
富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 市民経済環境部 

課等名 市民活動推進課 

計画番号 １－（１）－① 

事業名 市民活動ブースの設置 

現状・課題 
市民活動団体等は，活動の場所の確保が難しく，活動に必要な打合せ

場所や設備が不足しています。 

目的 市民活動団体等が活動しやすいような環境を整備します。 

推進内容 

公共施設等に開設し，会議スペース・コピー機・パソコン等の備品及

び消耗品等を充実させます。また開放の場として意見交換ができる場

所を設置します。 

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者 

実施主体 市 

担当課 市民活動推進課 関係課 財政課 

完了の目安 ブースが設置され，活用できる環境が整ったら完了とします。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

試行 検討 → → 完了 

平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■ 市役所内に市民活動団体等が利用できるスペースを試行的に確

保しました。 

・開設日 平成２３年８月１日 

・定 員 ８名 

・費 用 無料 

・利用のルール 『市民活動ブース』使用のきまり 

・備品・設備等 ・テーブル（４人掛け×２台） 

・イス・ホワイトボード・マガジンラック 

・電源（パソコンの持込可能） 

・利用届出団体等 7 団体 

■ 市民や市民活動団体の方などが相談等に来た際の，相談・打合せ

場所として有効に活用しています。 

■ 「市民活動サポートセンター」設置までの試行としての計画であ

り，平成２７年度の「市民活動サポートセンター」設置計画に連動

して「完了」としています。 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 引き続き，市のホームページや広報等での周知を随時行っていきます。 

■ 市民や市民活動団体の方などが市民活動推進課に相談等来た際の，

相談・打合せ場所として，ＰＲも兼ねて有効に活用していきます。 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 総務部・市民経済環境部 

課等名 総務課・市民活動推進課 

事業名 １－（２）－①（仮称）協働のまちづくり推進課の設置 

現状・課題 
協働のまちづくりを推進するための市役所内の組織体制が十分とは

言えません。 

目的 市民活動団体等と市をつなぎ，協働のまちづくりを円滑に進めます。 

推進内容 
市民活動団体等や市役所内の協働に関する相談や調整などを行う担

当課を設置します。 

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市 

実施主体 市 

担当課 総務課 

完了の目安 
市民等と市との相互応答的な関係が確立されたときに完了としま

す。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

実施 → → → → 

 平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 ■ 市民活動団体等や市役所内の協働に関する相談や調整などを行

う担当課として「市民経済環境部市民活動推進課」を平成２３年

４月に設置しました。 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 引き続き，市民活動推進課が，協働のまちづくりの総合調整に

関することを所掌とする市役所内の組織体制により，協働による

まちづくりの推進を図ります。 

  市民と職員の役割などの認識を深めるため，庁内研修を実施し

ます。 

■ 庁内各課等の連携や情報の共有を図り，市として協働のまちづ

くりを推進するための体制づくりとして，庁内組織について検討

します。 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 市民経済環境部 

課等名 市民活動推進課 

事業名 １－（３）－①（仮称）市民活動支援補助金の創設 

現状・課題 

市民活動をしていくためには資金が必要となりますが，活動資金が

足りず十分な活動ができません。また，市では富里市公募型補助金

交付要綱を制定し，市民活動団体が取り組む事業について経費の一

部を市が補助し，団体を支援していますが，毎年申請件数が低迷し

ています。 

目的 市民が行う自由で自発的な公益活動である市民活動を活性化させます。 

推進内容 

公募型補助金制度を見直し，市民活動を始めようとしたり，公益的

な事業を行う市民活動団体に財政的援助を行います。また，（仮称）

市民活動支援補助金の財源として既存の「ふるさと応援寄附金」の

活用について検討します。 

対象者 市民活動団体 

実施主体 市 

担当課 市民活動推進課 

完了の目安 
市民活動団体が，自立した活動が継続できるようになったときに完

了とします。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

実施 → → 見直し・実施 → 

 平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 ■公募型補助金制度を見直し，市民活動支援補助金を創設しました。 

・平成２３年度予算額 1,000,000 円 

■補助金交付団体    ９団体 

・キックオフ部門   ４団体 

 ・チャレンジ部門   ４団体 

 ・ステップアップ部門 １団体 

■補助金交付確定額 500,000 円 

【第１次募集】 

募集期間 平成２３年４月１８日（金）～４月２８日（木） 

審 査 会 平成２３年５月１６日（月）１３：００～ 

審査方法 ・公開プレゼンテーション方式 

・審査員：富里市協働のまちづくり推進委員会委員 

応募８団体のうち８団体を選考 

（内１団体は他の補助金の交付を受けるため辞退） 

補助金交付決定団体  ７団体 

・キックオフ部門   ３団体 

・チャレンジ部門   ３団体 



・ステップアップ部門 １団体 

【第２次募集】 

募集期間 平成２３年９月１日（木）～９月３０日（金） 

審 査 会 平成２３年１０月２１日（金）１３：３０～ 

審査方法 ・公開プレゼンテーション方式 

・審査員：富里市協働のまちづくり推進委員会委員 

 応募２団体のうち２団体を選考 

補助金交付決定団体  ２団体 

・キックオフ部門   １団体 

・チャレンジ部門   １団体 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 年度当初から活用していただけるよう，平成２３年度３月中に

審査会を実施しました。 

平成２３年度予算額 1,５00,000 円 

【第１次募集】 

募集期間 平成２４年２月１５日（水）～３月９日（金） 

応募団体 ４団体 

・キックオフ部門   １団体 

・チャレンジ部門   ３団体 

審 査 会 平成２４年３月２８日（水）１３：３０～ 

審査方法  

・公開プレゼンテーション方式 

・審査員：富里市協働のまちづくり推進委員会委員 

採択団体 ４団体 

【第２次募集】 

 平成２４年１０月～平成２５年３月までを事業実施期間として第

２次募集の実施を予定しています。 

 審 査 会 平成２４年９月予定 

■ 市民活動支援補助金の財源として既存の「ふるさと応援寄附金」

の活用について検討します。 

 



平成２３年度市民活動支援補助金実績 

 

部門 No 団体名 補助金交付確定額 

キックオフ部門 1 協働つなぎ隊 43,000円 

2 ＥＭの会 49,000円 

3 富里すいかネットワーク 5,000円 

チャレンジ部門 4 富里市家族介護者交流会 8,000円 

5 NPO法人 NPO富里のホタル 150,000円 

6 明るい社会づくり運動富里明社 19,000円 

ステップアップ部門 7 NPO法人子どもプラザ成田 富里支部 111,000円 

計 385,000円 

・第２次募集９月→審査会 10/21 ２団体応募 補助金交付決定２団体 

部門 No 団体名 補助金交付確定額 

キックオフ部門 8 傾聴ボランティアグループ「ひまわり」 50,000円 

チャレンジ部門 9 みんなの日本語 65,000円 

計 115,000円 

 

合   計 500,000円 

 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 市民経済環境部 

課等名 市民活動推進課 

事業名 ２－（１）－②協働のまちづくりの講座の開設 

現状・課題 
協働のまちづくりに関する情報が乏しく，市民協働の考え方を次の

世代へ継承していく必要があります。 

目的 人材を発掘・育成し，市民活動を促進させます。 

推進内容 
世代（小中高校生・働きざかりの年齢層・団塊世代）ごとに協働意

識の啓発方法を検討し，講座を開設します。 

対象者 市民 

実施主体 市・地縁による団体・市民活動団体 

担当課 市民活動推進課 関係課 関係する各課・社会福祉協議会 

完了の目安 次の世代に継承されたときに完了とします。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

研究・試行 試行 実施 → → 

平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 ■ 平成２３年度は，研究・試行として，協働のまちづくりに関す

る基礎的な講座として，講師を招き実施しました。市民とともに

市の職員や社会福祉協議会の職員の参加を募りました。 

開 催 平成２４年３月２２日（木） 

18:30～ 富里中央公民館 ４階大会議室 

内 容 市から協働のまちづくりの推進について説明 

講演 「持続可能な地域ｺﾐｭﾆﾃｨへの挑戦」 

         ～協働で共同体を活性化する～ 

講師 市民社会ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ代表 庄嶋孝広氏 

参加者 ９６人 

内訳 市民等６０人(社協職員３人・新職９人)・職員36人 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 平成２４年度企画案 

・環境・福祉・子育て・防犯・防災・市政参画などのテーマ（分野）

を分け，協力いただける市民活動団体と関係課等の協力・連携を

図り，６回程度開催します。 

・市担当からの説明 

・市民活動団体からの活動発表 

・全体議論やコーディネーターからのアドバイスなど 

■ 平成２５年度企画案 

世代ごとの協働意識の啓発として，ボランティア団体等の市民活

動団体や学校等とタイアップにより小中学生（場合によっては高校

生）を対象に，ボランティア体験講座などの実施を検討します。 

 



 

「富里市協働のまちづくり講座」事業結果報告 

 

日 時 ： 平成２４年３月２２日（木） 

     １８：３０～２０：３０ 

会 場 ： 富里中央公民館４階大会議室 

 

○参加者数 （別紙名簿のとおり）  

 

市民等 ６０名 新規採用職員・社会福祉協議会職員含む 

職 員 ３６名  

合 計 ９６名  

 

○講座の内容 

☆富里市における協働のまちづくりの推進について」 

説明：市民経済環境部市民活動推進課長  

 

☆講演「持続可能な地域コミュニティへの挑戦  

    ～“協働”で“共同体”を活性化する～」  

講師：市民社会パートナーズ代表  庄嶋孝広先生  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

アンケート集計結果 （※職員へのアンケート用紙の配布なし） 

 参加者数 ６０名  アンケート回収 ５２  回収率 86.7％ 

  

【Ｑ１】あなたの性別について 

男性 女性 合計 

４４ ８ ５２ 

 

 

【Ｑ２】あなたの年齢層について 

1０代 20 代 30 代 40 代 

０ ８ ３ １ 

50 代 60 代 70 代以上 
 

５ ２１ １４ 

 

 

【Q３】お住まいの学区について 

富里 第一 富里南 浩養 洗心 

３ １２ １１ １ ０ 

日吉台 根木名 七栄 その他 
 

１２ ４ ４ ５ 

  ※その他（市外：３ 未記入：２） 

 

 

【Q4】ご職業について 

自営業 家業従事者 フルタイム パート 

５ ９ ３ ７ 

学生 無職 その他  

２ ２０ ６ 

     ※その他（塾講師：１．アルバイト：１，団体職員：１，未記入：３） 

 

 

【Ｑ５】本日のまちづくり講座は，何でお知りになりましたか？（複数回答可） 

広報 ホームページ 回覧板 

２７ ５ ８ 

ちらし 友人・知人 その他 

６ １０ ９ 

     ※入手先（市役所：３，農業士会：１，未記入：２） 

      ※その他（つなぎ隊：２，成田エリア新聞：１，人事課：１，未記入５） 

 

 



 

【Ｑ６】講座の内容について 

よく理解できた 理解できた よくわからなかった 無回答 

２２ ２８ ０ ２ 

  ［よく理解できた］ 

・＋から×へ。つなぎ役等，現在自分が考えている事，やっている事と合致するの

で，理解しやすかったし，自信が持てた。条例にも自信が湧いた。もっと行動し

たい！ 

・私たちの活動に大いに役立った。範例が多く示され，分かり易かった。 

・とても分かり易くお話していただけたので，自分なりに理解できたと思います。

様々な立場からの考え方を踏まえた上で，積極的に行動していきたいと思います。 

・今後の活動の参考になる話が多々ありました。ありがとうございました。 

・つなぎ役の役割と必要性 

・協働のまちづくりの意義がよくわかった。 

・富里市として協働のまちづくりを５年間やるなかで，５年後の富里市としてのあ

るべき姿は何か，ビジョンの明確化。もう少し「どうありたいか」を明確に。第

１回目は，協働の概念的なものでしたが，２回目が楽しみです。 

・説明がよかった。 

・説明が具体的で分かりやすい。（話術もたくみ） 

・現状を見つめなおすヒントを頂いた。 

 

［理解できた］ 

・話を聞いて，納得できる部分もあれば，まだよく分からなかったこともあった。

勉強不足を感じました。 

・講師の先生の話し方が，本当に上手でないように興味を持って聞けた。 

・団体でないと参加，共働は個人ではできないのでしょうか！ 

・具体例を交え，よく分かった。 

   

［無回答］ 

・協働は，昔“共同”，今“協働”わかりやすい。 

 

 

【Ｑ７】今後の協働のまちづくり講座について 

参加してみたい 参加したくない まだわからない 無回答 

４０ １ １ １０ 

  ［参加してみたい］ 

 ・富里市も各地区で社会環境が異なります。市全体に講座を広めること，それに参 

加することで市全体としての協働のまちづくりの認識高揚に有効と考えるからで 

す。 

・講座の内容によっては参加したい。 

・条例を形あるものにしたいため。 

 

 



・協働のまちづくりの担い手になれればと。同じ内容でないことが大切。 

・現在やっている仕事とも切り口は異なるが，共通するものも多く，自分自身の勉

強として，また自分の know how もどこかで活かしたい。 

・協働のまちづくりといっても何をしたらいいかわからない人も多いと思います。

市民活動団体が実際にどのような活動をしているのか，活動を始めようと思った

きっかけ等，具体的な話を聞いてみたいです。 

・地縁団体に属している間は，協働のまちづくりの動勢を知っておきたい。 

・自治会の運営上，もう少し勉強したい。何ができるか。 

・必要性がある。 

・生活を送る上では，やはり独りだけでは生きてゆけないので，何かしらのつなが

りを持つ必要がある。したがって，周りの人達との日ごろのつながりを作ってお

く必要性が大きくなっている。 

 

［参加したくない］ 

・形から入っても，行動にどうつながるのか，自分では疑問。協働のまちづくりの

理念のようなものは，今日の講座である程度理解できたと思うので。 

 

 

【Ｑ８】協働のまちづくり推進にあたり，どのような分野で必要だと思いますか。 

福祉 子育て支援 環境 

２６ ２０ １９ 

防犯・防災 その他 無回答 

１３ １６ ４ 

※その他（市政参画，商業の活性化，スポーツ，健康づくりなど：１ 

         地域活性化，地域資源の発掘と利用：１） 

 

 

【Ｑ９】その他，ご意見等がございましたら，ご自由にご記入ください。 

 ・Ｑ８の様な分野に於いて，市民が行政と共に自由，活発に広域で活動出来るよ

うに。人材発掘と育成を実施し，「市がお墨付きを与える“認証制”」を積極的

に拡充しては，と願っています。市職員だけでは，過重な事業も，認証された

市民が役割の一端を担っていけば，また，地域のことは地域住民こそが情報を

多く有し，人脈も有していますので。〈協働〉の具現化をスピードアップさせる

ためにも有効ではないでしょうか。人件費をかけず，財政を逼迫させることも

ないと思います。 

 ・どういう富里市にするのか，とても大切な転換点になると思います。アイディ

アは，無限で無料なので，あれこれ楽しく理想を語る中から実現できるものも

生まれると期待する。市の柔軟な頭が大切です。 

  



 

・より良い地域コミュニティを形成するにあたり，福祉・子育ての環境を整える

ことが，重要であると思います。将来の担い手である子供たちが住み良い環境，

万が一の事態があった場合に柔軟に対応できる福祉の力，家庭を持つ大人たち

が安心して子育てに取り組める施設や支援の充実，これらを整えていくことが

市の責務であり，市民の方々の意見や情報の共有が大事であると思います。 

 ・話を一方的に聞いてばかりだと，だれるので，もっと質問を交えてもらい，対

話型のセミナーにしていただけるとありがたい。（講師の先生が問題を投げかけ

ていただくような感じで。） 

 ・開催日時の設定が良かった。（金曜日の夜）。酒々井 I.C バイパス開設に伴う市有

地１５町歩の活用に地域住民の知恵と汗を計画段階からの参加。 

 ・各小学校単位で協働のまちづくり講座及び事例等による紹介する方法も考えて

頂きたい。 

 ・もう少し市民の人にケイモウして知ってもらうようにした方がいいと思います。 

 ・まちよりももっと身近な集落地域にこそ必要に思う。 

 ・この様な講座を開いて頂き，ありがとうございました。 

 ・自治会活動にかかわってみて，住民の力が弱体化していることを感じ，住民の

意識の改革を変える必要を感じ，少しずつ自治会活動に目を向けてもらいたく，

組織及びサービスの変革に努力している中で，市と一緒になって変えてみたく，

その参考になると思い，参加いたしました。急激な変革は，住民の反発がある

ので，少しずつ変革しています。住民の目を向けてもらう仕掛けづくりは，大

切であり，役員の意識づけに今取り組んでいます。 

 ・特に地域高齢者の見守りのしくみ作りが大事。１０～ぐらいの単位で。これを

民生委員と連携していくことも大事。 

 ・宮崎県高千穂町，鹿児島県薩摩河内市離島で地域再生の手伝いをし，月５日程

度両地区に通っています。（高千穂町には，４年間常駐）。自分が居住している

地域でまちづくり講座等の出席は，始めてですが，大変興味があり，参加しま

した。今後も機会があれば，ぜひ参加したいと思っています。また，富里市と

して「協働のまちづくり」以外の地域再生事業について，どの様に考え，今後

展開されるのかも機会があれば，お聞きしたいと思っております。我がまちの

地域再生に振興に大変興味があります。 

 ・今日の講座の参加者は，年輩の市民の方が多く，若い世代の市民が少ないよう

に感じました。若者の協働のまちづくりへの参加を促すにはどうすればよいの

でしょうか。協働のまちづくりを根付かせるためには，全ての世代が協働の意

識を共有する必要があると思います。今後，市民活動や仕事を通して若者の協

働のまちづくりの参加を呼びかけて生きたいと思います。 

・各地域でコミュニティを行っているが，協働のまちづくりとして実際にどのよ

うな形で成就していくのかわからない。 

 ・市に対しておねがい。今回配付されたパンフを各世帯に配布して欲しい。 

 ・まちづくり条例ができたので，有効に協働のまちづくり，市民の意見を反映で

きるまちづくりを・・・。 

 ・活動には，人と人のふれあいがスタート。自分の価値をいかに地域の中で発揮

できるか。熟慮して徐々に活動を広げていくべきか！！ 



  

・自主的な活動するにあたって運営費はどの様に進めるべきか？ 

 ・誰でも考えている（方向）ことは，同じであるが，それは行動に移すことは，実

際は，簡単ではない・・・。まず第一は，近所の人達と出会ったときには，必ず

挨拶したり，ひとことをかけることだろう。昨年３月の東北大震災発生以来，生

きていくための自助・共助・公助の関係がよく理解できるようになった。今晩の

機会はタイムリーなものであった。 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 市民経済環境部 

課等名 市民活動推進課 

事業名 ３－（１）－①市民活動の実態調査 

現状・課題 市民活動団体等の活動状況を把握していません。 

目的 今後の施策展開の基礎資料とします。 

推進内容 
市民活動団体の活動状況やそれぞれの団体が抱える課題を把握する

ために調査を実施します。 

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者 

実施主体 市（市民活動団体と協働で） 

担当課 市民活動推進課 

完了の目安 継続 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

実施   実施  

平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 ■ 市民活動団体を把握するため，市民活動団体実態調査を実施し

ました。 

■実施時期 平成２３年９月実施 

■周知方法 ・市ホームページ 

    ・市広報紙 

    ・区長回覧 

    ・直接案内（ボランティア登録団体等） 

    ・関係各課を通じた依頼（個別協議のうえ随時） 

■実施方法 

・「市民活動団体実態調査票」の提出に協力いただく。 

・公開することについての同意の有無並びにとみさとふれあい講座

（出前講座）を行うことができるかの意向についても合わせて確認 

■調査協力団体 

・市民活動団体実態調査票の提出に協力いただいた団体 

【団体数】２９団体(H24.3.31 現在) 

平成２４年度 

以降の取組 

 

■ 継続的に周知を図りながら調査票の提出協力を促すとともに，

既に提出されている団体をデータベース化し，市のホームページ

に掲載します。 

■ 調査票の提出に協力いただいた団体について，随時，データを追

加していきます。 

 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 市民経済環境部 

課等名 市民活動推進課 

事業名 ３－（２）－②協働ＰＲリーフレットの作成 

現状・課題 協働を解りやすく周知する冊子がありません。 

目的 協働のまちづくりについて，市全体に浸透を図ります。 

推進内容 誰が見ても解りやすく解説したリーフレットを作成します。 

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者 

実施主体 市（市民活動団体と協働で） 

担当課 市民活動推進課 

完了の目安 市民等及び市の間で協働が定着したときを完了とします。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

実施  実施  実施 

平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 ■ 富里市における協働のまちづくりの基本となるのが「富里市協

働のまちづくり条例」であることから，条例をわかりやすく理解

いただけるパンフレット（リニューアル版）を作成した。 

■３月に実施した協働のまちづくり講座で配布・活用しました。 

 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 条例のパンフレットは，協働のまちづくり講座やとみさとふれ

あい講座などで活用します。 

■ 協働のまちづくりを，わかりやすく理解いただけるよう，手作

りのチラシを作成します。 

 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 市民経済環境部 

課等名 市民活動推進課 

事業名 ３－（３）－③市広報紙及びホームページの充実 

現状・課題 市民にとってわかりやすい情報の提供が求められています。 

目的 
わかりやすい情報の作成について工夫するとともに，市民が活用・

共有しやすい情報の提供をします。 

推進内容 

市広報紙に定期的に協働のコラムを掲載します。 

市ホームページに協働専用ホームページ（第３節-(3)-②）へのリン

クを貼り，身近に協働の情報を得られようにします。 

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市 

実施主体 市（市民活動団体と協働で） 

担当課 市民活動推進課 協力 秘書広報課・企画課 

完了の目安 
市民等及び市が情報を共有できるようになったときに完了としま

す。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

一部実施 → → 実施 → 

平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■ 広報とみさとの協働コーナー「みんなでつくるまちづくり」を

平成２３年１０月１日号から開設し，毎月１日号に定期掲載しま

した。 

■ 市民活動支援補助金の周知・ＰＲも兼ねて，市民活動支援補助

金を活用した団体の活動紹介と市からのお知らせを掲載しまし

た。 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 市民活動の紹介や，協働に関する市からのお知らせなどを，継

続して実施していきます。 

■ 協働モデル事業のひとつとして，市と団体等で行っている既存

の協働事業などを紹介・ＰＲなども行っていきます。 

■ 市のホームページにも随時，情報を加えていきます。 

 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 市民経済環境部 

課等名 市民活動推進課 

事業名 ３－（３）－⑤地域フォーラムの開催  

現状・課題 協働によるまちづくりを話し合える場が十分ではありません。 

目的 
協働に関する情報の共有化を図り，協働のまちづくりを考える機会

をつくります。 

推進内容 
協働によるまちづくりについて，市民等が話し合える討論会を開催

します。 

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市 

実施主体 市・市民活動団体 

担当課 市民活動推進課 

完了の目安 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。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

実施 → → → → 

平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 ■ 市と協働で企画・運営を行っていただける市民活動団体を募り，

開催地域の自治会等の地縁による団体の協力をいただき，小学校

区を単位とした２地域で開催しました。 

■ 主催 富里市・協働つなぎ隊（市民活動団体） 

■ テーマ 

「地域が抱える課題を踏まえ市民として地域として何ができるか」 

■ 開催地域 

 ・日吉台小学校区  平成２４年１月１５日（日） 

   協力団体 日吉台自治会連合協議会協働のまちづくり専門部 

   参加者数 参加者７３人・主催者１３人 計８６人 

   会  場 富里北部コミュニティセンター 

 ・富里第一小学校区 平成２４年１月２１日（土） 

   協力団体 富里第一小学校区協議会 

   参加者数 参加者３６人・主催者１１人 計４７人 

   会  場 南平台自治開館 

■ 開催プログラム 

（１）開催にあたり 

 ・座長から地域フォーラムの趣旨説明 

 ・富里市における協働のまちづくりの推進について 

（市民活動推進課長） 

 ・主催団体の紹介（市民活動団体「協働つなぎ隊」） 

（２）地域フォーラム 



 ・全体会（地域の課題を把握する） 

 ・ワークショップ（参加者で話し合い考えてみる） 

 ・各グループからの発表 

 ・課題の解決に向けた次のステップの提案 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 平成２３年度と同様に，市と協働で企画・運営を行っていただ

ける市民活動団体を募り，開催地域の自治会等の地縁による団体

の協力をいただき，小学校区単位を目安として開催します。 

■ とみさと広報５月１日号の広報で，市と協働で企画・運営を行

っていただける市民活動団体を募集します。 

■ 富里市区長会と連携して，開催を希望する小学校区等を募りま

す。 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 市民経済環境部 

課等名 市民活動推進課 

事業名 ３－（４）－②とみさとの情報コーナーの創設 

現状・課題 
市民活動等の情報を収集や交換，また市民活動の拠点となる場所が

ありません。 

目的 情報を共有するための媒体の一つとして充実を図ります。 

推進内容 

市の広報紙のほか，各種団体の広報など情報を一括して収集し，発

信できるコーナーを創設します。また，商工会やＪＡ及び多くの市

民が出入りするコンビニやスーパー，産直センターなどに，活動掲

示板やＰＲ物資を設置してもらうなどの協力を要請します。 

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市 

実施主体 市（市民活動団体・事業者と協働で） 

担当課 市民活動推進課 

完了の目安 多様な形でコーナーが設置できるようになったら完了とします。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

実施 → → → → 

平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■ 市民が自主的な社会貢献・公益的活動を実施している市民活動

団体等の活動情報を気軽に得ることができるように，市民活動団

体等の情報コーナーとして，市役所本庁舎２階の市民活動推進課

の脇に専用のパンフレットスタンドを設置いたしました。 

 市民活動団体等の活動内容のお知らせや，それぞれの団体が社

会貢献活動を行う際の人材探しなどに活用できます。 

・開設日 平成２３年８月１日 

・利用のルール『市民活動情報コーナー』 使用のきまり 

・利用届出団体等 7 団体 

■ 行政からの協働に関する情報も掲示して有効に活用しています。 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 引き続き，市のホームページや広報等での周知を随時行っていきます。 

■ 行政からの協働に関する情報も掲示して有効に活用していきます。 

■ 市民活動サポートセンター創設後は，サポートセンターにて情報コ

ーナーも集約する計画です。 

 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 総務部 

課等名 企画課 

事業名 ４－（１）－①パブリックコメント制度の周知 

現状・課題 

パブリックコメント制度の規則を制定し，市の基本的な計画等の策

定について，パブリックコメントを実施し，市民から意見募集を行

っていますが，意見数が少ないものもあります。 

目的 市民への参画機会の一つとして制度の活用を促進します。 

推進内容 

ホームページなどを活用し，制度の周知を図ります。また，制度を

有効的に機能させるため，わかりやすく情報を提供するなど，意見

を提出しやすい環境を整えます。 

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市 

実施主体 市 

担当課 企画課 関係課 関係する各課 

完了の目安 パブリックコメント制度が市民に理解されたときを完了とします。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

実施 → → → → 

 平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 ■ ３件の各種計画策定でパブリックコメントを実施し，５件の意

見が寄せられました。 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 今後も制度の周知を図り，意見を提出しやすい環境を整えます。 

 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 総務部 

課等名 企画課 

事業名 ４－（１）－③審議会等への公募委員による市民参画の推進 

現状・課題 
市では，審議会等を設置していますが，委員を公募している審議会

等は多くありません。 

目的 
市政に市民の視点からの意見を反映させ，市政への参画機会を増や

します。 

推進内容 

「審議会等の公募に関する規則」や「審議会等の設置及び運営等に

関する指針」の適正な運用により，公募委員による市民参画を推進

します。 

対象者 市民 

実施主体 市 

担当課 企画課 関係課 関係する各課 

完了の目安 
可能な限り，すべての審議会等に公募委員が選任されたときに完了

とします。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

実施 → → → → 

 平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 ■ １０機関で合計２２名を公募委員として登用しました。 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 今後も積極的に公募を行うよう各課等に促します。 

 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 総務部 

課等名 企画課 

事業名 ４－（１）－④市政への参画機会の拡大 

現状・課題 
パブリックコメントの実施など市民が市政に参画する機会を検討し，

実施していますが，十分とは言えません。 

目的 市民の市政への参画機会を増やします。 

推進内容 

市の基本的な計画づくりの初期段階から市民等が参画できる機会を

設け，広く意見を聴き，それらを反映しながら計画づくりを進めてい

きます。 

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者 

実施主体 市 

担当課 企画課 関係課 関係する各課 

完了の目安 市民が市政に積極的に参画できるようになったときに完了とします。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

実施 → → → → 

 平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 ■ 各課において策定された計画について，策定時の審議会等での公

募委員募集やパブリックコメント等が実施されました。 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 今後も市民等が参画できる機会を設け，広く意見を聴き，それら

を反映しながら計画づくりを進めていきます。 

 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 市民経済環境部 

課等名 市民活動推進課 

事業名 １－（２）－②市民活動サポートセンターの創設 

現状・課題 市民活動の拠点となるような機能を持つ施設がありません。 

目的 
市民活動団体等を支援し，協働によるまちづくりの拠点としての機

能を果たします。 

推進内容 

既存の組織（ボランティアセンター・社会福祉協議会）との管掌範

囲等を調整し，市民活動サポートセンターを創設します。 

また，下記の機能についても担うことができるのか検討します。 

・活動支援アドバイザーの設置及び派遣 （第１節-(2)-③） 

・（仮称）市民活動支援基金の創設 （第１節-(3)-②） 

・協働人材バンクの創設 （第２節-(1)-④） 

・リーダー育成講習会の実施 （第２節-(1)-⑥） 

・ボランティア貯金(活動に応じたポイントを発給し，活動している

方が，将来自分が受ける立場となったときに役立てることのできる

仕組み)の研究 （第２節-(2)-②） 

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市 

実施主体 市・市民活動団体 

担当課 市民活動推進課 協力 健康推進課・富里市社会福祉協議会 

完了の目安 
活動・交流の拠点として整備され，市民活動の拠点としての環境が

整ったときに完了とします。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

研究 → 準備委員会設置 検討 実施 

平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 ■ 県内自治体の先進地視察を行いました。 

  松戸市・柏市・流山市・四街道市 

■ 新保健センターの併設施設として，新保健センターの建設準備と

並行して準備を進めるため，庁内検討組織（（仮称）富里市新保健セ

ンター等建設庁内検討委員会・ワーキンググループ）を設置し，場

所等の検討を実施しました。 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 推進計画においては，市民活動サポートセンターは,平成２５年度

に準備検討委員会の設置となっていますが，新保健センターの併設

施設として，新保健センターの建設準備と並行して，市民活動サポ

ートセンターとしての機能等について，市民の意見等を反映してい

く必要があるため，平成２４年度から準備・検討するための委員会

組織を発足する計画です。 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 市民経済環境部 

課等名 市民活動推進課 

事業名 １－（４）－①地域づくり協議会の検討 

現状・課題 

自治会や市民活動団体等が各々で活動し，それぞれに問題や課題を

抱えています。また，自治会や市民活動団体をつなぐネットワーク

が不十分です。 

目的 
自治会や市民活動団体が連携を取れるようにそれぞれの団体をつな

ぐような組織を検討します。 

推進内容 

小学校区など一定の単位で，地域課題を把握し，問題解決できるよ

う地域にある団体や組織などで構成する組織の設立について検討し

ます。 

対象者 地縁による団体・市民活動団体 

実施主体 市・地縁による団体・市民活動団体 

担当課 市民活動推進課 

完了の目安 地域づくり協議会が全地域で立ち上げられたら完了とします。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

検討 モデル地区 → → → 

平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■ 小学校区など一定の単位で，地域課題を把握し，問題解決でき

るよう地域にある団体や組織などで構成する組織で設立する地域

づくり協議会のモデル事業の検討を行いました。 

【検討内容】 

■ 地域づくり協議会モデル事業の概要 

モデル地区は，小学校区など一定の単位で，地域にある区・自治

会，その他の地縁による団体及び市民活動団体などで構成するネッ

トワーク組織を構築して，地域課題を把握し，問題解決できるよう

体制づくりを検討していく「ひとつのモデル」となるような取り組

みを行っていく事業とし，地域の状況や自主性・主体性を踏まえ，

その地域に即した地域の取り組みやその過程などを広く周知・啓発

していくものとします。 

■ 事業の実施主体及び市の支援 

 実施主体は，当該地域にある自治会等を中心とした地縁による団

体，市民活動団体によるものとします。 

 



 

取組実績 

 

市は，側面的支援として，「相談」「情報収集・提供」「一定の財政

的支援」などを行っていくものとします。 

■ 財政的支援の考え方 

その地域の状況や自主性・主体性を踏まえ，その地域に即した「地

域づくり協議会」の結成や活性化を促進するため，補助金方式によ

り財政的支援を行うものとします。 

 なお，財政的支援は，単に組織の運営経費や既存事業等に充てる

ものではなく，地域の課題を解決していくための新たな取り組みに

係る経費や，他の地区のモデルとなるよう，地域の取り組みやその

過程などを広く周知・啓発する経費とします。 

（１）補助金限度額 上限３０万円 

（２）補 助 率 補助対象経費の１０／１０ 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 補助金交付要綱を制定し，富里市区長会などと連携して，企画

提案を募り，モデル地域を設定いたします。 

 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 市民経済環境部 

課等名 市民活動推進課 

事業名 ２－（１）－③（仮称）協働スイカ塾の開設 

現状・課題 市民が気軽に情報交換する場がありません。 

目的 
人と人とが知り合うきっかけづくりをします。また，市が周囲に誇

ることのできる新しい資源を発掘します。 

推進内容 
誰でも参加できるような座談会を定期的に開催し，様々な分野で活

動している人々の話を聞き，情報交換ができる場を提供します。 

対象者 市民 

実施主体 市・市民活動団体 

担当課 市民活動推進課 

完了の目安 座談会が自主的に行われるようになったら完了とします。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

検討 実施 → → → 

平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 「市民が気軽に情報交換できる場」として，市民間でのフリーな

交流や懇談というコンセプトがあることから，行政主体での実施で

はなく，市民活動団体が主体となり，実施を担っていただきたいも

のと考えています。 

平成２４年度 

以降の取組 

市民活動サポートセンターに，交流サロンとしてのオープンスペ

ースを確保する考えで検討します。 

 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 市民経済環境部 

課等名 市民活動推進課 

事業名 ２－（１）－④協働人材バンクの創設 

現状・課題 
市民活動の充実・発展により，それぞれの活動分野において専門知

識や技術が必要になってきます。 

目的 
協働のまちづくりに関する情報（市民活動団体，人材等）を活用し

ます。 

推進内容 

市民活動団体の活動内容や専門知識を持つ市民をデータベースとし

て集積・整理します。また，そのような情報を必要とする市民との

橋渡しを行うシステムを構築します。 

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市 

実施主体 市 

担当課 市民活動推進課 協力 生涯学習課・社会福祉協議会 

完了の目安 
システムが構築され，スムーズな運用が確立されたときに完了とし

ます。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

研究 実施 → → → 

平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 ■ 生涯学習課で実施している，生涯学習人材バンク（生涯学習ア

シスト事業）の制度や登録状況及びボランティアセンターの登録

状況について確認しました。 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 生涯学習人材バンク（生涯学習アシスト事業）の登録者及びボ

ランティアセンター登録者をベースに，市民活動団体の活動内容

や専門知識を持つ市民をデータベースとして集積・整理します。 

 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 市民経済環境部 

課等名 市民活動推進課 

事業名 ３－（３）－①とみさとふれあい講座の拡充 

現状・課題 

市では「とみさとふれあい講座（出前講座）」を実施し，その中のメ

ニューのひとつとして市民協働を取り入れていますが，市民活動団

体等との間では行われていません。 

目的 
市民活動団体等の活動をわかりやすく説明し，市民の協働への理解

を深めます。 

推進内容 

市民活動団体等との間でも実施できるよう検討するとともに，市で

行っている講座メニューの拡充を図り，市民等が知りたい情報をリ

クエスト内容に応じた形で実施します。 

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市 

実施主体 市（地縁による団体・市民活動団体と協働で） 

担当課 市民活動推進課 関係課 関係各課 

完了の目安 
市民等が講座を活用し，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。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

検討 実施 → → → 

平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■ 市民活動実態調査の調査項目に，市民活動団体が講師となり出

前講座を開催することが可能かどうかの意向確認を行いました。 

■ 市で行っている講座メニューの見直しや新規項目の調査を実施

し，平成２３年度の４７メニューに対し，平成２４年度は５１メ

ニューに拡充しました。 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 実態調査結果をもとに，市民活動団体等との間での講座メニュ

ーの拡充を図ります。 

■ 既存の講座メニューについて，内容更新の際には，小・中学生

向け（例：小中学校・PTA・子ども会など）の講座が可能かどう

か調査を実施します。 

 

 

 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 市民経済環境部 

課等名 市民活動推進課 

事業名 ３－（３）－④市民活動発表会の開催 

現状・課題 
市民活動団体等が活動を発表する場や協働事業を紹介するような場

がありません。 

目的 先進事例を参考に各々の活動などに生かします。 

推進内容 活動内容や協働事例を発表する機会をつくります。 

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者 

実施主体 市・市民活動団体 

担当課 市民活動推進課 

完了の目安 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。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

検討 実施 → → → 

平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

【企画案の検討】 

■ 平成２４年度の事業実施にあたり，企画案を検討しました。 

 ・イベント的なものも踏まえた発表会とし，市民・地縁による団

体・市民活動団体・事業者などの参加を求めての開催 

 ・市民活動支援補助金を活用した団体については積極的に参加協

力いただく。 

・講師による講演 

・市民活動団体等による発表（講師からのアドバイス等） 

・ロビー等で市民活動のＰＲのための掲示や展示コーナーを設営 

  （可能なら，公民館等のロビーでパネル展を１週間ぐらい実施） 

■ 講師謝礼や消耗品にかかる予算を確保しました。 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 広報とみさとで，運営に協力いただける団体等について募集し

ます。また，参加希望の団体について広く周知して募集いたしま

す。 

 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 総務部 

課等名 秘書広報課 

事業名 ４－（１）－②市民提案機会の拡充 

現状・課題 
「市長への手紙」という仕組みがありますが，あまり知られていま

せん。 

目的 市政への参画機会を増やします。 

推進内容 

既存の「市長への手紙」のほか，市政への建設的な御意見，御提案

等を聞き，市政に反映させるため，市政に対し幅広く御意見を取り

入れる仕組みを検討します。 

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者 

実施主体 市 

担当課 秘書広報課 

完了の目安 
市民参画の機会が増え，市政への意見を反映させられる体制が整っ

たら，完了とします。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

検討 実施 → → → 

 平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

・市政へのご意見受付件数・・・90 件 

・「市長と市長室で語り合いませんか？」の開催 

平成 23 年 7 月５日開催 １３名参加 

頂いたご意見については，担当課等と協議のもと，対応，回答し，

なかでも建設的な意見，ご提言の内容が市民のみなさんへの市施策

の理解につながるものについてはホームページに掲載しました。 

平成２４年度 

以降の取組 

「市長と市長室で語り合いませんか？」を改め、課題を決め、タウ

ンミーティングを行う予定です。 

時期：7 月上旬 

場所：中央公民館４階大会議室 

時間：午前中 

 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 市民経済環境部 

課等名 市民活動推進課 

事業名 ４－（２）－①協働のまちづくりモデル事業の実施 

現状・課題 協働のまちづくりを活かした行政施策がイメージできません。 

目的 
市民活動団体等と市で具体的な事業を行うことにより協働を推進し

ます。 

推進内容 

協働のまちづくりのイメージを醸成できるモデル事業として位置づ

け，実施します。また，既存事業以外にも取り組める可能性の事業

を検討し，実施します。 

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市 

実施主体 市 

担当課 市民活動推進課 協力 各担当課 

完了の目安 事業が円滑に進んだときに完了とします。 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

検討 実施 → → → 

平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■ 既存の協働事業の調査を実施しました。 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 既に，市と市民等との協働により実施している事業も数多くあ

り，これらの取り組みを知らない市民等も多いと思われます。 

■ 各課等で行っている事業で，協働のまちづくりのイメージを醸

成できる事業をモデルとして位置づけ，広報等を活用して市民に

広く周知・ＰＲを行います。 

■ 庁内各課等における協働事業の推進を図り，新たな発想により

取り組む協働事業をモデル事業として位置づけて実施できるよう

検討を行います。 

 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 総務部 

課等名 総務課 

事業名 ５－（２）－①職員研修の実施 

現状・課題 
協働のまちづくりの趣旨が市職員に浸透しておらず，職員の意識の

向上を図る体制が十分ではありません。 

目的 職員研修を充実することにより，意識の向上を図ります。 

推進内容 
職員の内部研修に，「協働のまちづくり」の項目を加え，市職員の協

働に関する意識の醸成に努めます。 

対象者 市 

実施主体 市 

担当課 総務課 

完了の目安 継続 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

検討 実施 → → → 

平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 ■ 新規採用職員を対象に協働のまちづくりの研修を実施しました。 

■ 市民活動推進課職員を協働のまちづくりに関する研修会に参加

させました。 

■ 協働のまちづくり講座に職員の参加を求めました。 

開 催 平成２４年３月２２日（木） 

18:30～ 富里中央公民館 ４階大会議室 

内 容 市から協働のまちづくりの推進について説明 

講演 「持続可能な地域ｺﾐｭﾆﾃｨへの挑戦」 

         ～協働で共同体を活性化する～ 

講師 市民社会ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ代表 庄嶋孝広氏 

参加者 ９６人 

内訳 市民等６０人(社協職員３人・新職９人)・職員36人 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 専門の講師を招いて，部課長等を対象とした研修及び職員を対

象とした研修を実施し，市職員の協働に関する意識の醸成に努め

ます。 

 

 



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況 

 

部等名 市民経済環境部 

課等名 市民活動推進課 

事業名 ２－（２）－①市民活動保険の導入 

現状・課題 
市民活動中の事故等により，損害賠償や傷害等が発生した場合に保

障制度がありません。 

目的 市民が安心して市民活動に参加できるようにします。 

推進内容 
市民が安心して活動できるように市民活動保険を導入し，事故が発

生した場合は，保険請求の手続きを行います。 

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体 

実施主体 市 

担当課 市民活動推進課 協力 
総務課・環境課・生涯学習課 

・社会福祉協議会 

完了の目安 継続 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

検討 → 実施 → → 

平成２３年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■ 先進自治体が実施している市民活動補償制度の内容を調査しま

した。 

平成２４年度 

以降の取組 

■ 平成２５年度からの実施に向けて，市民活動補償制度の内容の

検討を行い，予算の確保や要綱等の整備に努めます。 

 

 


