
1 

 

 

 

 

協働のまちづくり推進計画の取り組みに対する意見等について 

 

第二期の協働のまちづくり推進委員会として委員任期（平成２５年３月２３日から平

成２７年３月２２日まで）が終了するにあたり，これまでの推進計画の進捗状況をふま

え，各委員の意見や感想を取りまとめたものは以下のとおりである。 

                           平成２７年３月２０日 

 

１ 環境づくり 

（１）市民活動ブースの設置 

・サポートセンターがスタートすれば利用者にもっと有効に活用してもらえる。 

・協働のまちづくり推進計画の策定後，市の着手が迅速かつ順調に行われたことは，

市の取り組み姿勢を証するものとして高く評価できる。 

・利用件数のデータを取り推進委員会で示されたい。 

 ・市民活動団体等がより使用・活動しやすい環境であると思う。 

 ・市民活動ブースは，ボランティア団体が打合せに使う以外にも，老若男女いろんな

人が気軽に立ち寄れるような場になればいいと思う。 

 ・市民活動ブースは，サポートセンターができるまでのつなぎとはいえ，サポートセ

ンターが初めからうまく機能するためにも，活用促進と市民へＰＲしていく必要が

あると思う。 

 

（２）（仮称）協働のまちづくり推進課の設置 

 ・市長直属または，庁内推進体制である「協働のまちづくり推進本部長」の直属に位

置付けることが望ましい。 

 ・市長の直属でなければ，総務部に属するほうが良い。 

 ・市民活動推進課の職員の熱い情熱と使命感がみなぎる取り組みに感謝したい。 

 ・市民活動推進課の設置は，将に条例の理念，目的があらゆる市政の基本となるもの

として，その中心核が設置されたことは高く評価される。 

 ・協働のまちづくり条例の具現化，市政の基本的姿勢を示す重要なテーマに関して，

市の最重要部課の設置は，必要不可欠であり高く評価したい。少数ながら真摯な職

責の全うにつとめる職員を労いたい。 

 ・市民活動推進課に配属された職員は良く頑張っている。しかし，庁内における存在

感は未だ期待した程には感じられない。市民経済環境の所管である限り改善は望め

ない。 

 ・市民活動推進課の設置は画期的で，市が主導しているときもあれば市民が主導して

いるときもありつつ，両者が確実に協働し，うねりを作ろうと努力していると思う。

推進課があることで，市民との協働はそこに任せて他がついて来ないのでは困ると

感じる。 

参考資料７ 
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（３）（仮称）市民活動支援補助金の創設 

 ・平成 25年度，26年度と支援件数が増えたが，さらに活性化させるために制度を広

く周知させることと，使い易くする工夫が必要。 

 ・補助金については，コラボを取り入れるなど一定の評価はできるが，経年数により

補助対象外の団体がどう資金を集めて活動できるかを見極めてゆきたい。 

 ・補助金の予算を全て活用しないまま年度を終えている。応募方法がわからないとか，

報告が面倒であるとか，この制度を知らない団体があるのではないか。平成２７年

度に予定している活動支援アドバイザーの活用を期待している。 

 ・既に協働の活動を行っていた諸団体等が，市民活動支援補助金制度の活用を取り入

れた点，「協働」もついての市民意識のスタートとなった。市民に見える「協働」

の第一歩となったことは評価される。 

 ・市民活動支援補助金制度の創設は，従来の補助金と異なり，事業を対象とする点で

本当に市民のための制度として評価される。今後は，補助金期間が終了後の自立が

難しい諸団体へ，市民活動支援基金制度の連結した適用が望まれる。 

 ・要綱見直し後１年を経過した。これまでの全利用団体から多視点の意見を聞くとと

もに，未利用団体には制度の周知を兼ねて，「知っているか否か」を，知りながら

利用しなかった団体には「その理由」をアンケート調査して今後に資するようにす

べき。また，調査は毎年度継続実施することが望ましい。 

 ・協働のまちづくりは，一般市民から如何に多くの担い手を創出し，育成し，定着さ

せ得るかが大きなポイントであり，底辺拡大を目指さなければ真の力にはなり得な

い。また，未成熟な団体が多いためそれらの団体には手とり足とりしながら，補助

金の活用を積極的に勧めながら育成を図るべきである。 

 ・「補助金であるからには一定の制約がある」との考えについては，協働のまちづく

りの成否は，「行政が旧来の考え方から如何に脱却できるか」にかかっている。一

定の制約とは何を根拠としているのか，その根拠は上位法などに基づく絶対的なも

のか，単に，他の補助金の運用基準を援用したに過ぎないものかなどが明確に示さ

れなければならず，協働のまちづくりの精神に沿い斬新柔軟な運用がなされるべき

である。 

 ・制度の見直しにより自治会等地縁による団体であっても活動内容が市民活動であれ

ば補助対象になったこと，コラボ部門が新設されたことで新たな事業計画・活動範

囲拡大に繋がったと思う。 

 ・さらなる充実のためにＰＲを上手にできるとよいと思う。 

 

（４）市民活動サポートセンターの創設 

 ・平成２８年２月に向けて，今できることを検討し，優先順位をつけて一つ一つ実行

していくことが必要。 

 ・サポートセンターと活動団体の意見交流を図るため月１回を目安に活動報告等を行

うように決め，サポートセンターは活動団体の把握をできるようにしてはどうか。 

 ・「協働」のノウハウ等について，市民の相談窓口「市民活動サポートセンター」の

創設は，市民にとって活動上，必要不可欠であり，大きな期待を集めるものとして
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高く評価される。 

 ・途中段階での安易な情報提供は誤解や混乱を招きやすいものだが，この段階ともな

ればある程度の運営構想は当然進んでいるはず。流動的な段階であればこそ協働の

まちづくり推進委員会にはきめ細かく情報を提供し，先々の不満につながらないよ

うにしなければならない。 

 ・サポートセンター創設にあたり，市民が利用しやすいサポートセンターにするため

に研修会を開催し，意見交換の場で機能・設備・運営方法について充実した検討会

がなされたと思う。 

 ・広く市民にオープンであり，しばりのない利用しやすい場所となるよう切に願って

いる。 

 ・サポートセンターがどうなるのか，とても気になっている。サポートセンターを建

てただけで終わってしまわないよう，毎日が活気にあふれる場所になってほしいと

思う。 

 ・市民が気軽に立ち寄れるサポートセンターを期待する。 

 

（５）地域づくり協議会の検討 

 ・区長（市政協力員）から働きかけてもらい，小学校の余裕教室を利用して，例えば

「地域づくり教室」として，そこに地域の人が集い活動するようにしてはどうか。

次世代のリーダーとなる小学生の社会教育の一環ともなる。 

 ・市民の諸問題解決には，地域，地域の横のつながり，組織の立ち上げなしには実現

は難しい。地域づくり協議会が，各地域（小学校区単位）ごとに立ち上げられ，さ

らに市全体の繋がりに拡大させることを今後とも望みたい。 

 ・第一小学校区では，新協議会移行後２年経過したが，事務局機能を如何に安定させ

るかが大きな課題と見る。 

 ・日吉台小学校区では，防災をテーマにまとまったが，発展的な経過を辿っているか，

また，課題は何かを知りたい。 

 ・南小学校区では，地域に移管された敬老会と，防犯活動体制づくりが組織づくりの

大きな契機になったものと見る。主要地区から熱心な人が３人くらい出て力を合わ

せることができれば徐々に体制は固まって行くだろうと見る。 

 ・富里小学校区では，２月の地域フォーラムの準備から反省会まで，先ずは顔合せの

機会を数回にわたって持つことができた。組織づくりの第一歩として市民活動推進

課職員の努力を大きく評価したい。まだ一里塚であり，区長・自治会長が交代する

と一時的には後退するが，前役員の方々に応援・支援役をお願いしながら粘り強く

進めるのがベターである。 

 ・七栄小学校区では，一回実施した学区の防災訓練を契機に成り行き期待したが進ん

でいないようだ。次回の地域フォーラム開催を早いうちから働き掛けて行くことが

必要と思う。学区内の恒例行事として夏祭りがある。コミュニケーションが図られ

る準備打合せなどの機会を活用する方法も考えられる。 

 ・根木名小学校区では，以前から区長の連携組織があり防災訓練も実施されているの

で，他組織を巻き込んで一段階進んだ組織化を目指すことを期待したい。 
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 ・洗心小学校の統廃合に揺れている時期なので，様子を見ながら機を捉えて働き掛け

を目指したら良い。小規模学区だけにむしろまとまりは早い可能性があると思う。 

 ・組織化には，異なる自治会や住民の連合体となるため，継続性のある財政基盤と，

組織として事務処理が行える体制を整える必要がある。実態の把握から始めなけれ

ばならず軌道に乗るまでは相当な困難が伴うことを覚悟して取り組まなければな

らない。 

 ・市民活動推進課担当者には，発足以来の経験を踏まえて「地域づくり協議会づくり」

の効果的な道筋を描き，必要な場合は緩やかに舵を切りながら，切れ目なく，息の

長い働き掛けをし続けることが求められる。市の担当者が代わる際には，地域の旗

振り役の理解度・認識度・地域への影響力やとってきた方策などを充分に見極めて

後任者に引き継ぎ，不信感を招くような急な舵切りをしないよう十分な注意が必要

である。 

 ・地域に強力なリーダーシップを取れる人がいない限りまとめ上げることは至難の業，

そのためには，情熱を持つリーダーの発掘または育成を心がけ，一地域に３人くら

いの気の合う仲間関係を築き上げ，これを行政がバックアップする形を地域住民に

見えるようにすることが効果的である。行政には，そのための方策を考えて場づく

りをして頂きたい。 

 ・地域づくり協議会については，第一小学校区，日吉台小学校区がモデル地区となり

平成２６年度には新しい活動を展開している（コラボ部門申請）。地域の問題や課

題を各活動団体が共有し，解決に向けての行動だと思う。また，その後の各協議会

の状況に関心がある。 

 

（６）（仮称）活動支援アドバイザーの設置及び派遣 

 ・市民活動推進の鍵となるので，遅滞なく計画どおりに進めてほしい。 

 ・市民活動サポートセンターの開設が，市民に与える希望，勇気を産出するものとし

て大きな期待が寄せられる。そのために，支援アドバイザーの設置，派遣は最重要

課題である。アドバイザー人材の発掘，育成に最大の注力をすべきと考える。 

 ・多くの市民活動団体は，リーダー・財政・事務的能力の弱さが課題になっていると

推察され，三位一体の支援が求められる。 

 ・活動支援アドバイザーの育成は，早め早めにすべきと考える。 

 

（７）（仮称）市民活動支援基金の創設 

 ・寄付されたお金は減税の対象とする。 

 ・基金は，金額の多寡よりも広く市民から協力が得られるようの工夫が必要と考える。 

 ・後期実施事業のソフト面では「市民の参加」の啓発が強く求められる。基金への寄

付行為での市民参加を得るには，その目的，活用事業が市民の目に見えるものでな

ければ実現は困難であることから「ボランティア貯金制度」と連結して，市民の活

動から寄附金が生じることが望ましい。平成２６年度の研究課題が進行していない

ため，平成２７年度の実施に向けた大きな課題と考える。 

 ・ふるさと納税の所管を全面的に市民活動推進課に移し，知恵は広く市民活動団体や
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市民のアイディアを求めると良い。 

 ・地域型基金の創設は，専門家も提唱しているところ。富里市が市と市民の協働事業

として創設することを明確にすれば協力が得られると思う。既にある民間の基金と

の連携が図られれば人的サポートやノウハウの提供が得られスムーズな事業構造

が図れると期待する。 

 

（８）環境づくり全般について 

 ・「市民活動フェスタ」の３回目が終ったが，市民中心の開催は程遠く，市民活動推

進課の協力がなければできない状態。 

 ・環境づくり全般について，大きな成果があったと評価できると思う。 

 ・推進委員による他市町のサポートセンターの取り組みについて意欲的に研修ができ

たことは大変よかった。課題がよく見えて，今後設置するサポートセンターの参考

となった。 

 ・全体的に市民の認知度が低いように感じる。（補助金団体の活動のＰＲ，具体例を

示したＰＲ） 

  

２ 担い手づくり 

（１）協働のまちづくり講座の開設 

 ・参加者への講座終了後のフォローは継続性のために大切なことなので，現在もやっ

ているが継続してほしい。 

 ・創年セミナーを活用して，近隣の市町村への視察を多く取り入れ，市内の担い手が

少ない活動団体へ送り込むように育て上げる，この場合，２人，３人を同時に行え

ば無理なくできるのではないか。市内の担い手を求める町内会からの推薦等があれ

ば優先して創年セミナーの加入を受け付ける。セミナーも目的に沿ったグループを

設ける。 

 ・協働のまちづくり講座の開催により，市民の関心の有無，程度，有望な人材等が見

えてきた。 

 ・問題は，受講しただけで終る人が多々見られる点であり，受講者を「協働人材バン

ク」に登録し，平成２７年度の「リーダー育成講習会」への連動，候補者の発掘に

つながらないかと考える。受講後のアクションが重要。 

 ・市は協働のまちづくり推進委員に対して極力参加や参観を促し，各委員はそのため

の努力をすべきである。 

 ・若い世代にも関心を持ってもらえるように世代別で講座を開催したこと，小学生は

ボランティア体験。とても良い啓発方法の一つだと思う。また，子どもたちや親子

で参加することができる活動が増えると若い世代にも期待ができると思う。 

 ・ボランティア活動に興味はあるが，何をどうすればいいかわからず，一歩を踏み出

せずにいる人もいるかもしれないので，年代別の講座や協働スイカ塾の開設などは，

とても良いと思う。特に子ども向けの夏休みボランティア体験は，これからの力あ

ふれる若い担い手づくりにつながっていくと思う。 
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（２）（仮称）協働スイカ塾の開設 

 ・塾後のフォローは継続性のために大切なことなので，現在もやっているが継続して

ほしい。 

 ・とみさと協働塾の開催により，市民の関心の有無，程度，有望な人材等が見えてき

た。 

 ・問題は，受講しただけで終る人が多々見られる点であり，受講者を「協働人材バン

ク」に登録し，平成２７年度の「リーダー育成講習会」への連動，候補者の発掘に

つながらないかと考える。受講後のアクションが重要。 

 ・市は協働のまちづくり推進委員に対して極力参加や参観を促し，各委員はそのため

の努力をすべきである。 

 ・開催時間が夜で，主婦には家で忙しい時間帯であるため参加しにくいと思っている

人も入ると思う。 

 

（３）協働人材バンクの創設 

 ・データベースを市民が活用できる工夫が必要。 

 ・講座や塾の受講者を「協働人材バンク」に登録し，平成２７年度の「リーダー育成

講習会」への連動，候補者の発掘につながらないかと考える。受講後のアクション

が重要。 

 ・市民活動サポートセンター運用までには，個々の市民活動団体が必要とする人を紹

介斡旋でき，人材バンクとして機能するための初期形態が整うことを目指したい。 

 

（４）市民活動サポートセンターの開設 

 ・市民活動サポートセンターの開設が，市民に与える希望，勇気を産出するものとし

て大きな期待が寄せられる。 

 ・市民活動サポートセンターの創設は，平成２７年度開所が明確になり，高く評価さ

れる。 

 ・市民や市民活動団体の多くの人が，市役所や公民館，保健センターに来たついでに

は，必ず足を運び，市民活動に参加したくなるような仕掛けづくりが必要である。 

 

（５）市民活動保険の導入 

 ・保険の導入で，安心して市民活動ができる環境も整った。ただ高齢者が多い活動団

体であることを鑑み“安全が最優先”という意識を周知・徹底を図っていく必要が

ある。（特に熱中症や腰痛症等に留意した活動に心がける） 

 ・委員会に２件の適用事例の詳細と課題等があれば報告願いたい。 

 ・市民活動総合補償制度の導入により安心して市民活動に参加できるので，今後も制

度の周知をしていくと良いと思う。 

 

（６）市民活動表彰の創設 

 ・表彰することで終ってしまうのではなく，他の市民活動の更なる活性化や啓蒙につ

なげるために，表彰者のプレートを作りサポートセンターの一番目に付くところに
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掲示してはどうか。または，フェスタの表彰時にプレートを掲示する。 

 ・枠にとらわれない地道に活動している人に光が当たるような形にしたい。 

 ・表彰という形よりは，「いつもありがとう」という感謝が伝えられる形がよいので

はないかと考える。 

 ・表彰制度が概ね確定できたことは，市民活動促進に大きく貢献できる一つの要素に

なると思う。 

 ・市民活動表彰制度の創設研究もほぼ完結し，センター開設とともに，市民が「目に

見える協働」の理解と活動，やり甲斐に結びつく期待が大である。 

 ・運用開始時には，一般市民・地縁団体・事業所等々に対して分かりやすく予告周知

や，表彰事例の周知を行い，被表彰者のさらなる活動意欲の向上と，刺激を受けた

追随者の拡大を図るべきである。 

 ・表彰については，活動を知っていただく機会にもなるし表彰を受けることで励みに

なり継続する意欲もわくと思う。 

 ・市民への市民による感謝の表明の場ということの意義をしっかり伝えることと，形

だけにならないことを目指してほしい。 

 ・市民であっても市役所の方や消防の方でも，誰かれ問わず感謝し，素敵な賞をあげ

てもよいと思う。 

 

（７）リーダー育成講習会の実施 

 ・最重要テーマである。参加者が継続して活動できるように何か工夫が必要。 

 ・リーダー養成については，より多くの市民が受講できるように年数回かつ，初級・

上級という経験に応じた講習会を開催できた方がよいのではないか。 

 ・何をやるにも，協働のまちづくりに情熱とビジョンを有する人材，ノウハウを有す

る人材の存在の有無が全てを決すると考える。リーダー育成講習会は，講師の選択

（富里市民から，または富里市に近い），開催頻度，受講後の受講者の検証が重要

と考える。 

 ・リーダーの育成は重要課題の一つである。市民活動サポートセンター開設後は育成

講習の場としても計画的に活用することが望ましい。 

 ・リーダー育成講習会は，年３回以上実施してほしい。 

 ・リーダー育成というと堅苦しく感じるので，共に体験して自然と育成できるような

活動の場が提供できると良いと思う。 

 

（８）ボランティア貯金の研究 

 ・介護に関するボランティアは，ポイント制度の導入に向けた検討が高齢者福祉課で

進んでいる。一般のボランティアを担っている人を対象とする制度の研究に入りた

い。 

 ・「ボランティア貯金制度」と「基金への寄付行為」が連結して，市民活動から寄附

金が生じることが望ましい。平成２６年度の研究課題が進行していないため，平成

２７年度の実施に向けた大きな課題と考える。 

 ・ボランティア貯金の研究は，早期実施に向け，重要課題として取り組むべきと考え
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る。ボランティア活動を行う市民には「目に見える協働」の理解に最も有効な制度

ではないだろうか。市民の参加意識，機会の増加，やり甲斐など，市民にメリット

があることが「協働」への意識が高揚し，その効果が期待できる。協働のまちづく

りへの市民参画の集大成となりうる，検証が可能となる制度であると考え必ず実施

が必要。 

 ・ボランティア貯金は，制度としてはあるが当推進委員会で議論されているのは「ボ

ランティアポイント」のことであろうと理解している。早いうちに「貯金制度」と

「ポイント制度」の違いを明確にして取りかかることが大切。 

 ・ボランティアポイントなら，神奈川県に先進事例が多いので，他の行政を含めてで

きるだけ多くの事例からプラス・マイナスを学びとり制度設計に役立てて頂きたい。 

 

（９）担い手づくり全般について 

 ・担い手づくりの実績については，かなり力を入れて展開したにも関わらず，一般市

民にはあまり浸透していない感がある。（参加状況から見てそう感じた） 

 ・若い人材が足りないと感じる。 

 ・市の職員の休日が土日であるため，講義は平日になることが多く，休みが土日の人

にとっては平日の講義やイベントに参加できない。 

  

３ 情報の提供・共有 

（１）市民活動の実態調査 

 ・ホームページだけでなく，紙ベースの情報として広報にも一覧を掲示してはどうか。

紙の情報のように何回も見て確認ができることが重要。 

 ・現時点では社会福祉協議会に依存し過ぎと見る。従来は福祉ボランティアが主要な

存在であったものの，これからの協働のまちづくりにおける「市民活動」の範囲は

多岐多様であり，今後益々顕著なものになって行くであろう。市民活動サポートセ

ンターが動き出すまでには，社会貢献的活動・ボランティア活動・福祉ボランティ

アその他のグレーゾーン的な活動などを分類整理し，市民活動推進課と社会福祉協

議会の所管について基本的な考えを整えて置くことが必要と思う。 

 ・市民活動の定義を丁寧にＰＲしてほしい。 

 

（２）協働人材バンクの創設 再掲 

 ・各市民活動団体が団体の円滑な運営のために求める人材を紹介しマッチングさせる

仕組みを平成２７年度予定事業のホームページ立上げ，市民活動サポートセンター

の業務，市民活動フェスタなどへの織り込みなどと併せて検討することが望ましい。 

  

（３）協働ＰＲリーフレットの作成 

 ・作成部数と現在残（概数）を報告してほしい。 

 

（４）市広報紙及びホームページの充実 

 ・市広報で協働関連の情報が多くなったことは大変喜ばしい。更に充実させてほしい。 
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 ・良好と評価する。 

 

（５）地域フォーラムの開催 

 ・地域フォーラムに市長（副市長）などが参加して地域の意見を吸収してはどうか。

フォローアップ計画も必要である。 

 ・実施地域の小学校での開催を望む。 

 ・地域フォーラムは，小学校単位で行っている，全市民に徹底するには町内会単位で

行うようにすれば全体での参加も増加するのでは。問題解決の糸口を知ればフォー

ラムが有効になってくる。 

 ・市民の「協働」に関する啓発に有効な活動であり，高く評価したい。ただし，市民

の苦情申し立てに終始せず，解決のための自主的な組織の立ち上がりが最も求めら

れる課題である。 

 ・フォーラムの結果報告に留まらず，その後，何が始まったかの検証が重要。そのた

めには，やはり，地域のリーダーが口火を切らないと動きは出ない。助言・指導を

実施することができるフォーラムへの進展が望まれる。 

 ・先に開催された富小学区については，事前に打合せを重ねたことや，事後の会議で

多くの区長さんを集め得たことは，今後の地域コミュニティづくりにつながる成果

として大きく評価する。 

 ・区長会の今期・来期総会や役員会を通じて残る学区，特に七栄小学区の開催を早め

に確定させるよう市民活動推進課にはより一層の努力をお願いしたい。 

 ・仕事や子育てで忙しく参加できずにいるが，今回富里小学校区で取り上げた「防災」

について不安に感じているところがある。住んでいる地域や身近なところからでも

少しずつ防災について考えていきたいと思う。 

 ・若手の参加が少ない。若手が参加しやすい，あるいは若手のみで集まれる場があっ

てもよいかと思う。 

 

（６）とみさとの情報コーナーの創設 

 ・市民活動推サポートセンターの開設に合わせた検討が必要。 

 

（７）市民活動発表会の開催 

 ・来場者が１，０００人に増えていることから，このときに市民活動表彰を実施した

らよい。 

 ・市民活動発表会は，それだけに特化したものでなく，お祭りの中に市民活動のある

ことを知っていただく。中央公民館で行う場合，講堂ホールも活用し，より多くの

人に来てもらい，その中で市民活動も知ってもらう。演劇の方に偏ってしまうとい

う心配があるようだが，それはそれでよいと思う。大事なことは，市民活動を多く

の人に知ってもらうこと。 

 ・市民活動フェスタの発展が心強い。一般市民の目に触れる，参加意欲をそそるフェ

スタとして，開催場所の複数化（地域フォーラムとの連携），開催時期の検討（必

ずしも年度の終わりに限定しなくとも良いのでは？） 
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 ・年々目に見えて来場者数が増えていることは大変喜ばしい。 

 ・次回は，可能ならば市民活動サポートセンターオープンセレモニーとして開催でき

ればインパクトが大きい。また，参加団体の拡大と来場者の増を見込んで計画し，

会場は従来の公民館から市民活動サポートセンターと上階のスペースまで広げて

考えることが望ましい。 

 ・市民活動発表会の開催及び市民活動事例集は，今後更に充実してほしい。 

 ・富里市内で今現在これだけのボランティア団体が活動していることは，少しずつ市

民にも広がってきていると思うが，まだまだ知らない人が多いと思う。より多くの

人に知ってもらうためにも，市民活動フェスタは，たくさんの人が気軽に来ること

ができ，子どもも楽しめてとても良かったと思う。 

 ・市民活動フェスタは，情報交換，提供・共有の場として，また，団体の活動をＰＲ

する絶好の場であると思う。また，高校生や小学生の運営参加は，担い手づくりの

一つであり，来場する子ども達にも市民活動に関心を持ってもらえることが期待で

きると思う。 

 

（８）協働専用ホームページの開設 

 ・サポートセンターは，地域をささえる情報基地としての機能・内容を市民に伝える

ことが重要。 

 ・ホームページは独立したものが必要であると考える。 

 ・インターネット人口の増加，特に若い年齢層に情報を提供する効果的な方策であり，

特に協働専用ホームページ開設は期待される。迅速な書き換え，迅速な情報提供が

求められる。 

 ・現段階まで進んでいる構想を委員会に報告願いたい。 

 ・専用ホームページの開設は，平成２７年度の事業のみならず，サポートセンター開

設後の次期５ヵ年計画においても重要な位置づけとなる事業。単なるホームページ

の開設に留まらず，次年度以降の協働事業の核として育てるために綿密な事前準備

を要する。 

 ・例えば，協働のまちづくり講座で，市民活動とソーシャルネットワークの活用法の

講座を実施することや，協働専用のインターネットの開設と運用を準備段階から広

く公開することで関心喚起と運営ネットワークの構築を図る（準備委員会があって

もよい）ことなどし，サポートセンターの活動ツールとして醸成してはどうか。 

 ・ホームページは高齢者には見る機会が少ないのが難点であるし，興味がない人，特

に意識していない人はホームページを見ない。しかし，市民活動団体や興味のある

人は見るので，協働専用のホームページは必要だと思う（ただし，「協働」は堅苦

しいイメージがある）。 

 

（９）とみさとふれあい講座の充実 

 ・講座の実施状況を推進委員に報告されたい。 

・どんな講座があるとよいのか市民からの声も聞いてみては。 
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（10）活動事例集の作成 

 ・近々自治会回欄などで市民に周知する予定とのことなので待ちたい。 

 ・市民活動事例集は，今後更に充実してほしい。 

 

 

（11）情報の提供・共有全般について 

 ・情報の提供は，十分にできていると思う。あとは，市民がどれだけ受け止め，理解

してくれるかであるが，今後も根気強く続けていく必要があると思う。 

 ・今年度の地域フォーラムのアンケート結果より，協働のまちづくりに関心をもって

いる人が少ないように思われる。理由として貴重な意見があったので再度検討し次

回へ繋がるとよい。 

 ・講座やイベントなど，興味があっても参加できない人たちのために，パソコンなど

で講座の様子などを閲覧できる仕組みがあるとよい。 

 

 ４ 市政への参画 

（１）パブリックコメント制度の周知 

 ・先日，介護保険の見直しでパブリックコメントが実施されたが，意見が０件であっ

た。自分の老後に関する事ですら意見が出されない。情報を伝える難しさはあるが

市民に関心を持ってもらうことが重要。サポートセンターの取り組みに期待する。 

 ・パブリックコメントについては，市民が共有できるように公表していくようにした

い。 

 ・パブリックコメントは，一度テーマを決めて回答を募ったら回答によりテーマの方

向性が掴めるのでは。要はいかに多くのコメントを集めるか。関心が無ければコメ

ントも無いと思う。市民に関心を持ってもらえるようなことをテーマに行うとよい

と思う。 

 ・パブリックコメント制度は，その方法の条件が市民にとって煩雑に取られやすい点

が弱点である。意見を有する市民も，応募条件により敬遠してしまう例を多く聞く。

結果的に毎回，少数の同一人物のみに偏りやすい。協働講座，塾参加者に「アンケ

ート方式」で意見を求めるとか，場合によっては，面接による口述も検討してはい

かがか。法的整理も行えればよいのだが。 

 ・意見書の上がる数が少なすぎる。煩わしいことではあろうがパブリックコメントを

実施するときは，可能な限り背景，経緯，解説等を載せるなど，できるだけ市民に

分かりやすく親しみやすいよう工夫すべきである。 

 ・意見募集から締切りまでの時間が短か過ぎはしないか。有効な意見を多く持つ人，

吸い上げたい人には，とかく身の回りに多くの役を担っていることが多いことに配

慮して募集期間を長くすることが望ましい。 

 ・ホームページや広報とみさとの他にも多くの意見を吸い上げる手を研究すべきとき。

例えば，「この人」と思われる人には，「今，このようなパブリックコメントを実施

しています。ぜひご意見を頂きたい。また，周辺の方々への周知にもご協力をお願

いします。」と言うような案内をするなどは末端の地方行政なればこそ出来る話で
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はないだろうか。 

 ・パブリックコメントは，幼稚園，保育園，小・中学校の児童・生徒・保護者に向け

て任意で意見を提出してもらうことはできるか（学校で配布・回収）。 

 

（２）審議会等への公募委員による市民参画の推進 

 ・公募委員については，委員にだけは「どれだけの応募があった」程度の概要を知ら

せてもよいのではないか。 

 ・審議会などの市民公募・市政参画の拡充，市民提案機会の拡充は，富里市の誇れる

姿勢として高く評価する。何事にも常に，企画最初から市民が参加できるのは素晴

らしいことである。 

 ・結果においては概ね良好と見ているが，何人の応募者から決定したのかなどが分か

らない。審議会や委員会の質的観点から，何倍とは言わなくとも選考に携わる側が

「どの人に委嘱しようか」と迷うような応募者数であって欲しい。 

 ・団体や組織からの選出委員は，公募委員に「さすが」と頷かせるような存在であっ

てこそ「その一員として加わっているのだ」との意識が育ち，市民参画が価値ある

ものとなる。委員は，自らの意見を積極的に表すべきであり，市の所管においても，

辛辣な意見にも応え得るものでなければならない。 

 ・公募委員をもう少し増員してもいいのではないか。 

 

（３）市政への参画機会の拡充 

 ・「パブリックコメント」は，国・県で実施しているのを見ても意見書提出者は極め

て少ないが，もっとも身近な自分の住むまちの施策に対する反応が少ないのは大き

な問題であり，市民意識を高める努力は徹底して行われなければならない。 

 

（４）市民提案機会の拡充 

 ・「まちづくりふれあいミーティング」は，参加者が少なく，若い世代もいない。市

長・副市長などが直接自治会に出向いて地域の人と議論したら参加者も若い人も増

えると思う。そして，地域の問題点を把握すれば一挙両得。 

 ・とみさとふれあいミーティングは，市長以下全部長クラスが出席することもあって

市民提案の絶好の機会にも関わらず参加者があまりにも少ない。周知方法や開催曜

日・時間設定などに改善の余地はないか徹底的に考えてみる必要がある。 

 ・例えば病院や学校，保育園などに「意見箱」のようなものを設置することで，若い

人や高齢者の方々が意見を提案しやすくなるかと思う。 

 

（５）協働のまちづくりモデル事業の実施 

 ・一般市民には広報とみさと・ホームページ・自治会回覧等を通じての周知・呼びか

けが必要だが，併行して地域の有力者（自治会長や団体組織等のトップ・地域の信

望者など）に個別に理解して頂き動いて貰える機会づくりが必要である。 
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（６）（仮称）市民活動支援補助金の創設 再掲 

 ・補助金については，コラボを取り入れるなど一定の評価はできるが，経年数により

補助対象外の団体がどう資金を集めて活動できるかを見極めてゆきたい。 

 ・市民活動支援補助金制度の創設は，従来の補助金と異なり，事業を対象とする点で

本当に市民のための制度として評価される。今後は，補助金期間が終了後の自立が

難しい諸団体へ市民活動支援基金制度の連結した適用が望まれる。 

 ・平成２６年度は，要綱を修正して実施した年度であることから成り行きを注視した

い。 

 

（７）市政への参画全般について 

 ・地域フォーラムで出た課題に対して，市民が考えた方策をまとめて公表するなど市

民が参加した自覚を持つよう啓発するのはいかがか。 

 ・市政への参画全般について検証が制度化されていない。推進委員会へ実績報告が必

要。 

 ・まちづくりを市政だけで決めて進めていくのではなく，市民の意見も反映していた

だけるのはとても良いと思う。いろいろな目線で見ていかないと良いものはできな

いと思う。 

 ・パブリックコメント制度，市民提案機会，公募委員などの市政へ参画できる機会の

あることを今後も周知していき，このような機会を増やし市民の市政への関心を深

めて市政に反映できると良いと思う。 

 

５ 市の体制 

（１）（仮称）市民活動推進課の設置 再掲 

 ・協働のまちづくり条例の具現化，市政の基本的姿勢を示す重要なテーマに関して，

市の最重要部課の設置は，必要不可欠であり高く評価したい。少数ながら真摯な職

責の全うにつとめる職員を労いたい。 

 ・現在の位置づけは，初動期のやむを得ない体制として受け止めて来たが，協働のま

ちづくりの精神からして，市民活動推進課は市民経済環境部に所属させるべきでは

ないことを改めて声を大にして言いたい。できれば市長直属（協働のまちづくり推

進本部長の直属）に位置させることが望ましく，百歩譲っても総務部所属とする判

断があってもよい。 

 ・全国各行政の位置づけ事例を研究し，成功事例に学びながら，次の組織改編段階で

は真剣に検討すべき行政課題である。 

 

（２）市政への参画機会の拡充 再掲 

 ・まちづくりふれあいミーティング以外は一応の成果を挙げているものと評価する。 

 ・協働のまちづくり講座・地域フォーラムその他協働に関係する行事に参加した人や，

市民活動団体代表者，自治会長等々で，「とみさとふれあいミーティング」に参加

しなかった人を対象に開催を個別に案内する，或いはアンケートを実施することな

ども有効な手段ではないだろうか。 
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（３）職員研修の実施 

 ・昔と比べて，協働のまちづくり関連の会議に職員の多くの人が参加して喜ばしい傾

向である。 

・特に感じたのは，市職員全体で市民活動について理解を深めようとした体制はとて

もよいし，また，参加した職員も市政全般に関わるものとして受け止めていたと思

う。 

 ・重要なことは，市民活動推進課同様の理解と取り組みが他部課で行われるかどうか

にあると考える。そのための職員研修は欠くべからざる事業であり，その実施結果

の成果の有無など推進委員会へ報告してほしい。 

 ・研修により職員の意識がどのように変化しているかをどのような方法で捉え，今後

にどのように活かそうとしているかを知りたい。 

 ・幹部以下全職員に「協働のまちづくり条例」が自分の業務にどう関わっているか，

どう理解し取り組んでいるかと問われたたら，一つでも即答できるところまでの意

識の高まりがあることを研修の成果に期待したい。 

 ・職員同士で互いの意識の低さを認め合いかばい合うような雰囲気はないか，注視し

て行きたい。 

 

（４）市の体制全般について 

 ・庁内推進本部の設置により，各課が市民の立場に立ってどの程度協働を理解できて

いるのか。 

 ・各課単位で「まちづくり」に取り組めるものは無いのかをまとめてもらう。実践す

る手順も考えて取り組むと職員の「協働のまちづくり」に対し関心は高まるものと

思う。 

例）業務を執行するうえで市民から見てより便利，分かりやすい，親切，素早い業

務執行，安心安全を感じてもらえる等。 

 ・市の様々な事業に関して，各部課の横の連携，一つのチームとして対応することが

望ましく，その実例を市民に広く伝えることが効果的では。市の努力をもっと市民

に伝え，市民に協働を訴えていただきたいと考えている。 

 ・庁内推進本部の開催状況と活動状況を検証し，公開することが大切。庁内の推進状

況の公開は，協働事業の市民と職員の啓蒙に大きく寄与すると思う。啓蒙とは公開

し理解し合うこと。だから「公開」して市民による「検証」が必要。 

 ・庁内推進本部の開催が，年１～２回では少ないのでは。 

・第一小学校区で行った通学合宿に職員研修の一環で，４日間，市の職員が参加して

いた。通学合宿は初めての事業だったが，職員はとても協力的で熱心に取り組んで

いた。 

 

６ 推進計画全般について 

 ・後期推進計画は，「市民の見えるもの（ハード面，ソフト面）」の施策が不可欠と考

える。 

 ・「市の認証制度」の創設を願っている。様々な分野におけるノウハウの持ち主に，
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市がお墨付きを与えることにより有望人材の参加，活躍，の機会が増えること，や

り甲斐につながること，協働意識の高揚につながるものと考える。その上での表彰

制度が加重して効果につながると考える。 

 

７ その他 

 ・予定事業については，どう具体化するか課題があるが，推進委員会が様々な面で共

同かつ補助的な役割も含め関わっていく必要があると考えている。（活動支援アド

バイザーの研修など任せ放しにしないなど） 

 ・推進委員による他市町のサポートセンターの取り組みについて意欲的に研修ができ

たことは大変よかった。 

 ・当委員会の委員で，推進計画に基づいて分担を決めて，市民活動推進課職員と連携

し合い一緒に考えて行くような仕組みをつくることはいかがか。 


