
資料４－１

№ 資料番号・ページ 質問内容 回答

1

「①・・・若い世代、新住民の町内会加入が課題」とあり
ます。
この課題は「１４ページ　基本方針１．人材の育成に関す
ること」及び「１６ページ　基本方針１：協働の担い手の
育成・活用、基本施策：市民活動への参加のきっかけづく
り」に反映されると考えてよろしいでしょうか。

2

「②町内会の改善すべき点は、主に人材面」とあります。
この課題は「１４ページ　基本方針１．人材の育成に関す
ること」及び「１６ページ　基本方針１：協働の担い手の
育成・活用、基本施策：協働のまちづくりの担い手の育
成」に反映されると考えてよろしいでしょうか。

3

「③・・・⇒ボランティア等の潜在層を顕在化することが
課題」とあります。この課題は「１４ページ　基本方針
１．人材の育成に関すること」及び「１６ページ　基本方
針１：協働の担い手の育成・活用、基本施策：市民活動へ
の参加のきっかけづくり」に反映されると考えてよろしい
でしょうか。

概ねご質問いただいたとおりです。【資料４－３】に一覧と
してまとめていますので、ご参照くださいますようお願いし
ます。

第４回市民協働推進会議　委員からの質問まとめ

資料1
３ページ
市民向けアンケート
結果から見えるポイ
ント
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資料４－１

№ 資料番号・ページ 質問内容 回答

第４回市民協働推進会議　委員からの質問まとめ

4

「④町内会とボランティア・ＮＰＯ等との協働が望ましい
と回答した市民は６割以上」とあります。
この課題は「１４ページ　基本方針２．活動場所の充実に
関すること」及び「１６ページ　基本方針２：活動場所の
整備と団体に対する支援の充実、基本施策：市民活動の拠
点施設の整備と支援機能の充実」に反映されると考えてよ
ろしいでしょうか。

5

「⑤自治基本条例や市民参加条例等・・・認知度の向上が
課題」とあります。
この課題は「１４ページ　基本方針４．情報の収集および
提供に関すること」及び「１６ページ　基本方針４：情報
の収集および発信、基本施策：市民活動に関する理解の促
進」に反映されると考えてよろしいでしょうか。

6

「⑥・・・引き続き市民参加の機会の確保が必要」とあり
ます。
この課題は「１４ページ　基本方針２．活動場所の充実に
関すること」及び「１６ページ　基本方針２：活動場所の
整備と団体に対する支援の充実、基本施策：市民活動の拠
点施設の整備と支援機能の充実」に反映されると考えてよ
ろしいでしょうか。

7

「⑦市民協働していく施策を拡大が課題」とあります。
この課題は「１４ページ　基本方針２．活動場所の充実に
関すること」及び「１６ページ　基本方針２：活動場所の
整備と団体に対する支援の充実、基本施策：市民活動の拠
点施設の整備と支援機能の充実」に反映されると考えてよ
ろしいでしょうか。
又は、「１４ページ　基本方針１．人材の育成に関するこ
と」及び「１６ページ　基本方針１：協働に担い手の育
成・活用、基本施策：市職員の意識改革の推進」に反映さ
れると考えてよろしいでしょうか。

概ねご質問いただいたとおりです。【資料４－３】に一覧と
してまとめていますので、ご参照くださいますようお願いし
ます。

資料1
４ページ
市民向けアンケート
結果から見えるポイ
ント
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資料４－１

№ 資料番号・ページ 質問内容 回答

第４回市民協働推進会議　委員からの質問まとめ

8

「①・・・町内会の加入率の向上が課題」とあります。
この課題は「１４ページ　基本方針１．人材の育成に関す
ること」及び「１６ページ　基本方針１：協働に担い手の
育成・活用、基本施策：市民活動への参加のきっかけづく
り」に反映されると考えてよろしいでしょうか。

9

「②・・・町内会活動は全般的に活発化」とあります。
しかし、充分ではないと思いますので、更に活動を活性化
する必要があると思います。
この課題は「１４ページ　基本方針２．活動場所の充実に
関すること」及び「１６ページ　基本方針２：活動場所の
整備と団体に対する支援の充実、基本施策：市民活動の拠
点施設の整備と支援機能の充実」に反映されると考えてよ
ろしいでしょうか。
又は「基本施策：市民活動に関する支援」に反映されると
考えてよろしいでしょうか。

10

「③・・・課題は地域的に拡大」とあります。
この課題は「１４ページ　基本方針２．活動場所の充実に
関すること」及び「１６ページ　基本方針２：活動場所の
整備と団体に対する支援の充実、基本施策：市民活動の拠
点施設の整備と支援機能の充実」に反映されると考えてよ
ろしいでしょうか。

11

「④・・・協働のメリットを実例的に示していくこ
と・・・・」とあります。
この課題は「１４ページ　基本方針４．情報の収集および
提供に関すること」及び「１６ページ　基本方針４：情報
の収集および発信、基本施策：市民活動に関する情報収
集・発信」に反映されると考えてよろしいでしょうか。
又は、「市民活動に関する理解の促進」して反映されると
考えてよろしいでしょうか。

概ねご質問いただいたとおりです。【資料４－３】に一覧と
してまとめていますので、ご参照くださいますようお願いし
ます。

資料1
５ページ
町内会向けアンケー
ト結果から見えるポ
イント
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資料４－１

№ 資料番号・ページ 質問内容 回答

第４回市民協働推進会議　委員からの質問まとめ

12

「①・・・人材面の課題を抱えている団体がもっとも多
い」とあります。
この課題は「１４ページ　基本方針１．人材の育成に関す
ること」及び「１６ページ　基本方針１：協働の担い手の
育成・活用、基本施策：協働のまちづくりの担い手の育
成」に反映されると考えてよろしいでしょうか。

13

「②・・・⇒資金面で自活・自立した活動を展開する市民
活動団体の育成が課題」とあります。
この課題は「１４ページ　基本方針３．財政的支援に関す
ること」及び「１６ページ　基本方針３：財政面の支援の
充実、基本施策：団体の組織基盤整備に関する支援」に反
映されると考えてよろしいでしょうか。

14

「③・・・市民活動団体のＩＣＴスキルの向上が課題」と
あります。
この課題は「１４ページ　基本方針４．情報の収集および
提供に関すること」及び「１６ページ　基本方針４：情報
の収集および発信、基本施策：市民活動に関する情報収
集・発信」に反映されると考えてよろしいでしょうか。

15

「④・・・⇒「協働のまちづくり人養成講座」等のより一
層の充実が課題」とあります。
この課題は「１４ページ　基本方針１．人材の育成に関す
ること」及び「１６ページ　基本方針１：協働に担い手の
育成・活用、基本施策：協働のまちづくりの担い手の育
成」に反映されると考えてよろしいでしょうか。

16

「⑤市民交流センターの充実と利用促進が課題」とありま
す。
この課題は「１４ページ　基本方針２．活動場所の充実に
関すること」及び「１６ページ　基本方針２：活動場所の
整備と団体に対する支援の充実、基本施策：市民活動の拠
点施設の整備と支援機能の充実」に反映されると考えてよ
ろしいでしょうか。

概ねご質問いただいたとおりです。【資料４－３】に一覧と
してまとめていますので、ご参照くださいますようお願いし
ます。

資料１
７ページ
市民活動団体向けア
ンケート結果から見
えるポイント
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資料４－１

№ 資料番号・ページ 質問内容 回答

第４回市民協働推進会議　委員からの質問まとめ

17

「⑥志縁と地縁など多様な協働関係が生まれるような支援
が課題」とあります。
この課題は「１４ページ　基本方針２．活動場所の充実に
関すること」及び「１６ページ　基本方針２：活動場所の
整備と団体に対する支援の充実、基本施策：市民活動の拠
点施設の整備と支援機能の充実」に反映されると考えてよ
ろしいでしょうか。

18

「⑦市民活動助成制度のより一層の周知が課題」とありま
す。
この課題は「１４ページ　基本方針３．財政的支援に関す
ること」及び「１６ページ　基本方針３：財政面の支援の
充実、基本施策：補助金等財政面に関する支援」に反映さ
れると考えてよろしいでしょうか。
又は「１４ページ　基本方針４．情報の収集および提供に
関すること」及び「１６ページ　基本方針４：情報の収集
および発信、基本施策：市民活動に関する情報収集・発
信」に反映されると考えてよろしいでしょうか。

概ねご質問いただいたとおりです。【資料４－３】に一覧と
してまとめていますので、ご参照くださいますようお願いし
ます。

資料1
８ページ
市民活動団体向けア
ンケート結果から見
えるポイント
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資料４－１

№ 資料番号・ページ 質問内容 回答

第４回市民協働推進会議　委員からの質問まとめ

19

「施策名：１市民協働に関する情報の収集及び提供、
（１）協働意識の醸成」とあります。
ここでやり残した課題（資料３：１（１）№１、№２、№
３）は「１４ページ　基本方針４．情報の収集および提供
に関すること」及び「１６ページ　基本方針４：情報の収
集および発信、基本施策：市民活動に関する理解の促進」
に反映されると考えてよろしいでしょうか。

20

「施策名：１市民協働に関する情報の収集及び提供、
（２）多様な媒体を活用した情報の発信・共有」とあり
す。
ここでやり残した課題（資料３：１（２）№４～№１０）
は「１４ページ　基本方針４．情報の収集および提供に関
すること」及び「１６ページ　基本方針４：情報の収集お
よび発信、基本施策：市民活動に関する情報収集・発信」
に反映されると考えてよろしいでしょうか。

21

「施策名：１市民協働に関する情報の収集及び提供、
（３）市民活動への参加のきっかけづくり」とあります。
ここでやり残した課題（資料３：１（３）№１１～№１
５）は「１４ページ　基本方針１．人材の育成に関するこ
と」及び「１６ページ　基本方針１：協働に担い手の育
成・活用、基本施策：市民活動への参加のきっかけづく
り」に反映されると考えてよろしいでしょうか。

22

「施策名：２市民活動の担い手の育成、（１）担い手の育
成・活用」とあります。
ここでやり残した課題（資料３：２（１）№１６～№２
７）は「１４ページ　基本方針１．人材の育成に関するこ
と」及び「１６ページ　基本方針１：協働に担い手の育
成・活用、基本施策：協働のまちづくりの担い手の育成」
に反映されると考えてよろしいでしょうか。

概ねご質問いただいたとおりです。【資料４－３】に一覧と
してまとめていますので、ご参照くださいますようお願いし
ます。

資料１
１０ページ
現計画の振り返りに
ついて
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資料４－１

№ 資料番号・ページ 質問内容 回答

第４回市民協働推進会議　委員からの質問まとめ

23

「施策名：２市民活動の担い手の育成、（２）市職員の意
識改革の推進」とあります。
ここでやり残した課題（資料３：２（２）№２８、№３
０）は「１４ページ　基本方針１．人材の育成に関するこ
と」及び「１６ページ　基本方針１：協働に担い手の育
成・活用、基本施策：市職員の意識改革の推進」に反映さ
れると考えてよろしいでしょうか。

概ねご質問いただいたとおりです。【資料４－３】に一覧と
してまとめていますので、ご参照くださいますようお願いし
ます。

資料１
１０ページ
現計画の振り返りに
ついて
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資料４－１

№ 資料番号・ページ 質問内容 回答

第４回市民協働推進会議　委員からの質問まとめ

24

「施策名：３市民活動がしやすい環境整備と活動の支援、
（１）市民活動拠点施設の活用」とあります。
ここでやり残した課題（資料３：３（１）№３１～№３
４）は「１４ページ　基本方針２．活動場所の充実の関す
ること」及び「１６ページ　基本方針２：活動場所の整備
と団体に対する支援の充実、基本施策：市民活動の拠点施
設の整備と支援機能の充実」に反映されると考えてよろし
いでしょうか。

25

「施策名：３市民活動がしやすい環境整備と活動の支援、
（２）市民活動センター機能の充実」とあります。
ここでやり残した課題（資料３：３（２）№３７）は「１
４ページ　基本方針２．活動場所の充実の関すること」及
び「１６ページ　基本方針２：活動場所の整備と団体に対
する支援の充実、基本施策：市民活動の拠点施設の整備と
支援機能の充実」に反映されると考えてよろしいでしょう
か。

26

「施策名：３市民活動がしやすい環境整備と活動の支援、
（３）市民活動への財政的支援等の充実」とあります。
ここでやり残した課題（資料３：３（３）№４０、№４２
～№４４、№４７）は「１４ページ　基本方針３．財政的
支援に関すること」及び「１６ページ　基本方針３：財政
面の支援の充実、基本施策：補助金等財政面に関する支
援」に反映されると考えてよろしいでしょうか。

資料１
１０ページ
現計画の振り返りに
ついて

概ねご質問いただいたとおりです。【資料４－３】に一覧と
してまとめていますので、ご参照くださいますようお願いし
ます。
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資料４－１

№ 資料番号・ページ 質問内容 回答

第４回市民協働推進会議　委員からの質問まとめ

27

「施策名：４市民協働の推進体制の充実仕組みづくり、
（１）市民協働の推進・連携体制の構築施検討」とありま
す。
ここでやり残した課題（資料３：４（１）№４９、№５
０）は「１４ページ　基本方針２．活動場所の充実の関す
ること」及び「１６ページ　基本方針２：活動場所の整備
と団体に対する支援の充実、基本施策：市民活動の拠点施
設の整備と支援機能の充実」に反映されると考えてよろし
いでしょうか。

28

「施策名：４市民協働の推進体制の充実仕組みづくり、
（２）中間支援組織の設立支援」とあります。
ここでやり残した課題（資料３：４（２）№５２）は「１
４ページ　基本方針２．活動場所の充実の関すること」及
び「１６ページ　基本方針２：活動場所の整備と団体に対
する支援の充実、基本施策：市民活動の拠点施設の整備と
支援機能の充実」に反映されると考えてよろしいでしょう
か。

29

「施策名：４市民協働の推進体制の充実仕組みづくり、
（３）協働事業の評価・報告・公表」とあります。
ここでやり残した課題（資料３：４（３）№５４、但し再
掲）は「１４ページ　基本方針２．活動場所の充実の関す
ること」及び「１６ページ　基本方針２：活動場所の整備
と団体に対する支援の充実、基本施策：市民活動の拠点施
設の整備と支援機能の充実」に反映されると考えてよろし
いでしょうか。

30
資料１
８ページ
単語の整理について

「地縁」と「志縁」、「支援団体」など、さまざまな単語
が登場していますが、現計画で定義している単語以外の表
現となっている点について、整理する必要があるのではな
いでしょうか。

ご指摘の点については、素案作成段階において、読む方に
とってよりわかりやすいものとなるよう検討してまいりたい
と思います。

31

資料１
８ページ
文章表現について
１４ページ
漢字の誤りについて

８ページ
⑦「市民活動助成制度のより一層の周知が課題」
２行目：させましたが　⇒　させたが
３行目：課題です　⇒　課題といえる

１４ページ
基本方針３．財政的支援に関すること
５行目：許可　⇒　強化

漢字や文章表現の誤りについては、大変申し訳ございません
でした。

資料１
１０ページ
現計画の振り返りに
ついて

概ねご質問いただいたとおりです。【資料４－３】に一覧と
してまとめていますので、ご参照くださいますようお願いし
ます。
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資料４－１

№ 資料番号・ページ 質問内容 回答

第４回市民協働推進会議　委員からの質問まとめ

32
資料３
事業番号１３

№１３協働事業お見合いコーディネート事業（市民協働
課）の「Ｐ（継続の場合）」欄で「・・・相談及びマッチ
ング業務は・・・」とあります。
№１４と内容が重複しているように思いますが、№１３は
集団マッチングで、№１４は個別マッチングと考えれば良
いのでしょうか。

ご質問の通り、№１３については集団マッチング、№１４に
ついては個別マッチングと区別しています。

33
資料３
事業番号１７、３２

「生涯学習推進計画」にあって「市民協働推進計画」にな
い項目として、「市民企画講座」、「自主グループ主催講
座」、「生涯学習ボランティアセンターの充実」、「ネッ
トワーク会議の立ち上げ」などがある。また、市民協働の
担い手の育成として「シルバーカレッジ」のことしか記述
がないのはなぜか。

現計画の基本方針・基本施策に沿うような事業を抽出した結
果だと思われますが、第２次計画の策定に当たりましては、
協働を推進するための事業を出来るだけ多く抽出したいと考
えております。

34
資料３
事業番号４４

先の補助金公開プレゼン、報告会にて、提示から選定、協
働の実際について、検査が必要だと感じました。評価がＡ
となっていますが、Ｂと判断したい。

平成２５年度に行政提示型事業を創設し、以降毎年度各課よ
りテーマを提示し、事業を実施出来ていることから、評価を
「Ａ」としましたが、協働の実際についても評価できるよう
な仕組みを次期計画の中で検討したいと思います。
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