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推進方針 Ⅰ 参加しやすく、活動しやすい環境づくりを進めます                 

推進施策 （１）活動（交流）拠点の充実                            

 

＜取り組み状況＞ 

建物の耐震化基準が強化された昭和５６年６月以前に建設された施設や狭隘化した施設を対象に、順次、

計画的に改修を実施している。 

平成 2７年度 大歳地域交流センター増築完成               

平成 26 年度 大殿地域交流センター増築完成  

平成 25 年度 阿東地域交流センター完成 

平成 24 年度 嘉川地域交流センター完成 

平成 22 年度 仁保地域交流センター完成 

 

 

＜取り組み状況＞ 

市民活動支援センター「さぽらんて」として平成１３年１２月より開始。市民活動団体の運営に関する

相談対応や、助成金情報提供などの総合的な支援を行っている。 

平成 27 年度 登録団体数：299 団体 利用者数：24,181 人（1 月現在） 

平成 26 年度 登録団体数：290 団体 利用者数：28,861 人 

平成 25 年度 登録団体数：293 団体 利用者数：31,401 人 

平成 24 年度 登録団体数：275 団体 利用者数：28,471 人 

平成 23 年度 登録団体数：252 団体 利用者数：30,124 人 

 

整理番号 Ⅰ　-　(1)　-　① 種　　別 新規 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →
年次計画

H27

→

協働推進課

　地域活動や市民活動の活発化のため、地域づくり拠点の整備を進めます。

　地域交流センターが地域づくり拠点としての機能を果たせるよう、老朽化、狭隘化したセンター、またバ
リアフリーに対応していないセンターについて、順次、改築・改修していきます。

　■市民　■地域コミュニティ　■市民活動団体　□事業者　□教育機関　■行政

①　地域交流センターの整備

　全ての地域交流センターが地域づくりの拠点として有効に機能するように整備されたときに完了としま
す。

整理番号 Ⅰ　-　(1)　-　② 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

②　市民活動の拠点の検討

　市民活動団体等が活動・参加しやすい環境づくりを進めます。

　市民活動支援センター（さぽらんて）や地域交流センターなど、市民活動団体の活動拠点の充実について
検討します。また、市域全体を捉えた中で適正・効率的な市民活動の支援が行えるよう、拠点施設のあり方
やその機能について検討します。

協働推進課・地域交流センター・管財課

　市民活動の拠点について検討し、充実が図られたときを完了とします。

年次計画
H27

→

　□市民　□地域コミュニティ　■市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政
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推進施策 （２）活動の活性化、自主・自立のための活動支援                   

 

＜取り組み状況＞ 

平成２０年度に制度創設し、単位自治会に対し、人口数を基準として交付している。平成２４年度から

自治会の事務負担軽減のため、市防犯灯維持管理交付金と合算して交付している。 

※交付金額の増額要因は、防犯灯設置灯数の増加によるもの。 

平成 2７年度交付額 116,489,000 円（771 自治会）２月現在 

平成 26 年度交付額 116,105,890 円（772 自治会） 

平成 25 年度交付額 115,946,000 円（774 自治会） 

平成 24 年度交付額 115,572,000 円（774 自治会） 

平成 23 年度交付額 104,987,100 円（777 自治会） 

 

 

＜取り組み状況＞ 

平成 22 年度に創設した地域づくり交付金制度の見直しを随時行っている。また、法定外公共物等整備

事業の技術的支援や地域づくりを専門的な視点から支援する地域づくり支援センターを設置している。 

平成 27 年度 法定外公共物等整備事業の運用見直し 

平成 26 年度 地域づくり交付金積立制度創設、特別加算地域づくり交付金新設 

平成 25 年度 地域づくり支援センターの設置 

平成 24 年度 使途基準の緩和 

平成 23 年度 地域づくり技術支援室の設置、地域づくり協議会の手引作成、地域づくり活動事例集

の作成、使途基準の緩和 

整理番号 Ⅰ　-　(2)　-　① 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

①　自治会等自治振興交付金による支援

年次計画
H27

→

　自治会（町内会）が行う自主的・自立的な地域活動の活発化を図ります。

　自治会等の財政基盤は脆弱であることから、地域活動にかかる経費について交付金による支援を行い、最
も基礎的な住民組織である自治会（町内会）の活動の活発化を図ります。また、自治会活動に関する手引に
より交付金制度の周知に努めます。

　各自治会等が充分な財源を確保したときに完了とします。

協働推進課・地域交流センター

　□市民　■地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

整理番号 Ⅰ　-　(2)　-　② 種　　別 新規 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

②　地域づくり交付金制度の充実

年次計画
H27

→

　地域課題の解決を図る有益な制度として、これまでの地域づくり交付金制度の運用にかかる課題等を整理
し改善していきます。また本制度を恒久化するため、制度の位置づけの明確化や、実施した事業をふりかえ
り次の事業に活かすＰＤＳサイクルによる運用等、交付金制度の内容充実に向けた取り組みを行います。

　自由度が高く、地域の実情に沿ったきめ細かい対応できる交付金制度を確立したときに完了とします。

　地域の新しい課題や、これまで解決できなかった課題に対して、地域自らが実情に応じて効果的に対応で
きるように、地域づくり交付金制度の充実を図ります。

　□市民　■地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

協働推進課
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＜取り組み状況＞ 

市民活動や地域活動中の怪我や事故について、補償するため保険（賠償責任保険・傷害保険）に加入し

ている。 

平成 2７年度 保険契約金額：2,281,870 円、保険適用件数 １３件（２月現在） 

平成 26 年度 保険契約金額：2,097,480 円、保険適用件数  ８件 

平成 25 年度 保険契約金額：2,097,480 円、保険適用件数  9 件 

平成 24 年度 保険契約金額：1,807,710 円、保険適用件数 １３件 

平成 23 年度 保険契約金額：3,875,060 円、保険適用件数 ２１件 

  

整理番号 Ⅰ　-　(2)　-　③ 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

協働推進課

　□市民　■地域コミュニティ　■市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

③　社会貢献活動に対する活動保険制度の運用

年次計画
H27

→

　市民が安心して社会貢献活動に参加できるように支援します。

　社会貢献活動の促進を図るため、社会貢献活動の中で不測の事故により、損害賠償や傷害等が発生した場
合これらを補償します。

　－
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＜取り組み状況＞ 

平成 26 年度 市民活動促進検討部会により、制度内容の見直し 

平成 25 年度 スタートアップ制度新設、市民活動支援センター研修会への参加義務 

平成 24 年度 交付上限額、審査項目の見直し 

○交付件数 

年度 21 22 23 24 25 26 ２７ 

件数 7 12 ８ 3 

９ １ 

０ スタートアップ （1） （0） 

課題解決 （８） （1） 

 

  

整理番号 Ⅰ　-　(2)　-　④ 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

H27

協働推進課

　□市民　□地域コミュニティ　■市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

　自由で自発的な公益活動である市民活動の活発化を図ります。

　特に公益的な活動を行う市民活動団体に対し、立ち上げ支援や、より専門的な社会課題の解決に向けた活
動を支援するため、交付要綱や選定方法を見直しながら運用していきます。

　交付金の見直しを行い、市民活動団体が公益的な事業により取り組みやすくなったときに完了とします。

④　市民活動促進事業交付金による支援

→
年次計画
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＜取り組み状況＞ 

地域の課題解決に加え、地域コミュニティと市民活動団体の協働における課題の抽出を目的とする。市

民活動団体がノウハウを活かして地域コミュニティの課題を解決する「やまぐち式提案型協働モデル事

業（委託事業）」を実施。 

平成２７年度件数 １件 

 ・市民活動団体：すろーふーどらいふ山口ネット・和 

 ・事業名：「チーム平川×西京 『地域づくり参加促進事業』」 

・事業目的：地域活動への若者の参加促進、平川への愛着心の増進、郷土の食文化の継承 

 ・事業内容：田んぼアート、地産地消弁当の開発（参加者：計５00 人） 

平成２６年度件数 １件 

 ・市民活動団体：すろーふーどらいふ山口ネット・和 

 ・事業名：「チーム平川×西京 『田んぼアート』『地撮りイベント』」 

・事業目的：地域コミュニケーションのきっかけ作りと世代間交流を目的とした地域活動の促進 

 ・事業内容：田んぼアート、地撮りイベント（参加者：計 300 人） 

平成２５年度件数 ０件 

平成２４年度件数 １件 

 ・市民活動団体：特定非営利活動法人こどもステーション山口 

 ・事業名：「あっちこっちｄｅアート２０１２～たっちゃんの紙芝居」 

・事業目的：小さな子を持つ働く世代の核家族の割合が多い吉敷地区では、地域として子育て支援が

できるよう、子どもたちの家族が気軽に参加できる地域のイベントや教室を企画開催す

る必要を感じていた。 

 ・事業内容：紙芝居イベントの企画・運営、公演（メイン行事）２回開催（参加者：計２８０人） 

平成２３年度件数 １件 

 ・市民活動団体：山口西京ウォーキング協会 

 ・事業名：「小郡ウォーキング大会」 

 ・事業目的：住民の健康増進の意識の高揚、地域への愛着新を高め、つながりの希薄さを解消する。 

 ・事業内容：おごおり地域づくり協議会と西京ウォーキング協会が協働で作成した、ウォーキングマ

ップを活用したウォーキング大会の開催（参加者：１６５人） 

整理番号 Ⅰ　-　(2)　-　⑤ 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

　地域活動と市民活動を連携させる仕組みが機能するようになったときに完了とします。

年次計画
H27

→

　□市民　■地域コミュニティ　■市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

　地域活動と市民活動が相互に連携と補完の関係を形成することにより、協働によるまちづくりを推進しま
す。

協働推進課

⑤　地域活動と市民活動の連携強化

　地域が抱える課題等に対して、多様性、専門性、機動性といった市民活動団体の特性を活かした協働のあ
り方を探るため、地域活動と市民活動とのニーズ（獲得要求）とシーズ（提供要求）のマッチングが行える
ような仕組みづくりに取り組みます。
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＜取り組み状況＞ 

平成 22 年度～24 年度までの３年間のプロジェクト事業として市（地域交流センター）主導で、地域

づくり協議会と連携しながら実施。 

平成 25 年度から地域づくり交付金に統合し、交付金事業で取り組まれている。 

平成２４年度 ４件 

・仁保（古民家・森林資源を活用した田舎体験）        

・阿知須（廻船のまち＜まち・人・生き生き＞プロジェクト） 

・名田島（名田島地域海抜表示事業） 

・宮野（地域特産食材（菜種等）の商品化事業） 

平成２３年度 ４件 

・仁保（古民家・森林資源を活用した田舎体験）         

・小鯖（イメージソングＣＤ（広報用）の作成）         

・阿知須（きらら浜臨海資源を活かした都市型スポーツ事業）         

・宮野（地域特産食材（菜種等）の商品化） 

平成２２年度 ３件   

・小鯖（小鯖イメージソング CD の作成）   

・名田島（地域資源発掘会議の開催）    

・佐山（七草粥交流会＆地域じまん大会）    

 

 

  

整理番号 Ⅰ　-　(2)　-　⑥ 種　　別 新規 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →
年次計画

H27

協働推進課・地域交流センター

→

⑥　地域資源の発掘・創造

　■市民　■地域コミュニティ　■市民活動団体　■事業者　■教育機関　■行政

　各地域に眠る資源を発掘・創造し、地域の活性化を図ります。

　行政と地域づくり協議会等が協働して、地域に眠っている資源を発掘・創造し、人、モノ、資金などがつ
ながる取り組みを行います。

　各地域で、地域資源が活用されるような状況になったときに完了とします。
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＜取り組み状況＞ 

地域交流センター地域担当職員や地域づくり支援専門員による支援やアドバイザ-派遣（Ｐ８ Ⅰ-(2)-

⑩参照）の活用等により、多くの地域で第 2 期目の計画策定に取り組まれている。 

既に策定された地域１３地域。現在策定中の地域６地域。今後策定予定の地域２地域。 

 

 

＜取り組み状況＞ 

各地域交流センター地域担当職員及び地域づくり支援センターにより随時支援を実施。 

○地域づくり支援センターが関わって実施した事業 

平成２７年度： 

地域づくり計画策定講座２回、広報講座１回、事務局員研修会１回、上手な会議の進め方講座１回

事業運営講座 2 回 

平成２６年度： 

地域づくり協議会交流会１回、地域づくり計画策定講座（座学）２回・見学会４回、広報講座１回 

平成２５年度： 

地域づくり協議会交流会１回、事務局長研修会２回、事務局員研修会１回、部会向け研修会１回 

 

整理番号 Ⅰ　-　(2)　-　⑦ 種　　別 新規 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →
年次計画

H27

→

　全ての地域で地域づくり計画が見直されたときを完了とします。

　地域の課題を抽出し、地域で解決できることについては地域の中で誰が担うのか、また地域だけでは解決
できないことについてはどのように（他の主体と協働等により）解決していくのかなど、地域づくり計画が
効果的かつ具体的な計画となるよう、地域担当職員による支援やアドバイザーの派遣、あるいは先進事例の
紹介等により、地域づくり計画の見直しを支援します。

地域交流センター

　□市民　■地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

　地域課題等の解決のために、地域づくり協議会が地域の活動指針として定める「地域づくり計画」の見直
しを支援します。

⑦　地域づくり計画の見直し支援

整理番号 Ⅰ　-　(2)　-　⑧ 種　　別 新規 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

検討・実施 → → →

協働推進課・地域づくり支援センター・各地域交流センター

　□市民　■地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

⑧　地域づくり協議会の充実支援

　公平・公正で透明性の高い地域ガバナンスの構築に向け、地域づくり協議会の組織づくり及び活動の充実
を図ります。

　世代交代がスムーズに行われるような組織づくりの支援や、市民アンケートやワークショップなどによる
意見集約方法、協議会内の意思決定に関するノウハウの提供など、地域づくり協議会の側面的な支援に取り
組みます。また、地域づくり協議会の位置づけの明確化や地域づくり協議会同士の協議の場について検討し
ます。

　地域づくり協議会の運営が円滑に行われるようになったときに完了とします。

年次計画
H27

→
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＜取り組み状況＞ 

市財政課及び各課と協議中。 

平成 25 年度 環境衛生活動団体補助金を地域づくり交付金に統合整理（環境衛生課） 

 

 

＜取り組み状況＞ 

現在７名をアドバイザーとして登録。アドバイザーの連絡会議を開催し、各地域の状況を踏まえたより

効果的な支援のあり方を研究している。 

○アドバイザー派遣件数（平成 26年度より事前打ち合わせ回数含む） 

平成 2７年度  12 件（２月現在） 

平成 26 年度  26 件 

平成 25 年度  31 件 

平成 24 年度     1 件 

平成 23 年度  13 件 

平成 22 年度   6 件 

  

整理番号 Ⅰ　-　(2)　-　⑨ 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

検討 一部実施 → →

協働推進課・財政課・関係課

　■市民　■地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

　各課から個別に交付している補助金等を、地域にとって使い勝手のよいものとなるよう見直します。

⑨　地域コミュニティ等への補助金・助成金・交付金の整理

　地域の実情にあった活用ができるよう、各課から各種団体に交付している補助金・助成金・交付金等を整
理します。また、補助金等の制度の趣旨をふまえ、必要に応じて地域づくり交付金への統合に取り組みま
す。

年次計画
H27

実施

  統合可能な制度の調整が全て終了したときに完了とします。

整理番号 Ⅰ　-　(2)　-　⑩ 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

  全ての地域において、地域づくりのノウハウが蓄積され、自立した組織運営が行われる状況になったとき
に完了とします。

年次計画
H27

→

　地域づくり協議会からの要望により、運営等に関しノウハウの提供や必要なアドバイスを行う地域づくり
アドバイザーを派遣します。

⑩　地域づくりアドバイザーの派遣

　地域づくり協議会の組織運営が円滑に行えるよう、専門家を派遣します。

　□市民　■地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

地域づくり支援センター
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＜取り組み状況＞ 

保護者や地域住民が学校の様々な課題解決等を話し合う「コミュニティ・スクール」が全ての小中学校

で実施されている。また、中学校区を単位として、学校・家庭・地域が連携して子どもの１５年間の育

成に取り組む「地域協育ネット」を全中学校区で推進している。特に、大殿・秋穂・白石・鴻南の４つ

の中学校区では推進協力校区として、取組の成果や具体的実践方法等を情報発信している。 

 

 

＜取り組み状況＞ 

市内 21 地域それぞれで、地域づくり協議会が地域のニーズを把握し、取り組みを展開している本市の

特徴を踏まえ、検討を進めているが、各地域において自治の進め方や協議会の組織づくりなど課題が出

ているため、それらの解決に向け、地域と一緒に取り組んでいる。 

  

整理番号 Ⅰ　-　(2)　-　⑪ 種　　別 新規 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

　保護者や地域住民が学校の様々な課題解決等を話し合う「コミュニティ・スクール」や、子どもと保護者
が地域活動に関わる取り組みを進めるなど、地域と学校の連携を図ります。

　学校の課題が解決するとともに、地域活動の活性化が図られるような、学校と地域の連携が進む仕組みづ
くりが構築されたときを完了とします。

学校教育課・協働推進課・地域交流センター

　□市民　■地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　■教育機関　□行政

⑪　地域とともにある学校づくりの支援

　子どもの成長と地域活動の活発化を同時に図ります。

年次計画
H27

→

整理番号 Ⅰ　-　(2)　-　⑫ 種　　別 新規 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

　□市民　■地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

協働推進課・企画経営課・行革推進課

年次計画
H27

→

　個性豊かで活力のある自立した地域社会づくりを推進していくため、市内２１地域の枠組みに、新たな地
域自治組織のあり方について検討します。

　本市に相応しい地域自治の仕組みづくりとして、地域住民の意見等を反映させる方法や、組織形態等、
「やまぐち式地域自治区」の検討を進めます。

　「やまぐち式地域自治区」について検討し、その方向性の結論が出たときを完了とします。

⑫　やまぐち式地域自治区の検討
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推進施策 （３）資金確保支援機能の充実                             

 

＜取り組み状況＞ 

単位自治会が活用できる市の助成制度等については、『自治会活動の手引き』を作成し、毎年自治会長

に配布。（市公式ウェブサイトにも掲載） 

市民活動団体等が活用できる助成金制度等については、市民活動支援センター（さぽらんて）のホーム

ページに掲載するほか、身近な助成金を中心とした助成金情報を掲載した広報紙を発行している。 

発行部数：600 部 隔月発行 

 

 

＜取り組み状況＞ 

平成 25 年に市民活動支援センターの管理運営を行う「ＮＰＯ法人せわやきネットワーク」がＮＰＯへ

の寄付つき商品を企業が販売する仕組み「支え人」を構築。 

平成 27 年度 ＮＰＯ３団体、企業 8 社が提携 寄付金実績 256,701 円 

平成 26 年度 ＮＰＯ３団体、企業 7 社が提携 寄付金実績 256,148 円 

  

整理番号 Ⅰ　-　(3)　-　① 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

①　社会貢献活動に関する各種助成、補助金制度の情報提供

年次計画
H27

→

　－

協働推進課

　■市民　■地域コミュニティ　■市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

　市民の自主的な社会貢献活動を促進するため、資金確保に関する情報提供を行います。

　地域内で活動するまちづくりの主体に対する各種助成、補助金制度について、冊子（自治会活動の手引
き）の作成や、市や市民活動支援センター（さぽらんて）ホームページへの掲載などによって総合的な情報
提供に取り組みます。

整理番号 Ⅰ　-　(3)　-　② 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

検討・実施 実施 → →

H27

→

　地域コミュニティや市民活動団体の活動の活発化のため、自主財源の確保を支援します。

　地域の自主財源の確保に向けて、地域が抱える課題をビジネスの手法を用いて解決し、利益は再び地域の
課題解決に還元する取り組み（コミュニティ・ビジネス）について検討します。また、市民活動を促進する
ため、市民や企業等から寄付を募り、市民活動団体に助成するための取り組みや、寄付に対する税制優遇の
ある認定ＮＰＯ法人への移行支援など、資金確保の支援に取り組みます。

　資金確保支援機能について検討し、その方向性の結論が出たときを完了とします。

　□市民　■地域コミュニティ　■市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

②　活動資金の確保支援

年次計画

協働推進課・関係課
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推進施策   (4)  評価検証機能の充実                                

 

＜取り組み状況＞ 

各まちづくりの主体や有識者で構成される「協働のまちづくり推進委員会」を開催し、地域づくり交付

金制度の評価など、協働によるまちづくりへの取り組みについての検証・評価を実施。委員会の会議録

は市公式ウェブサイトに掲載するほか、各総合支所・各地域交流センターの市政情報コーナーへ設置。 

 平成 27 年度 委員会：2 回 

平成 26 年度 委員会：3 回、市民活動促進検討部会：7 回 

平成 25 年度 委員会：3 回 

平成 24 年度 委員会：3 回、山口市協働推進プラン策定部会：２回 

平成 23 年度 委員会：3 回、山口市協働推進プラン策定部会：１回 

平成 22 年度 委員会：3 回 

平成 21 年度 委員会：3 回 

  

整理番号 Ⅰ　-　(4)　-　① 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

　協働の評価方法が確立され、協働が円滑に進むようになったときに完了とします。

　各まちづくりの主体や有識者等で構成された「山口市協働のまちづくり推進委員会」で協働によるまちづ
くりの進捗状況について検証、評価を行います。また市民の協働に対する理解や実践の進捗を見極めなが
ら、時代の変化に応じて条例の見直しや協働事業の評価など、成熟段階に応じた施策について検討します。

年次計画
H27

→

協働推進課

　市民と行政の協働によるまちづくりの推進に向け、評価を実施します。

①　協働によるまちづくりの検証・評価の実施

　□市民　■地域コミュニティ　■市民活動団体　■事業者　■教育機関　■行政
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推進施策    (5)  中間支援機能（相談・コーディネート機能）の充実                

 

＜取り組み状況＞ 

登録団体のデータベース化や、市民活動の紹介、団体の設立や運営のアドバイス、また市民活動団体、

地域団体、行政の交流会の開催等の取り組みを行っている。市民活動の総合相談窓口として、市民活動

支援の基本を相談に置き、必要に応じて専門家（税理士・労務士）と連携し多様な相談に対応している。 

○相談・問い合わせ件数 

平成 2７年度  661 件（１月現在） 

平成 26 年度  944 件 

平成 25 年度  731 件 

平成 24 年度 1,012 件 

平成 23 年度  654 件 

 

 

＜取り組み状況＞ 

平成 25 年４月１日に地域づくりを専門的な視点で支援する「地域づくり支援センター」発足。地域づ

くりの相談やアドバイス、人材育成等を通じて、自治による地域課題の解決に向けた支援を行っている。 

○相談件数 

平成 2７年度  114 件（２月現在） 

平成 26 年度  134 件 

平成 25 年度  267 件 

 

 

整理番号 Ⅰ　-　(5)　-　① 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

検討 実施 → →

　■市民　□地域コミュニティ　■市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

協働推進課

　市民が市民活動に参加しやすい環境整備や、市民活動団体の設立や運営についての適切なアドバイス、市
民活動団体と行政の間をつなぐコーディネーター役など、市民活動支援センター（さぽらんて）が担う市民
活動の総合相談窓口機能の充実について検討します。

→
年次計画

H27

　市民活動支援センター（さぽらんて）の、中間支援機能（コーディネート機能）の充実を図ります。

①　市民活動支援センター（さぽらんて）の中間支援機能の充実

　市民活動支援センター（さぽらんて）機能について検討し、その取り組みが実践されるようになったとき
を完了とします。

整理番号 Ⅰ　-　(5)　-　② 種　　別 新規 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

一部実施 → → 実施

　市内のまちづくりの主体の状況を的確に把握し、地域づくりを担う人材の育成や、地域づくりのノウハウ
の蓄積による専門的な助言(アドバイス)を、中立的な立場で行う中間支援組織を設置します。
　また、行政と地域活動・市民活動等をつなぎ、新しい地域課題・社会課題の解決に向けたコーディネート
にも取り組みます。

（仮称）地域活性化センターが設置され、まちづくりに対する中間支援機能が確立されたときに完了としま
す。

協働推進課

　■市民　■地域コミュニティ　■市民活動団体　■事業者　■教育機関　■行政

　様々なまちづくりの主体が担うまちづくり機能の充実について、多角的・専門的な観点から支援を行いま
す。

→
年次計画

H27

②　（仮称）地域活性化センターの設置
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推進施策   (6)  市政への参画の仕組みづくり                         

 

＜取り組み状況＞ 

各所属が所管する審議会等について委嘱状況をデータベース化し、全庁的に情報の共有化を図っている。 

 

 

＜取り組み状況＞ 

市政に対する意見等を直接市長に提言できる場として移動市長室を開催。また、平成 27 年度も地域づ

くり協議会と共催によりやまぐち車座トーク 21 と称して移動市長室を開催。協議会委員を中心に一般

市民も交え、定住促進や高齢者対策など、様々な地域課題について意見交換等を実施。 

市の総合計画、その他の基本的な計画を策定するときには、事前に案を公表し、市民の意見等を求める

パブリック・コメントを実施 

○広聴事業 

平成 2７年度 やまぐち車座トーク 21[移動市長室]（21 地域） 

平成 26 年度 やまぐち車座トーク 21[移動市長室]（21 地域） 

平成 25 年度 移動市長室（21 地域） 

平成 24 年度 移動市長室（21 地域） 

○パブリック・コメント実施件数 

平成 2７年度  ６件（２月現在） 

平成 26 年度 １０件 

平成 25 年度  ８件 

平成 24 年度 １６件 

整理番号 Ⅰ　-　(6)　-　① 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

H27

　□市民　□地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　■行政

年次計画

　－

①　審議会等の委員のデータベース化

→

職員課・協働推進課

　市が設置する審議会等の委員についての情報の一元化により、多くの市民の参画を図ります。

　「審議会等の設置に関する指針」を職員に周知するとともに、各委員単位に委嘱状況をデータベース化す
ることにより一元管理を行い、全庁的に情報の共有化を図ります。データベースは毎年度更新します。

整理番号 Ⅰ　-　(6)　-　② 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

　■市民　□地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　■行政

年次計画
H27

→

　市政への参画機会については、パブリック・コメントの実施や移動市長室の開催等による広聴機会の充
実、審議会等での公募枠の拡大など、市民が市政に参画する様々な取組みを実施していますが、その更なる
充実について検討します。

　市民が市政に対し積極的に参画するようになったときに完了とします。

　市民の市政への参画を推進します。

②　市政への参画機会の推進

協働推進課・広報広聴課・企画経営課
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推進方針  Ⅱ 情報の共有化により、活動の活性化を図ります                  

推進施策   (1) 協働によるまちづくりの考え方の発信機能の充実                 

 

＜取り組み状況＞ 

市民を対象とした「協働によるまちづくり講演会」や、会議や研修会にあわせて地域担当者や地域づく

り支援センターによる説明会を実施している。 

平成 26 年度講演会 講師：櫻井常矢氏（高崎経済大学 地域政策学部教授） 参加者：268 人 

          講師：山崎亮氏（studio-L 代表）          参加者：300 人 

平成 25 年度講演会 講師：櫻井常矢氏（高崎経済大学 地域政策学部教授） 参加者：355 人 

平成 24 年度講演会 講師：櫻井常矢氏（高崎経済大学 地域政策学部教授） 参加者：423 人 

平成 23 年度講演会 講師：岩崎恭典氏（四日市大学総合政策学部教授）   参加者：260 人 

平成 22 年度講演会 講師：福森宏昌氏（NPO 法人シニアネット光代表理事） 

平成 21 年度講演会 講師：加藤哲夫氏（NPO 法人せんだい・みやぎ NPO センター代表理事） 

  

整理番号 Ⅱ　-　(1)　-　① 種　　別 新規 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →
年次計画

協働推進課

　■市民　■地域コミュニティ　■市民活動団体　■事業者　■教育機関　□行政

①　協働に関する講演会や説明会の開催

　協働によるまちづくりの考え方（Ｐ８参照）を市民に発信し、理解度の向上を図ります。

　協働によるまちづくりをテーマとした講演会や説明会を開催します。

　協働によるまちづくりについての理解度の向上が、充分に図られたときを完了とします。

H27

→
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＜取り組み状況＞ 

協働のまちづくり条例のパンフレット、協働推進プラン改訂版の内容を簡潔に示したパンフレット、プ

レゼンテーション用データ、マスコットキャラクター（キョドーレッド）を説明会や研修会、視察対応

などで活用している。 

平成 25 年度 「協働によるまちづくり」パンフレット作成 

平成 2１年度  協働推進 PR キャラクター“キョードーレッド”決定 

平成 2１年度 「協働のまちづくり条例」パンフレット作成 

 

推進施策   (2) まちづくり情報の提供・発信機能の充実                     

 

＜取り組み状況＞ 

自治会活動の手引きを毎年度更新して市内の全自治会長に配布。また希望する自治会に講師を派遣し、

説明会を実施した。 

○自治会長説明会 

平成 2７年度 15 件 

平成 26 年度 12 件 

平成 25 年度 22 件 

 

整理番号 Ⅱ　-　(1)　-　② 種　　別 新規 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

　■市民　■地域コミュニティ　■市民活動団体　■事業者　■教育機関　□行政

　協働によるまちづくりの考え方（Ｐ８参照）を市民に発信し、理解度の向上を図ります。

　パンフレットや説明用データ（プレゼンテーション用データ）、マスコットキャラクター等を作成し、説
明会や研修会など様々な機会で活用することにより、「協働によるまちづくり」の考え方について分かりや
すく説明します。

　協働によるまちづくりについての理解度の向上が、充分に図られたときを完了とします。

②　様々な協働ＰＲ手法の活用

協働推進課

年次計画
H27

→

整理番号 Ⅱ　-　(2)　-　① 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

　□市民　■地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

①　自治会活動に関する情報提供

　円滑な自治会運営を支援するため、自治会活動に関する情報の提供を行います。

　自治会に関係する必要な情報をまとめた手引きを毎年度更新しながら、参考資料として自治会長に配布す
るとともに、その内容について説明会を開催します。

協働推進課・地域づくり支援センター

　自治会業務が円滑に進み、自治会活動がより活発化したときを完了とします。

年次計画
H27

→
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＜取り組み状況＞ 

平成 22 年度～平成 25 年度までの 4 年間は地域づくり交付金活動事例集を作成し、地域づくり協議会

へ配布していたが、活動事例集と同様の情報を市公式ウェブサイトに掲載していること、地域づくり協

議会事務局同士が個別に相談しあえるネットワークが出来てきたことから、事業を紹介する当初の目的

は達成されたとして、平成 26 年度分の活動事例集は作成しなかった。 

一方、地域づくり協議会と市（健康増進課）が協働して実施する「活動量に着目した地域型健康づくり」

事業の紹介を市報に掲載し紹介した。 

 

 

＜取り組み状況＞ 

地域づくり協議会交流会、地域づくり協議会の事務局研修、市民活動促進事業交付金の報告会等を開催

している。 

  

整理番号 Ⅱ　-　(2)　-　② 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

協働推進課

　■市民　■地域コミュニティ　■市民活動団体　■事業者　■教育機関　■行政

　各団体の活動の活発化のため、協働の先進事例を紹介します。

　市民と行政の協働事業や地域づくり協議会が行った地域活動などを事例集としてまとめ、市公式ウェブサ
イトなどに公開します。

　先進事例を参考に、協働が推進されるようになったときに完了とします。

年次計画
H27

→

②　活動事例集、協働事例集の作成

整理番号 Ⅱ　-　(2)　-　③ 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →
年次計画

H27

→

協働推進課・地域交流センター・地域づくり支援センター

　■市民　■地域コミュニティ　■市民活動団体　■事業者　■教育機関　■行政

③　活動報告会、協働事業報告会の開催

　協働の活動事例や先進事例を紹介し、情報共有することにより協働によるまちづくりを推進します。

　協働に関する情報の共有化を図るとともに、先進事例を参考として各地域などの取り組みに活かすため、
様々な主体による活動事例を発表する機会をつくります。

　各地域で協働事例が共有され、実践されるようになったときを完了とします。
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＜取り組み状況＞ 

現在全ての地域づくり協議会より広報誌が発行されている。（発行頻度は地域によって異なる）  

また現在１８地域がホームページを開設している。 

 

推進施策   (3) 行政情報の提供・発信機能の充実                       

 

＜取り組み状況＞ 

「市報やまぐち」を毎月 2 回発行。1 日号は、市の施策をお伝えする特集などを中心に掲載。15 日号

は、各課からの募集、制度変更、イベントなどのお知らせを掲載。また、より多くの方に見ていただけ

るように電子書籍の活用を行った。 

さらに、より多くの人に必要とされる市報となるよう、市報１１月１５日号で、市報に関するアンケー

ト調査を実施した。アンケートの調査結果を基に、新年度の市報の見直しをする。 

 

○市報を通じて市政に関する情報を得ている市民の割合（「山口市まちづくりアンケート）より） 

平成 2６年度 80.9％ 

平成 25 年度 81.8％ 

平成 24 年度 80.2％ 

平成 23 年度 83.6％ 

  

整理番号 Ⅱ　-　(2)　-　④ 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

④　地域コミュニティ情報の発信支援

協働推進課・地域づくり支援センター

　□市民　■地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

　地域内における地域づくり協議会の認知度向上や、地域づくり活動に関する情報の共有を図ります。

　地域づくり協議会の広報部問の充実として、地域広報誌やホームページ、回覧など手段の充実とともに、
地域づくり協議会の概要や存在意義、予算編成・活動状況・決算状況等、掲載内容を充実させていくための
支援を行います。

　全ての地域で、地域情報の発信が充実したときを完了とします。

年次計画
H27

→

整理番号 Ⅱ　-　(3)　-　① 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →
年次計画

　市報により、市民により分かりやすく情報を提供し、市政についての周知を図ります。

①　市報の充実・活用

　■市民　□地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

広報広聴課・関係課

　市民や有識者の意見を聞く機会を設けるなど、市民の声を積極的に市報の編集に取り入れるとともに、適
宜市報の紙面構成を見直し、分かりやすい市報づくりに取り組みます。
　また、市報を読む市民との双方向性を高める手法について検討します。

　市民に分かりやすく市政情報の提供が行えるようになったときに完了とします。

H27

→
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＜取り組み状況＞ 

平成 24 年 3 月に公式ウェブサイトを、市民の皆さんが利用しやすく、また市の担当部局が情報掲載・

更新がしやすいようリニューアルを実施。また、より多くの方にみていただけるように、公式ウェブサ

イトの充実を図るとともに、電子書籍を活用したウェブサイトの活用を図った。 

○市公式ウェブサイトアクセス数（月平均） 

平成 27 年度  895,485 数（2 月現在） 

平成 26 年度 1,144,583 数 

平成 25 年度  750,566 数 

平成 24 年度  535,852 数 

 

 

＜取り組み状況＞ 

平成 9 年 10 月からお気軽講座を開設し、メニュー内容については毎年見直しを実施している。 

平成 2７年度のメニュー数：68、講座実施件数：81 件（2 月現在） 

平成 26 年度のメニュー数：63、講座実施件数：54 件 

平成 25 年度のメニュー数：63、講座実施件数：61 件 

平成 24 年度のメニュー数：62、講座実施件数：92 件 

平成 23 年度のメニュー数：65、講座実施件数：73 件 

  

整理番号 Ⅱ　-　(3)　-　② 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

　即時性、双方向性、検索性など、市公式ウェブサイトの特性を活かした情報提供により、市政についての
周知を図ります。

→
年次計画

②　市公式ウェブサイトの充実・活用

　施政方針や定例記者会見の内容をはじめ、よくある質問とその回答を掲載するなど、ページ情報を充実さ
せ、便利で使いやすい市公式ウェブサイトの運営を図るとともに、より多くの市民が市公式ウェブサイトを
閲覧するような取り組みを推進します。

　ホームページの特性を活かした情報提供を行い、多くの市民が市政情報を取得するようになったときに完
了とします。

H27

広報広聴課・関係課

　■市民　□地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

整理番号 Ⅱ　-　(3)　-　③ 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

　市政の情報について、市民が気軽に学習できる機会を提供します。

生涯学習・スポーツ振興課・関係課

③　お気軽講座の充実

　職員が市民の知りたい情報を分かりやすく説明するとともに、質疑や意見交換等を行うお気軽講座につい
て、市民に親しみやすいメニューへの再編など、より多くの市民が利用するような取り組みを推進します。

→

　多くの市民がお気軽講座を活用し、必要な情報の内容を容易に理解できるようになったときに完了としま
す。

　■市民　□地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

年次計画
H27
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推進施策   (4) 調査・研究機能の充実                            

 

＜取り組み状況＞ 

「まちづくりアンケート」において、地域活動や市民活動への参画状況や、市政への参画意識を調査し

ている。 

○「山口市まちづくりアンケート」結果 

  22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

地域活動に参加している市民の割合 36.0% 37.2% 41.4% 41.8% 56.1% 

市民活動を行っている市民の割合 10.5% 11.6% 11.3% 11.2% 12.9% 

住んでいる地域の課題を認識している市民の割合 25.3% 28.4% 29.9% 29.8% 38.2% 

まちづくりや市民参画の活動に参加している市民の割合 19.9% 22.1% 16.8% 22.0% 22.9% 

 

 

＜取り組み状況＞ 

平成 26 年９月に市民活動実態調査を実施。今後も３年に１回を目処に実施していく。 

 

 

 

  

整理番号 Ⅱ　-　(4)　-　① 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →→

①　市民のまちづくりに対する意識調査の実施

企画経営課・関係課

　■市民　□地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

　今後のまちづくりの施策の方向性を明らかにします。

　無作為抽出された市民を対象に、地域活動や市民活動への参加状況や、地域住民間における地域課題の共
有状況、市政への参画意識などについてアンケート調査を実施します。

　－

年次計画
H27

整理番号 Ⅱ　-　(4)　-　② 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

検討 実施 検討 実施

　市民活動団体の活動内容、規模、資金、抱える課題や協働の意識など、市民活動支援センター（さぽらん
て）による実態調査を３年に１回実施します。調査内容については市民活動支援センターと協働推進課で協
議して決定します。

　－

年次計画
H27

協働推進課

②　市民活動団体の実態調査の実施

　□市民　□地域コミュニティ　■市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

　市民活動団体の実態を調査し、今後の市民活動支援の方向性と施策を検討します。
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推進施策   (5)  ネットワーク支援機能の充実                           

 

＜取り組み状況＞ 

やまぐち路傍塾（市教育委員会）、市民活動支援センターの登録団体のデータベース化などに取り組ん

でいる。 

 

＜取り組み状況＞ 

市民活動団体や地域コミュニティ、行政職員など、まちづくりに関わる主体が一同に会して、まちづく

りについての意見交換を行う交流会を開催している。平成 27 年度はテーマに沿って市民団体や各関係

者と話し合う場を創出し、今後の市民活動支援につなげる「さぽカフェ」を実施。 

 

平成 27 年度 テーマ：「共育」を考える              参加者： 30 名/3 回 

平成 26 年度 テーマ：こども時代を豊かに過ごせるまちへ 参加者： 52 名 

平成 2５年度 テーマ：まちの課題を解決         参加者：100 名 

平成 24 年度 テーマ：次世代の巻き込み         参加者： 61 名 

平成 23 年度 テーマ：市民の巻き込み          参加者： 48 名 

平成 22 年度 テーマ：多老社会             参加者： 46 名 

 

整理番号 Ⅱ　-　(5)　-　① 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

協働推進課・社会教育課

①　人材や団体情報の集約、データベース化

年次計画
H27

→

　市民活動支援センター（さぽらんて）に登録した市民活動団体をデータベース化し、ホームページ上で紹
介します。また、市内で、学習活動、スポーツ活動など様々な活動に対して、協力・指導していただける方
（個人・団体）を登録する仕組み（人材バンク）を拡充していきます。

　－

　■市民　■地域コミュニティ　■市民活動団体　■事業者　■教育機関　□行政

　まちづくりに関する人材について広く周知します。

整理番号 Ⅱ　-　(5)　-　② 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

協働推進課・関係課

　□市民　■地域コミュニティ　■市民活動団体　■事業者　■教育機関　■行政

　様々な主体の情報交換や交流を図ることにより、協働を促進します。

　地域課題を協働によって解決する仕組みとして、様々なまちづくりの主体（地域コミュニティ、市民活動
団体、行政等）が、情報交換や交流、協議できる場をつくります。

　ラウンドテーブルが機能し、課題解決や協働によるまちづくりの主体同士での情報共有や交流が図られる
ようになったときを完了とします。

年次計画
H27

→

②　協働ラウンドテーブル（情報交換・交流・協議の場）の開催
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＜取り組み状況＞ 

取り組み事例に基づく情報交換・意見交換を通じて、これからの活動に活かすヒントやネットワーク構

築の場となる 21 地域の地域づくり協議会向けの交流会を開催。平成 27 年度は２１地域を７ブロック

に分け、地域づくり協議会連絡会議を開催し、意見交換を実施。 

平成 27 年度 地域づくり協議会連絡会議 ２回 

平成 26 年度 地域づくり協議会参加数：13 地域 参加者 63 名 

平成 25 年度 地域づくり協議会参加数：21 地域 参加者 217 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号 Ⅱ　-　(5)　-　③ 種　　別 新規 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

協働推進課・地域づくり支援センター

③　地域間交流の促進

　□市民　■地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

　各地域づくり協議会が自らの地域の特性や課題を見つめ直します。

年次計画
H27

→

　地域づくり協議会が他の地域の地域づくり協議会と積極的に交流し、活動内容に加え、組織形態や意思決
定の仕組み、今後の方向性等、その状況を詳しく知ることにより、自らの地域を改めて見つめ直す取り組み
を進めます。

　地域づくり協議会同士の積極的な交流が定着したときを完了とします。

平成２７年度 地域の自主的な取り組み 

山口市南部地域では、複数の地域住民が参加して、自主的に高齢者問題について話し合う勉強会を

３回にわたって実施されました。３回目は各地域でテーマをしぼって、各地域の取り組みのアイデ

アを出し合われ、そのアドバイザーとして市の関係課職員も同席した。 

１回目 24 名（４地域） 

２回目 32 名（６地域） 

３回目 35 名（6 地域） 
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推進方針  Ⅲ 人づくりを通じて、協働の意識醸成を図ります                  

推進施策   (1) 人材発掘機能の充実                                   

 

＜取り組み状況＞ 

地域のふれあいイベントや地域づくり計画策定に向けた委員会、座談会の開催などをきっかけとした、

人材発掘に向けた取り組みが進められている。 

 

推進施策   (2) 人材育成・支援機能の充実                           

 

＜取り組み状況＞ 

地域づくり支援センターにおいて、地域づくり協議会向け研修会や講演会を実施している。 

（Ｐ７ Ⅰ-（2）-⑧と併せて実施） 

平成２７年度： 

地域づくり計画策定講座２回、広報講座１回、事務局員研修会１回、上手な会議の進め方講座１回

事業運営講座 2 回 

平成 26 年度： 

地域づくり協議会交流会１回、地域づくり計画策定講座（座学）２回・見学会４回、広報講座１回 

平成 25 年度： 

地域づくり協議会交流会１回、事務局長研修会２回、事務局員研修会１回、部会向け研修会１回 

  

整理番号 Ⅲ　-　(1)　-　① 種　　別 新規 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

　地域づくり協議会が実施する人材バンク（広報誌やホームページ等による広報や、イベント開催時におけ
る募集、地域づくりに興味がある市民を対象としたセミナーの開催等により人材を募り、地域住民の活動参
加の機会創出や居場所づくりを図る仕組み）の構築を支援します。

　地域の中で、人材を発掘する仕組みづくりが行われたときを完了とします。

年次計画
H27

→

地域交流センター・地域づくり支援センター・協働推進課

　■市民　■地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

①　地域の人材バンクの設置支援

　地域づくりの継続的な活発化のため、地域の人材を発掘します。

整理番号 Ⅲ　-　(2)　-　① 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

　地域のリーダーが継続的に育ち、自主的・自立的な活動が定着したときを完了とします。

年次計画
H27

→

地域づくり支援センター

　■市民　■地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

　地域づくりの継続的な活発化のため、地域づくりのリーダーとなる人材を育成します。

　地域づくりに積極的に関わっている方に対して、講演会や研修会、また地域づくり活動の実践を通じての
ノウハウの習得（ＯＪＴ：現場における育成）等により、地域づくりの核となる人材の育成に取り組みま
す。

①　地域づくりリーダーの育成
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＜取り組み状況＞ 

地域づくり支援センターに地域づくり支援専門員を配置し、相談・アドバイス業務等を実施 

○専門員派遣件数 

平成 27 年度 10 件（２月現在） 

平成 26 年度 11 件 

平成 25 年度 25 件 

 

 

＜取り組み状況＞ 

市民活動支援センター「さぽらんて」が、市民活動団体を対象とした講座の開催や相談・アドバイスを

通じて、新しい公共を支える人材や団体の育成に取り組んでいる。 

平成 27 年度 講座開催 13 件、相談件数 379 件（1 月現在） 

平成 26 年度 講座開催   8 件、相談件数 501 件 

平成 25 年度 講座開催   6 件、相談件数 321 件 

平成 24 年度 講座開催 14 件、相談件数 483 件 

平成 23 年度 講座開催   8 件、相談件数 287 件 

  

整理番号 Ⅲ　-　(2)　-　② 種　　別 新規 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →
年次計画

H27

→

地域づくり支援センター

　■市民　■地域コミュニティ　■市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

　経験則を踏まえた、専門的な視点から地域づくりを支援します。

　地域の人材育成を支援するとともに、地域課題に対しアドバイスや提案を行う、地域づくりの経験豊富な
専門員を設置します。また、将来的には地域交流センターで定期的に活動する生涯学習団体や社会教育団体
が、培ったノウハウを市民に還元する地域貢献活動の実施等により、新しい公共領域を支える団体となるよ
う支援していきます。

②　地域づくり支援専門員による支援

　地域の中で、人づくりが充分に行われるようになったときを完了とします。

整理番号 Ⅲ　-　(2)　-　③ 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

検討 実施 → →

協働推進課

　□市民　□地域コミュニティ　■市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

　市民活動の活発化のため、市民活動を行う人材を育成します。

　市民活動支援センター（さぽらんて）が、市民活動団体の活発化を図るため、活動のレベルアップの他、
組織の基盤強化に対する支援などについて実施し、新しい公共領域を支える人材や団体の育成ができるよう
に、人材育成機能の充実に取り組みます。

③　市民活動支援センター（さぽらんて）の人材育成機能の充実

　市民活動支援センター（さぽらんて）の機能が充実したときに完了とします。

年次計画
H27

→
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推進方針  Ⅳ 協働推進体制を整備するとともに、市職員の意識改革を行います          

推進施策  (1)  庁内の協働推進体制の整備                            

 

＜取り組み状況＞ 

庁内体制の整備や、地域との具体的な協働事業について関係課協議を実施し、庁内連携に取り組んでい

る。 

 

 

＜取り組み状況＞ 

平成 21 年度に制度制定。より効果的な組織体制への移行に向け検討中。 

  

整理番号 Ⅳ　-　(1)　-　① 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

①　全庁的な協働推進体制の強化（会議体の活用）

協働推進課

　□市民　□地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　■行政

　情報伝達や情報共有、事業調整により、市の協働推進体制を整備します。

　経営会議や政策管理室長会議などの全庁的な会議体の活用や、協働推進員や地域交流センター職員による
会議の開催により、情報の共有化や、取組事例の発表などの周知活動を行い、市役所全体で連携・協力する
体制を強化していきます。

　各分野で協働が進むようになったときを完了とします。

H27

→
年次計画

整理番号 Ⅳ　-　(1)　-　② 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

協働推進課・全所属

　□市民　□地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　■行政

②　協働推進員の配置

年次計画
H27

→

　各所属に協働意識を向上させ、協働を推進する体制をつくります。

　各所属に協働推進員を配置し、所属内の職員に協働や協働推進プランの内容を周知・推進します。
　また、協働推進員は、予算編成時に様々なまちづくりの主体との協働事業を検討するとともに、実施にあ
たっては各所属での窓口となります。

　各所属で協働が進むようになったときを完了とします。
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＜取り組み状況＞ 

平成 25 年度に本庁事務と住民に身近な地域交流センター等で実施したほうが望ましい事務について仕

分けを実施し、平成 25 年度より段階的に移譲を進めている。平成２６年度より「はり・きゅう施術費

助成制度」「やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度」、「特別弔慰金・特別給付金」等が地域交流セン

ターで受付可能となった。 

 

推進施策   (2)  市職員の協働意識の向上                            

 

＜取り組み状況＞ 

年度毎に係長級、課長補佐級、課長級と対象を変えながら職員研修を実施。また新規採用職員に対して

は毎年度研修を実施している。 

平成 27 年度 対象：「健康長寿のまちづくり」関係部局職員 

参加者：86 名（地域包括支援センターの民間職員を含む）講師：櫻井常矢氏 

平成 26 年度 対象：係長級職員 参加者：155 名 講師：櫻井常矢氏 

平成 25 年度 対象：係長級職員 参加者：192 名 講師：櫻井常矢氏 

平成 24 年度 対象：課長級職員 参加者：108 名 講師：櫻井常矢氏 

平成 23 年度 対象：担当リーダー級職員 参加者：194 名 講師：櫻井常矢氏 

平成 22 年度 対象：全職員 講師：中野智昭氏 

平成 21 年度 対象：全職員 講師：辻正二氏 

 

 

整理番号 Ⅳ　-　(1)　-　③ 種　　別 新規 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

③　地域内分権に向けた事務・権限の移譲

行革推進課・職員課・協働推進課・各課

→

　□市民　□地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　■行政

　市民ニーズへの適切な対応や利便性の向上、住民自治の強化等を図ります。

　本庁で実施している事務・権限について、本庁事務と住民に身近な地域交流センター等で実施した方が望
ましい事務との仕分けに取り組みます。また業務量や権限に係る執行体制を整備しながら、可能なものから
地域交流センター等へ段階的に移譲を進めます。

　住民に身近な地域で実施することが望ましい事務と、その権限を明らかにし、地域交流センター等へ移譲
したときを完了とします。

年次計画
H27

整理番号 Ⅳ　-　(2)　-　① 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →

①　階層別・体系的な職員研修の実施

　□市民　□地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　■行政

　協働の研修を通じ、協働の趣旨や必要性等を職員に周知します。

　各階層ごとに協働の実践に必要なスキル（技能、技術）を検討し、研修計画を作成します。この計画に基
づき、階層別・体系別の協働に関する職員研修会や講演会等を開催することにより、市職員の協働に関する
意識の醸成・統一を図ります。

　協働の考え方が市役所全体で共有され、協働が円滑に進むようになったときを完了とします。

職員課・協働推進課

年次計画
H27

→
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(Ｐ18 Ⅱ-(3)-③参照) 

 

 

(Ｐ24 Ⅳ-(1)-②参照) 

 

推進施策   (3)  市職員のまちづくりへの参加促進                        

 

＜取り組み状況＞ 

市職員が地域の一員として地域づくり活動に参加する「地域活動応援隊」制度を設けている。 

平成 27 年度 活動件数：43 件、活動延べ人数 538 人（９月現在）  

平成 26 年度 活動件数：81 件、活動延べ人数 415 人 

平成 25 年度 活動件数：86 件、活動延べ人数 357 人 

平成 24 年度 活動件数：69 件、活動延べ人数 331 人 

平成 23 年度 活動件数：75 件、活動延べ人数 355 人  

平成 22 年度 活動件数：66 件、活動延べ人数 364 人 

整理番号 Ⅳ　-　(2)　-　② 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

生涯学習・スポーツ振興課・関係課

　■市民　□地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　□行政

　市政の情報について、市民が気軽に学習できる機会を提供します。

②　お気軽講座の充実　【再掲】

整理番号 Ⅳ　-　(2)　-　③ 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

　□市民　□地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　■行政

　各所属に協働意識を向上させ、協働を推進する体制をつくります。

協働推進課・全所属

③　協働推進員の配置　【再掲】

整理番号 Ⅳ　-　(3)　-　① 種　　別 継続 担当課

推進項目

対象主体

目　　的

推進内容

完了の目安

Ｈ25 H26 H28 H29

実施 → → →
年次計画

→

H27

　地域社会の一員として職員が積極的にまちづくりに参加したときを完了とします。

協働推進課・地域交流センター・職員課

①　地域活動に対する職員参加の促進

　□市民　□地域コミュニティ　□市民活動団体　□事業者　□教育機関　■行政

　市職員も一市民としてまちづくりへの参加を促進します。

　庁内の広報活動や、地域交流センターによる声かけにより「地域活動応援隊」登録者数の増加を図りま
す。
　また、職員が培ったノウハウや、特技を地域に還元するような取り組みを実施します。


