
資料 1
協働によるまちづくり審議会
令和２年１２月１４日

第２期協働によるまちづくり推進計画総合評価について

１ はじめに

第２期協働によるまちづくり推進計画における総合評価は、平成２８年度～

平成３０年度の中間評価の結果に、令和元年度・令和２年度の取組内容の評価

を加えて評価したものとなります。

現在、令和元年度の取組内容と実績値は、各課へ照会したうえで評価シート

を作成しており、さらに、令和２年度の上半期の取組内容を整理している状況

です。

総合評価に当たって、中間評価のときに使用した評価シートとは別に、推進

する仕組みごとに取りまとめた総合評価シートを新たに追加することにしま

した。

２ シートの見方について

第２期計画の「推進する仕組み」ごとに、取組内容と目標値について、評価

できるよう整理をしています。

このシートに評価内容を記載していくための具体的な取組内容等の情報に

ついては別途評価シートを作成しており、改めて審議会委員の皆さまへは確認

いただく予定です。

３ 総合評価の確定までの流れ

第２期の総合評価は、次回（３月末予定）の協働によるまちづくり審議会に

おいて確定していく予定です。

なお、令和３年３月３１日をもって令和２年度の取組内容を確認し、実績値

が把握できることから、第２期の実績値は令和３年４月以降に提示していくこ

とになります。



第２期協働によるまちづくり推進計画 総合評価シート（例示）
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１ めざすまちにむかって

【計画期間中の取組内容についての評価】

【計画期間中の目標値と実績値】

【計画期間中の目標値に対する評価】

計
画
当
初
の
現
状
と
課
題

（基本原則）

l 職員及び市民への啓発を行うとともに、条例を分かりやすく見える形で伝えることが必要である。

計
画
期
間
中
の
方
向
性
と
取
組

① 協働の理念共有

（ア）協働事例集作成による条例の啓発

（イ）出前トークによる条例の啓発

（ウ）条例の掲示等による啓発

② 協働の実践と検証・評価

（ア）地域連携会議の開催による地域の情報や地域課題の共有

（イ）パブリックコメント制度による市政への市民参画

（ウ）「（仮称）協働事業提案制度」の構築

計画期間中の方向性 Ｈ28～Ｈ30 Ｒ元・Ｒ２ 総合評価

① 協働の理念共有 ３点

② 協働の実践と検証・評価 ３点

指 標 目標値 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ ５年間

まちづくり活動団体と市が連携して

新たに実施する協働事業の件数

５年間

で10件
４件 ４件 ７件 ６件

合計

まちづくり活動団体と市が連携して

新たに実施する協働事業のうち検証

と評価を行った事業

100％ 100％ 100％ 100％ 100％
平均

指 標 Ｈ28～Ｈ30 Ｒ元・Ｒ２ 総合評価

まちづくり活動団体と市が連携して新たに実施する協働事

業の件数
３点

まちづくり活動団体と市が連携して新たに実施する協働事

業のうち検証と評価を行った事業
３点

成果と課題

審議会評価 審議会意見



資料２
協働によるまちづくり審議会
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協働によるまちづくり推進計画（第３期） 【施策の方向性の変更】

基本原則 基本条例
推進する
仕組み

第２期 推進計画 第３期 推進計画

施策の方向性 施策の方向性 変更理由 ３つの視点

１ 誰でもまち

づくりに取り組

むことができま

す

２ 互いの自主

性を尊重しなが

ら取り組みます

３ 互いの自立

性を尊重し、対

等な関係で取り

組みます

４ 情報の共有

を図りながら取

り組みます

５ 情報の共有

を図りながら取

り組みます

６ 互いに信頼

関係を築いて取

り組みます

７ 次代につな

がる人づくりを

しながら取り組

みます

前文（目的）…第
１条、（定義）…第
２条、（基本原則）
…第３条

めざすまちに
むかって

協働の理念共有

□協働の理念共有
・地域課題を主体的に解決するための基盤となる
「地域のつながり」①②の再構築

・地域の現状や実情、社会情勢の変化を踏まえて
「市民・まちづくり活動団体・事業者・行政」が
参画する、①②協働によるまちづくりの理念の共
有

視点①
視点②

（市民の役割）…
第４条、（市の責
務）…第５条

協働の実践と検証・評価

□協働によるまちづくりの実践・成果の共有

・市民、まちづくり活動団体、事業者、行政それ
ぞれの役割①②の再確認、実践の仕組みづくりの
支援

協働を検証して評価するとともに、多様
な主体の実践や成果を共有することで、新
たなまちづくりへの参加者への意識醸成
へつなげるため、検証･評価の概念を含め
て「成果の共有」に変更する。

視点①
視点②

（地区、地域及び
市域におけるま
ちづくり）…第７
条、（まちづくり活
動拠点の活用）
…第 7条-2 （１）

特性を活かし
たまちづくり

まちづくりを支える環境整備や
交流、連携の場づくり

□協働による持続可能なまちづくりを支える環境
整備

･まちづくりの拠点である中間支援組織（市民活
動センター・市民センター）の機能強化①②③

・災害や感染症、猛暑等で外出や移動が困難な中
でも、安心してつながることができる環境づくり
①③

環境整備の中には「交流･連携の場づく
り」を含める。
新たに、中間支援機能の強化等のソフ

ト面、さらに、ICTを活用した取組が出
来るようなハード面の両方を含める。

視点①
視点②
視点③

コミュニティビジネスの創出

□コミュニティビジネスの普及と推進

・ビジネス的な手法によるまちづくり活動（地域
活動の解決等）①②の支援

・コミュニティビジネスへの興味関心や理解の促

進①②、情報の共有

コミュニティビジネスの創出が目的で
は無く、ビジネス的な手法の普及や推進す
ること、そのプロセスが大切と捉えて変更
する。

視点①
視点②

（円卓会議）…第
8条

地域課題解決に向けた円卓会議
の推進

□地域課題解決に向けた円卓会議の推進
・多様な円卓会議①②③の開催に向けた支援

・オンライン等の導入③、若い世代②や遠隔地か
らの参加③の促進

視点①
視点②
視点③

（情報の発信及
び共有）…第9条

（２）

情報発信によ
る信頼関係づ
くり

さまざまな分野間での情報共有
の推進

□受け手の立場に立った情報発信・共有の推進

・ICT を活用した③情報発信、情報共有の強化（特
に若年層向け②）

・情報格差の解消や、情報格差を生まない①②③
仕組みづくり

・情報の発信者、受信者の双方に対する知識、技
術等学習への支援①②③

団体間の情報共有についても、受け手の立
場に立って行うことから、統合する。

視点①
視点②
視点③

受け手の立場に立った情報の伝
達

計画策定にあたり３つの視点
視点１：多様な主体の参画を促す仕組みづくり

視点２：次世代の巻き込みによるまちづくりの継承

視点３：オンラインの活用によるつながりの強化
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（まちづくりに関
わる人材の育成）
…第10条、（子ど
も、若者等の育
成）…第 11 条

（３）

人づくり

知識・技能をまちづくりにつなげ
る

□知識・技能をまちづくりにつなげる
・幅広い世代の市民①②が学び合うことができる
学習機会の提供

・習得した知識や技能をまちづくりで発揮①でき
る場づくり

視点①
視点②

気軽に参加できる機会づくり

□若い世代が参加しやすい機会づくり

・子どもや若者等①②がまちづくりへ気軽に参加
③できる機会づくり

特に若い世代の参加をめざすため、字句を
追加する。

視点①
視点②
視点③

（まちづくりリーダ
ーの育成）…第
12 条、（人材を見
いだす活動）…
第 13 条

リーダーシップを発揮する人材
の育成支援

□リーダーシップを発揮する人材の育成支援

・次世代のリーダー候補①②としての心構えや学
習、ノウハウ等を習得する機会づくり

視点①
視点②

－
□人材を見いだすための交流の場や機会の提供

・各世代が①②気軽に③参加できる場①②③や、

まちづくり活動への関心①②を持つ機会の提供

まちづくりの担い手となる人材を見いだ
すための取組が必要と捉え、新たに追加す
る。

視点①
視点②
視点③

（市の職員の育
成）
…第 14 条

職員に対する協働の理念の浸透 □協働によるまちづくりの担い手としてふさわしい
職員の育成

・協働によるまちづくりの推進に向けた職員資質

の向上①②とともに、市民ニーズの把握や地域課

題の解決等に積極的に取り組む職員①②の育成

市民ニーズの把握や地域課題の解決等に
積極的に取り組む職員の育成が急務と捉
え、まちづくりの担い手としてふさわしい
職員の育成とする。

視点①
視点②

市民と協働で職務を遂行する職
員の育成

（活動の評価）…
第15条、（市によ
る評価及び支援）
…第 16 条

（４）

評価及び支援

互いを知り合う場の充実

□互いを知り合う場の充実

・まちづくり活動のステップアップを図るための

交流機会①②の提供

視点①
視点②

協働事業提案制度及びまちづく
り活動評価制度の構築

□市による評価及び支援

・協働によるまちづくりの成果の見える化①②の
推進

多様な主体が取り組む活動の成果を見え
る化することが大切と捉え、市による評価
及び支援にする。

視点①
視点②
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１ 計画策定の趣旨
本市は、市民主体のまちづくりを協働により進めていくための基本的なルール

として、平成２４年３月に廿日市市協働によるまちづくり基本条例を制定し、協

働によるまちづくり推進計画を策定して、総合的かつ計画的にまちづくりを実施

しています。

第１期計画では「協働型市役所」の確立に取り組み、第２期計画ではさらに多

様な主体がそれぞれの強みと地域の特性を生かしながら、つながりを大切にした

協働によるまちづくりの実践に取り組みました。

第３期計画は、第２期計画の総合評価で示された課題を踏まえ、当初の「めざ

す姿を実現するまでのステップ」の中で、現在どの段階にあるのかを確認し、今

後どう取り組むべきかを検討するとともに、新たな社会の変化に対応した課題を

整理し、反映したものとします。

２ 計画の位置づけと期間
第６次廿日市市総合計画では、まちづくりの基本理念「市民１人ひとりが幸せに

暮らせるまちづくり」を踏まえ、行政だけで無く本市のまちづくりを支えるすべ

ての市民や多様な主体が、信頼関係のもと３つの視点（①協働 ②地域経営 ③

行政経営）を大切に、まちづくりを進めていくこととしています。

そこで、本計画は、廿日市市協働によるまちづくり基本条例に規定する協働によ

るまちづくりを推進するための具体的な施策の方向性と取組を示します。

計画の期間は、第６次廿日市市総合計画後期計画に合わせ、令和３年度から令和

７年度までの５か年とします。

３ 廿日市市の現状と課題の整理

（１）協働によるまちづくりを取り巻く社会的環境

①人口減少の加速化・後期高齢者の台頭・在住外国人の存在

人口は1億2600万人（2019年 10月 1日現在）、9年連続で減少、人口

減少率は過去最大（0.22％）、人口減少が加速化。

団塊の世代（1947～1949年生まれ）が後期高齢者（75歳）の年齢に達し、

医療や介護などの社会保障費の急増が懸念（いわゆる2025年問題）。

在留外国人は2014年以降増加が続き、直近では287万人と過去最大。

②デジタル社会の本格的な到来

「Society5.0」の到来、次世代通信インフラ「5G」の整備等とともに、IoT等

の革新的な技術の導入により、新たな暮らしやまちづくりの進展への期待。

地域における防災や医療福祉、子育て、にぎわい等まちづくり全般において、

新たなデジタル技術の効果的な活用が重要。あわせて、デジタルの知識やスキル

が不足する人々へのサポートや習得支援、誰もが利用しやすい情報通信環境づ

くりが必要不可欠。
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③新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症拡大にともない、会合や集うことが困難になる中、

「新しい日常」の導入による「新たなつながり」への期待。

デジタル技術の活用やオンラインの導入等により、時間や場所等にとらわれ

ない暮らしや働き方が可能となり、コロナ危機への対応とともに SDGs への

対応を取り入れた、持続可能なまちづくりに向けた取り組みが重要。

（２）まちづくり活動団体アンケートから見えてきた現状と課題
①担い手不足、新規加入の低迷、後継者の確保育成が課題

地区・地域やテーマごとの活動を展開している既存のまちづくり活動団体で

は、担い手不足、新規加入の低迷、リーダー・後継者の育成が活動上の問題

組織・活動の承継の意向はあるが後継人材が決まっていない

⇒ 担い手不足や新規加入が活動上の課題

②事業者との協働の取組み不足、コミュニティビジネスへの関心増加

行政や地域自治組織など他の主体と一緒に活動に取り組んでいるが、事業者

（民間企業）との協力・連携はあまり進んでいない

コミュニティビジネスに関心をもつ団体のうち半数以上が取組意向をもつ。

③円卓会議の認知度不足、運営において課題や成果、期待の声あり

各所でのさまざまな実践を通じて、「円卓会議」の課題、成果、期待などが浮

き彫りとなっている。

④現在の情報発信ツールは紙媒体が中心、WEBやオンラインの活用不足

情報発信は紙媒体が最多で、課題認識は弱い。

⑤市民センター等は活動拠点ではあるが、相談窓口としての機能は不足

市民センター、市民活動センター、地区集会所が活動拠点になっているが、

相談先にはなっていない。（相談先は本庁・支所）

⑥法人化に意向なし、地域マネジメントのあり方への意識は低い

任意団体のまちづくり活動団体の8割以上が法人化を視野に入れていない。

（３）策定委員会（市民）での意見や提案等
①まちづくりへの関心不足、つながりの希薄化、コロナで課題が顕在化

自分のまちとしての愛着をもっているが、まちづくりに対する関心は低い。

地域ではコミュニケーション機会が減少し、地域に住む人同士のつながりや

世代間の交流、相互理解が薄れている。

災害や疫病、天候リスク等、外出・移動が困難な状況下が増え、日頃の地域の

つながりの必要性、重要性が再認識されている。

②デジタル化の遅れ、オンラインでのつながり、情報格差への懸念

ICT 活用やオンライン環境への需要の急激な高まりに対し、市民センター等
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では通信環境や機器の整備、情報化関連の相談体制等が追いついていない。

相手に応じた情報発信やデジタル、WEBでの情報発信が求められる一方で受

け手の意識やリテラシーによる情報格差が懸念される。

会議や研修を行うためのオンライン化への移行の遅れ、新しい環境整備や仕

組み作りへの動きが遅れている。

③幅広い世代や多様な主体（事業者や外国人等）との交流・参加の不足

地域や組織・団体内での世代間の分断が起きており、世代間がつながることの

大切さが指摘されている。

多様な主体による交流や意見交換の場づくり、各地域・エリアの情報共有が求

められている。次世代への担い手を増やすためには、新しくまちづくり活動へ

参加してもらう必要があり、市の情報の積極的な公開と、わかりやすさが求め

られている。

小中学生の間は、まちづくり活動への参加機会があるが、高校生・大学生の参

加機会が少ない。

コミュニティ組織の従前のやり方や事業をそのまま引き継ぐことは困難。

多発する災害やコロナ危機等への地域での対応が必要。

④市民の多様なスキルがまちづくり活動に結びついていない

各世代の市民がもつスキル・アイデア・知恵や市民ネットワークが、まちづく

り活動と結びついていない

多様な主体の連携やまちづくり活動への支援をすべき中間支援組織（市民活

動センターや市民センター）が役割を果たせていない。

４ 第２期推進計画の振り返り
昨年度実施した中間評価（平成28年度～30年度）に、令和元年度・2年度の取

組内容を点検・評価し、合わせて総合評価（案）を現在作成しています。そこから

見えてきた成果と課題を整理します。

【成果と課題】

①めざすまちにむかって

市民も行政も協働によるまちづくりに向かって、最低限は達成できている。

協働によるまちづくりを持続していくためには、市民も行政も個人・団体の協働

に対する意識の高揚が不可欠であり、意識啓発を図っていく必要がある。

②特性をいかしたまちづくり

地区・地域・市域のエリアとともに、多様な主体がそれぞれの特性を生かして、

様々な取組みを行っている。新たな参加や地域への効果といった視点で、取組みが

行われていく必要がある。そのために、中間支援組織（市民活動センター及び市民

センター）の機能強化が必要である。



- 5 -

③情報発信による信頼関係づくり

様々な分野の情報が発信され、市民や団体が行うまちづくり活動に生かされてい

る。市民や団体の受け手の立場に立って、発信していくようにする必要がある。

④人づくり

市民による様々な取組みが行われ、協働によるまちづくりに多くの市民が関わっ

ている一方で、市の職員が行う活動には、協働の意識が浸透しきれていない。

持続したまちづくりになるよう、市民だれもがまちづくりに関わることができる

取組みを行うとともに、市の職員は協働によるまちづくりのパートナーとしてふさ

わしくなるよう、育成していく必要がある。

⑤活動に対する評価と支援

互いを知り合う機会と場がつくられているが、市がまちづくり活動団体を支援す

る取組みは、十分に行えてはいない。

多様な主体がつながるような機会と場とともに、活発な活動が行われ、まちづく

りに関わりやすくなる仕組みを構築するようにしていく必要がある。

５ 課題のまとめ
課題１ 多様な主体の参画の不足

多様な主体の協働によるまちづくりについて理解を深め、市民、まちづくり活

動団体、事業者、行政が各々の役割を担って参画する意識が重要

課題２ 次世代の巻き込みの遅れ

次世代への継承やより多くの人の参画を促進するために、必要に応じて活動・

団体のあり方（内容、手法、参加方法など）の変革も必要

課題３ 場所や時間にとらわれないつながる機会の不足

地域の人口減少や高齢化、災害発生時等を視野に入れ、外出・移動ができない

なかでもつながりを維持・確認できる環境整備が重要

６ 計画策定にあたり３つの視点
整理した課題を解決するため、住民やまちづくり活動団体、事業者、行政による

「協働」のもと、「経営」の手法を用いて、３つの視点に基づき、まちづくりに取り

組みます。

★視点１：多様な主体の参画を促す仕組みづくり

★視点２：次世代の巻き込みによるまちづくりの継承

★視点３：オンラインの活用によるつながりの強化
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７ 計画策定における基本方針
①遠隔でもつながることができる環境づくり

新型コロナウィルス感染症拡大にともなう外出自粛等により、人が集まることが

困難になった日常。災害や感染症が発生した際は、つながることができるまちづく

りの推進が重要である。情報通信技術を活用した、遠隔でもつながることができる

環境づくりが必要となる。

②多様な主体の参画と、連携・分担

誰もがつながりやすい環境づくりは、若い世代（次世代）の巻き込みにも有効。

推進にあたり、多様な主体（例：事業者・企業等）の参画を促し、連携・分担する

ことが重要。

③地域の包括的な支援体制のもと、地域共生社会の実現が急務

地域に暮らす人たちが共に支え合い、課題を解決する力の再構築が急がれる。自

分が暮らす地域に関心を持ち、誰もが「自分ごと」と捉え、支え合いの地域づくり

が急務である。つながりが希薄になっている地域の基盤の強化が必要。

以上３点をふまえて、協働による持続可能なまちづくりを推進することを、第３

期協働によるまちづくり推進計画の基本方針と位置付けます。

☆基本方針☆

第３期協働によるまちづくり推進計画（令和3年度～令和7年度）

「協働による持続可能なまちづくりの推進」

第２期協働によるまちづくり推進計画（平成２８年度～令和２年度）

「つながりを大切にした協働によるまちづくりの実践」

第１期協働によるまちづくり推進計画（平成２４年度～平成２７年度）

「協働型市役所の確立に向けて」
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9 計画の推進に向けて
（１）推進体制

○学識経験者、関係団体代表者及び市民公募で構成する「廿日市市協働によるま

ちづくり審議会」に意見を求めます。

○市の内部組織「行政経営推進本部会」にて、横断的な視点から総合調整を行い

ます。

（２）実効性の確保

○毎年度、施策の方向性における取組内容について、評価を行います。

○計画の進捗状況を評価し、「廿日市市協働によるまちづくり審議会」へ諮ります。
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第３期協働によるまちづくり推進計画

発行 令和２年３月

編集 廿日市市 自治振興部 協働推進課

〒738-0014 廿日市市住吉二丁目２番１６号

電話（0829）-32-3810 FAX（0829）-32-3742



2020/12/25

８ 施策の方向性

基本原則 基本条例 第３期 計画の基本方針
（策定にあたっての３つの視点等）

推進する
仕組み

第３期計画 （R3 年度～R7 年度）

施策の方向性 主な取組内容（例示）

１ 誰でもま

ちづくりに取

り組むことが

できます

２ 互いの自

主性を尊重し

ながら取り組

みます

３ 互いの自

立性を尊重し、

対等な関係で

取り組みます

４ それぞれ

の地域性を大

切にして取り

組みます

５ 情報の共

有を図りなが

ら取り組みま

す

６ 互いに信

頼関係を築い

て取り組みま

す

７ 次代につ

ながる人づく

りをしながら

取り組みます

前文（目的）…
第１条、（定義）
…第２条、（基
本原則）…第３
条

■第３期 計画の基本方針

協働による持続可能なまちづくりの推進

・コロナ感染拡大にともなう外出自粛等により、人

が集まることが困難になった日常。

・災害や感染症が発生した際でも、市民同士が

つながることができるまちづくりの推進の重要性

を再認識。

・そのため、情報通信技術を活用した、遠隔地で

もつながることができる環境を整えることが必要。

・こうした環境づくりは、若い世代がまちづくりに

参加しやすくなり、次世代の巻き込みにも有効。

・推進にあたっては、多様な主体（例：事業者・企

業等）の参画を促し、連携・分担することが重要。

・今後は、地域の包括的な支援体制のもと、地域

共生社会の実現が求められている。

・こうした点をふまえて、協働による「持続可能な」

まちづくりを推進することを、第３期計画の基本

方針と位置付ける。

■策定にあたっての３つの視点

【基本的な認識】
住民やまちづくり団体、事業者、行政によ
る「協働」のもと、「経営」の視点に立った
「持続可能なまちづくり」に取り組む

★視点１：
多様な主体の参画を促す仕組みづくり

★視点２：
次世代の巻き込みによるまちづくりの継承

★視点３：
オンラインの活用によるつながりの強化

めざすまちに
むかって

前文・第 1条（目的）・第 2条（定義）・第 3条（基本原則）

□協働の理念共有 （第 1期）

□協働の理念共有 （第 2期）

□協働の理念共有（第３期）
・地域課題を主体的に解決するための基盤となる「地域のつなが

り」の再構築

・地域の現状や実情、社会情勢の変化を踏まえて「市民・まちづ

くり活動団体・事業者・行政」が参画する、協働によるまちづく

りの理念の共有

第 4条（市民の役割）・第 5条（市の責務）

□機能的かつ効果的な組織運営 （第 1期）

□市民の行うまちづくり活動の環境整備 （第 1期）

□市民のまちづくりへの参画の機会の提供 （第 1期）

□協働の実践と検証・評価 （第 2期）

□協働によるまちづくりの実践・成果の共有（第３期）
・市民、まちづくり活動団体、事業者、行政それぞれの役割の再確

認、実践の仕組みづくりの支援

〇協働による「まちづくりフォーラム」の開催 （協働推進課）

・フォーラム開催を通じた協働の理念浸透

○出前トーク等の開催 （協働推進課）

・出前トークによる協働の理念普及啓発

○オンラインを活用した幅広い世代や遠隔地からの参加機会の提供

・オンライン活用して、幅広い世代や遠隔地からの参加機会の提供

〇地域連携会議（庁内会議）の開催 （地域政策課）

・地域の活動状況や地域課題の共有、まちづくり活動団体と市等の連携強化

〇協働事業提案制度の推進 （地域政策課）

・提案制度を通じた市民等のまちづくり活動への参画促進

（市民の役割）
…第４条、（市
の責務）…第５
条

（地区、地域及
び市域における
まちづくり）…第
７条、（まちづく
り活動拠点の活
用）…第 7条-2

（１）

特性を活かし
たまちづくり

第 7条（地区、地域及び市域におけるまちづくり）

□地区・地域のまちづくりを支える環境整備 （第 1 期）

□交流、連携の場づくり （第 1期）

□まちづくりを支える環境整備や交流、連携の場づくり （第 2 期）

□協働による持続可能なまちづくりを支える環境整備（第３期）
･まちづくりの拠点である中間支援組織（市民活動センター・市

民センター）の機能強化

・災害や感染症、猛暑等で外出や移動が困難な中でも、安心してつ

ながることができる環境づくり

□コミュニティビジネスの創出 （第 2期）

□コミュニティビジネスの普及と推進（第３期）
・ビジネス的な手法によるまちづくり活動（地域課題の解決等）の支援

・コミュニティビジネスへの興味関心や理解の促進、情報の共有

第 4章第 8条（円卓会議）

□誰もが対等に参加できる円卓会議の推進 （第 1 期）

□地域課題解決に向けた円卓会議の推進 （第 2 期）

□地域課題解決に向けた円卓会議の推進（第３期）
・多様な円卓会議の開催に向けた支援

・オンライン等の導入、若い世代や遠隔地からの参加の促進

〇ＩＣＴの活用ができる市民センター・市民活動センターの開設

（地域政策課 協働推進課・） ※新規

・各市民センター及び市民活動センターの情報機能（デジタル化やオンライン

対応等）の強化

・ICT人材の配置等による持続可能な協働拠点の環境整備

〇中間支援組織の機能強化 （協働推進課ほか）

・まちづくり活動を支援

〇協働によるまちづくり交流会の開催 （協働推進課）

・まちづくり活動団体の情報交換や交流連携を促す機会の提供

〇地域支援員配置による中山間地域のまちづくりの支援 （佐伯支所・吉和支所）

・地域支援員と住民等が連携して地域課題の解決に資する取り組みを支援

〇まちづくり活動団体向けのコミュニティビジネス勉強会・相談会の開催

（しごと共創センターほか） ※新規

・地域課題を解決する手法としてのコミュニティビジネスを学ぶ、相談する機会

の提供

・地域資源を活用した創業を促進する、セミナー・創業塾の開催、専門家による

相談対応

〇地域の課題解決に取り組む組織づくり （地域政策課） ※新規

・まちづくり交付金や課題解決に向けた補助金を活用

・コミュニティビジネスの手法を用いた事業や地域の課題解決を図る事業を展

開したい地域自治組織の活動支援

・地域経営に向けた支援

・町内会加入促進

〇円卓会議の多様な形式での開催 （地域政策課・協働推進課） ※新規

・オンライン形式の導入等による、幅広い世代や遠隔地でも参加しやすい円卓

会議のあり方の検討、開催

（円卓会議）…
第 8 条
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（情報の発信及
び共有）…第 9
条

（２）

情報発信によ
る信頼関係づ
くり

第 9条（情報の発信及び共有）

□情報伝達手段の拡充 （第 1 期）

□さまざまな分野間での情報共有の推進 （第 2期）

□受け手の立場に立った情報の伝達 （第 2 期）

□受け手の立場に立った情報発信・共有の推進（第３期）
・ICT を活用した情報発信、情報共有の強化（特に若年層向け）

・情報格差の解消や、情報格差を生まない仕組みづくり

・情報の発信者、受信者の双方に対する知識、技術等学習への支援

〇地域のデジタル化を進めるＩＣＴ活用講座の開催 （協働推進課） ※新規

・オンライン会議の実施やＳＮＳによる情報発信等に必要なスキルの習得

〇各種の情報発信ツールを利用した情報提供 （経営政策課・協働推進課）

・広報紙やコミュニティＦＭ、インターネット、ＳＮＳ等の効果的な活用

〇まちづくり活動団体の取組みや助成金等の情報発信及び共有 （協働推進課）

・まちづくり活動に資する情報の発信及び共有

○市の情報の積極的な公開 ※新規 （市役所全体）

・わかりやすい市政の情報発信によるまちづくりへの参加機会の提供

（まちづくりに関
わる人材の育
成）…第 10 条、
（子ども、若者
等の育成）…第
11 条

（３）

人づくり

第 10条（まちづくりに関わる人材の育成）

□まちづくりにかかわる人財の育成 （第 1期）

□まちづくりにかかわる人財の育成の支援 （第 1 期）

□知識・技能をまちづくりにつなげる （第 2期）

□知識・技能をまちづくりにつなぐ（第３期）
・幅広い世代の市民が学び合うことができる学習機会の提供

・習得した知識や技能をまちづくりで発揮できる場づくり

第 11条（子ども、若者等の育成）

□まちへの愛着が芽生えるような環境づくり （第 1期）

□気軽に参加できる機会づくり （第 2期）

□若い世代が参加しやすい機会づくり（第３期）
・子どもや若者等がまちづくりへ気軽に参加できる機会づくり

第 12条（まちづくりリーダーの育成）

□リーダーの育成やスキルアップの場づくり （第 1期）

□リーダーシップを発揮する人材の育成支援 （第 2期）

□リーダーシップを発揮する人材の育成支援（第３期）
・次世代のリーダー候補としての心構えや学習、ノウハウ等を習得す

る機会づくり

第 13条（人材を見いだす活動）

□人材を見いだすための交流の場や機会の提供 （第 1期）

□人材を見いだすための交流の場や機会の提供（第３期）
・各世代が気軽に参加できる場や、まちづくり活動への関心を持

つ機会の提供

第 14条（市の職員の育成）

□協働によるまちづくりの担い手としてふさわしい職員の育成 （第 1期）

□職員に対する協働の理念の浸透 （第 2 期）

□市民と協働で職務を遂行する職員の育成 （第 2期）

□協働によるまちづくりの担い手としてふさわしい職員の育成
（第３期）
・協働によるまちづくりの推進に向けた職員資質の向上とともに、市民

ニーズの把握や地域課題の解決等に積極的に取り組む職員の育成

〇市民センター等での地域課題解決につながる主催事業の実施 （地域政策課）

・地域課題の解決に向けた学びの機会と能力発揮の場づくり

〇地域ぐるみで子どもや若者を育てる体制づくり （生涯学習課）

・地域に愛着をもつ子どもや若者の育成に向け、地域ぐるみで気軽に参加でき

る機会の提供（例：地域学校協働活動）

〇協働によるまちづくりリーダー塾の開催（若者・成年層） （地域政策課・協働推進課・

中山間支援室） ※新規

・これからのまちづくりに必要な知識や技能、スキル等を習得できる塾の開催を

通じたリーダー人材の育成

〇ふるさと学習

〇廿学

〇まちづくりサミットの開催 （地域政策課）

・地域自治組織やまちづくり活動団体の情報交換や交流連携機会の提供

○市の情報の積極的な公開 ※新規 （市役所全体） ※再掲

・わかりやすい市政の情報発信によるまちづくりへの参加機会の提供

〇市職員向けデジタルスキルアップ研修の実施 （協働推進課） ※新規

・オンライン会議の開催やＳＮＳの活用等に関する知識や技術、ノウハウの習得

〇協働によるまちづくり職員研修 （協働推進課）

・協働によるまちづくりに対する意識醸成と参加促進

〇市職員における地域活動への参加促進 （協働推進課・地域政策課 ほか） ※新規

・市民ニーズや地域課題の把握に努め、協働により地域課題の解決に取り組

むことができる職員の育成

・地域自治組織やまちづくり活動団体への支援を行うたためのスキルの取得

〇地域コミュニティ活動体験研修の実施 （人事課 ほか）

・各地域のコミュニティ活動の現場研修を通じて、市職員として協働のまちづくり

のノウハウの習得

（まちづくりリー
ダーの育成）…
第 12 条、（人材
を見いだす活
動）…第 13 条

（市の職員の育
成）
…第 14 条



2020/12/25

（活動の評価）
…第 15 条、（市
による評価及び
支援）…第 16
条

（４）

評価及び支援

第 15条（活動の評価）

□互いを知り合う場の充実 （第 1期）

□互いを知り合う場の充実（地縁系とテーマ系の活動団体） （第 2期）

□互いを知り合う場の充実（第３期）
・まちづくり活動のステップアップを図るための交流機会の提

供

第 16条（市による評価及び支援）

□市による評価及び支援 （第 1期）

□協働事業提案制度及びまちづくり活動評価制度の構築 （第 2 期）

□市による評価及び支援（第３期）
・協働によるまちづくりの成果の見える化の推進

〇まちづくりサミットの開催 （地域政策課） ※再掲

・地域自治組織やまちづくり活動団体同士の交流連携機会の提供と、他団体

の活動の学びからの活動の見直し

〇協働によるまちづくり交流会の開催 （協働推進課） ※再掲

・地域自治組織やまちづくり活動団体の情報交換や交流連携機会の提供


