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【第１次】 【第２次】 【第３次】

基本指針１　相互理解が進む仕組みづくりを行います
　①　市民活動への市民参加の促進 〃 〃

　　１　啓発事業 　　１ 情報提供 　　１ 情報提供

　　　(１)市民活動フォーラムの開催 　　　・個人ボランティア登録制度(※)の運用 　　　・個人ボランティア登録制度の運用

　　　(２)NPO等市民活動団体啓発チラシの作成（子ども向け等） 　　　・ボランティア募集情報等の収集・提供 　　　・ボランティア募集情報等の収集・提供

　　　(３)NPOに関する市政出前講座の実施（再掲） 　　　・ひめじおん通信の内容の充実、配付先の拡充 　　　・ひめじＮＰＯ・ボランティア通信の内容の充実、配付先の拡充

　　　・市民活動ネットひめじ(※)の利用ＰＲ 　　　・市民活動ネットひめじの利用ＰＲ

　　 ※・登録ボランティアのデータベース化の検討・実施 （再掲）

　   ※・ソーシャルメディアの活用 （再掲）

　　２　市民活動団体間の交流促進 　　２ 相談 　　２ 相談

　　　(１)交流・支援の場の検討 　　　・市民活動・ボランティアサポートセンターでの相談体制の充実 　　　・市民活動・ボランティアサポートセンターでの相談体制の充実

　　３ 啓発 　　３ 啓発

　　　・市民活動に関する公開講座の実施 　　　・市民活動に関する公開講座の実施

　　　　　子どもボランティア体験学習の企画・受入先の検討・実施 　　　　　子どもボランティア体験学習の企画・受入先の検討・実施

　　　・市政出前講座(※)の実施 　　　・市政出前講座の実施

　　　・ボランティアの手引きの作成・配付 　　　・ボランティアの手引きの配付・活用

　　　　　一般、ボランティア受け入れ団体向け

　②　行政職員の協働意識の向上 　②　行政職員の意識の向上 〃

　　１　研修の実施 　　１ 職員研修の実施・充実 　　１ 職員研修の充実

　　　(１)初任者研修 　　　・初任者研修 　　　・初任者研修

　　　(２)管理職研修　等 　　　・管理職研修 　　　・管理職研修　等

　　　・人権・文化教養講座 等 　 ※２ ボランティアや地域活動への職員参加の促進

　　２ 市民活動団体の情報収集・提供、相談 　　３ 市民活動団体の情報収集・提供、相談

　　　・庁内への情報提供、相談 　　　・庁内への情報提供、相談

　　３ 市民活動及び協働の推進に関する施策の総括 　　４ 市民活動及び協働の推進に関する施策の総括

　　　・協働実態調査 　　　・協働実態調査

　　　・ヒアリングの実施 　　　・ヒアリングの実施

　　 ※・職員アンケートの実施（隔年）

　③　市民活動団体との意見交換会の設置の検討 　③　交流機会の創出と対話の促進 　③　交流機会の充実と対話の促進

　　　１　意見交換・交流の場の設置 　　１ (仮称)ひめじおん祭りの開催 　　１ ひめじおんまつり等の連携交流会の開催

　　　　（１） 交流・支援の場の検討（再掲） 　　　・市民活動団体間の連携・交流 　　　・市民・ボランティア団体・NPO等の活動成果の発表の機会、交流の場を提供

　　　・市民活動への理解促進と体験 　　※・市民活動団体等が主体となった交流事業の検討・実施

　　　・協働モデルの実践 　　２ 市民活動に関する行事の開催協力

　　　２　（仮称）協働会議の設置 　　２ 市民活動に関する行事の開催協力 　　　・実行委員会への参加、ＰＲ、後援、ブース出展等

　　　・実行委員会への参加、ＰＲ、後援、ブース出展等 　　３ 市民活動・ボランティアサポートセンターの相談機能の充実

　　３ 市民活動・ボランティアサポートセンターの相談機能の充実 　　　・市民に開かれた相談窓口としてのＰＲ

　　　・市民に開かれた相談窓口としてのＰＲ 　　　・必要かつ適切な行政情報の提供

　　　・必要かつ適切な行政情報の提供 　　　・活動事例、支援情報等の情報量の充実

　　　・活動事例、支援情報等の情報量の充実 　 ※４　市民活動団体等へのアンケートシステムの確立

　④　市民活動団体の実態調査 （削除） 〃

　　２ 市民活動団体情報の収集

　　　（１）市民活動団体の実態調査

　　　（２）実態調査結果の活用

　　　　　① 調査結果の公表

　　　　　② 情報共有化の基礎資料として活用

　　３ 推進体制の整備
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　　　（１）市民活動及び協働の推進に関する施策の総括

　　　（２）協働推進庁内会議の設置

基本指針２　情報の共有を進めます
　①　情報の積極的な公開

　②　情報の最適な提供方法の検討

　　　１　 市ホームページの充実（情報の積極的な公開） 　　１ 市民活動ネットひめじの運用、利用促進 　　１ 市民活動ネットひめじの運用、利用促進

　　　・行政情報の掲載、充実 　　　・行政情報の掲載、充実

　　　・市民活動団体の利用ＰＲ 　　　・市民活動団体の利用ＰＲ

　　　・利用団体の拡充検討 　　　・利用団体の拡充検討

　　　２　 市民活動支援情報システムの導入 　　２ 市民活動や協働に関する情報の収集、提供 　　２ 市民活動や協働に関する情報の収集、提供

　　　　（１）マッチングの充実 　　　・ボランティア登録制度 　　　・ボランティア登録制度

　　　　（２）市民活動情報の受発信 　　　・助成金情報 　　　・助成金情報

　　　・市民活動団体情報 等 　　　・市民活動団体情報 等

　　　３　 ２を活用した情報拠点の設置の検討 　　３ 会議等の公開・公募委員、市民意見の募集制度等の利用ＰＲ 　　３ 会議等の公開・公募委員、市民意見の募集制度等の利用ＰＲ

　　　　（１）交流・支援の場の検討（再掲） 　 ※４　ソーシャルメディアの活用

　 　※・市民活動の内容に応じた団体と情報の対象の絞り込みとそれに応じたメディアの活用

　　※・若年層を含め一人ひとりが参画しやすい環境づくり

基本指針３　市民活動等の拠点となる場の充実に努めます　
　①　（仮称）市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ設置の検討 　①　市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの充実 〃

　　　１ （仮称）市民活動サポートセンターの設置 　　１ センター事業の充実とコーディネート機能の強化 　　１ センター事業の充実とコーディネート機能の強化

　　　　（１）センター機能

　　　　（２）設置場所

　　　２ 既存の分野別支援施設との連携強化 　　２ センターの利用ＰＲ 　　２ センターの利用ＰＲ

　　（１）市民活動支援施設のネットワーク化（再掲） 　　　・市広報の活用 　　　・市広報の活用

　　　・(仮称)ひめじおん祭りの検討、実施 　　　・市民活動・ボランティアハンドブックの活用

　　　・市民活動・ボランティア手帳の活用

　　３ 市民活動・ボランティアサポートセンター運営会議の活用 　　３ 市民活動・ボランティアサポートセンター運営会議の活用

　　　・外部委員等による事業内容の検証と意見交換 　　　・外部委員等による事業内容の検証と意見交換

　　４ 既存の支援機関との連携、協力 　※４　ひめじおんまつり等の連携交流会の開催 （再掲）

　　　・分野別及び県等の市民活動支援機関との連携、ネットワーク化 　　５ 既存の支援機関との連携、協力

　　　・分野別及び県等の市民活動支援機関との連携、ネットワーク化

※②　地域における市民活動等の場の充実

　※１　公民館や小学校等公共施設を活用した地区拠点の充実

　※２　地域ブロックで組織された地域づくり推進協議会の活用

　②　公共施設利用の促進 〃 　③　公共施設等の利用促進

　　　１ 市民活動団体の登録 　　１ 市民活動団体の登録制度の運用、支援内容の充実 　　１ 市民活動団体の登録制度の運用、支援内容の充実

　　　　（１）市民活動団体登録制度 　　　・登録団体の施設利用料の減免 　　　・登録団体の施設利用料の減免

　　　　　　（他制度の一元化、登録による支援内容の整理・検討） 　　　・複数機関による団体登録制度の整理統合に向けた検討 　　　・複数機関による団体登録制度の整理統合に向けた検討

　　　２ 市民活動支援施設のネットワーク化 　　２ 利用可能施設の情報収集、紹介 　　２ 利用可能施設の情報収集、紹介

　　　　（１）市民活動団体の施設利用料の減免等 　　　・公共施設に加えて、民間施設、地域施設の積極的な利用促進

　　　　（２）利用可能施設の紹介、情報の一元化

基本指針４　担い手づくり（団体、人材育成）に努めます
　①　学習機会等（研修会、セミナーの実施）の提供 　①　学習機会等（研修会、セミナー等）の提供 〃

　　１ 研修会・セミナーの実施 　　１ 研修会・セミナー等の実施、情報収集・提供 　　１ 研修会・セミナー等の充実、情報収集・提供

　　　・市民活動基礎講座・体験講座 　　　・市民活動基礎講座・体験講座

　　　・ボランティア養成講座（活動内容に沿った専門研修） 　　　・ボランティア養成講座（活動内容に沿った専門研修）

　　　・ＮＰＯ法人マネジメント・会計講座 　　　・ＮＰＯ法人マネジメント・会計講座

　①　体系的な情報整理と積極的な情報の公開・収集・提供　①　情報の積極的な公開・提供



【2015/10/14作成】

　　　・災害ボランティア研修 　　　・災害ボランティア研修

　　　・ボランティアコーディネーター養成講座 　　　・ボランティアコーディネーター養成講座

　　　・企画力・広報力向上研修 等 　　　・企画力・広報力向上研修 等

　　　・提案型協働事業の活用 　　　・提案型協働事業の活用

　　２ 市民活動や参画・協働に関する市政出前講座の実施 　　２ 市政出前講座の実施 　　２ 市政出前講座の実施

　②　市民活動アドバイザーの登録 　②　人材コーディネート機能の強化 　②　担い手の確保と育成

　　１ アドバイザー登録制度の検討 　　１ 登録制度の活用 　　１ 登録制度の活用

　　（１）（仮称）市民活動サポートセンターでの相談業務 　　　・個人ボランティア登録制度の充実 　　　・個人ボランティア登録制度の充実

　　（２）アドバイザーの派遣 　　　・生涯現役人材バンク 　　　・生涯現役人材バンク

　　　・その他分野別登録制度 　　　・その他分野別登録制度

　　 ※・登録ボランティアのデータベース化の検討・実施

　　２ 育成施策の検討・実施

　　 ※・地域活動の担い手育成プログラムの検討・実施

　　２ アドバイザー養成講座の実施 　　２ コーディネーター養成講座の実施 　　３ コーディネーター養成講座の実施

　　　・ボランティア受け入れ講座 等 　　　・ボランティア受け入れ講座 等

基本指針５　市民活動支援機能の充実を図ります
　①　相談窓口の充実

　②　協働関係機関との連携強化

　　１ 市民活動及び協働相談窓口の設置 　　１ 市民活動及び協働の相談窓口の充実 　　１ 市民活動及び協働の相談窓口の充実

　　（１）（仮称）市民活動サポートセンターの設置（再掲） 　　　・市民とのパートナーシップを前提とした分かりやすい説明と対応 　　　・市民とのパートナーシップを前提とした分かりやすい説明と対応

　　　・市民に開かれた行政窓口としての意識啓発、ＰＲ 　　　・市民に開かれた行政窓口としての意識啓発、ＰＲ

　　２ 国・県等主催事業への参加、ＰＲ 　　２ 国・県等主催事業への参加、情報収集・提供 　　２ 国・県等主催事業への参加、情報収集・提供

　　　・「新しい公共」に関する取り組み 　　　・「新しい公共」に関する取り組み

　　　・交流行事、ネットワーク会議 等 　　　・交流行事、ネットワーク会議 等

　　３ 社会福祉協議会等既存団体との連携・協力した支援等の提供 　　３ 社会福祉協議会等既存団体との連携・協力した支援等の提供 　　３ 社会福祉協議会等既存団体との連携・協力した支援等の提供

　　　・災害ボランティアに関する取り組み 　　　・災害ボランティアに関する取り組み

　　　　　災害時のボランティアセンターの設置・運営 　　　　　災害時のボランティアセンターの設置・運営

　　　　　被災地へのボランティア派遣 　　　　　被災地へのボランティア派遣

　　　　　災害ボランティア等に関する研修の実施 　　　　　災害ボランティア等に関する研修の実施

　　　・福祉ボランティア等の育成・支援に関する取り組み 　　　・福祉ボランティア等の育成・支援に関する取り組み

　 ※４ 各団体のニーズに応える中間支援団体との連携・支援

　③　財政的支援策の検討 〃 　②　様々な財政的支援の活用

　　１ 基金等による市民活動団体への支援の検討 　　１ 基金等による市民活動団体への支援の検討 　　１ 市民等からの基金等による市民活動団体への支援の検討

　　　・財政支援のあり方、目的 　　 ※・市民ファンド等の仕組みづくりやまちづくりサポート基金創設の検討

　　　・行政・市民・企業等の役割 　　　・行政・市民・企業等の役割

　　　・民意が反映される制度づくり 　　２ 提案型協働事業制度の充実

　　２ 提案型協働事業制度の充実（再掲） 　　２ 提案型協働事業制度の充実 　　　・幅広い市民活動団体の利用促進・ＰＲ

　　　・幅広い市民活動団体の利用促進・ＰＲ 　　　・次年度以降の事業継続を見据えた評価制度の導入

　　　・次年度以降の事業継続を見据えた評価制度の導入 　　 ※・民間協働型の活動を促進する事業への対応検討　（再掲）

　　３ 財政的支援情報の収集・提供、相談対応 　　３ 公的団体・民間団体の財政的支援情報の収集・提供、相談対応

基本指針６　民間相互の協働を推進します
　①　地縁系団体とＮＰＯ法人等との協働 　①　地域における協働の推進 〃

　　１ 地縁系団体とＮＰＯ等との協働への支援の検討 　　１ 地域コミュニティ情報の発信支援 　　１ 地域コミュニティ情報の発信支援

　　　・地縁系団体の市民活動ネットひめじへの参加、利用 　　　・地縁系団体の市民活動ネットひめじへの参加、利用の充実

　　２ 公開フォーラムの開催等による相互交流・理解促進 　　２ 地域の多様な主体が連携・協力して課題解決に取り組む場づくり支援 　　２ 地域の多様な主体が連携・協力して課題解決に取り組む場づくり支援

　　　・地域課題の共有、解決手法の検討等のワークショップ支援 　　　・地域課題の共有、解決手法の検討等のワークショップ支援

　　　　　相談機能の充実 市政出前講座の活用 行政情報の提供 　　　　相談機能の充実 市政出前講座の活用 行政情報の提供

　　　　　取り組み事例の紹介 財政的支援方策の検討 　　　　　

〃　①　相談窓口の充実・協働関係機関との連携強化



【2015/10/14作成】

　　　・(仮称)地域づくりハンドブックの作成 　　３ 地域コミュニティを主体とした地域づくりの推進

　　　・地域づくりハンドブックの活用

　　　・提案型協働事業の充実と効果的な活用（再掲）

　②　企業と市民活動団体との協働 　②　企業・教育機関・市民活動団体等との協働 　②　多様な主体との協働の推進

　　１ 企業の支援情報や活動情報の一元化、発信 　　１ 企業の支援情報や活動情報の収集・提供 　　１ 企業・学校の支援情報や活動情報の収集・提供

　　　※・企業と市民活動団体とのパートナーシップマッチング事業の検討・実施

　　　※・学校と地域との協働事例の情報収集及び情報提供

　　２ 公開フォーラムの開催等による相互交流、理解促進（再掲） 　　２ (仮称)ひめじおん祭りの開催 　　２ ひめじおんまつり等の連携交流会の開催（再掲）

　　　・市民活動や協働に関する理解促進 　　　・市民活動や協働に関する理解促進

　　　・活動への参加・協力、支援の呼びかけ 　　　・活動への参加・協力、支援の呼びかけ

　　　・交流を通じた新たな協働による取り組み育成 　　　・交流を通じた新たな協働による取り組み育成

　　３ 市民活動情報（人材募集情報）の集約、提供 　　３ 市民活動情報（人材募集情報）の集約、提供

　　　・ボランティア募集情報や協働に向けたニーズ、シーズの情報収集、提供 　　　・ボランティア募集情報や協働に向けたニーズ、シーズの情報収集、提供

　③　大学と市民活動団体との協働

　　１ 公開フォーラム、研修等の実施協力

　　２ 市民活動団体実態調査等の実施

　　３ 市民活動情報（人材募集情報）の集約、大学への提供

基本指針７　行政との協働を推進します

　①　提案型の協働事業の効果的な活用 　①　市民意識の醸成と行政職員の意識の改革 〃

　　１ 提案型協働事業制度の充実 　　１ 職員研修の充実 　　１ 職員研修の充実

　　　・初任者研修 　　　・初任者研修

　　　・管理職研修 　　　・管理職研修　等

　　　・文化教養講座 等

　　２ 委託形式による協働事業の実施の検討 　　２ 協働に関する相談体制の充実 　　２ 協働に関する相談体制の充実

　　　・市民及び職員からの相談対応 　　　・市民及び職員からの相談対応

　　３ (仮称)ひめじおん祭りの開催 　　３ ひめじおんまつり等の連携交流会の開催（再掲）

　　　・協働や市民参加に関する意識啓発 　　　・協働や市民参加に関する意識啓発

　　４ 協働事例集の作成 　　４ 協働事例集の活用

　　　・具体的な協働による取り組み手法、事例の紹介 　　　・具体的な協働による取り組み手法、事例の紹介による理解促進、情報提供

　　５ 市政出前講座の充実 　　５ 市政出前講座の充実

　　　・市民との対話と共に考える姿勢・手法 　　　・市民との対話と共に考える姿勢・手法

　②　既存委託事業等の見直しの実施 　②　協働のルールづくり 　②　協働を推進するための仕組みづくり

　　１ 委託事業の見直し 　　１ 協働マニュアルの作成、運用 　　１ 協働のルールづくりの活用

　　２ 指定管理者制度の活用 　　２ 協働事業の評価・公表のガイドラインの作成・運用 　　２ 提案型協働事業の充実と効果的な活用

　　３ 協働協議制度の実施 　　　・直面する課題など、より具体的な行政からの協働テーマの提示

　　 ※・民間協働型の活動を促進する事業への対応検討

　③　協働マニュアル、協働事例集の作成 　③　協働機会の創出 　　　・次年度以降の事業継続に向けて事業評価(ふりかえり)制度の導入

　　１ 職員向けマニュアル、協働事例集の作成 　　１ 提案型協働事業の充実と効果的な活用 　　　・事業内容、実績の公開

　　　・行政からの具体的な協働テーマの提案 　 ※３ 企業とのまちづくりパートナーシップ協定の検討

　　　・次年度以降の事業継続に向けて事業評価(ふりかえり)制度の導入 　 ※４ 市民の政策決定過程への参画手法の拡充策の検討・実施

　　　・事業内容、実績の公開 　   ※・市民シンクタンク事業の検討

　　２ 市民活動団体向けマニュアル、協働事例集の作成 　　２ 協働機会創出のための行政情報の分かりやすい提供 　　 ※・無作為抽出式まちづくりディスカッションの検討

　　　・市民活動関連サイトへの行政情報の掲載 　　５ 協働機会創出のための行政情報の分かりやすい提供

　　　・市政出前講座の内容の充実 　　　・市民活動関連サイトへの行政情報の掲載

　　　・協働実態調査を通じた情報提供方法等の見直し 　    ・市政出前講座の内容の充実　

      ・協働実態調査を通じた情報提供方法等の見直し

　　

　　３ 庁内の市民活動団体との協働に関する理解促進、啓発 　　


