域については、過

疎・高齢化が進む浅原地区と玖島地区へ各 1 人配置し、市民

センターを拠点に、地域おこしや移住促進に向けた空き家

の掘り起こしなどの取組を行っていくこととしている。 

ＮＰＯ活動への融資（労働福

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昨年度と変わらず 25団体。現在、広電は

つかいち駅の待合所とその周辺について、地元の駅通り商店

会とアダプトによる管理の内容を協議している。 

 

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） 

・年度当初と 10月に、パブリックコメント制度について職員に周

知した。市民と市の双方向コミュニケーションを確保し、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。 

・9 月に「新型インフルエンザ等対策行動計画（案）」について

実施したが、意見は寄せられていない。担当課の準備の遅れ

から募集期間が 1 週間という短期間となったため、今後は、担

当課へ早めの準備を働きかけたい。 

・現在「第 2 次男女共同参画プラン」について意見募集中。こ

のほか「第 6 次総合計画」「観光基本計画」「子ども・子育て支

援事業計画」などの策定に取り組んでおり、パブリックコメント制

度による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） 

・拠点施設の整備や、既存施設の管理運営方法・集約・複合化などについて、地域の特性や市民との

対話を大切にしながら、環境整備に向けた取組を着実に進めています。 

・拠点施設で市民、まちづくり活動団体、ＮＰＯ法人、企業、大学の交流の場づくりを進めています。 

・各取組における対話のプロセスが、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】 

  （仮称）公共施設再配置計画

の策定、（仮称）「公共施設更

新問題」市民と共に考えるシ

ンポジウムの開催、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） 

・再配置計画は、公共施設市民アンケートやパブリックコメント

を反映し、計画期間を 10 年間として平成 26 年度内に策定す

る。 

・10 月に、シンポジウムを開催する。市広報や町内会の会合等

でチラシを配布し、次代のまちづくりを担う若者も含め参加者を

呼びかける。公共施設のあり方を市民と行政が一緒に考えるス

タートとして位置づけている。 

  大野支所複合施設整備基本

計画の策定（公共施設調査

事業） 

・大野支所の建替えに向け、支所敷地の土地利用や施設整備

の内容等についてワーキングを設置し検討している。 

・7 月と 9 月に、「支所に付随する機能」、「賑わいを創出す

る拠点整備の内容」について検討するワーキングを開催し

た。11 月には、第 3 回目となるワーキングを開催し、一定の方

向性をまとめ、来年年明けに、整備基本計画案について、報

告会を開催する予定である。 

・なお、9月に、土地利用に関する支所周辺住民への説明会を

開催した。これまでの経緯を含め、現在、ワーキングで検討さ

れている状況について説明及び意見交換を行った。 

  市民センター（公民館）整備

に係る基本調査の実施（生涯

学習施設整備事業） 

・市民センター（公民館）整備基本調査業務を委託した。12 月

末に業務委託の報告を受け、平成 26 年度内に、地域づくりの

拠点としての機能を果たすために、整備の方向性を検討する。 

  拠点施設の設備充実に向け

た中央市民センター（公民

館）の建替工事（生涯学習施

設整備事業） 

・解体工事の請負業者が決定後に、近隣住民に対して、工程

等の説明を行った。 

  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 年度から町内会長・区長報酬廃止分を地域提案型

協働事業助成金に変更し、人件費への充当を可能とするなど

使途の自由度を高めた。地域の実情に応じた使いやすい交付

金制度の創設に向けて、引き続き研究していく。 

・6 月、市内 28 地区の地域住民自治組織を対象にした情報
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交換会を開催した。人口減少に備えた事業の棚卸しの必要性

を支所、市民センターの職員とともに共有した。 

  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） 

・地元にとってより使い勝手のよい施設とするため、平成 26 年

度から、指定管理者制度を廃止し、行政財産の使用許可制度

に変更した。 

  佐方市民センターの地域運

営など、各市民センター（公

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) 

・平成 26年度は、佐方市民センター指定管理者の指定期間（3

年間）の最終年である。指定管理者である佐方アイラブ自治会

とこれまでの課題を出し合い、労務管理や経理事務の見直

しなど改善方法を検討し、次の指定管理に向かうこととしてい

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） 

・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。 

  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） 

・市民活動団体、ＮＰＯ、企業、大学、市民のつながりづくりを

目的に開催した「まちづくり交流会ｉｎはつかいち」を、昨年度に

引き続き開催する。 

  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） 

・災害対策基本法の一部改正により、要援護者の基準に該当

する人の名簿作成が義務化された。法改正前の制度を継続し

つつ、法改正後の制度への対応が必要となっており、全体的

な見直しを行っている。 

  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」を市内 13か所、9回開

催中で、１回あたりの相談人数は、平均 6 人程度である。平成

26年度は全 20回開催する。 

・平成 27年 2月に、日本赤十字広島看護大学で、地域包括ケ

アを考える講演とシンポジウムを開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

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） 

・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、取組を進めるにあたり、今後、多くの市民や市が目的を共有し、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必要があります。 

・また、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、交付対象である地

域自治組織及び区 28地区 32団体中、26地区 26団体から申

請され、交付決定済。 

・町内会長・区長報酬の廃止、助成金を増額して交付。事務員

への賃金や役員への謝金など助成対象事業を拡大した。これ

により既存事業の拡大や新たな事業の実施に取り組むなど

の効果が表れている。 

・地域力向上事業助成金制度については、９事業が採択。 

・事業の採択基準や審査方法の見直しを、平成 27 年度に向

けて検討中である。 

  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） 

・6 月に、市内 28 地区の地域住民自治組織を対象に、情報交

換会を開催し105人が参加した。各地区の取組を知り合うととも

に、市民と市民センター等職員で自らの地区の事業の振返

りを行った。 

・情報交換会終了後、職員による情報交換会の振返りを行う

など、市民センターを中心に市として地区の円卓会議の運営

支援を行っていくこととしている。 

  市民参画によるワークショップ、「円卓会議」の推進 

   ・島嶼部を対象とした「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） 

・「はつかいち景観 100 選」の実施に向けた「仕組みづくり」や

候補を考えるために、今年度は、宮島地域で全 4回のワークシ

ョップを開催する。第 1回は 20人が参加した。 

・本年度は、ワークショップに加え、本市の優れた景観を市民と

共有し、地域ぐるみで保全・活用等に取組む気運を高めるため

講演会等を予定している。 

   ・佐方川緑地整備に向

けた実施設計に係る利

活用、安全性、維持管

理などの検討（公園整備 

・佐方川緑地を整備するにあたり、実施設計を地元住民参加

によるワークショップ方式で全 4回開催する。 

・参加者の呼びかけは、公園の維持管理方法やルールづくり

に配慮して、地元の地域自治組織と相談しながら行った。 
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事業）   ・第 1回の様子を、だよりにまとめ地元 8町内会へ回覧し周知し

た。 

   ・観光振興基本計画策

定に係る地域別の観光

のあり方の検討（観光資

源ネットワーク化事業） 

・平成 26年度は、ワークショップ方式ではなく、平成 25年度に

開催したワークショップ等参加者へ観光振興基本計画の説明

等を行う。時期は 10、11月頃を予定している。 
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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） 

・広報紙やラジオ、ホームページなどの既存の情報伝達手段のほかにフェイスブックなどのＳＮＳも新た

な手段として定着しつつあります。引き続き、それぞれの強みを生かし、市民に受け取ってもらいやす

い表現で必要な情報を迅速に発信していきます。 

・また、計画策定に係る市民アンケートやヒアリングなどから、市民ニーズを的確に把握し、市の施策や

事業に反映していくよう努めます。 

 【「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） 

・ＦＭはつかいちで放送している行政情報を広く市民に発信す

るために、市役所１階ロビーにラジオを設置するなど、ＦＭ

のリスナー増加を検討する。 

・災害時、市ホームページ、市フェイスブックでは、外国

人や高齢者、子どもにもわかりやすい「やさしい日本語」

で情報を発信している。 

・市フェイスブック いいね！1,064件（10月 9日現在） 

・今年 3月にオープンした「中国新聞廿日市メディアステー

ション」で、オリジナル新聞をつくる「子ども記者体験」を中

国新聞社との共催により 6月に開催した。 

  市ホームページの部分改善

（広報広聴事業） 

・欲しい情報にたどりやすくするよう、第2階層を改訂している。

来年度は第 3階層以降を順次改訂していく予定である。 

・利用頻度や優先順位が高いと思われるページについては、

スマートフォン対応にすることも来年度検討する予定であ

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は、センター職員が広報紙作

成研修で学んだことを生かし、文字のフォントを統一したり、写

真を効果的に用いるなど、読みやすくするための工夫をし

ている市民センターが増えている。 

・はつかいち安全・安心メール配信サービスについては、8 月

に発生した広島市の大雨災害を機に、広報紙や市ホームペー

ジ、市民センターだよりで改めて周知した。 

・また、従前から実施している出前トークでの周知に加え、

まちづくり活動団体主催の防災関連行事に呼ばれた際に

も、チラシを配布し、登録を呼び掛けることとした。 

・この他、9 月から、メールで配信する情報に気象情報を

追加し、情報提供の拡充を図った。 

・子育て支援サイトについては、市及びサイト登録者が情報発

信ツールの一つとして活用している。今後も広く活用してもらう
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ため、市役所各所属へサイト上での情報発信を促すとともに、

市民活動センターを通じて市民活動団体へ活用を呼びか

ける。 

  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） 

・ホームページやフェイスブックなどで、市民活動団体の活動

情報やイベント情報、助成金情報を掲載している。 

・今年度から市民活動団体のボランティア募集情報を、市内

近郊の 3 大学（日本赤十字広島看護大学、山陽女子短期大

学、広島工業大学）の学生に廿日市市社会福祉協議会ボラ

ンティアセンターを通じて情報提供している。 

  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「（仮称）

市民のみなさんと一緒につく

るページ」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」については、市フェイスブッ

クで実施している「市民リポーター制度」のリポーター数は 4 人

である。（9 月 10 日現在）各地域の風景や、各々の活動のよう

すなどを定期的に発信している。 

・「市民のページ」については、広報 7 月号に第 1 回目を掲載

した。現在は、広報1月号掲載予定の第 2回目のページづく

りに向けて、取材、原稿編集に取り組んでいる。 
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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されるとともに、学

んだ人同士がつながる機会づくりも進んでいます。 

・今後は、それぞれが自主的に活動す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。 

・四季が丘市民センターでは、「チャレンジ防災 in 四季が丘」と

して、防災講演会や災害時の備蓄品備え方講座などを実施し

た。11月には防災ウォーキングとして、地区内の危険箇所や備

蓄倉庫を確認しながら交流ウォーキングを行う予定である。 

  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） 

・7 月に「思春期の子どものこころを知ろう」をテーマに、保護者

や学校関係者等を対象に講演会を実施した。（参加者 105人）

また、9 月に妊婦とその配偶者、母子保健推進員を対象にここ

ろの健康・産後のうつ予防についての講演会を実施した。（参

加者 41人） 

・健康づくり応援団は、養成講座（全 15回）が 7月で終了し、

今年度は 7人が受講した。 

また、毎年 4回程度交流会を開催し、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。 

  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 10 本部立ち上がっている。全ての小中学校への設置を

目指し今年度新たに、2 本部の設置について調整を行ってい

る。 

・「地域による学校支援活動推進」にかかる文部科学大臣表彰

を受けた友和小学校区学校支援地域本部の取組のようすを、

他の地域のボランティア等に見学してもらうとともに、相互の実

践について交流する「参観・交流会」を 11月ごろに実施す

る予定。 

  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） 

・今年度は、実績なし。年度後半は、直接の声かけなど、ポイン

トを絞った周知を行う。 

・過去に助成金を活用した人材が、男女共同参画プランの策

定ワーキングに参加するなど、学んだ成果を発揮している。 

  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） 

・生活・介護支援サポーターフォローアップ研修（公開講座）を

12月、1月、3月に開催予定。 

・今回は、高齢者の支援をしている人だけでなく、外国人、障

がい者の支援をしている人なども対象に含め実施する。 
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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

んでいます。今後も、次世代を担う若者の地域活動への参加促進のため、居場所づくりを進める必要

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月に開催。市内 11校の 3年生が「もし私が市長だったら」を

テーマに提案した。 

・中学生から、中学生向けの防災手引きの作成や、インターネ

ットなどのメディアを通じて地元の特産品を全国にアピールす

るなどの提案があった。 

  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。 

・原市民センターの「はらっこくらぶ」や、地御前市民センター

の「じごぜんキッズ」など、講師を地域の人がつとめ、自然体験

や工作などの体験学習を中心に事業を実施している。 

  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） 

・市民センター主催で各事業を実施している。 

・大野市民センターでは、市民センタークラブのバンド発表

会「セプテンバーコンサート」を開催し、地域の若者の居

場所づくりに努めている。 

・地域貢献活動に意欲のある市内金融機関に、若い世代の地

域活動への参加を呼びかけた。 

  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） 

・地域のボランティアが、登下校の見守りや家庭科や書写など

の学習支援を行っている。 

・子どもたちへのアンケートでは、「地域の好きなところ」は、「ボ

ランティアさんのような素敵な人がいるから好き」や「自分も大き

くなったら、見守り隊に入りたい」という回答があり、地域への愛

着が芽生えている。 
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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。また、知識

や技能の習得だけでなく、地域で活動することができるよう実践を取り入れた講座など、主体性や調整

力を持つ人財の育成も少しずつ進んでいます。 

・今後は、地域の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） 

・防災士資格取得者が、各地区に 2人以上になることを目標に

しており、今年度は、2 人の「防災士研修講座」受講を予定して

いる。（1人受講済み） 

・上記研修とは別に、他の自主防災組織等での講習や助言・

指導の方法を学ぶ「自主防災アドバイザー養成講座」を 1 人が

受講した。 

  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） 

・市民センター主催で各事業を実施している。 

・中央市民センターでは、廿日市地区の歴史や文化を学び、

地域に愛着をもってもらうことを目的として「はつかいち塾」を実

施している。 

・地御前市民センターでは、地域の伝統文化を学び、これらを

継承する人材の育成を図り、「郷土民謡伝承講座」を実施。 

  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） 

・6 月に、市内及び近郊で活動するＮＰＯ法人を対象に、「ＮＰ

Ｏ法人進化セミナー 団体運営なんでも相談」を開催した。7団

体 9 人の参加があり、マネジメントの基礎や活動の日頃の課題

などについて、アドバイザーの助言を受けながら学びあった。 

 

  環境活動を実践するための

環境アドバイザーのスキルア

ップ講座の実施（環境都市創

造事業） 

・環境アドバイザースキルアップ講座（全 6 回）を開催し、今年

度は 13 人が受講している。この講座は、受講者相互の考えを

共有し仲間作りの場とするとともに、環境保全活動の必要性に

ついて広く伝えるためのスキルを学んでいる。 

・今年度は課外授業として環境フェスタに参加するとともに、来

年度から実際の地域活動につなげるため、「自然環境」、「生

活環境」の 2つのグループに分かれて、事業計画を作成す

る予定である。 
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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。 

・地御前市民センターでは、コミュニティがブースを担当す

ることで、普段つながりのないコミュニティとクラブの間で

交流が生まれている。 

・玖島市民センターでは、地元企業の外国人従業員が飲食ブ

ースを担当し、郷土料理をふるまっている。 

  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、「チームはつかいち」を結成し、活動を知り合う場

の充実のための企画について、話し合いを行っている。 

・また、6 月に開催した地域学セミナー終了後、気軽にまちづく

りについて話し合える場として、「まちづくりサロン」を開催した。 

・また、今年度から市民活動団体のボランティア募集情報

を、市内近郊の 3大学（日本赤十字広島看護大学、山陽女子

短期大学、広島工業大学）の学生に廿日市市社会福祉協議

会ボランティアセンターを通じて情報提供している。 



15 

 

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） 

・市民との合意形成や、市民や職員との相互理解や信頼の深まりを体感できるような研修を、継続して

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） 

・今年度中に人材育成基本方針を策定し、「めざす職員像」を

示す予定である。 

・めざす職員像については、これまで市として示してきた、行政

経営改革指針やまちづくり基本条例などを踏まえたものとす

る。 

  指名・推薦研修、チャレンジ

研修など、組織と職員のニー

ズを両方満たす研修の実施

（人材育成事業） 

・今年度（8 月末迄）の実績は、所属長推薦 18 人、自己推薦

（チャレンジ）9 人、人事課指名 147 人である。（人事課指名に

ついては、経験年数等により受講させている階層別研修の人

数を含む。） 

・現在、研修で得たものをどのように活用するかなどを報告する

研修レポートの作成を義務付けているが、今後、研修効果を

より測りやすい様式に変更する。 

・さらに、受講した研修が生かされているかどうかを検証す

る活用度調査の導入を検討する。 

  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） 

・来年度の実施に向け、派遣先や時期、派遣する職員を調整

していく予定である。 

 

  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 6 地区（佐方、廿日市、平良、

地御前、四季が丘、大野 1 区）のコミュニティ推進団体の活動

に研修生として参加している。 

・イベントの準備などの人足的な役割だけではなく、地域の定

例会議にも参加し、提案を行うなど、自発的な行動につな

がっている。 

・来年 2月に、研修生が活動概要及び成果の報告を行うクロー

ジング研修を予定している。 

・来年度の研修対象となる、現在 2年目の職員の動機付けとす

るため、クロージング研修への参加を必須とすることを検討して

いる。（昨年度は任意参加） 
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・また、採用後 10 年目の職員を対象とした同じような研修

の実施は今のところ考えていないが、いただいた意見も参

考にしながら、今後の研修計画で、協働の理念を浸透させるに

はどのような研修を行うことが効果的であるかを検討する。 

  市職員の「円卓会議」への参

画（協働のまちづくり事業） 

・平良地区、原地区の円卓会議には市民センター職員が参加

している。 

・6 月に、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、ともに考え、話し合う場として

「はつかいち情報交換会 2014」（大円卓会議）を開催した。 

  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

（公民館管理運営事業）  

・今年度、市民センター企画指導専門監を配置し、新たに市

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（7月～2月）を実施してい

る。研修では、地域の状況を把握・分析し、地域住民にとっ

て必要な（地域課題の解決につながるような）学習プログ

ラムを作成することとしており、今年度は 2つのプログラムを作

成し実行する予定である。 

・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人ずつ参加した。 

  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） 

・8 月、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」を実施した。 

今回は、支所・市民センター職員を主な対象として、市内２８

地区の地域自治組織と支所・市民センターが進める地域づくり

について、学び合った。11の所属から 16人が参加した。 

  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） 

・6 月に、希望する職員を対象に、自治体が社会責任を果たす

ことの意義・重要性を理解し、実践に向けた手法を学ぶ機会と

して、職員研修を開催した。25 の所属 から 55 人の 職員がし

た。 

  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。 
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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、25 年度に、「まちづくり交流会ｉｎはつかいち」を計 4

回開催し、延べ約 290人、延べ約 30団体の参加があった。 

・第 4 回の交流会は、市民スタッフにより企画・運営した結果、

口こみや、企画の目新しさで 127 人の参加があった。平成 26

年度も継続して、市民スタッフの企画・運営により来年 1月頃に

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。 

 【「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。 

・平成 26年度実績（9月 30日現在） 

 善行：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 26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、候補

者を探している。 

・選考基準について要綱改正も含め検討中である。 

・表彰を受けた人の技術や活動を、7 月に開催された青少年

育成廿日市市市民会議の大会で披露するとともに、11 月の生

涯学習フェスティバルで同時開催される市民文化祭において

も披露する予定である。また、ＦＭはつかいちの番組で紹介

している。なお、市役所 1 階の電光掲示板での紹介について

検討している。 

  市民センター（公民館）にお ・市民センターの使用料は、激変緩和措置として一定期間減
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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） 

免対応してきたが、平成 26年度からこれを廃止した。 

・まちづくり活動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） 

・市民活動センターの使用料は一定期間免除してきたが、平

成 26年度から減額措置を廃止した。 

・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） 

・平成 24 年度に策定した推進計画に基づき、年度当初と新年

度予算編成時に庁内・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。   

  

 

 

 


