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６．文化・地域づくり分野 

6-1 

文化の違いを尊重し、多文化が共生するまちづくり 
 

１．多文化共生施策の充実と推進体制の整備 

現状と課題 

1990（平成２）年の入国管理法の改正以降、外国人住民の増加、定住化が進むなか、日

本語能力の不足、生活習慣の違いや理解不足等により、さまざまな課題が顕在化しています。 

外国人住民が地域社会に適応し、地域社会の構成員として、互いの違いを認め合う、多文

化共生のまちづくりをめざす必要があります。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 多文化共生社会を推進するため、その理念や施策の方向性を明確にするとともに、日本

人住民と外国人住民が一緒に地域社会をつくることができる環境づくりを進めます。 

 

施策の方向 

さまざまな分野を越えて多文化共生施策を充実させるとともに、外国人住民が地域の一

員として参画できる体制づくりと共生社会を推進していく拠点づくりを進めます。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

出前講座開催数（回） 
多文化共生意識を啓発するた

め、出前講座を開催する。 
0 3 

 

主な事業（市民生活課、企画課） 

事業名 事業内容 

多文化共生推進事業 生活相談をはじめ、新規転入者に対して生活オリエンテー

ションを実施します。また、外国人集住都市や関係団体と連

携して、多文化共生社会を推進します。 

多文化共生推進計画策定事

業 

多文化共生施策を総合的、体系的に取り組むための指針づく

りを行います。 

多文化共生センター整備事

業 

共生社会を推進していくために、情報共有や市民交流の拠点

施設の整備を推進します。 
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活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

多言語情報紙の配布（部／月） 2,220 2,100 2,200 2,300 

生活オリエンテーションの実施

（回／年） 
100 200 200 200 
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6-2 

文化活動やスポーツ活動が活発なまちづくり 
 

１．豊かな感性を育む文化・芸術意識の高揚 

現状と課題 

市民が芸術文化に接する機会として、市民美術展覧会や市民文化祭などを開催しています

が、市民美術展覧会では若者の出展数が少なく、また、市民文化祭では、限られた参加者や

入場者であることから、文化の裾野の拡がり、芸術・文化意識の高揚が図られていない状況

です。 

◆市民文化祭の状況 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

市民文化祭入場者数及び出演者数

（人） 
4,831 5,531 3,382  

市民美術展覧会一般応募点数

（点） 
202 192 207 136 

資料：主催記録 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 文化芸術にふれる機会や発表する機会を通じて、参加者はもちろん、多くの市民が楽

しく交流でき、担い手の育成につながる文化振興事業となるよう、実施方法の改善に

取り組みます。 

 

施策の方向 

市民に気軽に文化・芸術にふれる機会や外部の芸術家などの参画による交流機会を、活

動団体などと連携し、提供するとともに、文化芸術活動の担い手の育成を進め、地域の文

化活動の裾野を拡げる取り組みを推進します。 

また、本市にゆかりのある芸術家を活用し、文化水準の向上等に向けた取り組みを図り

ます。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

市民美術展覧会応募

者数（人） 
一般応募数 136 160 

市民文化祭参加者数

（人） 
入場者数及び出演者数 3,382 3,800 
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主な事業（企画課） 

事業名 事業内容 

文化振興事業 市民美術展覧会や市民文化祭をはじめとした、各種文化関連

事業を開催し、参加者相互の文化意識を高め、それらにふれ

ることにより新たな活動者の発掘や育成を進めます。 
 
 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

運営委員会開催数（回） 2 2 2 2 

市民文化祭開催延日数（日） 14 14 14 14 

 

 

２．市民の身近で充実した文化施設 

現状と課題 

市民の文化芸術活動の拠点となる施設は、文化芸術作品などを収集、保存する機能や広く

活用できる展示空間が乏しい状況です。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 それぞれの文化施設の特性や機能を考え、市民が気軽に文化芸術作品にふれることがで

きる魅力ある施設づくりに取り組みます。 

 

施策の方向  

将来の文化芸術活動における潜在的活力を生み、地域振興につながる施設の改善に取り組

みます。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

文化施設の来館者数

（人） 

芸術文化普及振興事業の入場

者数 
17,112 18,000 

 

主な事業（企画課） 

事業名 事業内容 

文化施設の改善 

 

 

文化芸術活動の活性化や、質の高い文化芸術作品などにふれ

られるよう、収集・保有を含め、広く活用できる展示空間が

備わる施設への改善に取り組みます。 
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活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

魅力ある文化施設に向けた検討会

開催数（回） 
1 3 3 3 

 

 

３．芭蕉翁を核とした地域づくりの継承 

現状と課題 

これまで、「芭蕉祭」や「しぐれ忌」など、芭蕉翁の顕彰事業に取り組んでいますが、献

詠俳句の応募数が減少傾向にあり、芭蕉翁の功績や俳句に対する市民各層の思いが伝承され

ていないところがあります。 

芭蕉翁を顕彰する拠点である芭蕉翁記念館は、建設後 50 年が経過し、施設の老朽化に加

え、展示や収集機能での問題が表面化してきており、その役割を十分果たしていない状況で

す。 

◆芭蕉祭の状況 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

芭蕉祭献詠俳句応募数（句） 42,662 40,111 40,246 36,850 

資料：主催記録 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 芭蕉翁の生誕地である伊賀市民として、翁の顕彰を次世代に引き継ぐため、市民自らが

知り、学ぶ機会を通じて、積極的に参加する顕彰事業の展開と、芭蕉翁の生誕地での投

句がより魅力的に感じる情報発信の仕方やイメージアップを図ります。 

 芭蕉翁の顕彰と俳句文芸やまちなか周遊の拠点となり、人づくり、まちづくりにつなが

る新たな文化創造拠点施設として、新芭蕉翁記念館の建設に取り組みます。 

 

施策の方向  

松尾芭蕉翁の功績を称え顕彰していくと共に、次世代を担う子供達に俳句の楽しさを伝え

るよう取り組みます。また、関係団体や地域などとともに、芭蕉翁生誕 370 年の節目に実

施する事業をきっかけとして、芭蕉翁を核とした交流事業や新たな文化創造事業などの継続

を図ります。 

新芭蕉翁記念館は、芭蕉翁の功績や俳句、さらには俳文学全般を楽しくわかりやすく紹介

する施設とします。 
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成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

芭蕉祭献詠俳句応募

数（句） 

一般・児童・生徒の部献詠俳句

応募数 
34,355 40,000 

 

主な事業（企画課） 

事業名 事業内容 

芭蕉翁顕彰と俳句普及事業 多くの市民の参加のもと、伝統ある「芭蕉祭」「しぐれ忌」を

はじめとする諸行事など、松尾芭蕉の功績や俳句・連句に対

する理解を深め、伝承が図られるよう取り組みを進めます。 

俳句のくにづくり拠点施設

整備事業 

芭蕉翁の顕彰と俳句文芸の振興やまちなか周遊の拠点とし

て、俳諧資料等を収集・保存・展示し、調査研究・情報提供

を行う新しい芭蕉翁記念館の整備に取り組みます。 

あわせて、国内外への俳句の普及とともに芭蕉生誕地として

本市をＰＲします。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

芭蕉翁顕彰事業開催数（市主催）

（回） 
3 4 4 4 

 

 

４．歴史や文化を守り、未来へと引き継ぐ 

現状と課題 

伊賀は、いにしえより東西文化の接点となった地域であり、独特の歴史と文化を形成して

きましたが、社会情勢や生活様式の変化によりこうしたものが失われようとしています。 

こうした本市の歴史や文化財について、市民共通の財産として大切に保存し将来へ引き継

いでいくとともに、地域の魅力として再発見し、郷土を愛する心を醸成していかなければな

りません。 

また、市の将来を考えるには、市が各時代においてさまざまな課題にどのように取り組み、

どのように解決して来たか、といった来歴をより深く理解することが大切です。 

◆文化財件数 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

市内にある指定文化財と登録文化

財の合計件数（件） 
432 438 445 450 

資料：教育委員会生涯学習課文化財室 
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再生の視点（何を、どうする） 

 伊賀市史の編さんや伊賀市の文化財冊子を刊行するとともに、収集した資料を次世代に

引き継げるよう適切に保存・管理することに努めます。 

 文化財の適切な保存を図るため、調査による文化財指定・登録を推進するとともに、指

定文化財の保護と活用、民俗文化財の保存・伝承に努めます。 

 埋蔵文化財の保護のため、開発事業者との協議を進め、効果的な発掘調査を行い、的確

かつ正確な記録保存に努めます。 

 国史跡伊賀国庁跡の公有化を進めるとともに、上野城跡をはじめとする史跡を保存しつ

つ、その整備を進めます。 

 

施策の方向 

これまで受け継がれてきた本市の歴史について、市民の協力を得ながら『伊賀市史』と

してまとめ後世に伝えます。あわせて、貴重な文化財を次の世代に引き継ぐため、文化財

に対する理解を深め、保護する心を育て、文化財を通して郷土への誇りや愛情に結びつく

よう、文化財の調査、保存、伝承ならびに活用に努めます。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

『伊賀市史』各編の頒

布数（冊） 

『伊賀市史』の有償・無償頒布

数 
3,300 5,000 

文化財（史跡）の修復

や整備（％） 
修復･整備工事の進捗率 80 100 

新たな文化財の発見

（件） 
文化財の指定・登録件数（累計） 450 484 

史跡伊賀国庁跡の公

有化（％） 

購入予定面積のうち公有化し

た率 
61 100 

 

主な事業（総務課、文化財室） 

事業名 事業内容 

伊賀市史編さん事業 本市の歴史を古代から現代まで概観することができる『伊賀

市史』（全７巻）を刊行し、本市の歴史的魅力を発信します。 

史跡等文化財保存整備事業 史跡としての文化財の価値をより高めるために整備や修理を

行います。 

伊賀国庁跡公有化事業 伊賀国庁跡の史跡範囲を公有化し、歴史公園の整備計画を策

定して、史跡整備を行います。 

史跡等文化財環境整備事業 伊賀国庁跡や伊賀国分寺跡、御墓山古墳などの草刈り等環境

整備を行います。 

歴史まちづくり事業 歴史的風致維持向上計画の策定、認可に取り組み、計画に従

って、歴史的なまちなみ等の保存整備を図ります。 
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文化財調査・保存事業 埋蔵文化財は発掘調査による記録保存を図ります。一般文化

財は調査により記録化を図り、保存すべきものを指定・登録

します。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

『伊賀市史』発巻数（累計／巻） 4 5 6 7 

国史跡旧崇広堂保存整備指導委員

会開催回数（類型）事業進捗率（％） 

4 

75 

5 

88 

6 

100 

6 

100 

国史跡上野城跡保存整備指導委員

会開催回数（類型）事業進捗率（％） 

25 

86 

27 

90 

29 

100 

29 

100 

文化財保護審議会開催回数（回） 

指定・登録文化財の総件数（件） 

2 

450 

2 

461 

2 

470 

2 

484 

伊賀国庁公有化面積（㎡） 

進捗率（％） 

13,861 

61 

20,922 

86 

24,272 

100 

24,272 

100 

 

 

５．だれもが気軽に楽しめるスポーツの振興 

現状と課題 

少子高齢化に伴う高齢者スポーツの拡大や、市民の健康への関心が高まるなかで、市民の

スポーツ活動に対するニーズは多様化しています。 

さまざまな世代に即したスポーツ教室の開催や各種スポーツ大会の開催、また生涯スポー

ツの場、地域間交流の場としてのスポーツ施設の効率的な管理を進めることが必要です。 

◆体育施設利用者数 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

市体育施設利用者数（人） 322,260 319,954 321,608  

資料：教育委員会スポーツ振興課 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 多様なニーズに応えるため、マラソン大会をはじめとする各種イベント及びスポーツ教

室の充実、スポーツ推進委員による地域スポーツ活動の推進並びにスポーツフェスティ

バルの種目見直し等により、市民が参加しやすい体制を整えます。 

 自ら行なう「する」スポーツとともに、「観る」スポーツによる地域振興のため、魅力

ある全国規模のスポーツ大会の誘致に努めます。 

 既存体育施設の統廃合を進めるとともに、ニーズに合わせた施設整備と効率的な管理に

努めます。 
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施策の方向 

子どもからお年寄りまで、だれもが気軽にスポーツを楽しむことができ、健康づくりや

地域の一体感を育む事ができるスポーツ活動を推進するとともに、より利用しやすい施設

の整備と効率的な管理に努めます。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

参加者数（人） 

スポーツフェスティバル・マラ

ソン参加者のうち市民参加者

数 

3,661 5,000 

 

主な事業（スポーツ振興課） 

事業名 事業内容 

スポーツ活動の促進事業 シティマラソンやスポーツフェスティバルなどスポーツイベン

トや、各種スポーツ教室の開催を行います。また全国規模のス

ポーツ大会の誘致を進めます。 

スポーツ施設整備事業 市内の体育施設の統廃合を進めるとともに、2021（平成 33）

年三重国体に向けた施設整備を行います。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

スポーツフェスティバル・マラソ

ン大会開催数 3 3 3 3 
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6-3 

地域活動や地域産業などの担い手が育ち、活躍するま

ちづくり 
 

１．市民活動支援機能等の充実 

現状と課題 

人口の減少、経済状況の悪化、超高齢社会の到来などにより、今後はより一層地域活動の

担い手を確保することが難しくなります。 

地域の担い手の育成等を支援する機関として市民活動支援センターが設置されており、地

域活動の支援する様々な事業を実施しています。また、伊賀市社会福祉協議会においても、

ボランティア・市民活動センター（以下「ボランティアセンター」）を設置し、市民活動や

住民自治協議会活動に関する相談窓口が２つあり、どちらにどのようなことを相談すればよ

いかわかりにくくなっています。そこで、 

しかし、2013（平成 25）年４月に実施しました「市民活動支援センターに関する調査」

では、から当センターが抱える様々な課題が明らかになっており、現状の支援センターの運

営方法、人員体制、予算では支援センターが持つ本来の目的や役割を十分に発揮することが

できないため、実績・ノウハウ・ネットワーク・人間関係を活用して利用団体・関係機関と

の連携を図るなど、市民活動支援センターの機能強化り、施設の平等な利用の確保や施設の

効用を高めることが期待できる団体への、指定管理者制度の導入が必要課題となっていま

す。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 両センターの機能を協働・連携することにより、一体的で総合的な市民活動の支援を行

っていきます。 

 中間支援をミッションとする団体の育成を図ることにより、多様な主体が市民活動の支

援を行う社会を目指します。 

 

施策の方向と主な事業（市民活動推進課）  

地域福祉、子どもの健全育成、自主防災、地域防犯、環境美化、景観づくりなど、地域

のさまざまな課題を解決するため、市民活動支援センターとボランティア・市民活動セン

ターの機能を協働・連携し、市民活動支援に関する総合的な窓口として支援体制の構築を

図ります。 
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成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

支援センターへの登

録件数（件） 

支援センターを有効活用を高

めるため 
144 160 

 

主な事業（市民活動推進課） 

事業名 事業内容 

市民活動支援総合窓口事業 ボランティア・市民活動センター事業を実施することや、市

民活動支援センター等のと他の市民活動を支援する機関と協

働・連携事業を実施します。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

他のセンターと協働支援した件数

（件） 
0 10 20 30 

 

 

２．地域の人材育成の促進 

現状と課題 

担い手となる人口が減少するなかであっても、増え続ける地域課題や、地域課題の多様化

が進むなかで、地域活動の力や重要性はますます大きくなっています。 

農業分野については、高齢化などにより、林業分野については、木材価格の低迷などから、

担い手や後継者が不足しています。 

商工業分野においても、人材の確保・育成は地域産業を振興する上で重要な課題あり、後

継者や新たな担い手を発掘し人材育成を図る必要があります。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 まちづくりを推進する担い手となる人材の発掘や、育成を促進します。 

 農林業経営の安定化を図るとともに、担い手や後継者の育成を促進します。 

 商工業の成長に必要な人材の確保と定着を図るため、地域産業の魅力を発信するととも

に、産業技術の伝承や雇用に結びつく人材育成を促進し、地域産業を支える人づくりを

進めます。 
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施策の方向  

地域の人材育成については、人がいてこそ地域づくりが展開し、最終的には人づくりが

重要な課題であるという考えの下に「地域をつくる人」を育てるため、地域住民にさまざ

まな情報を提供する場や、地域リーダーの養成支援を行います。 

農林業の人材育成については、農林業の６次産業化により職種の拡大を促進するととも

に、技術習得に係る支援や担い手の確保などの推進方策を検討し、担い手の育成を促進し

ます。 

商工業については、関係機関と連携して、企業や事業所内での人材育成への取組みの促

進や、若年者や高校生などを対象とした職場体験の受け入れを推進するとともに、地域産

業を担う企業・事業所等の紹介や魅力を発信する取組みを促進します。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

インターンシップの

受入れ企業・事業所数

（事業所） 

市内の地域産業を支える地元

企業・事業所によるインターン

シップの受入れ 

200 300 

 

主な事業（市民活動推進課、農林振興課、商工労働課） 

事業名 事業内容 

人材育成支援 関係機関と連携し、地域にさまざまな情報提供や地域リーダ

の養成を行います。 

人材育成推進事業 関係機関と連携し、企業・事業所内での人材育成事業に関す

る情報提供とインターンシップ事業の推進を行います。 

事業所情報発信事業 事業所に事業所情報発信システム伊賀パートナーネットへの

加入を促進し、事業所データベースにより、企業等の魅力や

特徴を広く PR します。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

インターンシップの開催数（回） 2 2 2 2 
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6-4 

地域活動や市民活動が活発なまちづくり 
 

１．協働意識の醸成 

現状と課題 

協働のまちづくりには、「市民と行政の協働」と市民がお互いの理解の基に支え合い、協

力し合う「市民相互の協働」があります。また、支援についても行政が住民自治協議会や市

民活動団体などに行う支援だけでなく、企業や市民活動団体が他の市民活動団体などを支援

することも協働のまちづくりでは重要なことです。 

本市では、住民自治協議会と自治会の役割や位置づけを見直し、地域組織と行政の関係を

もとに、地域課題の解決に向けて「補完性の原則」に基づき、行政事務の一部を地域組織で

実践するなど、住民自治を先駆的に実施してきました。しかし、予想を上回る少子高齢化の

進行や市民の価値観の多様化などにより、コミュニティの力が弱くなりつつある地域や、住

民自治協議会においても担い手の確保などが難しくなりつつある地域も出始め、地域の祭り

などを地域や市民自らが行うことが難しくなってきている状況です。 

一方、環境や福祉、子育てなどを担う非営利の市民活動団体も増えてきました。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 公共は行政が担うという行政意識からの脱却の契機ととらえ、企業や市民活動団体等と

の協働により、柔軟性・専門性・先駆性などにふれることで職員の意識改革を促し、業

務の見直しや透明性の向上など行政改革を進めます。 

 市民に対し、自治活動や市民活動への理解を一層進め、自らが地域を構成する主役とい

う意識を啓発し、まちづくりや地域の催事などへの参画を促します。また、住民自治協

議会をはじめとした地域組織や市民活動団体、行政が、それぞれの役割を認識し、地域

の課題解決に向け主体的に取り組む環境づくりを進めます。 

 

施策の方向 

市民主体のまちづくりを発展させていくため、市民一人ひとりが、さらに自治活動や市

民公益活動等への理解を一層進め、自らが地域を構成する主役ということを意識してまち

づくりに参加できる環境をつくります。 

協働意識を高めるため、行政職員の意識改革を進めるとともに、協働のまちづくりを意

識した組織体制を整備します。 
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成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

地域活動支援補助金

交付事業（協働促進支

援）応募件数（件） 

協働促進事業の応募件数 6 10 

 

主な事業（企画課、市民活動推進課） 

事業名 事業内容 

自治基本条例推進事業 市民・企業および市職員への条例の周知と理解に努め、自治基本

条例に基づく具体的な施策化を推進します。 

協働の環境づくり 市民活動支援センターの支援機能の強化や地域担当職員制度を充

実させることにより、住民自治活動やＮＰＯ活動を支援します。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

地域活動支援補助金交付事業

応募件数（件） 
16 18 20 22 

 

 

２．協働によるまちづくりの推進 

現状と課題 

本市では、自治基本条例に基づき、「補完性の原則」に則り、だれもが自由に参加でき、

地域の課題解決や魅力ある地域づくりのための協議と実践の場として、住民自治組織の設置

が進み、住民自治協議会と自治会の役割や位置づけを見直しました。 

今後、自主自律した民主的な運営による住民自治の確立を目指して、地域まちづくり計画

に沿った活動や運営が進められるとともに、ＮＰＯや行政など他団体との協働によるまちづ

くりが進められるよう、市民活動支援センターなどが必要な支援や環境づくりを行いながら

地域自治を推進することが課題となります。 
 

◆市民公益団体の推移 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

市民活動支援センター登録団体の

推移 

69 

（21） 

93 

（24） 

130 

（37） 

144 

（14） 

資料：市民活動支援センター（（ ）内は、当該年度の新規登録団体数） 
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再生の視点（何を、どうする） 

 少子高齢化や地域の担い手不足、相互扶助の意識低下、経済の低迷などの社会情勢の変

化で、子育て・介護・環境・防犯・防災など地域の課題や市民ニーズの複雑・多様化に

対応するため、多様な主体が公共を担う市民主体のまちづくりを目指します。 

 

施策の方向 

市は各支所の地区別計画に基づき、地域住民が自らの決定と責任のもと、地域の特性に

合ったまちづくりが活発に実施できるよう支援を行います。また、地域を支える多様な主

体がそれぞれの特性を活かした、協働によるまちづくりの取り組みを広げていきます。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

地域活動支援事業の

協働事業ができた件

数（件） 

地域を支える多様な主体が課

題解決の為にまちづくり活動

ができている。 

1 5 

 

主な事業（市民活動推進課） 

事業名 事業内容 

地域振興推進事業（仮

称） 

支所単位の地区別計画に基づき地域の特性に合ったまちづくりを支

援します。 

地域活動支援事業 

（協働促進支援） 

市が定める課題等に対して、住民自治協議会やNPO等が企画し、市

と協働する事業および民間団体同士の協働事業を公募し、支援しま

す。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

地域活動支援事業の行政の公募件

数（件）  
4 6 8 10 
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３．住民自治協議会の支援体制づくり 

現状と課題 

今後のまちづくりは、地域住民が主体となった活動が重要となることから、住民自治協議

会などの地域組織やボランティア団体、ＮＰＯなどがそれぞれの特性を活かしてまちづくり

に取り組むことで住民自治による地域社会が実現します。 

 このため、生活者の視点で施策の展開を図るため、最も地域に身近な支所の支援が課題で

す。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 自主自律した住民自治の確立を目指すため、地域による民主的な運営により、地域まち

づくり計画に沿った活動や運営が進められ、地域と行政がそれぞれ自立した対等なパー

トナーとして地域の発展に連携・協力する仕組みづくりの整備・充実します。 

 

施策の方向  

住民自治活動を支援するため、財政支援、横断的な行政組織体制や地域担当職員制度、

市民活動支援センターと連携しながら地域自治を推進します。あわせて、市民と市の情報

共有や、市民と行政が一体となって生活者の視点で施策の展開を図ります。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

地域担当職員数（人） 
対等なパートナーとして活動

を支援する職員を設置する。 
  

 

主な事業（市民活動推進課） 

事業名 事業内容 

地域包括交付金の見直

し 

行政が地域に出している縦割り補助金を整理し交付金の財源とす

るとともに、選択業務のメニュー化を行います。 

地域担当職員制度 全職員が住民自治の認識を持つとともに、各住民自治協議会に、

活動を支援するための支援職員のしくみを作ります。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

住民自治協議会への訪問回数（回） 4,104 8,208 17,328 34,656 
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４．自治センター化の体制づくり 

現状と課題 

行政の地域窓口として設置している地区市民センターを、住民自治の活動拠点の自治セン

ターとするため、地域が主体となった運営管理にすることが課題となっています。また、老

朽化が進んでいる地区市民センターについては、改修が必要となっています。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 行政の地域窓口として設置している地区市民センターを、住民自治の活動拠点の自治セ

ンターとするため、しくみの整備を進めます。 

 老朽化が進んでいる地区市民センターについては、改修等整備を行います。 

 

施策の方向  

行政の地域窓口として設置している地区市民センターについて、住民自治の活動拠点と

なる自治センターとして、指定管理者制度を導入していくことを検討します。 

また、老朽化が進んでいる地区市民センターについては、整備計画を策定し、整備を行

います。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

地区市民センターを

指定管理した件数

（件） 

自主自律した地域が主体とな

って運営管理が行えている。 
0 38 

 

主な事業（市民活動推進課） 

事業名 事業内容 

地区市民センターの自

治センター化 

地区市民センターについて、指定管理者制度を導入し、各住民自治

協議会に受託できるよう進めます。 

第三次地区市民センタ

ー整備計画 

老朽化が進んでいる地区市民センターの箇所別・順位づけを行い整

備を進めます。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

地区市民センターの整備（改修）

件数（件） 
2       
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