
資料２ 

前期５か年年次計画一覧（事業実施年度順） 

Ｈ23 Ｈ2４ Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

1 １-(1)-① 市民活動ブースの設置 試行 検討 → → 完了

2 １-(2)-① （仮称）協働のまちづくり推進課の設置 実施 → → → →

3 １-(3)-① （仮称）市民活動支援補助金の創設 実施 → → 見直し・実施 →

4 ２-(1)-② 協働のまちづくりの講座の開設 研究・試行 試行 実施 → →

5 3-(1)-① 市民活動の実態調査 実施 実施

6 ３-(2)-② 協働ＰＲリーフレットの作成 実施 実施 実施

7 ３-(3)-③ 市広報紙及びホームページの充実 一部実施 → → 実施 →

8 ３-(3)-⑤ 地域フォーラムの開催 実施 → → → →

9 ３-(4)-② とみさとの情報コーナーの創設 実施 → → → →

10 ４-(1)-① パブリックコメント制度の周知 実施 → → → →

11 ４-(1)-③ 審議会等への公募委員による市民参画の推進 実施 → → → →

12 ４-(1)-④ 市政への参画機会の拡大 実施 → → → →

13 １-(2)-② 市民活動サポートセンターの創設 研究 →
準備委員会

設置
検討 実施

14 １-(4)-① 地域づくり協議会の検討 検討 モデル地区 → → →

15 ２-(1)-③ （仮称）協働スイカ塾の開設 検討 実施 → → →

16 ２-(1)-④ 協働人材バンクの創設 研究 実施 → → →

17 ３-(3)-① とみさとふれあい講座の拡充 検討 実施 → → →

18 ３-(3)-④ 市民活動発表会の開催 検討 実施 → → →

19 ４-(1)-② 市民提案機会の拡充 検討 実施 → → →

20 ４-(2)-① 協働のまちづくりモデル事業の実施 検討 実施 → → →

21 ５-(2)-① 職員研修の実施 検討 実施 → → →

22 ２-(2)-① 市民活動保険の導入 検討 → 実施 → →

23 ３-(2)-① 活動事例集の作成 検討 実施 → →

24 ３-(3)-② 協働専用ホームページの開設 検討 実施 → →

25 ２-(1)-⑤ 市民活動表彰の創設 研究 検討 実施 →

26 ２-(2)-② ボランティア貯金の研究 研究 →

27 １-(2)-③ 活動支援アドバイザーの設置及び派遣 研究 検討 → 実施

28 １-(3)-② （仮称）市民活動支援基金の創設 検討 → 実施

29 ２-(1)-⑥ リーダー育成講習会の実施 検討 → → 実施
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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 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年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市のホームページやチラシ等での周知を随時行いました。 

■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ました。 
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 ・利用届出団体等 １１団体 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市のホームページやチラシ等での周知を随時行いました。 

■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ました。 

【平成２５年度活用実績】 

 ・利用届出団体等 １１団体 

 ・利用件数 ２５件 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市のホームページやチラシ等での周知を随時行いました。 

■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ました。 

【平成２６年度活用実績】 

 ・利用届出団体等 １１団体 

 ・利用件数 ２０件 

今後の取組みについて 

平成２７年度 

以降の取組 

■市民活動サポートセンター設置により，現在の市民活動ブースを同

センター設備として移行します。 
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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・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 関係課  

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年度計画の進捗状況 

取組実績 ■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

を図りました。 

■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した。 

■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「協働のまちづくり

推進本部」及び「庁内協働推進員」を設置しました。 

 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■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，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。 

■協働のまちづくりの効果について，事例を中心とする庁内研修を実

施しました。 
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平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■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，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。 

今後の取組みについて 

平成２７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。 

■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－（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 関係課  

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 
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・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年度計画の進捗状況 

取組実績 ■平成２４年度当初から活用していただけるよう，平成２４年３月中

に審査会を実施しました。 

平成２４年度予算額 1,500,000 円 

■補助金交付団体５団体 

・キックオフ部門３団体 

・チャレンジ部門２団体 

■補助金交付確定額 308,000円 

■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会 

【第１次募集】 

募集期間 平成２４年２月１５日（水）～３月９日（金） 

審査会 平成２４年３月２８日（水）１３：３０～ 

応募団体４団体のうち４団体を選考（内１団体が辞退） 

・キックオフ部門 １団体 

・チャレンジ部門 ３団体 

【第２次募集】 

募集期間 平成２４年８月１日（水）～８月３１日（金） 

審査会 平成２４年９月１４日（金）１４：３０～ 

応募団体１団体のうち１団体を選考 

・キックオフ部門 １団体 

【第３次募集】 

募集期間 平成２４年１０月１日（水）～１０月３１日（金） 

審査会 平成２４年１１月１６日（金）１４：３０～ 

応募団体１団体のうち１団体を選考 

・キックオフ部門 １団体 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■平成２５年度当初から活用していただけるよう，平成２５年３月中

に審査会を実施しました。 

■平成２５年度活用実績 

 ○平成２５年度予算額 1,000,000 円 
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 ○補助金交付団体１１団体 

 ・キックオフ部門４団体 

 ・チャレンジ部門６団体 

 ・ステップアップ部門１団体 

 ○補助金交付確定額 792,000円 

 ○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会 

 

【第１次募集】 

○募集期間 平成２５年２月１日（金）～２月２８日（木） 

○応募団体 ５団体 

 ・キックオフ部門 ２団体 

 ・チャレンジ部門 ２団体 

 ・ステップアップ部門 １団体 

○審査会 平成２４年３月１５日（金）１４：１５～ 

 応募団体５団体のうち５団体を選考 

 

【第２次募集】 

○募集期間 平成２５年５月１日（水）～５月３１日（金） 

○応募団体 ２団体 

 ・チャレンジ部門 ２団体 

○審査会 平成２５年６月１４日（金）１４：３０～ 

応募団体２団体のうち２団体を選考 

 

【第３次募集】 

○募集期間 平成２５年８月１日（木）～８月３０日（金） 

○応募団体 ４団体 

 ・キックオフ部門 ２団体 

 ・チャレンジ部門 ２団体 

○審査会 平成２５年９月１２日（木）１４：１５～ 

応募団体４団体のうち４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】 

 ○複数の市民活動団体等が協働で実施する事業を補助するコラボ

部門を新設することについて 

 ○従来のチャレンジ部門とステップアップ部門を統合し，新たな 

チャレンジ部門として整理することについて 

 ○コラボ部門と新チャレンジ部門においては，今まで補助の対象と

ならなかった自治会等の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とすることについて 
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平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■より活用しやすい制度となるよう補助金交付要綱の見直しを行い 

ました。 

【改正点】 

 ○複数の市民活動団体等が協働で実施する事業を補助するコラボ 

部門を新設しました。 

 ○従来のチャレンジ部門とステップアップ部門を統合し，新たな  

チャレンジ部門として整理しました。 

 ○コラボ部門と新チャレンジ部門においては，今まで補助の対象と 

ならなかった自治会等の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としました。 

■平成２６年度活用実績 

 ○平成２６年度予算額 1,２00,000 円 

 ○補助金交付団体１０団体 

 ・キックオフ部門２団体 

 ・チャレンジ部門６団体 

 ・コラボ部門２団体 

 ○補助金交付確定額 ７７９，０００円 

 ○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会 

 

【第１次募集】 

○募集期間 平成２６年４月１日（火）～４月３０日（水） 

○応募団体 ７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 ２団体 

○審査会 平成２６年５月１５日（木）１３：１５～ 

 応募団体７団体のうち７団体を選考 

 

【第２次募集】 

○募集期間 平成２６年７月１日（火）～７月３１日（木） 

○応募団体 ３団体 

 ・キックオフ部門 １団体 

・チャレンジ部門 ２団体 

○審査会 平成２６年８月１２日（火）１３：１５～ 

応募団体３団体のうち３団体を選考 

今後の取組みについて 

平成２７年度 

以降の取組 

■市民活動支援補助金制度を広報・ホームページ等で周知します。 

■市民活動支援補助金の財源として既存の「ふるさと応援寄付金」の

活用について検討します。 
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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）－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年度計画の進捗状況 

取組実績 ■平成２４年度は「環境」「福祉」「子育て・教育」「防犯・防災」な

どのテーマ（分野）に分け，６回の連続講座として開催しました。

受講者は，市民のみならず，協働のまちづくり庁内推進員をはじめ

とした職員も対象とし，広く参加者を募りました。 

・名称：「協働のまちづくり講座」 

～みんなの知恵と力を活かしたまちづくりを考えよう～ 

・時間と会場（６回とも共通）： 

18:30～ 富里中央公民館 ４階大会議室 
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・講師兼アドバイザー：千葉大学准教授 関谷 昇氏 

・ファシリテーター：まちづくりプロデューサー 中村 正明氏 

（第１回） 平成２４年９月２５日（火）  

 テーマ「自治体の現状と課題」  

内 容 講師による講話と参加者ディスカッション 

 参加者 １０９名 

（第２回） 平成２４年１０月２３日（火） 

 テーマ「地域福祉と市民協働～高齢者の見守りと介護予防～」 

 内 容 高齢者福祉課から取組みの説明，民生委員児童委員協議会

会長より地域での取り組みの発表，参加者ディスカッショ

ン 

 参加者 １０７名 

（第３回） 平成２４年１１月２７日（火） 

 テーマ「子育て・教育と市民協働～放課後の子育て支援及び地域に

おける青少年の健全育成～」 

 内 容 子育て支援課・学校教育課・生涯学習課より取組みの説明，

富里南学童クラブ運営委員会会長・指導員より地域での取

り組みの発表，参加者ディスカッション 

 参加者 １２８名 

（第４回） 平成２５年１月２２日（火） 

 テーマ「環境と市民協働～清潔で美しいまちづくりのためのポイ捨

てやごみの散乱防止～」 

 内 容 環境課より取組みの説明，街角花いっぱいボランティア代

表より地域での取り組みの発表，参加者ディスカッション 

 参加者 １０７名 

(第５回) 平成２５年２月２６日（火） 

テーマ「安心・安全と市民協働～地域で活動している防災関係団体

の現状と課題～」 

内 容 消防本部・市民活動推進課より取り組みの説明，消防団副

団長・日吉台小学校区防災連合会長・副会長より地域での

取り組みの発表，参加者でディスカッション 

参加者 １１２名 

（第６回） 平成２５年３月１９日（火） 

 テーマ「協働を推進するための地域におけるネットワーク」 

 内 容 第 1 部 講師兼アドバイザーとファシリテーターの対談 

形式の講義 

第２部 参加者交流会 

 参加者 ８６名 

■毎回，講座の内容を「とみちゃんの協働通信」にまとめ，自治会の

回覧等での報告を実施しました。 

■全６回のうち，４回以上の受講者に対し，修了証を交付しました。 

 修了証交付者数 ７６人（全回受講者数 ２７人） 
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平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■平成２５年度は「小学生」「働きざかりの年齢層」「団塊世代」の世

代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５・６年生 

参加者：１０人 

日 時：平成２５年８月２日（金），５日（月） 

場 所：福祉センター，九十九荘 

概 要：１日目に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，高齢者福祉施設での心配りなどを学び

ました。２日目に九十九荘でシーツ交換を体験し，２日間の

体験のまとめを作成しました。 

協 力：富里市社会福祉協議会，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 

 

【働きざかりの年齢層対象】 

名 称：生活にプラスα！～人生いろいろ 地域活動もいろいろ～ 

講 師：庄嶋 孝広氏（市民社会パートナーズ代表） 

参加者：２９人 

日 時：平成２６年１月１８日（土） 

場 所：富里中央公民館 

概 要：地域活動の実践者である講師から，地域コミュニティに関わる

ポイントや地域活動の楽しさについての講演を実施しました。 

共 催：千葉県，富里市社会福祉協議会，富里市 

 

【団塊世代対象】 

名 称：生活にプラスα！～身近な活動“聞いてみよう体験してみよう”～ 

講 師：NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 

参加者：受入れ団体７団体，市民活動希望者２２人 

日 時：①団体事前研修 平成２６年１月３１日（金） 

    ②マッチング講座 平成２６年２月１２日（水） 

    ③見学・体験 団体が指定する日時 

    ④体験のまとめ 平成２６年３月２７日（木） 

場 所：①②④については富里中央公民館 

    ③については団体が指定する場所 

概 要：メンバーを募集する団体と市民活動希望者を引き合わせ（マッ

チング），メンバーが不足しているという団体の悩みと市民活

動をしてみたいけどきっかけがないという人の悩みを同時に

解消する内容で実施し，体験のまとめを発表し，共有しました。 

共 催：千葉県，富里市社会福祉協議会，富里市 
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平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■平成２６年度は「小学生」「働きざかりの年齢層」「団塊世代」の

世代ごとに見合った方法で実施しました。 

 

【小学生対象】 

内容により２コースに分けて実施しました。 

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：２０人 

（Ａコース） 

日 時：平成２６年７月３０日（水），３１日（木） 

場 所：福祉センター  

概 要：１日目に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。２日目にゴミの

減量など環境活動について学び，２日間の体験のまとめを

作成しました。 

（Ｂコース） 

日 時：平成２６年７月３０日（水），８月１日（金） 

場 所：福祉センター，九十九荘 

概 要：１日目に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，訪問する高齢者福祉施設について

学びました。２日目に九十九荘でシーツ交換と手話ダンス

の披露を体験し，２日間の体験のまとめを作成しました。 

協 力：富里市社会福祉協議会，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，タンポポ２，  

    ＥＭの会，社会福祉法人清郷会 

 

【働きざかりの年齢層対象】 

名 称：退職後 第２の人生を楽しむために５０代からできること 

講 師：永沢 映 氏（ＮＰＯ法人コミュニティビジネスサポート

センター代表理事） 

参加者：２０人 

日 時：平成２６年１１月３０日（日） 

場 所：中部ふれあいセンター 

概 要：退職後の地域活動への参加など「生きがいづくり」のヒントを

複数の事例を交え学びました。 

 

【団塊世代対象】 

名 称：よりよい地域づくりのためのチャレンジ 生活にプラスα！

～身近な活動“聞いてみよう体験してみよう”～ 

講 師：NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 

参加者：受入れ団体８団体，市民３９人 
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日 時：①団体事前研修 平成２６年１２月１６日（火） 

    ②マッチング講座 平成２７年１月８日（木） 

    ③見学・体験 団体が指定する日時 

    ④体験のまとめ 平成２７年２月２６日（木） 

場 所：①②④については富里中央公民館 

    ③については団体が指定する場所 

概 要：教育委員会で主催する創年セミナーと合同開催しました。

メンバーを募集する団体と市民を引き合わせ（マッチング），

メンバーが不足しているという団体の悩みと市民活動をして

みたい，あるいは，市内の市民活動はどのようなものがある

のか知りたいがきっかけがないという人の悩みを同時に解消

する内容で実施し，参加者同士が体験のまとめを発表し，共

有しました。 

今後の取組みについて 

平成２７年度 

以降の取組 

■平成２７年も引き続き，ボランティア団体等の市民活動団体や学校

等とのタイアップにより，小学生，働きざかりの年齢層，団塊世代

を対象として，世代別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 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 関係課  

完了の目安 継続 

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年度計画の進捗状況 

取組実績 ■昨年度実施した実態調査で回答いただいた情報をデータベース化

し，市のホームページに掲載しました。 

【団体数】31 団体（H24.5.18 掲載時） 
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     35 団体（H25.3.31 現在） 

■市民活動団体を把握するため，市民活動団体実態調査を随時実施し

ました。 

■周知方法  

・市ホームページ 

・市広報紙 

・協働のまちづくり講座参加者へチラシ配布 

・情報コーナーでのチラシ配布 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市民活動団体実態調査票の提出があった都度に，ホームページに掲

載しているデータベースを更新しました。 

【団体数】31 団体（H26.3.31 現在） 

■市民活動団体を把握するため，市民活動団体実態調査を随時実施し

ました。また，実態を正確に把握するため，以前提出していただい

た調査票の内容照会を実施しました。さらに，市民活動支援補助金

を活用している団体へ実態調査にご協力いただくよう促しました。 

■周知方法  

・市ホームページ 

・市広報紙 

・協働のまちづくり講座参加者へチラシ配布 

・情報コーナーでのチラシ配布 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市民活動団体実態調査票の提出があった都度に，ホームページに掲

載しているデータベースを更新しました。 

【団体数】3５団体（H2７.3.31 現在） 

■市民活動団体を把握するため，市民活動団体実態調査を随時実施し

ました。 

■周知方法  

・市ホームページ 

・市広報紙 

・情報コーナーでのチラシ配布 

■収集した団体情報を「富里市内で活動している市民活動団体の情報

を必要としている方へ」と題し，市ホームページで市民に対し公開

しました。 

今後の取組みについて 

平成２７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します。 

■把握している情報について変更等の有無を確認するため，調査票の

現況調査を実施します。 

■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

市民に提供していきます。 
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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 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 関係課  

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年度計画の進捗状況 

取組実績 ■条例のパンフレットを，とみさとふれあい講座や地域フォーラム，

成人式等で配布しました。 

■協働のまちづくりをわかりやすく周知するため，「協働のまちづく

り講座」での内容をまとめた「とみちゃんの協働通信」を作成して

自治会回覧及び市ホームページに掲載，情報コーナー等で配布しま

した。 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■条例のパンフレットを，とみさとふれあい講座や地域フォーラム，

成人式等で配布しました。 

■協働のまちづくりをわかりやすく周知するため，「協働のまちづく

り講座」での内容をまとめた「報告書」を作成して自治会回覧及び

市ホームページに掲載，情報コーナー等で配布しました。 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市と市民活動団体等で行っている協働事業について紹介する冊子

を作成し，自治会回覧及び市ホームページに掲載しました。 
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■条例のパンフレットを，とみさとふれあい講座や地域フォーラム，

成人式等で配布しました。 

■「協働のまちづくり講座」や「とみさと協働塾」での内容をまとめ

た「報告書」を作成して市政協力員回覧及び市ホームページに掲載，

情報コーナー等で配布しました。 

今後の取組みについて 

平成２７年度 

以降の取組 

■条例のパンフレットを，協働のまちづくり講座やとみさとふれあい

講座などで活用するとともに，新成人に配布するなど協働のまちづ

くりの周知・PR に努めます。 

■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

チラシ等の作成を随時行います。 
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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 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 関係課 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年度計画の進捗状況 

取組実績 ■広報での市民活動の紹介や，協働に関する市からのお知らせなど

を，継続して実施しました。 

■協働モデル事業のひとつとして，市と市民活動団体等で行っている

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広報の協

働コーナー（みんなでつくるまちづくり「これも協働の取り組みで

す」）を活用して市民に広く周知・ＰＲを行いました。 

■市のホームページにも随時，情報を加えていきます。 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■広報での市民活動の紹介や，協働に関する市からのお知らせなど

を，継続して実施しました。 

■協働モデル事業のひとつとして，市と市民活動団体等で行っている

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広報の協

働コーナー（みんなでつくるまちづくり「これも協働の取り組みで

す」）を活用して市民に広く周知・ＰＲを行いました。 



19 

 

■市のホームページにも随時，情報を加えていきます。 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■広報での市民活動の紹介や，協働に関する市からのお知らせなど

を，継続して実施しました。 

■市と市民活動団体等で行っている事業で，協働のまちづくりのイメ

ージを醸成できる主な事業を冊子にまとめ，配布及び市ホームペー

ジに掲載しました。 

今後の取組みについて 

平成２７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－（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 

実施主体 市・市民活動団体 

担当課 市民活動推進課 関係課  

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） 
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 ・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，根木名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 

「地域が抱える課題を踏まえて市民として何できるか」 

■開催地域 

・根木名小学校区 平成２５年２月１１日（月・祝） 

協力団体 根木名学区連合会 

参加者数 参加者４１人 ・主催１５人 計５６人 

会 場 中部ふれあいセンター 

■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推進のついて 

（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２５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，南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 

「地域が抱える課題を踏まえて市民として何できるか」 

■開催地域 

・南小学校区 平成２５年７月１４日（日） 

協力団体 南小学校区 

参加者数 参加者２８人  主催１４人 計４２人 
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会  場 両国共同利用施設 

■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２６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，富里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 

「地域防災を考える～市民として地域としてできること～」 

■開催地域 

・富里小学校区 平成２７年１月１７日（土） 

協力団体 富里小学校区 

参加者数 参加者３８人  主催１３人 計５１人 

会  場 富里中央公民館 

■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 

今後の取組みについて 

平成２７年度 

以降の取組 

■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，開催を希望する小学校区等を募ります。 
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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 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 関係課  

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年度計画の進捗状況 

取組実績 ■より市民等へ分かりやすい場所に設置するために，本庁舎２階から

１階の情報コーナー近くへ移動しました。 

■市のホームページやチラシ等での周知を随時行いました。 

■行政からの協働に関する情報も掲示して有効に活用しました。 

・利用届出団体等 １１ 団体 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■北部コミュニティセンターにも情報コーナーを設置しました。 

■市のホームページやチラシ等での周知を随時行いました。 

■行政からの協働に関する情報も掲示して有効に活用しました。 
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・利用届出団体等 １１ 団体 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市役所及び北部コミュニティセンターの情報コーナーで情報提供

を行いました。 

■市のホームページ等での周知を随時行いました。 

■行政からの協働に関する情報も掲示して有効に活用しました。 

・利用届出団体等 １１ 団体 

今後の取組みについて 

平成２７年度 

以降の取組 

■引き続き，市のホームページ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

ーナーを集約するよう準備を行います。 
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富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況調査票 

 

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年度計画の進捗状況 

取組実績 ■６件の各種計画策定でパブリックコメントを実施し，７４件の意見

が寄せられました。 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■４件の各種計画策定でパブリックコメントを実施し，１２件の意見

が寄せられました。 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■１０件の各種計画策定でパブリックコメントを実施し，９件の意見

が寄せられました。 

今後の取組みについて 

平成２７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。 
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富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況調査票 

 

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，委員を公募していない審議会 

等がある。 

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 担当課 企画課 

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 年次計画 Ｈ23 年次計画 Ｈ23 

実施  実施  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年度計画の進捗状況 

取組実績 ■ １１機関で合計３７名を公募委員として登用しました。 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■ １０機関で合計２６名を公募委員として登用しました。 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■ １０機関で合計２９名を公募委員として登用しました。 

今後の取組みについて 

平成２７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調査票 
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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２５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２６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。 

今後の取組みについて 

平成２７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 
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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 関係課 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年度計画の進捗状況 

取組実績 ■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

組織を設置し，検討を行いました。 
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■市民活動サポートセンター検討委員会の設置 

 平成２４年８月８日 

■会議 

（第１回）平成２４年８月８日 

・委嘱状交付 

・検討委員会設置及び運営に関する要綱 

 について 

・委員長及び副委員長の互選 

・検討のスケジュールについて 

・講義「市民活動サポートセンターの役割や機能について」 

（第２回）平成２４年９月４日  

・先進地視察 

・四街道市みんなで地域づくりセンター 

・佐倉市市民公益活動サポートセンター 

（第３回）平成２４年９月２７日  

・サポートセンターの設置の目的と役割について 

・富里市ボランティアセンター（富里市社会福祉協議会）との連携に

ついて 

（第４回）平成２４年１０月１６日  

・講義「ＮＰＯの支援は，なぜ，どのように行われるべきか？ＮＰＯ

支援の意義と機能を再確認する」 

・サポートセンターの機能について 

（第５回）平成２４年１１月２０日  

・サポートセンターの機能について（ワークショップ） 

（第６回）平成２５年１月１８日  

・サポートセンターの機能について（ワークショップ） 

・サポートセンターの施設及び設備について 

・サポートセンターの運営について 

（第７回）平成２５年２月２０日  

・サポートセンターの機能等に関する提言（案） 

（第８回）平成２５年３月１３日  

・サポートセンターの機能等に関する提言を市長へ提出 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■昨年度提出された提言書の内容を新保健センターの建設準備室と

共有し，基本設計を検討しました。 

■市民活動サポートセンター研修会を開催しました。 

 千葉県 NPO 支線組織ネットワーク会議研修会の一環として，千葉

県との共催により研修会を開催しました。当日は，一般市民，協働

のまちづくり推進本部員・庁内協働推進員をはじめとする市職員，

千葉県 NPO 支援組織ネットワークメンバーが参加し，市民活動サ

ポートセンターの役割や機能について共有しました。 

【研修会概要】 
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名 称：地域を支える市民活動サポートセンターとは？ 

日 時：平成２６年１月１５日（水） 

場 所：富里中央公民館４階 大会議室 

参加者：１１１人 

内 容： 

 第１部（市の状況・事例発表・講座） 

 １）サポートセンター開設に向けた市の状況 

   発表者：富里市市民活動推進課 

 ２）先進地事例発表（四街道市みんなで地域づくりセンター） 

   発表者：四街道市経営企画部政策推進課 

 ３）講座 

   テーマ「富里市の未来に備えるために市民活動サポートセンタ 

      ーに求められる役割」 

   講 師：川北 秀人氏（IIHOE 代表） 

 第２部（意見交換会） 

  テーマ「サポートセンターにこれだけは必要！優先順位をつけよう」 

平成２６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運営面についての方向性を検討しま

した。 

（検討結果） 

・運営形態： 

公設公営，ただし，コーディネーター（スタッフ）の育成部分は，

実績のある中間支援組織に委託。今後，運営ノウハウを持つ人が出

て団体を組織できる時期になった際は，指定管理に移行していくこ

とを目指します。 

・提供業務： 

市民活動サポートセンターの業務を遂行するにあたり，市内の地域

資源及び地域の特性を活かした企画，提案，実行ができるような専

門知識を有するコーディネーターを設置し，相談業務，情報収集や

情報発信，地域づくりの主体者のネットワーキングと地域課題解決

のためのコーディネート等を行います。 

・開館日についての考え方： 

 オープンしてから定着するまでは，利用状況に応じて順次時間を増

やしていく方向性で検討をしました。 

・休館日 

平日１日と週末１日を休館日とし，スタッフ研修や打合せ用として

時間を確保します。年末年始（12/28～1/4）盆（8/13～15），

祝日も休館日とします。 

・夜間開館について： 

週１日。予約制とし，予約があるときだけ開館します。 

 

・スタッフ体制について： 
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 地域に自ら出て情報収集することが大事なので「出る人・センター

内に残る人」が必要となり，夜間を除き２人体制とします。スタッ

フは，開設前から雇用し，研修を行います。 

■開設当初から整備する設備，備品について検討しました。 

（検討結果） 

・相談スペース，交流サロン，パソコンコーナー，印刷作業スペース，

キッズコーナー等を整備します。また，団体で保有し難い大型プリ

ンターや紙折り機，複写機，印刷機等を揃えられるようにします。 

今後の取組みについて 

平成２７年度 

以降の取組 

■前年度までの検討結果を踏まえ，開設に向けて準備を進めます。 

（平成２８年２月開設予定） 
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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－（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 関係課  

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。 

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
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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当する

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 対象経費の１０/１０ 

平成２４年度計画の進捗状況 

取組実績 ■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，モデル地域を設定しました。 

・モデル地域：富里第一小学校区 

・事業名：（仮称）富里第一小学校区地域づくり協議会設立準備事業 

・補助金交付確定額：２６９，４１０円 

・事業内容：持続可能なコミュニティを構築していくため，様々な分

野で活動している団体同士の実質的なネットワーク機能を有し，地

域課題を自発的に解決できる組織となるよう，現在の富里第一小学

校区協議会を再構築する。 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■富里第一小学校区まちづくり協議会設立 

■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：日吉台小学校区 

・事業名：日吉台小学校区環境美化事業 

・補助金確定額：３００，０００円 

・事業内容： 

 １）学区単位での取り組みを，地域住民に理解してもらい，関心を

持ってもらうため，地域の課題の一つである環境美化に対する取り

組みを地域内の市民活動団体と連携して試行的に実施する。 

 ２）日吉台地区だけでなく，学区単位での連携ができるよう，日吉

倉地区の区・自治会を含めた話し合いの場を設け，現在の日吉台自

治会連合協議会の見直しを検討し，（仮称）日吉台小学校区自治会

連絡協議会として再構築する。 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■日吉台小学校区自治会連絡協議会設立 

■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：富里南小学校区 

・事業名：（仮称）富里南小学校区連絡協議会設置事業 

・補助確定額：３００，０００円 

・事業内容：南小学校区区長会が中心となって地域内の各種団体に働

きかけ，団体同士が横の繋りを持てる場をつくり，防災をはじめ

様々な地域の課題に対し地域全体で応きるようなネットワークを
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つくるための話し合い等を実施しました。地域連携の必要性につい

て話し合いを重ね，学区内のネットワークの仕組みができました。  

■富里南小学校区連絡協議会の設立 

今後の取組みについて 

平成２７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。 
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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（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 関係課  

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年度計画の進捗状況 

取組実績 ■「とみさと協働塾」と称し，参加者（定員 20 名）を募集して開催

しました。 

・日 時：平成２５年３月２２日（金）18:30～20:30 

・テーマ：「持続可能な市民活動のモデル 

～コミュニティビジネスの可能性を探る～」 

・塾 長：まちづくりプロデューサー 中村 正明氏 

・場 所：中部ふれあいセンター 

・参加者：２０名 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■平成２４年度に開催した「とみさと協働塾」の続編として，前回と

同じメンバーへ参加を募り「第１回とみさと協働塾『放課後編』」

を開催しました。 

・日 時：平成２５年６月２４日（月）18：30～20：30 

・テーマ：「持続可能な市民活動のモデル 

     ～コミュニティビジネスの可能性を探る～」 
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・塾 長：まちづくりプロデューサー 中村 正明氏 

・場 所：中部ふれあいセンター 

・参加者：１０名 

■平成２５年度第１回とみさと協働塾（定員２０名） 

・日 時：平成２５年７月３０日（火）18：30～20：30 

・テーマ：「コミュニティカフェ・サロンを中心とした地域づくりの 

     可能性」 

・塾 長：まちづくりプロデューサー 中村 正明氏 

・場 所：北部コミュニティセンター 

・参加者：１９名 

■平成２５年度第２回とみさと協働塾（定員２０名） 

・日 時：平成２６年１月２１日（火）18：30～20：30 

・テーマ：「地元の資源を活用した地域活性化の可能性 

     ～富里の味の伝承～」 

・塾 長：まちづくりプロデューサー 中村 正明氏 

・場 所：中部ふれあいセンター 

・参加者：１６名 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■毎回テーマを変えて３回実施しました。 

■平成２６年度第１回とみさと協働塾（定員２０名） 

・日 時：平成２６年９月２日（火）18：30～20：30 

・テーマ：「身近な困りごとを地域で解決～住民相互の助け合い～」 

・塾 長：まちづくりプロデューサー 中村 正明氏 

・場 所：北部コミュニティセンター 

・参加者：１８名 

■平成２６年度第２回とみさと協働塾（前回までの受講生対象） 

・日 時：平成２６年１０月２３日（木）18：30～20：30 

・テーマ：「たまり場をつくろう～ふらっと寄って話せる場～」 

・塾 長：まちづくりプロデューサー 中村 正明氏 

・場 所：北部ふれあいセンター 

・参加者：２２名 

■平成２６年度第３回とみさと協働塾（定員２０名） 

・日 時：平成２７年２月５日（木）18：30～20：30 

・テーマ：「特産品で地域づくり～「ぴーなっつプリンから学ぶ地域

資源の有効活用～」 

・塾 長：まちづくりプロデューサー 中村 正明氏 

・場 所：中部ふれあいセンター 

・参加者：１５名 

今後の取組みについて 

平成２７年度 

以降の取組 

■塾を通じて市内の資源を知り・気づき，参加者同士を繋げていける

ような場づくりをしていきます。 
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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）－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 関係課 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年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市の協働のまちづくり情報を掲載するホームページで，人材情報が

得られるよう，生涯学習人材バンク（生涯学習アシスト事業）及び

ボランティアセンター登録団体の情報を集約し取得しやすいよう

にするため，関係課等と調整を行いました。 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市の協働のまちづくり情報を掲載するホームページで，人材情報が

得られるよう，ボランティアセンター登録団体の情報を集約しまし

た。 

■市民活動実態調査を再度行い，市民活動団体の情報を更新しまし

た。 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市の協働のまちづくり情報を掲載するホームページで，人材情報が

得られるよう，市民活動実態調査で把握できた市民活動団体とボラ

ンティアセンター登録団体の情報を掲載しました。 
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■市民活動実態調査をもとに，市民活動団体の情報を随時更新しまし

た。 

今後の取組みについて 

平成２７年度 

以降の取組 

■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。 

■市民活動サポートセンターでは，データベースを運用し情報を必要 

とする市民との橋渡しを行う体制を整備します。 

■データベースの充実を図るため，市民活動実態調査への協力を促す

仕組みを検討します。 
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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 総務部・市民経済環境部 

課等名 秘書広報課・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 秘書広報課 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や新規項目の調査を実施し，

平成２４年度の５１メニューに対し，平成２５年度は５２メニュー

に拡充しました。 

平成２５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。 

平成２６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。 

今後の取組みについて 

平成２７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－（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 関係課  

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年度計画の進捗状況 

取組実績 ■広報とみさと及びホームページで，運営に協力いただける団体等に

ついて募集し，６団体が企画・運営に参加しました。 

また，参加希望の団体についても広く周知して募集し，２７団体が

参加しました。 

・日 時：平成２５年３月９日（土）10:00～13:00 

・場 所：富里中央公民館 

・参加団体（発表部門：８団体，展示部門：１９団体，体験部門：６団体） 

・来場者：約３８０名 
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平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■広報とみさと及びホームページで，運営に協力いただける団体等に

ついて募集し，８団体が企画・運営に参加しました。 

また，参加希望の団体についても広く周知して募集し，３４団体が

参加しました。 

今年度より，こども記者を募集し，２名の児童が参加し，富里高校

からは，当日ボランティアとして７名の生徒が参加しました。 

・日 時：平成２６年２月２２日（土）10：00～14：00 

・場 所：富里中央公民館 

・参加団体（発表部門：9 団体，展示部門：25 団体，体験部門：10

団体） 

・来場者：約１，０００名 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■広報とみさと及びホームページで，運営に協力いただける団体等に

ついて募集し，１２団体が企画・運営に参加しました。 

また，参加希望の団体についても広く周知して募集し，４０団体が

参加しました。 

今年度も，こども記者を募集し，６名の児童が参加し，富里高校か

らは，当日ボランティアとして８名の生徒が参加しました。 

・日 時：平成２７年２月１４日（土）10：00～14：00 

・場 所：富里中央公民館 

・参加団体（発表部門：１０団体，展示部門：３２団体，体験部門：

1１団体） 

・来場者：約１，０００名 

今後の取組みについて 

平成２７年度 

以降の取組 

■広報とみさと等で，運営に協力いただける団体等について募集しま

す。あわせて，参加希望の団体について広く周知して募集します。 

 また，協働について市民に知ってもらえる機会でもあるため，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調査票 

 

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」の認知度が低

いため，制度や開催状況について，広く周知を図る必要がある。 

目的 市政への参画機会を増やす。 

推進内容 

市民の方々の建設的な意見，提案等を市政に反映させるため，既存の

「市長への手紙」，「まちづくりふれあいミーティング」に対する認知

度を高め，幅広く市民の方々の声を取り入れる仕組みを検討する。 

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 関係課  

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

段階で，完了とする。 

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） 

 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た。 

平成２４年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市政へのご意見受付件数・・・６0 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た。 

■「まちづくりふれあいミーティング」の開催 

 第１回：平成２４年７月８日（日）開催 １２名参加 

 第２回：平成２５年２月３日（日）開催 １２名参加 

 昨年までの「市長と市長室で語り合いませんか？」から，タウンミ

ーティングへと形態を変え，市民の方々が日頃感じていることを市長

と語り合える場を設けている。いただいたご意見については，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

課に報告し，対応等を依頼している。また，建設的な意見は全課に通
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知し，市ホームページに掲載した。 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市政へのご意見受付件数・・・４６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２５年７月７日（日）開催 １８名参加 

 第２回：平成２６年２月２日（日）開催 ２６名参加 

 昨年同様，市長と語り合える場を設け，いただいたご意見について

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。また，建設的な意見

は全課に通知し，市ホームページに掲載しました。 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組状況 ■市政へのご意見受付件数・・・３９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た。 

■「まちづくりふれあいミーティング」の開催 

 第１回：平成２６年７月１２日（土）開催 ９名参加 

 第２回：平成２７年２月１日（日）開催 １６名参加 

 昨年同様，市長と語り合える場を設け，いただいたご意見について

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る。また，建設的な意見は

全課に通知し，市ホームページに掲載した。 

今後の取組みについて 

平成２７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，市ホームページにて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回の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 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 関係課 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年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市と市民活動団体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広報の協働コーナー（みんなでつくるまち

づくり「これも協働の取り組みです」）を活用して市民に広く周知・

ＰＲを行いました。 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■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

きる事業について，広報等を活用して市民に広く周知・PR を行い

ました。 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市と市民活動団体等で行っている協働事業の中から協働のまちづ

くりのイメージを醸成できる主な事業について紹介する冊子を作

成し，自治会回覧及び市ホームページに掲載しました。 

今後の取組みについて 

平成２７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，

これらの取組みを市民等へ周知するよう努めます。 

■引き続き，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
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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随時

検討を行います。 



46 

 

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況調査票 

 

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 関係課  

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年度計画の進捗状況 

取組実績 ■ 職員を対象に協働のまちづくりの研修を実施しました。 

開 催 平成２４年７月６日（金）  

①協働のまちづくり推進本部構成員 

９:30～  別館大会議室 

②庁内協働推進員及び希望する職員 

13:15～ 富里中央公民館 ４階大会議室 

講 演 「協働のまちづくりについて」 
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講 師 早稲田大学マニフェスト研究所 次席研究員 中村健氏 

参加者 ６５人 

（① ３１人・②３４人） 

■ 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。 

 第１回～第６回 ～みんなの知恵と力を活かした 

まちづくりを考えよう～ 

開 催 平成２５年９月２５日（火）平成２５年１０月２３日（火） 

   平成２５年１１月２７日（火）平成２６年１月２２日（火） 

   平成２６年２月２６日（火） 平成２６年３月１９日（火） 

 １８:30～ 富里中央公民館 ４階大会議室 

講 演 ①自治体の現状と課題，②地域福祉と市民協働 

    ③子育て・教育と市民協働，④環境と市民協働 

    ⑤安心・安全と市民協働， 

    ⑥協働推進するための地域におけるネットワーク 

講 師 千葉大学法経学部 准教授 関谷 昇氏 

司 会 まちづくりプロデューサー 中村 正明氏 

参加者 全６回 ６４９人 

 内 訳  市内 ４１８人 ・ 市外 ２６人 ・ 職員 ２０５人 

平成２５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。 

■職員を対象に協働のまちづくりの研修を実施しました。 

開 催 平成２５年１１月６日（水） 

    １４：００～ 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 「事例から学ぶ協働とその効果」 

講 師 市民社会パートナーズ 代表 庄嶋 孝広 氏 

参加者 ２５人 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組状況 ■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。 

今後の取組みについて 

平成２７年度 

以降の取組 

■実践意識を浸透させていくために，他の自治体の事例を通して学ぶ

研修の開催を検討します。 
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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－（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 関係課 
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年度計画の進捗状況 

取組実績 ■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を行いました。 

平成２５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の運用を開始しました。 

 （H25.4.1 施行） 

・保険活用件数：３件 

平成２６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の要綱を改正し，実情に合った内容に

しました。 

■富里市市民活動総合補償制度について市広報やホームページへ掲

載，また，リーフレットを作成し，自治会回覧を行い周知を図りま

した。 

・保険活用件数：２件 

今後の取組みについて 

平成２７年度 

以降の取組 

■制度の周知を図るため，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 ３－（２）－①活動事例集の作成 

現状・課題 協働の事例などを紹介するメディアがありません。 

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 

市内外の協働の事例を調査し，市民・市民活動団体・市など主体別に

まとめたものを，ホームページや印刷物などにわかりやすく公開しま

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  

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 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

 検討 実施 → → 

平成２４年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市と市民活動団体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広報の協働コーナー（みんなでつくるまち

づくり「これも協働の取り組みです」）を活用して市民に広く周知・

ＰＲを行いました。 

■市民活動実態調査で情報提供あった団体，市民活動フェスタ参加団

体，市民活動支援補助金活用団体の取組み事例を収集し，事例集を

作成する検討をしました。 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■引き続き，市と市民活動団体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広報の協働コーナー（みんなで

つくるまちづくり「これも協働の取り組みです」）を活用して市民

に広く周知・ＰＲを行いました。 

■市民活動フェスタのプログラムとして参加団体の紹介をまとめ， 

配布しました。 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市民活動フェスタのプログラムとして参加団体の紹介をまとめ， 

配布しました。 

■市と市民活動団体等で行っている事業で，協働のまちづくりのイメ

ージを醸成できる主な事業を活動事例集として冊子にまとめ，配布

及び市ホームページへ掲載し周知しました。 
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今後の取組みについて 

平成２７年度 

以降の取組 

■引き続き，市と市民活動団体等で行っている事業を広報やホームペ

ージを活用し，市民に周知・PR を行います。 

■市内で活動する市民活動団体等の取組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 ３－（３）－②協働専用ホームページの開設 

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よう環境が

整っていません。 

目的 情報を共有するための媒体の一つとして開設します。 

推進内容 

市民が協働についてのあらゆる情報を発信・取得できるようホームペ

ージを整備すると同時に、双方向で情報を共有できるように工夫しま

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 関係課 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 

 検討 実施 → → 

平成２４年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市のホームページで「協働のまちづくり」に関する情報を取得しや

すいよう，トップページに専用ボタンを設けました。 

■協働のまちづくりに関する情報を，市ホームページの「協働のまち

づくり」のコーナーへ掲載し，発信しました。 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■引き続き，協働のまちづくりに関する情報を，市ホームページの「協

働のまちづくり」のコーナーへ掲載し，発信しました。 

■市民活動団体が必要とする助成情報について新たにページを設け

ました。 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■市ホームページで，市民や市民活動団体等が必要とする情報を発信

できるよう情報量を充実させ随時更新しました。 

今後の取組みについて 

平成２７年度 

以降の取組 

■市ホームページで，市民や市民活動団体等が必要とする情報を発信

します。また，情報収集しやすいようなホームページづくりに努め

ます。 

■市民活動サポートセンターの開設に合わせ，即時性・双方向性を持

つ情報発信の方法を工夫します。 
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富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況調査票 

 

部等名 総務部・市民経済環境部 

課等名 秘書広報課・市民活動推進課 

事業名 ２－（１）－⑤市民活動表彰の創設 

現状・課題 
市民活動における功労者や，活動そのものに対する評価自体が存在し

ません。 

目的 市民活動を活性化させます。 

推進内容 
利害関係のない第三者機関などによる市民活動の評価を行い，貢献度

の高い人や団体を表彰します。 

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 関係課  

完了の目安 継続 

年次計画 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

 研究 検討 実施 → 

平成２５年度計画の進捗状況 

取組実績 ■他市町村の表彰実績を調査，検討しました。 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 ■担当課で協議，検討しました。 

■平成２５年度に行った調査の結果及び富里市の過去の表彰実績を

踏まえ，表彰制度の内容を検討しました。市民主体の制度をコンセ

プトとし設計に取組みました。 

（検討結果） 

・継続して行われている市民活動の取組みに感謝を伝える制度 

・市民が感謝したい市民活動を推薦する制度 

・市民が被候補者を推薦し，審査を協働のまちづくり推進委員会で行

う 

・市民に身近な制度とするため市民活動フェスタの中で表彰式を行う 

今後の取組みについて 

平成２７年度 

以降の取組 

■表彰制度を創設し，表彰を実施します。 
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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－（２）－②ボランティア貯金の研究 

現状・課題 ボランティア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，将来自分が受ける立場となっ

たときなどに役立てることのできる仕組みについて研究します。 

対象者 市民 

実施主体 
市（市民活動団体と協働で）  

（市民活動サポートセンターへの承継を検討） 

担当課 市民活動推進課 

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 
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

   研究 → 

平成２６年度計画の進捗状況 

取組実績 

 

■市民活動を行う「きっかけ」や「励み」となって一人でも多くの 

人が，生き生きと市民活動に参加し，市民活動が広がり，活性化 

することを目指した制度を検討するため，先進地の情報収集を行い

ました。 

平成２７年度 

以降の取組 

■関係各課等と連携して制度内容を検討していきます。 

 

 


