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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－（１）－① 協働のまちづくりを推進する課の充実 

現状・課題 

協働のまちづくりを推進する課として平成２３年度に市民活動推進

課が設置されましたが，市役所組織全体として協働への取組の広がり

が十分とは言えません。 

目的 
市役所内で，協働によるまちづくりをあらゆる分野で総合的かつ効果

的に推進する体制を整えます。 

推進内容 

市民活動推進課が中心となり，富里市協働のまちづくり推進本部の機

能の充実を図り，庁内における情報の共有及び連携並びに協力体制の

確保などを行い，庁内協働推進員と連携して，協働によるまちづくり

を円滑に進めます。 

主な関連事業 ５－（２）－①職員研修の実施 

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 

主たる部署 市民活動推進課 関係部署など  

完了の目安 
市民など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 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■協働のまちづくりの総合調整に関することを所掌する市役所内の

組織体制により，庁内各課等の連携や情報の共有を図り，協働によ

るまちづくりの推進を図りました。 

・第 1回庁内協働推進員連絡会 

 平成 2８年 4月 28 日（木） 

 議題 

（１） 庁内推進体制について 

（２） 富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況について 

（３） 協働のまちづくり推進計画の改訂について 

（４） 推進計画に基づく各種事業実施に伴う連携・協力について 

① 既存協働事業の調査及び新たな協働事業の企画提案について 

② 市広報紙及びホームページの充実について 

③ 市民活動総合補償制度について 
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④ 市民活動支援補助金について 

⑤ 市民活動サポートセンターについて 

・第 1回協働のまちづくり推進本部会議 

 平成 2８年 5月６日（金） 

 議題 

（１） 庁内推進体制について 

（２） 富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況について 

・第 2回庁内協働推進員連絡会 

 平成 2８年 1１月１７日（木） 

 議題 

（１） 小学校区を単位とした区・自治会を中心に地域連携によるま

ちづくり活動を行う自治組織に対する交付金等の制度の検討

について 

（２） 各課等における小学校区単位の自治組織及び区・自治会単体

に対し交付している補助金等の調査について 

平成２９年度 

以降の取組 

■引き続き，協働のまちづくりの総合調整に関することを所掌する市

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。 

■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である推進本部及び庁内協働推進員を活用

し，協働を推進します。 
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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－（１）－② 市民活動サポートセンター機能の充実 

現状・課題 
平成２８年３月にとみさと市民活動サポートセンターが開設しまし

たが，機能を充実させていく必要があります。 

目的 
市民活動を支援し，協働によるまちづくりの拠点として，市民活動サ

ポートセンターに求められる機能を果たします。 

推進内容 

平成２５年３月に富里市市民活動サポートセンター検討委員会から

提出された「富里市市民活動サポートセンターの機能などに関する提

言書」にある，７つの支援力の機能の充実を図ります。 

【７つの支援力】 

・相談対応力 

・調査，情報収集力 

・情報の編集，発信力 

・コーディネート，ネットワーキング力 

・資源の掘り起こし，提供力 

・人材育成力 

・政策提言力 

NPO やボランティア，区・自治会などの地縁による団体，これから

活動を始めたい市民や団体，事業者などが，必要な情報を得て，交流

できる場として活用でき，活動の継続と拡充につながる場となるよう

整備していきます。 

また，市の各部署が市民活動の情報を得て，市民と意見交換できるな

ど，事業のコラボレーションにつながる場となるよう，機能を充実さ

せていきます。 

運営が条例や計画に沿って行われているかを市長の附属機関である

協働のまちづくり推進委員会において検証します。 

主な関連事業 
１－（１）－③まちづくりコーディネーターの育成及び充実 

４－（２）－①協働のまちづくりモデル事業の実施 

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 

主たる部署 市民活動推進課 関係部署など  

完了の目安 継続 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 
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実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■コーディネーター人材育成の実績を有するＮＰＯ法人へ委託し，７

つの支援力の機能の充実を図りました。 

■地域資源の掘り起こしとして，「富里の魅力見ぃつけた！見つけて

発信プロジェクト『とみっけ』」を開始しました。 

【とみっけについて】 

第１弾のプロジェクトとして，市民参加型で「＃富里いいね」を実

施しました。サポートセンターFacebook 及びインスタグラムに

「＃富里いいね」をつけて投稿された写真を集めて，イオンタウン

成田富里店で展示（３月１７日～１９日）しました。来場者の投票

により，「Best of ＃富里いいね」を決定し，投稿した方に賞状を

渡しました。 

平成２９年度 

以降の取組 

■引き続き，コーディネーター人材育成の実績を有するＮＰＯ法人へ

委託し，７つの支援力の機能の充実を図ります。 

■「とみっけ」の第２弾プロジェクトとして，市民活動や人の魅力に

焦点を当て，富里 PRビデオを作成します。 
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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－（１）－③ まちづくりコーディネーターの育成及び充実 

現状・課題 

地域の自治会，各種ボランティア団体，事業者などが地域貢献活動を

行っていますが，様々な主体が交流する機会があまりありません。団

体が必要とする情報の提供やアドバイスなど，市民活動をコーディネ

ートする人材を育成していくことが必要です。 

目的 

様々な活動をしている主体が情報を共有して交流することにより，更

なる活動の充実や新たな発見や取組の発展につなげ，市民活動の充実

を図るため，まちづくりコーディネーターを育成します。 

推進内容 

次に掲げる内容を組み合わせながら，まちづくりコーディネーターを

効果的に育成して充実を図っていきます。 

・専門的知識を有する NPO 団体などの活用 

・各種研修への参加 

・地域などに出向いての情報収集など 

・定期的なコーディネーター会議による情報と目的の共有 

・他の市民活動サポートセンタースタッフなどとの交流・情報の共有

コーディネーターは，協働のまちづくりを推進するための市民活動の

つなぎ役であるので，地域で活動する市民や団体，事業者などと話す

機会を設け，活動の主体者同士の交流が促進されるようにしていきま

す。 

主な関連事業 
１－（１）－②市民活動サポートセンター機能の充実 

２－（１）－①市民活動サポートセンター機能の充実【再掲】 

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 

主たる部署 市民活動推進課 関係部署など  

完了の目安 
市内において，各種団体が自立し，必要に応じてスムーズな連携が行

われたときに完了とします。 

年次計画 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 
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取組実績 

 

■コーディネーター人材育成の実績を有するＮＰＯ法人へ委託しま

した。 

■県の研修等を活用し，積極的に協働に関する研修に参加しました。 

■市内で活動する市民活動団体やイベントの取材に出向き，情報収集

を行い，Facebook やニュースレターで紹介しました。 

■コーディネーター会議を毎月第２・第４水曜日に実施しました。 

平成２９年度 

以降の取組 

■引き続き，コーディネーターの人材育成について，実績を有するＮ

ＰＯ法人へ委託します。 

■積極的に外に出向き，情報を収集し，さまざまな主体同士をつなぎ，

市民活動をコーディネートする人材を育成していきます。 
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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）－① 市民活動支援補助金の充実 

現状・課題 市民活動を行うためには，資金の確保が課題となります。 

目的 
市民や様々な主体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 

市民や様々な主体が取り組む市民活動を活性化させるため，公募型の

市民活動支援補助金により財政的援助を行います。公開プレゼンテー

ションによる審査方法とすることによる事業の PRの機会や，補助金

採択事業となった場合の活動の信頼性などの効果も得られます。 

市民活動支援補助金の財源として，ふるさと応援寄附金を活用し，次

の視点から充実を図っていきます。 

・市民活動団体の立上げ支援 

・市内で行われる市民活動の支援 

・団体が連携（コラボレーション）して実施する市民活動の支援 

主な関連事業 １－（２）－②市民活動支援基金の検討 

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 

主たる部署 市民活動推進課 関係部署など  

完了の目安 
市民活動団体など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 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 見直し・実施 → → 見直し・実施 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■平成２８年度当初から活用していただけるよう，平成２８年３月中

に審査会を実施しました。 

■平成２８年度活用実績 

 ○平成２８年度予算額  １，０００，０００円 

 ○補助金交付団体１１団体 

  ・キックオフ部門２団体 

  ・チャレンジ部門８団体 

  ・コラボ部門１団体 

 ○補助金交付確定額     ９１７，０００円 
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 ○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 

 

【第１次募集】 

○募集期間 平成２８年２月１日（月）～３月１０日（木） 

○応募団体 ６団体 

  ・キックオフ部門 １団体 

  ・チャレンジ部門 ４団体 

  ・コラボ部門   １団体 

○審査会 平成２８年３月２４日（木）１３：１５～ 

 応募団体６団体のうち５団体を選考 

 

【第２次募集】 

○募集期間 平成２８年５月２日（月）～５月３１日（火） 

○応募団体 ６団体 

 ・キックオフ部門 １団体 

・チャレンジ部門 ５団体 

○審査会 平成２８年６月２１日（火）１３：１５～ 

応募団体６団体のうち６団体を選考 

■制度開始から３年目となるため，推進計画に基づき，制度の見直し

を検討しました。 

【検討の内容】 

○コラボ部門の実績を踏まえ，補助上限額を３０万円から２０万円

に見直すことについて 

平成２９年度 

以降の取組 

■市民活動支援補助金制度を市広報やホームページ，サポートセンタ

ーFacebook 等で周知します。 

■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」を

活用します。 
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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 市民活動支援基金の検討 

現状・課題 
市民活動を継続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ないため，活動資金の確保が課題です。 

目的 市民活動を活性化するため活動資金の確保を行います。 

推進内容 

既存の，ふるさと応援寄附金の基金の活用及び PRを図るとともに，

寄附などによる「市民が市民活動を支える」仕組みづくりと基金につ

いて検討します。 

主な関連事業 
１－（２）－①市民活動支援補助金の充実 

４－（２）－②市民活動支援補助金の充実【再掲】 

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 

主たる部署 市民活動推進課 関係部署など 企画課 

完了の目安 活動資金の確保ができるようになったら完了とします。 

年次計画 

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施・ 

仕組み検討 

→ 

→ 

→ 

実施 

→ 

→ 

→ 

→ 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■既存のふるさと応援寄附金の活用や先進地での事例研究を行い，制

度について検討しました。 

■民間で実施している「カンパイチャリティキャンペーン」を参考に

し，市民参加型の「ちい寄附～地域のために小さな寄附から～」に

ついて，賛同いただける店舗を募集しました。 

【ちい寄附について】 

 賛同いただいた店舗に寄附メニューを設定していただき，販売額の

一部をふるさと応援寄附金に寄附いただく仕組みです。 

■サポートセンターの自動販売機の売上の３０％をふるさと応援寄

附金に納入しました。 

○平成２８年度納入額：１５９，７７４円 

■商工会と連携し，フィルムコミッション事業での場所使用料の一部

をふるさと応援寄附金に寄附いただきました。 

 ○平成２８年度納入額：５０，０００円 

（１回５，０００円×１０回） 



10 

 

平成２９年度 

以降の取組 

■引き続き，サポートセンターの自動販売機の活用や商工会との連

携，ちい寄附に賛同いただける店舗を増やし，市民活動を支援する

ための財源を確保する取組みを行います。 
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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 地域づくり協議会などの地域ネットワークの促進 

現状・課題 

自治会や市民活動団体などが各々で活動し，それぞれに問題や課題を

抱えています。地域内の自治会や市民活動団体など，様々な主体がつ

ながりをもち，地域課題に取り組めるネットワークづくりが必要で

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

ぐ組織やネットワークの構築を促進します。 

推進内容 

小学校区など一定の単位で，地域づくり協議会などの地域ネットワー

クを構築する取組について，引き続き地域づくり協議会モデル事業補

助制度により促進を図ります。 

また，地域づくり協議会などが主体的に取り組む事業の継続的な促進

を図るため，交付金などの仕組みづくりについて検討します。 

主な関連事業 ３－（２）－⑧地域フォーラムの開催 

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・地縁による団体・市民活動団体・事業者 

主たる部署 市民活動推進課 関係部署など  

完了の目安 活動資金の確保ができるようになったら完了とします。 

年次計画 

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施・ 

仕組み検討 

→ 

→ 

→ 

実施 

→ 

→ 

→ 

→ 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■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

定しました。 

・モデル地区：洗心小学校区 

・事業名：（仮称）洗心地区地域づくり協議会設置検討事業 

・事業内容：洗心小学校が廃校になった後も，地域のコミュニティを

維持・存続させていけるよう，区・自治会だけでなく，地域にある

各種団体を交えて，連携の仕組みを検討しました。平成２８年度は，

区・自治会をはじめ，地域で構成する「洗心小学校統廃合協議会」

（既存組織）をベースに，地域の各種団体と話す場を通じて，地域

連携の土台を整えました。 

■洗心小学校区地域づくり協議会の設立 
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■小学校区単位の自治組織及び区・自治会に対し交付している補助金

等について，各課へ照会しました。 

平成２９年度 

以降の取組 

■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（１

地域）を設定します。 

■引き続き，富里市区長会などと連携して，学区内のネットワークづ

くりを進めます。 

■既存の地域づくり協議会への交付金について，他市の先進事例を調

査します。 
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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）－① 市民活動サポートセンター機能の充実【再掲】 

現状・課題 
平成２８年３月にとみさと市民活動サポートセンターが開設しまし

たが，機能を充実させていく必要があります。 

目的 
市民活動を支援し，協働によるまちづくりの拠点として，市民活動サ

ポートセンターに求められる機能を果たします。 

推進内容 

平成２５年３月に富里市市民活動サポートセンター検討委員会から

提出された「富里市市民活動サポートセンターの機能などに関する提

言書」にある，７つの支援力の機能の充実を図ります。 

【７つの支援力】 

・相談対応力 

・調査，情報収集力 

・情報の編集，発信力 

・コーディネート，ネットワーキング力 

・資源の掘り起こし，提供力 

・人材育成力 

・政策提言力 

NPO やボランティア，区・自治会などの地縁による団体，これから

活動を始めたい市民や団体，事業者などが，必要な情報を得て，交流

できる場として活用でき，活動の継続と拡充につながる場となるよう

整備していきます。 

また，市の各部署が市民活動の情報を得て，市民と意見交換できるな

ど，事業のコラボレーションにつながる場となるよう，機能を充実さ

せていきます。 

運営が条例や計画に沿って行われているかを市長の附属機関である

協働のまちづくり推進委員会において検証します。 

主な関連事業 
１－（１）－③まちづくりコーディネーターの育成及び充実 

４－（２）－①協働のまちづくりモデル事業の実施 

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 

主たる部署 市民活動推進課 関係部署など  

完了の目安 継続 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 
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実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■コーディネーター人材育成の実績を有するＮＰＯ法人へ委託し，７

つの支援力の機能の充実を図りました。 

■資源の掘り起こしとして，「富里の魅力見ぃつけた！見つけて発信

プロジェクト『とみっけ』」を開始しました。 

【とみっけについて】 

第１弾のプロジェクトとして，市民参加型で「＃富里いいね」を実

施しました。サポートセンターFacebook 及びインスタグラムに

「＃富里いいね」をつけて投稿された写真を集めて，イオンタウン

成田富里店で展示（３月１７日～１９日）しました。来場者の投票

により，「Best of ＃富里いいね」を決定し，投稿した方に賞状を

渡しました。 

平成２９年度 

以降の取組 

■引き続き，コーディネーター人材育成の実績を有するＮＰＯ法人へ

委託し，７つの支援力の機能の充実を図ります。 

■「とみっけ」の第２弾プロジェクトとして，市民活動や人の魅力に

焦点を当て，富里 PRビデオを作成します。 
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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 協働のまちづくり講座の開催 

現状・課題 

市民が地域に愛着を持つことができるとともに，市民協働の考え方を

次の世代へ継承していくため，協働のまちづくりに関する講座を充実

させる必要があります。 

目的 
市民の郷土愛を醸成し，地域の活動へ参加する意欲を持つ人材を発

掘・育成し，市民活動を促進させます。 

推進内容 

次に掲げる視点から世代や分野ごとに実施又は実践型にするなど効

果的な協働意識の啓発方法を検討し，社会福祉協議会や教育委員会な

どと連携して講座を開催します。 

・小中高校生がボランティア体験できる講座 

・子どもがまちづくりの提案をする講座 

・若い世代が集い，まちづくりへの参加のきっかけとなる講座 

・働く世代が地域活動に関心を持つきっかけとなる講座 

・シニア世代が地域活動へ参加するきっかけとなる講座 

・市民活動団体向け講座 

・事業者の持つスキルをまちづくりに活かすきっかけとなる講座 

学んだことを活かして地域に貢献し，生涯にわたって輝き続ける人材

の養成を目的とする「創年セミナー」との連携を検討します。 

主な関連事業 ３－（２）－③社会福祉協議会などとの連携 

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・地縁による団体・市民活動団体・事業者 

主たる部署 
市民活動推進課 

（市民活動サポートセンター） 

関 係 部

署など 

社会福祉協議会・教育委

員会（学校教育課・生涯

学習課） 

完了の目安 次の世代に承継されたときに完了とします。 

年次計画 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 



16 

 

取組実績 

 

■平成２８年度は「小学生」「若い世代」「シニア世代」「市民活動向

け」の世代や分野ごとに見合った方法で実施しました。 

 

【小学生対象】 

名 称：夏休み！小学生ボランティア体験 

対 象：小学生４・５・６年生 

参加者：２２名 

○内容により６コースに分けて実施しました。（２コースは未実施） 

１日目：全コース共通 

○福祉センターで高齢者・障がい者疑似体験，ボランティア団体活動

体験などを学びました。 

【Ａコース：図書館ボランティア体験】 

日 時：平成２８年７月２５日（月），２６日（火） 

場 所：福祉センター，図書館 

内 容：図書館で配架作業や読み聞かせボランティアを体験し，２日

間の体験のまとめを作成しました。 

【C コース：高齢者福祉施設での作業体験】 

日 時：平成２８年７月２５日（月），７月２７日（水） 

場 所：福祉センター，龍岡ケアセンター 

内 容：龍岡ケアセンター利用者に対し，お茶出しやヘアドライ，フ

ラダンスの披露を行い，２日間の体験のまとめを作成しまし

た。 

【Dコース：環境団体の作業体験】 

日 時：平成２８年７月２５日（月），７月２８日（木） 

場 所：福祉センター，市民活動サポートセンター 

内 容：EM菌を使った生ごみの資源化など，環境についての授業，

EM石鹸づくり体験を行い，２日間の体験のまとめを作成し

ました。 

【E コース：文化財の保全活動】 

日 時：平成２８年７月２５日（月），７月２８日（木） 

場 所：旧岩﨑家末廣別邸 

内 容：別邸道路側の芝生に花を植える作業，植物のスケッチを行 

い２日間の体験のまとめを作成しました。 

協 力：社会福祉協議会，ボランティアセンター，市立図書館，医療

法人社団知己会龍岡ケアセンター，EM の会，絵手紙サーク

ルつくしんぼ，MOA イキイキワクワク健康生活ネットワー

ク富里，オラキノ・マイカイみちこフラスタジオ，図書館ボ

ランティア「もりのなか」，末廣倶楽部（順不同） 
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【若い世代対象】 

名 称：ちくちくカフェ 

○ものづくりを通じて，子育て中のママの仲間づくりや市民活動の情

報を提供することにより，市民活動への参加を促すことを目的に開

催しました。 

【第１回ちくちくカフェ】 

日 時：平成２８年１０月２１日（金）１０：００～１２：００ 

場 所：市民活動サポートセンター 

参加者：ママ７名，子ども７名 

内 容：シュシュづくり 

【第２回ちくちくカフェ】 

日 時：平成２８年１２月１６日（金）１０：００～１２：００ 

場 所：市民活動サポートセンター 

参加者：ママ９名，子ども１１名 

内 容：クリスマスのリースづくり 

【第３回ちくちくカフェ】 

日 時：平成２９年３月１８日（土）・１９日（日）随時 

場 所：イオンタウン成田富里店 

参加者：１８日：１２組・１９日：１７組参加 

内 容：モビールづくり 

 

【シニア世代対象】 

名 称：やりがい見つける！見つかる！地域活動・ボランティア活動

との出会いセミナー 

講 師：NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 

日 時：①団体事前研修  平成２９年１月２５日（水） 

１４：００～１６：００ 

    ②出会いセミナー 平成２９年２月８日（水） 

     １４：００～１６：３０ 

    ③見学・体験   団体が指定する日時 

    ④体験のまとめ  平成２９年３月２２日（水） 

     １４：００～１６：００ 

場 所：①すこやかセンター２階会議室１ 

    ②④富里中央公民館４階大会議室 

    ③については，団体が指定する場所 

参加者：受入団体８団体，市民活動希望者１６名 

内 容：「社会に役立ちたい」「ボランティアに興味はあるけどきっか

けがない」と考えている方とメンバーを募集する団体との出

会いの場を提供し，団体の活動を体験できる講座を開催しま
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した。 

協 力：千葉県 

 

【市民活動団体向け】 

名 称：メカラウロコセミナー 

○市民活動団体や個人の方のニーズに合わせ，スキルアップを支援す

る講座を開催しました。 

【第１回メカラウロコセミナー】 

講 師：NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 

日 時：平成２８年４月２５日（月） 

場 所：市民活動サポートセンター 

参加者：１４名 

内 容：お金に関するセミナー（補助金制度，申請書の書き方等） 

 

【第２回メカラウロコセミナー】 

講 師：NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 

日 時：平成２８年８月２２日（月） 

場 所：市民活動サポートセンター 

参加者：１１名 

内 容：広報に関するセミナー（チラシづくりのポイント） 

 

【第３回メカラウロコセミナー】 

講 師：ファイナンシャルプランナー 成川 由理 氏 

日 時：平成２８年９月１０日（土） 

場 所：市民活動サポートセンター 

参加者：１７名 

内 容：伝える・伝わる！文章の書き方講座 

 

【第４回メカラウロコセミナー】 

講 師：NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 

日 時：平成２９年３月４日（土） 

場 所：市民活動サポートセンター 

参加者：７名 

内 容：報告書に関するセミナー 

（補助金・助成金に関する報告書の書き方，収支決算書の書

き方等） 

平成２９年度 

以降の取組 

■引き続き，世代や分野ごとに効果的な講座メニューを検討し，実施

します。 
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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 情報交換の場づくり 

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や，地域を知ることができる場をつくり

ます。 

推進内容 

テーマを定めて誰でも参加できるような情報交換会などが定期的に

開催されるようにします。とみさと協働塾の修了者である，まちづく

りのサポーターや市民活動団体などの主体的な取組を促進します。 

主な関連事業 ２－（１）－⑥とみさと協働塾の開催 

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 市民活動団体 

主たる部署 
市民活動推進課 

（市民活動サポートセンター） 

関 係 部

署など 
 

完了の目安 次の世代に承継されたときに完了とします。 

年次計画 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

検討 実施 → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■平成２７年度の協働塾で創出した「まちづくりのサポーター」が中

心になり，気軽に情報交換する場を２回開催しました。 

平成２９年度 

以降の取組 

■平成２８年度に創出した「まちづくりのサポーター」も交えて，「活

動の場が」生まれるよう促します。 
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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 協働の担い手情報の充実と活用 

現状・課題 
市民活動の充実・発展のため，それぞれの活動分野において専門知識

や技術を有する人材を活用する仕組みが必要です。 

目的 
協働のまちづくりに関する人材情報（市民活動団体，まちづくりのサ

ポーターなど）を充実させ活用します。 

推進内容 

市民活動団体の活動内容や専門知識，まちづくり活動に必要な知識な

どを持つ人材の一覧を作成し，市民活動サポートセンターにおけるコ

ーディネートに活用するほか，情報を必要とする市民や市民活動団体

などへ情報を提供します。 

また，趣味の活動を主にしている団体や地域貢献活動をする企業の情

報についても収集し活用できるようにします。 

主な関連事業 
２－（１）－⑥とみさと協働塾の開催 

３－（１）－①市民活動の実態及び意向調査 

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 

主たる部署 
市民活動推進課 

（市民活動サポートセンター） 

関 係 部

署など 

産業経済課・教育委員会

（生涯学習課）・社会福

祉協議会・商工会 

完了の目安 継続 

年次計画 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■協働塾において，まちづくりのサポーター６名を創出し，一覧表を

作成しました。 

■実態調査を行い，趣味の活動を主としている団体についても情報を

収集し，一覧表を作成しました。 

■平成２７年度のまちづくりのサポーターに声をかけ，とみさと市民

活動フェスタの企画・運営メンバーとして，会議及び当日の運営に

協力していただきました。（１名） 

平成２９年度 

以降の取組 

■地域に出向き，人材情報や地域貢献活動をする企業の情報を収集

し，活用できるよう方策を検討します。 
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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）－⑤ 市民活動感謝状贈呈制度の運用 

現状・課題 
市民活動に対する感謝状贈呈制度について広く市民に周知し，制度の

目的を達成できるような運用をする必要があります。 

目的 
市民などが市民活動に関心を持ち，関わるきっかけとなるように制度

を運用し市民活動を活性化します。 

推進内容 

次に掲げる視点に沿って制度を運用します。 

・継続して行われている市民活動に感謝を伝える 

・市民活動を支援する取組にも感謝を伝える 

・市民が感謝したい市民活動（団体・個人）を推薦 

・協働のまちづくり推進委員会で候補者の選定審査（市民が審査） 

・市民に身近な制度として贈呈式は市民活動フェスタで行う 

継続的に市民活動をしている市民や団体などに感謝状を贈呈し，活動

者の日頃の取組を広報などで市民に周知することで，活動者の意欲の

向上につなげ，また，活動者の取組内容を知った市民が，市民活動を

身近に感じるなど，関心を持ち，新たに担い手となるような制度とし

て運用します。 

また，継続的に市民活動を支援している事業者にも感謝状を贈呈しま

す。 

主な関連事業 ３－（１）－①市民活動の実態及び意向調査 

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 

主たる部署 市民活動推進課 関係部署など  

完了の目安 継続 

年次計画 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■平成２９年２月１８日（土）に開催された，第５回とみさと市民活

動フェスタの閉会式前に感謝状贈呈式を実施しました。 

・平成２８年度感謝状贈呈数 ９件（２団体・７個人） 



22 

 

平成２９年度 

以降の取組 

■市民活動が身近になるよう，市広報やホームページ，サポートセン

ターFacebook 等を活用し，感謝状贈呈制度の周知や受賞者の活

動内容を紹介していきます。 
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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）－⑥ とみさと協働塾の開催 

現状・課題 

市民活動団体などは担い手不足に悩んでおり，また，個々の団体活動

を活性化するためには，活動に必要な一般的なスキルを身に付けるこ

とが必要です。また，活動者などが地域課題を共有し地域資源の活用

を考える機会が十分ではありません。 

目的 
市民活動団体などが，継続して自立した活動が行えるようにします。

また，これから活動を目指す人材の育成を行います。 

推進内容 

人材を発掘し，地域活動に必要な次に掲げるスキルなどを習得する人

材を育成するため，次に掲げる視点の塾を開催します。座学だけでな

く実践を取り入れて活動に結びつくような講座とします。 

・会議運営（ファシリテーション，グループワーク） 

・企画書作成 

・情報発信（広報，チラシ，ＩＴ活用） 

・プレゼンテーション 

・コミュニティビジネスの知識 

また，塾修了者であるまちづくりのサポーターの情報を市民活動サポ

ートセンターに登録し，協働の担い手情報と共に活用します。 

まちづくりへの参加が期待される若い世代や事業者の参加を促すた

めの工夫をします。 

主な関連事業 
２－（１）－④協働の担い手情報の充実と活用 

３－（３）－①協働の担い手情報の充実と活用【再掲】 

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体 

実施主体 市・市民活動団体 

主たる部署 
市民活動推進課 

(市民活動サポートセンター) 
関係部署など  

完了の目安 
塾修了者が自主的に企画運営を行うようになったときに完了としま

す。 

年次計画 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 
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取組実績 

 

■とみさと協働塾「地域づくりスキルアップ講座」として，全５回の

連続講座を開催しました。（定員２０名） 

・塾 長：まちづくりプロデューサー 中村 正明 氏 

■第１回 

・日 時：平成２８年１０月１日（土）１０：０0～1６：０0 

・テーマ： 市民活動について 

～実践者のお話，市民活動の現場探訪～ 

・場 所：市民活動サポートセンター 

・参加者：３名 

■第２回 

・日 時：平成２８年１０月２０日（木）１３：30～1６：30 

・テーマ：会議のポイント～ファシリテーション，ワークショップ等 

・場 所：市民活動サポートセンター 

・参加者：６名 

■第３回 

・日 時：平成２８年１１月１０日（木）13：30～1６：30 

・テーマ：企画書のポイント～コンセプト，プレゼンテーション等 

・場 所：市民活動サポートセンター 

・参加者：６名 

■第４回（公開講座） 

・日 時：平成２８年１２月８日（木）1３：３0～1６：３0 

・テーマ：情報発信のポイント～広報，プレスリリース等～ 

・場 所：市民活動サポートセンター 

・参加者：１１名 

■第５回 

・日 時：平成２９年１月１９日（木）13：30～1６：30 

・テーマ：講座のまとめ～私たちのまちづくり宣言～ 

・場 所：市民活動サポートセンター 

・参加者：１１名（一般参加６名） 

■全５回のうち，４回以上受講された６名に，修了証の授与と「まち

づくりサポーター」の登録を行いました。今後は協働のまちづくり

を担う活動者として活動を行っていきます。 

平成２９年度 

以降の取組 

■平成２９年度は，「地域の居場所づくり」をテーマに協働塾を開催

し，地域で居場所づくりを担える人材を発掘・育成します。 
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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 市民活動総合補償制度の運用 

現状・課題 
市民活動中の事故等により，損害補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，保険請求の手続を行います。 

主な関連事業  

対象者 市民・地縁による団体・市民活動団体 

実施主体 市 

主たる部署 
市民活動推進課 

(市民活動サポートセンター) 
関係部署など 社会福祉協議会 

完了の目安 継続 

年次計画 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■富里市市民活動総合補償制度についてリーフレットを作成し，市広

報やホームページへの掲載，自治会回覧等を行い，周知を図りまし

た。 

・保険適用件数：１件 

平成２９年度 

以降の取組 

■制度の周知を図るため，市広報やホームページへの掲載，自治会回

覧等を行います。 
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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）－② （仮称）地域活動ポイント（※）の検討 

現状・課題 市内の市民活動や地域活動を活性化させるような制度がありません。 

目的 ボランティア活動への意欲の向上を図ります。 

推進内容 
活動している方にポイントを発給し，活動している方の励みになるよ

うな制度の仕組みについて検討します。 

主な関連事業  

対象者 市民 

実施主体 市 

主たる部署 市民活動推進課 関係部署など 高齢者福祉課・社会福祉協議会 

完了の目安 制度が創設され，運用されるようになったときに完了とします。 

年次計画 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

検討 → 実施 → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■高齢者福祉課とボランティアセンターとの情報交換・他市の先進事

例の研究をし，協働のまちづくり推進委員会で検討を重ねた結果，

ボランティア記録手帳として，運用を開始する方向で決定しまし

た。 

平成２９年度 

以降の取組 

■推進委員会と協議して，ボランティア記録手帳を作成します。 
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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 市民活動の実態及び意向調査 

現状・課題 
市内で活動する全ての市民活動団体や趣味の活動を主にしている団

体の活動状況及び事業者の社会貢献活動を把握しきれていません。 

目的 

地域に潜在する市民活動を行う団体を掘り起こし，団体がどのような

活動をしていきたいのか，活動の意向についても調査します。団体情

報を広く公開し活動の紹介を行い，また，市民活動団体などの情報を

必要とする市民などに対し情報を提供していきます。 

推進内容 

市内で活動する全ての団体・事業者を調査対象とし，現場に出て情報

収集し，ホームページや広報，Facebook などを活用し，情報を発

信します。また，市役所の各部署で把握している団体情報についても

庁内の連携体制をもって，調査します。集めた団体情報は，市民活動

サポートセンターでのコーディネートや市民活動団体などに対し講

座やイベント，各種補助金の情報を提供するために活用したり，市と

の事業連携などに活用したりします。また，団体情報の公開について

も工夫します。収集した情報内容は定期的に確認し，更新していきま

す。人材のほか，空家・空店舗・耕作されていない農地などの物的情

報と活用意向についても調査を拡充していきます。 

主な関連事業 

２－（１）－④協働の担い手情報の充実と活用 

２－（１）－⑤市民活動感謝状贈呈制度の運用 

３－（２）－④市民活動団体などによる講座の検討 

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 

主たる部署 
市民活動推進課 

（市民活動サポートセンター） 

関係部

署など 

都市計画課・産業経済課・ 

農業委員会 

完了の目安 継続 

年次計画 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■市内で活動する全ての市民活動団体や趣味の活動を主にしている

団体の活動状況を把握するため，実態及び意向調査を実施し，一覧

表を作成しました。 
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平成２９年度 

以降の取組 

■地域に出向き，社会貢献活動をする企業の情報についても収集し活

用できるよう方策を検討します。 
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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）－① 活動事例の紹介 

現状・課題 
協働による取組を身近なものにするよう，事例紹介の工夫が必要で

す。 

目的 
協働の事例を市民にわかりやすく紹介し，協働を身近なものにしま

す。 

推進内容 

市内の協働事例を紹介するとともに，活動のきっかけや，苦労したこ

となどの過程を明らかにすることにより，市民活動が身近になり，市

民が共感できるような内容にします。また，これから活動を始めたい

人が参考にできたり，既に活動している団体がステップアップできる

ような情報を提供します。情報はホームページ，Facebook や刊行

物などを活用し公開します。 

事業の成果だけでなく，今後追加することでよりよい事業となる要素

なども周知し，事業の広がりにつながるようにしていきます。 

事例の周知に当たっては，区・自治会などと連携して，より多くの市

民に行き渡るように工夫します。 

主な関連事業 

３－（２）－②協働ＰＲリーフレットの作成 

３－（２）－⑤協働専用情報発信ツールの運用 

３－（２）－⑥市広報紙及びホームページの充実 

４－（２）－①協働のまちづくりモデル事業の実施 

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 

主たる部署 
市民活動推進課 

（市民活動サポートセンター） 

関係部

署など 
 

完了の目安 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 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■事例集を作成するため，市民活動団体の取り組みについて，市民活

動の実態及び意向調査を行い調査しました。 
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平成２９年度 

以降の取組 

■市内の協働事例を紹介するとともに，市民活動が身近になり，市民

が共感し参考にできるような内容の冊子を作成したり，サポートセ

ンターのニュースレターなどで市民活動団体等の取組を紹介して

いきます。 

■事例集は市広報やホームページ，自治会回覧，サポートセンター

Facebook などを活用し，より多くの市民に行き渡るよう工夫し

ます。 
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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 
協働を分かりやすく周知する冊子の配布方法・内容について工夫が必

要です。 

目的 協働によるまちづくりについて，市全体に浸透を図ります。 

推進内容 

協働について分かりやすく解説したリーフレットを作成し，紙媒体や

ホームページ，Facebook などを活用し情報を発信します。リーフ

レットには，身の周りの協働事例も紹介し，協働を身近に感じる内容

にします。 

主な関連事業 
２－（１）－②協働のまちづくり講座の開催 

２－（１）－⑥とみさと協働塾の開催 

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） 

主たる部署 
市民活動推進課 

（市民活動サポートセンター） 

関係部

署など 
 

完了の目安 市民などと市の間で協働が定着したときを完了とします。 

年次計画 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■各種講座について，内容を分かりやすくまとめた報告書を作成し，

市民活動サポートセンター及び商工会議所，産直センター１号店に

掲示し，市ホームページにも掲載しました。 

平成２９年度 

以降の取組 

■引き続き，市民活動サポートセンター及び商工会議所，産直センタ

ー１号店のパンフレットスタンドを活用し，協働に関する情報を提

供していきます。 
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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 ３－（２）－③ とみさとふれあい講座の拡充 

現状・課題 
「とみさとふれあい講座（出前講座）」は，行政制度や市の取組情報

を共有する機会であることから，更に活用されることが必要です。 

目的 

市民の市政への参画を推進するためにも，市民が，各種制度や市の取

組情報を得られるような講座としてメニューを充実させ，実施しま

す。 

推進内容 
毎年，メニューの見直しを行い，講座の充実を図ります。市民に対し，

講座の周知に努めます。 

主な関連事業  

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） 

主たる部署 秘書広報課 
関係部

署など 
 

完了の目安 
市民などが講座を活用し，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 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■市で行っている講座メニューの見直し（１０月，３月）を実施し，

市民ニーズや時代に対応した内容に変更しました。 

 Ｈ２８年度 5４メニュー 

  Ｈ２９年度 ５４メニュー 

平成２９年度 

以降の取組 

■市で行っている講座メニューの見直し等を実施し，より市民ニーズ

や時代に対応した講座を検討します。 
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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）－④ 市民活動団体などによる講座の検討 

現状・課題 
各種団体の取組事例などを市民などのニーズに応じて提供する制度

がありません。 

目的 
協働の取組事例や市民活動団体などの活動を分かりやすく説明し，市

民の協働への理解を深めます。 

推進内容 

市民活動の実態調査及び意向調査により，講師派遣可能な団体を把握

し，市民などの知りたい内容に応じて講師を派遣し，市民が学んだこ

とを実践できるような仕組みを検討します。 

主な関連事業 
３－（１）－①市民活動の実態及び意向調査 

２－（１）－②協働のまちづくり講座の開催 

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 

主たる部署 
市民活動推進課 

（市民活動サポートセンター） 

関係部

署など 
 

完了の目安 
市民などが講座を活用し，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 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

検討 実施 → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■市民活動の実態及び意向調査で，講座を行える団体についても調査

を行い，一覧表を作成しました。 

平成２９年度 

以降の取組 

■実施要綱を作成し，運用を開始します。 
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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）－⑤ 協働専用情報発信ツールの運用 

現状・課題 
誰もがいつでも協働の情報を発信・取得することができる環境が整っ

ていません。 

目的 情報を発信・共有するための情報発信ツールを運用します。 

推進内容 

市民が協働についてのあらゆる情報を発信・取得できるよう

Facebook などを活用し，双方向で情報を共有できるように工夫し

ます。市民活動団体などの情報の共有・提供について YouTube や

ブログを活用する検討も行います。 

また，市民活動サポートセンターで収集した情報を定期的に情報紙と

して発行します。 

市ホームページとのリンクや紙媒体との連動などクロスメディアに

よる効果を活かせるような工夫をします。 

主な関連事業 ３－（２）－⑥市広報紙及びホームページの充実 

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 

主たる部署 
市民活動推進課 

（市民活動サポートセンター） 

関係部

署など 
 

完了の目安 
市民など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 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■市ホームページの「協働のまちづくり」のコーナーで，市民や市民

活動団体等が必要とする情報を随時更新しました。 

■協働について，更に市民の方に身近に感じていただき，情報を充実

させるため，市ホームページのトップ画面に「サポートセンター」

の専用ボタンを設け，平成２８年２月より開設している，市民活動

サポートセンターFacebook へのリンクを貼りました。 

■サポートセンターのインスタグラムを開設し，富里市の魅力を随時

発信しました。 
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平成２９年度 

以降の取組 

■引き続き，市ホームページやサポートセンターFacebook，インス

タグラムを活用し，協働やまちづくりに関する情報を発信します。 

 



36 

 

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）－⑥ 市広報紙及びホームページの充実 

現状・課題 市民にとって分かりやすい情報の提供が求められています。 

目的 
わかりやすく情報を編集するとともに，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に関する情報や団体情報を掲載し，ホームペ

ージには，富里市の協働の取り組みを分かりやすく掲載します。また，

協働専用情報発信ツールへのリンクを貼り，身近に協働の情報を得ら

れようにします。 

主な関連事業 ３－（２）－⑤協働専用情報発信ツールの運用 

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 

主たる部署 市民活動推進課 
関係部

署など 
 

完了の目安 
市民など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 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■市広報で市民活動感謝状受賞者の取組を紹介しました。 

■市ホームページのトップ画面に「サポートセンター」の専用ボタン

を設け，平成２８年２月より開設している，市民活動サポートセン

ターFacebook へのリンクを貼りました。また，サポートセンタ

ー事業やまちづくりに関する情報についても，随時更新しました。 

平成２９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

て掲載していきます。 

■市と市民活動団体等で行っている既存の協働事業などを紹介して

いきます。 

■情報量の充実に併せて，見やすいように市ホームページを整理し，

協働に関する情報を収集しやすいようなホームページづくりに努

めます。 
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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）－⑦ とみさと市民活動フェスタの開催 

現状・課題 
市民活動団体などが日ごろの取組を発表する，市民活動フェスタの更

なる周知が必要です。 

目的 

団体の活動をより多くの市民に紹介，共有することにより市内の市民

活動や市民活動団体などの活性化を図ります。また，団体同士の交流

の場としても位置付けフェスタを実施します。 

推進内容 

企画・運営を市民活動団体などと市の協働で行います。市民活動団体

などの取組を市民に紹介し，市民活動への理解や関心を持っていただ

くとともに，団体同士がつながる機会をつくります。その機会の一つ

として，フェスタに参加する団体同士の情報交換会を行います。 

また，子どものころから市民活動に関心を持ってもらうため，子ども

達にイベントの一部を担ってもらうような企画も工夫していきます。

より多くの市民に周知するため，ホームページやチラシづくりを工夫

します。周知については，市広報紙，ホームページや Facebook の

ほか，地域の新聞社やケーブルテレビなどへ情報を提供し市内外に富

里の資源である市民活動を PRします。 

主な関連事業 ３－（３）－③社会福祉協議会などとの連携 

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 

主たる部署 
市民活動推進課 

（市民活動サポートセンター） 

関係部

署など 

教育委員会（生涯学習課）・

社会福祉協議会 

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 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■市広報やホームページで，参加希望の団体を広く周知して募集し，

４３団体が参加しました。また，同時に運営に協力いただける団体

等についても募集し，９団体とまちづくりのサポーター１名が企

画・運営に参加しました。 

■平成２５年度から実施している，こども記者を平成２８年度も募集

し，４名の小学生が参加しました。 

こども記者の付き添い・新聞記事作成の指導として，敬愛大学の学
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生３名が参加し，当日ボランティアとして富里高校の学生１２名が

参加しました。また，千葉大学の「CHIPS」と連携し，アートコミ

ュニケーションプロジェクトを実施しました。 

・日 時：平成２９年２月１８日（土）10：00～1５：00 

・場 所：富里中央公民館・とみさと市民活動サポートセンター 

・参加団体（発表部門：１１団体，展示部門：２４団体，体験部門：

1６団体）※重複あり 

・来場者：約２，７００名 

平成２９年度 

以降の取組 

■市広報やホームページ等で，参加希望の団体を広く周知して募集し

ます。併せて，運営に協力いただける団体及びまちづくりのサポー

ターを募集します。 

■協働について市民に知っていただく機会でもあるため，より多くの

市民に来場してもらえるよう周知方法を工夫します。 
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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）－⑧ 地域フォーラムの開催 

現状・課題 

地域の課題・困りごとについて市民などが話し合える場が十分ではあ

りません。地域の話合いの場であり，より多くの地域住民の参加が必

要なため，周知に工夫が必要です。 

目的 
地域の課題・困りごとを地域住民同士で共有し，地域連携や課題の解

決に向けた話し合いのきっかけをつくります。 

推進内容 

地域の課題・困りごとについて市民などが話し合える意見交換会を開

催します。話し合った方向性を形にできるよう，地域との関わりを持

ちながらフォローアップをします。 

主な関連事業 １－（３）－①地域づくり協議会などの地域ネットワークの促進 

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 

主たる部署 
市民活動推進課 

（市民活動サポートセンター） 

関係部

署など 
 

完了の目安 
地域連携の仕組みができるなど，課題解決に向けた取り組みが行われ

るようになったときに完了とします。 

年次計画 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■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し

た。 

■市民活動団体と共催で，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，洗心小学校区で開催しました。 

■主催 富里市・協働つなぎ隊（市民活動団体） 

■テーマ 

「（仮称）洗心地区地域づくり協議会の設置について」 

■開催地域 

・浩養小学校区 平成２８年１１月１２日（土）１８：００～ 

協力団体 洗心小学校区 

参加者数 参加者５０名  主催１７名 計６７名 

会  場 洗心小学校 体育館 

■開催プログラム 
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（１）開催にあたり 

・諸注意及び本日の流れ 

・座長から主催団体の自己紹介＆地域フォーラムの趣旨説明  

 ・地域コミュニティ存続のための（仮称）洗心地区地域づくり協議

会検討の経緯について 

（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） 

・２つのグループからの発表 

・地域の意向や取り組む方向性の確認 

平成２９年度 

以降の取組 

■市広報等で，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。 

■富里市区長会と連携して，地域フォーラム未開催の七栄小学校区で

の実施を目指します。 
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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 協働の担い手情報の充実と活用【再掲】 

現状・課題 
市民活動の充実・発展のため，それぞれの活動分野において専門知識

や技術を有する人材を活用する仕組みが必要です。 

目的 
協働のまちづくりに関する人材情報（市民活動団体，まちづくりのサ

ポーターなど）を充実させ活用します。 

推進内容 

市民活動団体の活動内容や専門知識，まちづくり活動に必要な知識な

どを持つ人材の一覧を作成し，市民活動サポートセンターにおけるコ

ーディネートに活用するほか，情報を必要とする市民や市民活動団体

などへ情報を提供します。 

また，趣味の活動を主にしている団体や地域貢献活動をする企業の情

報についても収集し活用できるようにします。 

主な関連事業 
２－（１）－⑥とみさと協働塾の開催 

３－（１）－①市民活動の実態及び意向調査 

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 

主たる部署 
市民活動推進課 

（市民活動サポートセンター） 

関 係 部

署など 

教育委員会（生涯学習

課）・産業経済課・商工

会・社会福祉協議会 

完了の目安 継続 

年次計画 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■協働塾において，まちづくりのサポーター６名を創出し，一覧表を

作成しました。 

■実態調査を行い，趣味の活動を主としている団体についても情報を

収集し，一覧表を作成しました。 

■平成２７年度のまちづくりのサポーターに声をかけ，とみさと市民

活動フェスタの企画・運営メンバーとして，会議及び当日の運営に

協力していただきました。（１名） 

平成２９年度 

以降の取組 

■地域に出向き，人材情報や社会貢献活動をする企業の情報を収集

し，活用できるよう方策を検討します。 
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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）－② とみさとの情報コーナーの多様化 

現状・課題 市民活動などの情報を収集や交換する場所が充実していません。 

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の情報を一括して収集し，発

信できるコーナーを市民活動サポートセンター内に創設します。ま

た，情報発信の場を設置してもらえるよう，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，産直センターなどへ協力を要

請します。 

主な関連事業  

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 

主たる部署 
市民活動推進課 

（市民活動サポートセンター） 

関 係 部

署など 
 

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 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■市民活動サポートセンターのパンフレットスタンドに市民活動や

各種団体の情報を掲示しました。 

■富里市商工会及び農協に協力を要請し，商工会議所・産直センター

１号店にパンフレットスタンドを設置し，協働に関する講座等の情

報を掲示しました。 

平成２９年度 

以降の取組 

■引き続き，商工会議所及び産直センター１号店のパンフレットスタ

ンドの情報を充実させると共に，市内のコンビニやスーパーについ

ても，情報発信の場を設置してもらえるよう協議します。 
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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 社会福祉協議会などとの連携 

現状・課題 

市民活動やボランティア活動に関する情報を共有する仕組みや，まち

づくりに関する人材情報の共有をし，協働施策を連携して取り組むこ

とが必要です。 

目的 市民活動に関して情報交換する場を設けます。 

推進内容 

社会福祉協議会や生涯学習担当課などとの連携を図り，ボランティア

センター登録団体，個人ボランティア情報，各種ボランティア支援情

報，生涯学習アシスト制度登録者などの情報を共有する場を設けま

す。また，協働のまちづくり講座や市民活動フェスタなど各種協働推

進施策を連携して行います。 

主な関連事業 
２－（１）－②協働のまちづくり講座の開催 

３－（２）－⑦とみさと市民活動フェスタの開催 

対象者 市民・市民活動団体 

実施主体 市 

主たる部署 
市民活動推進課 

（市民活動サポートセンター） 

関 係 部

署など 

教育委員会（生涯学習

課）・社会福祉協議会 

完了の目安 情報交換及び事業の連携が円滑に行われたときに完了とします。 

年次計画 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■社会福祉協議会，ボランティアセンター，ボランティア連絡協議会，

学校教育課，生涯学習課，市民活動サポートセンターと「人材情報

の共有及び事業連携に関する情報交換会」を行いました。 

【情報交換会】 

・日 時 平成２８年８月２９日（月）１０：００～ 

・場 所 福祉センター２階小会議室 

平成２９年度 

以降の取組 

■引き続き，話し合いの場を設け，人材情報一覧を共有し，事業連携

についても協議していきます。 
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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 
市の基本的な計画など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，意見数が少ない状況です。 

目的 市民の市政に対する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 

ホームページなどで周知方法を工夫します。また，制度を有効に機能

させるため，分かりやすく情報を提供するとともに提出方法を工夫

し，意見を提出しやすい環境を整えます。 

主な関連事業 ３－（２）－⑥市広報紙及びホームページの充実 

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 

主たる部署 企画課 
関 係 部

署など 
 

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 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■７件の各種計画策定でパブリックコメントを実施し，１１件の意見

が寄せられました。 

平成２９年度 

以降の取組 

■パブリックコメントの実施により，意見が寄せられているが，意見

が少ない案件も見受けられることから，引き続き意見を提出しやす

い環境づくりに努めていきます。 
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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」「まちづくりふれあいミーティング」など，市民と

市で共にまちづくりを考える場を活性化する必要があります。 

目的 市政への参画機会を充実させます。 

推進内容 

市政への提案や意見への内容を市民と市が共有し，共にまちづくりを

考える仕組みを充実させます。「市長への手紙」を知っていただく工

夫を行い，より市民が参加しやすい「まちづくりふれあいミーティン

グ」の実施方法を検討します。 

市民の意見を収集するために市民の集まる場へ出向くなど，広く市民

の声を聴く機会の創設を目指します。 

主な関連事業  

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 

主たる部署 秘書広報課 
関 係 部

署など 
 

完了の目安 
市民参画の機会が増え，市民と市で共にまちづくりを考える体制が整

ったら，完了とします。 

年次計画 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

検討 実施 → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■市政へのご意見受付件数・・・４１件 

いただいた意見については，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，提言で，内容が市民の方々の市施策の理 

解につながるものについては，市ホームページに掲載しました。 

■「まちづくりふれあいミーティング」の開催 

第１回：平成２８年７月 ３日（日）開催 ７名参加 

第２回：平成２９年２月１８日（土）開催 ４０名参加 

                      

第１回については昨年同様，市長と語り合える場を設け，いただい 

た御意見については，その場で関係部長等から回答をし，対応が必 

要なものについては，後日担当課へ報告し，対応等を依頼していま

す。 
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また，ミーティングの議事録を全課に通知し，市ホームページに掲 

載しました。 

 

第２回については，市長が直接イベントへ出向き，意見を聴くとい 

う形で，市民活動フェスタと同時に開催をしました。当日にいただ

いた御意見について，回答ができる事については，その場で市長及

び総務部長から回答をし，対応が必要なものについては，後日担当

課へ報告し，対応等を依頼しています。また，ミーティングの御意

見について，市ホームページに掲載しました。 

平成２９年度 

以降の取組 

■市政へのご意見 

 いただいた意見については，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や提言で内容が市民の市施策の理解につな

がるものについては，市ホームページに掲載を予定しています。 

■まちづくりふれあいミーティング 

 年２回開催予定。第２回については，平成２８年度と同様，イベン

トへ市長が出向く形で開催を予定しています。 
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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 審議会などへの公募委員による市民参画の推進 

現状・課題 審議会などでは，公募委員として，多様な市民の参加が必要です。 

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 

公募についての情報を周知し，「審議会等の委員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」の適正な運用を図ると

ともに，多様な市民の参加を促せる仕組みづくりに努め，公募委員に

よる市民参画を推進します。 

主な関連事業  

対象者 市民 

実施主体 市 

主たる部署 企画課 
関 係 部

署など 
 

完了の目安 
可能な限り，全ての審議会などに公募委員が選任されたときに完了と

します。 

年次計画 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■１１機関で合計 30 名を公募委員として登用しました。 

 

平成２９年度 

以降の取組 

■各審議会における公募委員の登用の可否について，積極的な見直

し・検討を行います。 
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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充 

現状・課題 市民の意見を市政に反映させる多様な機会が必要です。 

目的 市民の市政への参画機会を多様化します。 

推進内容 

市政に市民などが参画できる機会としてのパブリックコメント制度

の充実を図るとともに，新たな機会の創出に努め，広く意見を聴き，

それらを反映しながら計画づくりや施策などを進めていきます。 

主な関連事業  

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 

主たる部署 企画課 
関 係 部

署など 
 

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 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８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２９年度 

以降の取組 

■審議会における積極的な公募委員の募集や，パブリックコメントの

実施を行い，市民の意見が計画づくりに的確に反映されるよう努め

ます。 
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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 市民活動団体などと市が行う具体的な事業により協働を推進します。 

推進内容 

市民活動団体，事業者などと市で行う既存の協働事業の中から，モデ

ル事業を選定し，市と市民活動団体などそれぞれが担う役割と事業の

効果などをまとめ，職員の協働事業に対する意識を向上させるために

活用し，より良い事業実施に向けた意見交換の機会を設けます。 

更に，事業者の持つスキルをまちづくりに活かせるような場づくりを

検討します。 

そして新たに，行政提案型の協働事業を検討するとともに，協働によ

り効果が見込める可能性の事業について市民などと市が協議する機

会を設ける検討をします。また，協議後の事業化を目指します。 

主な関連事業 ３－（２）－①活動事例の紹介 

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 

主たる部署 市民活動推進課 
関 係 部

署など 
 

完了の目安 協働による事業が円滑に進んだときに完了とします。 

年次計画 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

検討 実施 → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■行政提案型の協働事業を検討するため，各課に対し事業調査を実施

しました。 

■事業調査を基に，協働により効果が見込める可能性の事業について

市民などと市が共に協働について考える研修会を総務課の職員研

修に位置付け実施しました。 

【研修会】 

日 時：平成２８年９月２８日（水）１４：００～ 

場 所：富里中央公民館４階大会議室 

対 象：市民・市職員 

テーマ：講義「事例から協働の効果とポイントについて学ぶ」及び
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ワークショップ 

講 師：NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 

    代表理事 牧野 昌子 氏 

参加者：３１名（内市職員１７名） 

平成２９年度 

以降の取組 

■既存の協働事業をより良く実施するため，当事者同士の意見交換を

実施します。 

■事業者の持つスキルをまちづくりに提供していただくため，社会貢

献活動をする企業の情報について収集します。 

■行政提案型の事業を募集するため，市民と行政が話合う機会をつく

ります。 
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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）－② 市民活動支援補助金の充実【再掲】 

現状・課題 市民活動を行うためには，資金の確保が課題となります。 

目的 
市民や様々な主体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 

市民や様々な主体が取り組む市民活動を活性化させるため，公募型の

市民活動支援補助金により財政的援助を行います。公開プレゼンテー

ションによる審査方式とすることによる事業の PRの機会や，補助金

採択事業となった場合の活動の信頼性などの効果も得られます。 

市民活動支援補助金の財源として，ふるさと応援寄附金を活用し，次

の視点から充実を図っていきます。 

・市民活動団体の立上げ支援 

・市内で行われる市民活動の支援 

・団体が連携（コラボレーション）して実施する市民活動の支援 

主な関連事業 １－（２）－②市民活動支援基金の検討 

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 

主たる部署 市民活動推進課 関係部署など  

完了の目安 
市民活動団体など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 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 見直し・実施 → → 見直し・実施 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■平成２８年度当初から活用していただけるよう，平成２８年３月中

に審査会を実施しました。 

■平成２８年度活用実績 

 ○平成２８年度予算額  １，０００，０００円 

 ○補助金交付団体１１団体 

  ・キックオフ部門２団体 

  ・チャレンジ部門８団体 

  ・コラボ部門１団体 

 ○補助金交付確定額     ９１７，０００円 
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 ○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 

 

【第１次募集】 

○募集期間 平成２８年２月１日（月）～３月１０日（木） 

○応募団体 ６団体 

  ・キックオフ部門 １団体 

  ・チャレンジ部門 ４団体 

  ・コラボ部門   １団体 

○審査会 平成２８年３月２４日（木）１３：１５～ 

 応募団体６団体のうち５団体を選考 

 

【第２次募集】 

○募集期間 平成２８年５月２日（月）～５月３１日（火） 

○応募団体 ６団体 

 ・キックオフ部門 １団体 

・チャレンジ部門 ５団体 

○審査会 平成２８年６月２１日（火）１３：１５～ 

応募団体６団体のうち６団体を選考 

■制度開始から３年目となるため，推進計画に基づき，制度の見直し

を検討しました。 

【検討の内容】 

○コラボ部門の実績を踏まえ，補助上限額を３０万円から２０万円

に見直すことについて 

平成２９年度 

以降の取組 

■市民活動支援補助金制度を市広報やホームページ，サポートセンタ

ーFacebook 等で周知します。 

■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」を

活用します。 
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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 ５－（１）－① 協働のまちづくりを推進する課の充実【再掲】 

現状・課題 

協働のまちづくりを推進する課として平成２３年度に市民活動推進

課が設置されましたが，市役所組織全体として協働への取り組みの広

がりが十分とは言えません。 

目的 
市役所内で，協働によるまちづくりをあらゆる分野で総合的かつ効果

的に推進する体制を整えます。 

推進内容 

市民活動推進課が中心となり，富里市協働のまちづくり推進本部の機

能の充実を図り，庁内における情報の共有及び連携並びに協力体制の

確保などを行い，庁内協働推進員と連携して，協働によるまちづくり

を円滑に進めます。 

主な関連事業 ５－（２）－①職員研修の実施 

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 

主たる部署 市民活動推進課 関係部署など  

完了の目安 
市民など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 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■協働のまちづくりの総合調整に関することを所掌する市役所内の

組織体制により，庁内各課等の連携や情報の共有を図り，協働によ

るまちづくりの推進を図りました。 

・第 1回庁内協働推進員連絡会 

 平成 2８年 4月 28 日（木） 

 議題 

（１） 庁内推進体制について 

（２） 富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況について 

（３） 協働のまちづくり推進計画の改定について 

（４） 推進計画に基づく各種事業実施に伴う連携・協力について 

⑥ 既存協働事業の調査及び新たな協働事業の企画提案について 

⑦ 市広報紙及びホームページの充実について 

⑧ 市民活動総合補償制度について 
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⑨ 市民活動支援補助金について 

⑩ 市民活動サポートセンターについて 

・第 1回協働のまちづくり推進本部会議 

 平成 2８年 5月６日（金） 

 議題 

（１） 庁内推進体制について 

（２） 富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況について 

・第 2回庁内協働推進員連絡会 

 平成 2８年 1１月１７日（木） 

 議題 

（１） 小学校区を単位とした区・自治会を中心に地域連携によるま 

ちづくり活動を行う自治組織に対する交付金等の制度の検討 

について 

（２） 各課等における小学校区単位の自治組織及び区・自治会単体 

に対し交付している補助金等の調査について 

平成２９年度 

以降の取組 

■引き続き，協働のまちづくりの総合調整に関することを所掌する市

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。 

■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である推進本部及び庁内協働推進員を活用

し，協働を推進します。 
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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 ５－（１）－② 市政への参画機会の拡充【再掲】 

現状・課題 市民の意見を市政に反映させる多様な機会が必要です。 

目的 市民の市政への参画機会を多様化します。 

推進内容 

市政に市民などが参画できる機会としてのパブリックコメント制度

の充実を図るとともに，新たな機会の創出に努め，広く意見を聴き，

それらを反映しながら計画づくりや施策などを進めていきます。 

主な関連事業  

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 

主たる部署 企画課 
関 係 部

署など 
 

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 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８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２９年度 

以降の取組 

■審議会における積極的な公募委員の募集や，パブリックコメントの

実施を行い，市民の意見が計画づくりに的確に反映されるよう努め

ます。 
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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きましたが，更に職員の

意識の向上を図ることが必要です。 

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，引き続き「協働のまちづくり」の項目を加え，各

施策に協働の視点を取り込めるよう知識から実践につながるような

研修を行い，市職員の協働に関する意識の醸成に努めます。 

主な関連事業 
１－（１）－①協働のまちづくりを推進する課の充実 

５－（１）－①協働のまちづくりを推進する課の充実 

対象者 市 

実施主体 市 

主たる部署 総務課 
関 係 部

署など 
 

完了の目安 継続 

年次計画 
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

実施 → → → → 

 平成２８年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■市職員を対象に協働のまちづくりに関する研修を実施しました。 

日 時：平成２８年９月２８日（水）１４：００～ 

場 所：富里中央公民館４階大会議室 

対 象：庁内協働推進員及び希望する職員 

テーマ：講義「事例から協働の効果とポイントについて学ぶ」及び

ワークショップ 

講 師 NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 

    代表理事 牧野 昌子 氏 

参加者 １７名 

平成２９年度 

以降の取組 

■本市の施策に協働の視点を取り込むため，協働に係る基本知識から

実践に至るまでの研修を引き続き実施し，職員の協働意識のさらな

る醸成を図ります。 

 

 


