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平成27年度の取組に係る報告 

 説明資料 



 １ めざすまちに向かって 

   めざすまちの姿や基本原則など～前文～第３条～ 
○主旨 

 廿日市市協働によるまちづくり基本条例の前文、第１章、第２章では、協働によるまちづくり
でめざすまちの姿や基本原則など、この条例の基本的な事項を謳っています。条例前文に掲
げるまちや第１条（目的）に掲げる暮らしやすい豊かな地域社会の実現に向けて、廿日市市に
暮らす市民が、まちづくりへ参加するよう進めることやつながりを育むことが大切です。 

 そこで本計画では、計画期間内に、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。また、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。 

 なお、第３条第４号から第７号に関連する個別の具体的な仕組みは、第４章各条の規定に関
連する取組として位置づけます。 

 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

つながりづくり 

協働の理念共有 
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計画期間中の取組 H24  H25  H26 H27 

条例施行記念シンポジウムによる、条例の理解と協働の理念の浸
透に向けた啓発（地域経営推進事業） 

実施 

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） 
 

実施 → → → 

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） 

実施 → → → 

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） 

実施 → → → 

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） 

実施 → 

計画期間中の取組一覧           【めざすまちの姿や基本原則など ～第３条～】 
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回次 主なご意見 

第５回 
もっと市民自信が「協働」を具体的に身近なものとして、活動や言葉
を定着（できるように）するべき。 

第６回 
市民のまちづくり意識はまだ不十分。パブリックコメントへの意見提
出、まちづくりへの参加意識が進むよう何らかの策が必要。 

第７回 
市の職員の対応をみると、市民の要望に応える姿勢が見えず、協働
の理念はまだ浸透していないと感じる。 

主なご意見と今後に向けて        【めざすまちの姿や基本原則など ～第３条～】 

これまでの取組と今後に向けて（第8回審議会）   

 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。 
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  【めざすまちの姿や基本原則など ～第３条～】 

平成２７年度版 平成２６年度版 変更理由 

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） 

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） 

  

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） 

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） 

  
  

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） 

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） 

  

                              
                          

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） 

終了事業を削除 

推進計画 新旧対照表 
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○主旨 

 協働によるまちづくりとは、お互いの自主性を尊重しながら共通する目的に対し協力すること
をいいます。第４条では、協働によるまちづくりにおける市民の役割を、また第５条では、市及
び市の職員の責務を謳っています。 

 市民の役割を市が強制することはできませんが、本計画では、それらの役割を果たすことが
できるようにすることも含め、市の責務として環境整備に取り組みます。 

 本計画では、市は、計画期間内に、第５条の実現に向けて、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、職員一人ひとり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。 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

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 

 １ めざすまちに向かって 

   市民の役割と市の責務～第４，５条～ 
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計画期間中の取組 H24  H25  H26 H27 

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 

実施 → 

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 

実施 → 

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） 

実施 → → 

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） 

検討 実施 

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との連携によ
る講座や行事の開催（自主防災活動推進事業） 

実施 → → → 

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） 

実施 → → → 

ＮＰＯ活動への融資（労働者福祉貸付金） 実施 → → → 

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） 

実施 → → → 

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） 実施 → → → 

計画期間中の取組一覧              【市民の役割と市の責務 ～第４、５条～】 
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回次 主なご意見 

第５回 
地域はそれぞれのペースで活動しており、その機運や熟度に合わせ
て施策を展開してほしい。 

第６回 
支援を必要とする団体に情報が届き活用されるよう、部局間の連携
やＮＰＯ団体の現状把握などに積極的に取り組んでほしい。 

第８回 
地域支援員の活動を、全市的に情報発信すれば、他の地域でもぜ
ひ取り入れたいという動きになるのではないか。 

主なご意見と今後に向けて            【市民の役割と市の責務 ～第４、５条～】  

これまでの取組と今後に向けて（第8回審議会） 

 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。 
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【市民の役割と市の責務 ～第４、５条～】  

平成２７年度版 平成２６年度版 変更理由 

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 

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 

  
  

                       
      
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） 

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）                             
             

制度廃止のた
め削除 
窓口業務の民
間委託による
追加 

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） 

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） 

実態に合わせ
て修正 

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） 

地域支援員による過疎･中山間地域等の生
活支援（定住推進事業） 

事業名の変更 

ＮＰＯ活動への融資（労働者福祉貸付金） ＮＰＯ活動への融資（労働者福祉貸付金）   

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） 

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） 

  

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） 

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） 

  

推進計画 新旧対照表 
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○主旨 

 第７条では、地区や地域のこれまでに培ってきたまちづくりの方法、歴史、風土などの地域性
や、市民やまちづくり活動団体が持つさまざまな知識、技能などの得意なことを生かしながら、
協働によるまちづくりを進めていくことを謳っています。 

 そこで本計画では、計画期間内に、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。 

 
 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

地区・地域のまちづくりを

支える環境整備 

 交流、連携の場づくり 

 ２ 特性を生かしたまちづくり 

   地区、地域及び市域におけるまちづくり～第７条～ 
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計画期間中の取組 H24  H25  H26 H27 

公共施設再配置計画の策定（公共施設マネジメント事業） 検討 → 策定 

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） 

検討 → 
計画
策定 

設計 

拠点施設の設備充実に向けた中央市民センターの建替（生涯学習施設
整備事業） 

調査 設計 建替 → 

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） 

検討 → → → 

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） 検討 → 実施 → 

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「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） 

実施 
(佐方) 

→ → 
実施

(串戸) 

市民センターの市民参画（市民センター企画運営委員会）による企画運
営（公民館活動一般事業） 

実施 → → → 

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（市民活動センター管理運営事業） 

実施 → → → 

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） 

実施 → → → 

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） 

実施 → → → 

計画期間中の取組一覧       【地区、地域及び市域におけるまちづくり ～第７条～】 
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回次 主なご意見 

第6回 
事業の実施に当たっては、基本的な方向性（方針）を示したうえで進
めるべき。 

第7回 
拠点施設の運営に当たっては、地域の特性に合うよう、市と地域が
相互に確認しつつ進めるべきである。 

主なご意見と今後に向けて    【地区、地域及び市域におけるまちづくり ～第７条～】 

これまでの取組と今後に向けて（第8回審議会） 

 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。  
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【地区、地域及び市域におけるまちづくり ～第７条～】 
平成２７年度版 平成２６年度版 変更理由 

                              
                                  
                             

（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） 

終了事業を削
除 

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） 

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） 

事業の進捗に
合わせた修正 

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） 

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） 

条例改正に合
わせて修正 

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） 

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） 

新規事業の追
加 
条例改正に合
わせて修正 

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） 

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） 

  

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） 

  

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） 

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） 

指定管理者制
度導入、条例改
正及び他の記
載に合わせて
修正 

市民センター     の市民参画（市民センター企画
運営委員会）による企画運営（公民館活動一般事業） 

市民センター（公民館）の市民参画（市民センター企
画運営委員会）による企画運営（公民館活動一般事
業） 

条例改正に合
わせて修正 

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（市民活動センター管理運営事
業） 

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（市民活動センター管理運営事
業） 

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） 

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） 

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） 

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） 

推進計画 新旧対照表 
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○主旨 

 第８条では、さまざまな活動主体が特性を大切にしながらまちづくりを進めていくために、
市民、まちづくり活動団体や市が「円卓会議」で情報を共有しながら信頼関係を築き、課題
解決に向けた話し合いを行うことを謳っています。 

 そこで本計画では、計画期間内に、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。 

 そして、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。 

 
○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

だれもが対等に参加でき

る円卓会議の開催 

地域の課題解決に向けた話し合いの場として機能 

 ２ 特性を生かしたまちづくり 

   円卓会議～第８条～ 
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計画期間中の取組 H24  H25  H26 H27 

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） 

実施 → → → 

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（協働のまちづくり事業） 

実施 → 

【24年度に実施したワークショップなど】 
 ・ 佐伯地域、吉和地域、原地区における浸水ハザードマップ作成 

 ・ 中央市民センター（公民館）建替に係る基本調査 

 ・ 城内第２公園（街区公園）整備 

 ・ 上平良さくらの里整備に係る樹木植栽計画 

実施 

【25年度に実施したワークショップなど】 
 ・ 中央市民センター（公民館）建替に係る基本設計 

 ・ 沿岸部を中心とした｢はつかいち景観100選」に係る選定基準の検
討 

 ・ 宮島地域におけるおもてなしコンセプトの形成 

実施 

【26年度に実施したワークショップなど】 
 ・ 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 

 ・ 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 

 ・ 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 

実施 

【27年度に実施するワークショップなど】 
 ・ 廿日市地区、平良地区、宮内地区、串戸地区における土砂災害ハ  

  ザードマップの作成（防災一般事業） 
実施 

計画期間中の取組一覧                         【円卓会議 ～第８条～】 
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回次 主なご意見 

第5回 
ワークショップの開催に当たっては、十分に本来の目的を踏まえて進
めるべきである。 

第5回 
ワークショップに対して、市と市民との間で理解度に差があるように感
じる。 

第6回 
必要に応じて「円卓会議」を開催している状況で、定例的な開催となっ
ていない。 

第8回 
円卓会議を開くことが目的になっているのではないか。市民に対して
話し合った内容を伝え、それを基に市民がどう活動するか、というとこ
ろまで考えないと、最終的な目標到達にならない。 

主なご意見と今後に向けて                        【円卓会議 ～第８条～】 

これまでの取組と今後に向けて（第8回審議会） 

 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、取組を進めるに当たり、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。 
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【円卓会議 ～第８条～】 

平成２７年度版 平成２６年度版 変更理由 

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） 
 

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） 

  

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（協働のまちづく
り事業） 
 

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） 

担当課の変更 

市民参画によるワークショップ、「円卓会議」の
推進 
広く市民の暮らしにかかわる課題の解決や、公
園などの身近な公共施設の整備あるいは、道路
環境の整備について、市民参画によるワーク
ショップや、「円卓会議」で内容を検討していきま
す。 

市民参画によるワークショップ、「円卓会議」の
推進 
広く市民の暮らしにかかわる課題の解決や、公
園などの身近な公共施設の整備あるいは、道路
環境の整備について、市民参画によるワーク
ショップや、「円卓会議」で内容を検討していきま
す。 

  

                         
                                    
       
                          

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) 
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（公園整備事
業） 
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） 

終了事業を削除 
 

廿日市地区、平良地区、宮内地区、串戸地区に
おける土砂災害ハザードマップの作成（防災一
般事業） 

                                     新規事業を掲載 

推進計画 新旧対照表 
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○主旨 

 第９条では、信頼関係を築く上で欠かせない情報共有について謳っています。互いに知り
合い、話し合う場として円卓会議を活用したり、さまざまな情報伝達手段を効果的に活用した
り、情報の発信と共有を進めることが大切です。 

 そこで本計画では、計画期間内に、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。 

 また、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。 

 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

市民ニーズの施策への反映 

 

情報伝達手段の拡充 

（双方向の情報伝達手段の導入） 

 ３ 情報発信による信頼関係づくり 

   情報の発信及び共有～第９条～ 
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計画期間中の取組 H24  H25  H26 H27 

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） 

実施 → → → 

市ＳＮＳの活用検討（広報広聴事業） 検討 実施 → → 

市ホームページの部分改善（広報広聴事業） 実施 → → → 

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） 実施 

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） 

実施 → → → 

はつかいちし安全・安心メール配信サービスを活用した、地区や分
野に密着したタイムリーな情報の発信（防災情報システム管理事
業） 

実施 → → 

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） 

実施 → → → 

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） 

検討 実施 → 

計画期間中の取組一覧                 【情報の発信及び共有  ～第９条～】 
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回次 主なご意見 

第５回 
情報発信ツールの役割の棲み分けにより、ツールの特性を生かした
情報発信をされたい。 

第５回 
電子媒体だけでなく、既存の団体が持つ伝達手段や仕組みを活用
することも必要である。 

主なご意見と今後に向けて              【情報の発信及び共有  ～第９条～】 

これまでの取組と今後に向けて（第8回審議会） 

 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。 
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      【情報の発信及び共有 ～第９条～】 

平成２７年度版 平成２６年度版 変更理由 

広報紙、コミュニティＦＭ、インターネット、Ｓ
ＮＳなど各種の情報発信ツールの効果的利
用（広報広聴事業） 
 

広報紙、コミュニティＦＭ、インターネット、Ｓ
ＮＳなど各種の情報発信ツールの効果的利
用（広報広聴事業） 

  

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） 

市ホームページの部分改善（広報広聴事
業） 

事業の進捗に合
わせた修正 

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） 

  

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） 

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） 
 

  

推進計画 新旧対照表 
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 ４ 人づくり 

   まちづくりに関わる人材の育成～第１０条～ 

○主旨 

 第４章第３節の「主旨」では、人は、まちづくりを進めていく上での財産であるため、「人材」を
「人財」と表現しています。また、「子ども、若者等の育成」及び「人材を見いだす活動」について
は、長期的に・継続して取り組む計画としています。 

 第１０条では、市民が暮らしに近い市民センターで生涯学習や社会教育を通じて学び合うこ
と、その人財が学習成果を他につなぐことによってまちづくりに生かされることを謳っています。 

 そこで本計画では、計画期間内に、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。 

 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

知識や技能の発揮の場づくり 

まちづくりへの関心・ 

理解を深める場づくり 
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計画期間中の取組 H24  H25  H26 H27 

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） 

実施 → → → 

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） 

実施 → → → 

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） 

実施 → → → 

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） 

実施 → → → 

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
ポーターの養成、フォローアップ研修の継続（一次予防事業） 

実施 

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） 

実施 → → 

計画期間中の取組一覧             【まちづくりに関わる人材の育成  第１０条】 

22 



回次 主なご意見 

第７回 
まちづくりに関わる人材をいかに多く育成したかという点で、掲げた
目標に対し、どれだけの成果があったかを評価すべきである。これに
見あった指標を設定していただきたい。 

第８回 
計画づくりなど、行政が文章化するだけではなく、まちづくりをみんな
で考えなければならないという危機感を持つような施策を実施しなけ
ればいけないのではないか。 

主なご意見と今後に向けて           【まちづくりに関わる人材の育成  第１０条】  

進捗状況と今後に向けて（第8回審議会） 

 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。 
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【まちづくりに関わる人材の育成  第１０条】 

平成２７年度版 平成２６年度版 変更理由 

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） 

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） 

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） 

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） 

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） 

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） 

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） 

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のボランティ
アグループなどの活動支援（一次予防事
業） 

推進計画 新旧対照表 
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○ 主旨 

 第１１条では、次の時代のまちづくりを担う子どもや若者の育成が特に大切であること、また
そのためには家庭や学校だけでなく地域ぐるみで連携して取り組むことについて謳っています。 

 そこで本計画では、計画期間内に、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。 

 こうした取組から、将来のまちづくりを支える人財を増やします。 

 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

子どもや若者のはつかいちへの愛着の醸成 

まちへの愛着が芽生え

るような環境づくり 

 ４ 人づくり 

   子ども、若者等の育成～第１１条～ 
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計画期間中の取組 H24  H25  H26 H27 

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） 

実施 → → → 

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） 

実施 → → → 

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） 

実施 → → → 

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） 

実施 → → → 

計画期間中の取組一覧                   【子ども、若者等の育成 第１１条】 
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回次 主なご意見 

第６回 
若者のまちへの愛着が芽生えるような環境づくりに向けては、大学
や高校を巻き込むという手段があるのではないか。若者層の育成
（巻き込み）について、もう少し考えていただきたい。 

第７回 
若者と地域との結びつきが必要である。地域の中で、若者が活躍で
きる機会作りが必要ではないか。 

第７回 
若い世代のコミュニティ参加促進のため、市長や部長が各企業を訪
れて、若い世代の地域への参加を呼びかけてはどうか。 

第８回 
廿日市市内の大学に呼びかけて、学生と一緒にイベントを企画して
はどうか。 

主なご意見と今後に向けて                 【子ども、若者等の育成 第１１条】  

これまでの取組と今後に向けて（第8回審議会） 

 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。 
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【子ども、若者等の育成 第１１条】 

平成２７年度版 平成２６年度版 変更理由 

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） 

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） 

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） 

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） 

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、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・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） 

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） 

推進計画 新旧対照表 
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○ 主旨 

 第１２条では、まちづくりの推進役を担う人財の育成について謳っています。 

 そこで本計画では、活動を通じた育成とともに、第１０条第２項により、計画期間内に、まちづ
くりにおいて、主体性や調整力を持つ人財の育成や、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。 

 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

まちづくりの担い手として活躍できる場づくり 

リーダーの育成や 

スキルアップの場づくり 

 ４ 人づくり 

   まちづくりリーダーの育成～第１２条～ 
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計画期間中の取組 H24  H25  H26 H27 

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） 

実施 → → → 

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） 

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） 

実施 →  → → 

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） 

実施 

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） 

実施 → 

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） 

実施 

計画期間中の取組一覧                 【まちづくりリーダーの育成 第１２条】 
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回次 主なご意見 

第６回 
人財を養成するのであれば、例えば、受講者のグループ化など、修了
生が活動できる体制や活動する場づくりまでを支援する必要がある。 

第６回 
リーダー養成講座などを実施する際には、目的を明確にするとともに、
養成講座等の受講者に対して、受講後どのように活動してほしいのか
を説明する必要がある。 

第８回 
地域のニーズに合わせ、地域が求めている事業に取り組んで欲しい。
また、達成感を感じられるようなフォローやケアが必要である。 

第８回 
市でさまざまな研修を実施しているが、地域には誰がどんな研修を受
けたという情報が流れていない。学びを、活躍の場につなげられるよう
にすべきである。 

主なご意見と今後に向けて               【まちづくりリーダーの育成 第１２条】  

これまでの取組と今後に向けて（第8回審議会） 

 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。 
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【まちづくりリーダーの育成 第１２条】 

平成２７年度版 平成２６年度版 変更理由 

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） 

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） 

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） 

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） 
 

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） 

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） 

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） 

事業の進捗に合わ
せた修正 
 

推進計画 新旧対照表 
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○ 主旨 

 第１３条では、まちづくりにかかわる人財を見つけることについて謳っています。祭りやイベン
トなどさまざまな人が気軽に参加できる機会をつくり、その中からまちづくりにかかわる新たな
人財を見つけること、担い手を育てることが大切です。 

 そこで本計画では、第１０条第２項も踏まえて、計画期間内に、人財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、こうした取組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財を増やします。 

 
○ めざす姿を実現するまでのステップ 
 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

地域活動への多くの人の参加促進のための場づくり 

人財を見いだすための

交流の場や機会の提供 

まちづくりにかかわる人財の発掘 

 ４ 人づくり 

   人材を見いだす活動～第１３条～ 
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計画期間中の取組 H24  H25  H26 H27 

市民センターまつりの開催（公民館活動一般事業） 実施 → → → 

地区在住職員の地域活動への参加促進（協働推進事業） 実施 → → → 

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） 

実施 → → → 

計画期間中の取組一覧                    【人材を見いだす活動 第１３条】 
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回次 主なご意見 

第６回 

地域の活動と交流の機会、継続的な参加を通して、地域に住む外国
人と日本人がお互いに自分の存在価値に気づき、お互いに重要な
パートナーであるということが感じられ、支援者や活動者になり得る。
文化的なイベントもうまく人材を見出す場として活用できるのではな
いか。 

第８回 
廿日市市の人材バンクのようなものを設置してほしい。分野別に登
録できるようにし、何か事業をしようと思ったとき、そこに登録している
人にお願いができるような仕組みがあるとよい。 

主なご意見と今後に向けて                  【人材を見いだす活動 第１３条】  

これまでの取組と今後に向けて（第8回審議会） 

 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。 
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【人材を見いだす活動 第１３条】  

平成２７年度版 平成２６年度版 変更理由 

市民センターまつりの開催（公民館活
動一般事業） 

市民センターまつりの開催（公民館活
動一般事業） 

地区在住職員の地域活動への参加促
進（協働推進事業） 

地区在住職員の地域活動への参加促
進（協働推進事業） 

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） 

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） 

推進計画 新旧対照表 
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○主旨 

 第１４条では、市の職員を協働によるまちづくりの担い手としてふさわしい職員に育成すること
を規定しています。 

 職員一人ひとりが、まちづくりのプロセスにおける協働を理解するとともに、市民との協働の場
や機会を日常的に持ち、対話を重ねる中で、お互いの理解や信頼の深まりを体感していくこと
が、多様な主体による協働のまちづくりの担い手としての職員づくりには肝心です。 

 このため、本計画では、計画期間内に、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。 

 また、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。 

 
○ めざす姿を実現するまでのステップ 
 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

協働によるまちづくりの担い手の育成 

政策形成能力、コミュニ

ケーション能力の向上 

 
地域コミュニティ活動、 

ＮＰＯ活動への参加 

 

 ４ 人づくり 

   市の職員の育成～第１４条～ 
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計画期間中の取組 H24  H25  H26 H27 

市民のニーズや市職員に対する期待に応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） 

検討 → 策定 

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） 

実施 → → 

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） 

検討 → → 

地域コミュニティ活動体験研修（人材育成事業） 検討 実施 → → 

市職員の「円卓会議」への参画（協働のまちづくり事業） 実施 → → → 

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） 

実施 → → → 

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） 

実施 → → → 

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） 

実施 → → → 

市職員の地域活動への参加促進（協働推進事業） 実施 → → → 

計画期間中の取組一覧                       【市の職員の育成 第１４条】 
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回次 主なご意見 

第５回 
市民が活動しやすいよう、実情に合わせ制度の見直しができるよう
な応用力が必要である。 

第６回 
背伸びした研修ではなく、動きながら行動力を養う形での職員の育
成を図られたい。 

第７回 
市民の取組、活動の中に入り込もうとする努力を示したり能力を養っ
てほしい。 

第７回 
コーディネートできる職員になれるよう、中長期的な変化や成果を見
据えた取組が必要である。 

主なご意見と今後に向けて                    【市の職員の育成 第１４条】  

これまでの取組と今後に向けて（第8回審議会） 

 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、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、育成の仕組みを整える必要があります。 
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【市の職員の育成 第１４条】  

平成２７年度版 平成２６年度版 変更理由 

                              
                     
  

市民のニーズや市職員に対する期待に応え
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） 
  

終了事業を
削除 
  

              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） 

下記事業と
重複のため
削除 

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） 

  

地域コミュニティ活動体験研修（人材育成事
業） 

地域コミュニティ活動体験研修（人材育成事
業） 

  

市職員の「円卓会議」への参画（協働のまち
づくり事業） 

市職員の「円卓会議」への参画（協働のまち
づくり事業） 

  

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） 

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） 

他の記載に
合わせて修
正 

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） 

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） 

市職員の地域活動への参加促進（協働推進
事業） 

市職員の地域活動への参加促進（協働推進
事業） 

推進計画 新旧対照表 
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○ 主旨 

 第４章第４節の「評価」と言う言葉は、減点（採点）方式ではなく、加点（感謝）方式でとらえてい
ます。まちづくり活動は、さまざまな場所でさまざまな人や団体が行っています。活動に対する
適正な評価や支援があれば、活動者の意欲が高まり、活動を継続しやすくなると考えています。 

 第１５条では、自分の活動を振り返ってみることが、活動の継続やステップアップにつながるこ
とを謳っています。自身で振り返るだけでなく、活動を互いに知り合うこと、感謝の言葉をかけ合
うことが、活動意欲を醸成し次の活動へのエネルギーとなり、持続可能な活動の展開へとつな
がります。 

 そこで本計画では、計画期間内に、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。 

 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

活動者の意識改革 

 

互いを知り合う場の充実 

持続可能な活動の展開 

 ５ 活動に対する評価と支援 

   活動の評価～第１５条～ 
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計画期間中の取組 H24  H25  H26 H27 

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（協働
推進事業、市民活動センター管理運営事業） 

実施 → → → 

計画期間中の取組一覧                          【活動の評価 第１５条】 
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回次 主なご意見 

第５回 
つながり合いたい団体がいるかも知れないので、交流会などの情報
はさまざまな手法で広く周知してほしい。 

主なご意見と今後に向けて                      【活動の評価 第１５条】  

これまでの取組と今後に向けて（第8回審議会） 

 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。 

 引き続き、互いが知り合う場づくりに取り組んでいきます。 
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【活動の評価 第１５条】 

平成２７年度版 平成２６年度版 変更理由 

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（協働推進事業、市民活
動センター管理運営事業） 

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（協働推進事業、市民活
動センター管理運営事業） 

推進計画 新旧対照表 
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○ 主旨 

 第１６条では、市民のまちづくり活動に対する公共性・公益性の面からの市による評価と支援
について規定しています。市民が取り組む活動が、社会公共の利益を生むまちづくりの活動で
ある場合、その活動に対して、市が技術的、金銭的などさまざまな形で、相応の支援を行うこと
が大切です。 

 そこで本計画では、計画期間内に、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。 

 ５ 活動に対する評価と支援 

   市による評価及び支援～第１６条～ 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 
 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

公共性・公益性の理解 

協働の理念の普及啓発 

新たな評価基準の検討  

表彰・認定制度の再構築 
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計画期間中の取組 H24  H25  H26 H27 

市の発展に寄与した人や団体に対する表彰や感謝状の贈
呈（表彰事業） 

実施 → → → 

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） 
 

実施 → → → 

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（再公民館管理運営事業） 
 

実施 → → → 

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（再市民活動センター管理運営事業） 
 

実施 → → → 

計画期間中の取組一覧                   【市による評価及び支援 第１６条】 
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回次 主なご意見 

第８回 
少しずつできていること、まだできていないことがあるようだが、本来
の目的を達成するために何が必要なのか。 

主なご意見と今後に向けて            【市による評価及び支援 第１６条】  

これまでの取組と今後に向けて（第8回審議会） 

 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。 
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【市による評価及び支援 第１６条】 

平成２７年度版 平成２６年度版 変更理由 

市の発展に寄与した人や団体に
対する表彰や感謝状の贈呈（表彰
事業） 
 
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） 

市の発展に寄与した人や団体に対
する表彰や感謝状の贈呈（表彰事
業） 
 
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） 

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） 

市民センター（公民館）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） 

条例改正に合
わせて修正 

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） 

推進計画 新旧対照表 
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○ 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。 

 ６ 推進、検証、改善 

   協働によるまちづくり推進計画～第６条～ 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

実施及び検証・改善 

検討 

・策定 

実施及び検証 

・改善 

検討 

・策定 
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計画期間中の取組 H24  H25  H26 H27 

推進計画の進行管理（協働推進事業） 実施 → → → 

計画期間中の取組一覧                 【協働によるまちづくり推進計画 第６条】 
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回次 主なご意見 

第６回 
推進計画に掲載している事業を各部署が進めるにあたっては、横の
つながりが必要であり、このことについて推進計画に織り込む機会が
あるのか。 

第８回 

1つの事業が、推進計画の取り組みとして複数掲載されている。総括

的評価にもかかわってくるので、関連性など全体を俯瞰できるよう、
横串的なチェック表があればよい。 

主なご意見と今後に向けて            【協働によるまちづくり推進計画 第６条】  

これまでの取組と今後に向けて（第8回審議会） 

 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。 
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【協働によるまちづくり推進計画 第６条】 

平成２７年度版 平成２６年度版 変更理由 

推進計画の進行管理（協働推進事業） 
 

推進計画の進行管理（協働推進事業） 
 

推進計画 新旧対照表 
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○ 主旨 

  条例の施行後、この条例が実際に機能しているか、まちづくりの状況に合わないものになっ
ていないかなどを確認し、必要に応じて見直しを行うことが大切です。第５章では、市民の目線
で、計画・実行・評価・改善を行いながら、協働によるまちづくりを確実に推進していくための手
段について規定しています。 

そこで本計画では、計画期間内に、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。また、審議会における評価・改
善に関する審議を受け、市は、取組を進めます。なお、計画期間の終期に、総合的評価を行
い、条例の見直しの必要性について判断します。 

 

 ７ 実効性の確保 

   実効性の確保  ～第１７、１８、１９、２０条～ 

○ めざす姿を実現するまでのステップ 

平成 24年度～平成 27年度 中期的（１０年後） 長期的（２０年後） 

   

 

評価、 

改善 

審議会設置 

推進計画審議 

総合的評価 

（条例見直し） 

評価、 

改善 

総合的評価 

（条例見直し） 
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計画期間中の取組 H24  H25  H26 H27 

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） 

実施 → → → 

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） 
 

実施 → → → 

計画期間中の取組一覧                    【実効性の確保  第１７～２０条】 
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回次 主なご意見 

第６回 
審議会では進捗状況を確認しているが、条例策定にかかわった方々
に対して報告する機会を設けてはどうか。 

第６回 

推進計画P2に掲載している「第５次廿日市市総合計画後期基本計

画」のまちづくり指標について、年度ごとにおいても数値の確認が必
要である。 

主なご意見と今後に向けて                【実効性の確保  第１７～２０条】 

これまでの取組と今後に向けて（第8回審議会） 

 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。 
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【実効性の確保  第１７～２０条】 

平成２７年度版 平成２６年度版 変更理由 

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） 

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） 

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） 

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） 

推進計画 新旧対照表 
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