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施策番号 基本指針１－① 

施策名 市民活動への市民参加の促進 

実施内容 

市民が市民活動に参加するきっかけや機会の創出、情報の提供、相談を中心

とした施策を実施する。 

市民活動に対する市民等の理解を深めるため、行政や市民活動団体その他市

民活動に関わる団体が協働して啓発事業を行う。また、将来的な市民活動への

参加につながるよう、子供を対象にした取り組みを検討し実施する。 

 

〈具体的施策〉 

１ 情報提供 

・個人ボランティア登録制度の運用 

・各種分野別登録制度の運用 

・ボランティア募集情報等の収集・提供 

・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 

 

２ 相談 

 ・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 

・市民活動に関する公開講座の実施 

・市政出前講座の実施 

・ボランティアの手引きの作成・配付 

 

年度別 

計画 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度  27 年度 

１      

２      

３ 
     

     

効果 
相互理解の促進（市民と市民活動団体、市民活動団体間）、 

市民活動の広がり（裾野の拡大） 

 

計画期間

における 

主な実績 

１ 情報提供 

・個人ボランティア登録制度・各種分野別登録制度の運用（23～） 

・姫路市ホームページでのボランティア募集情報の提供（23～） 

・ひめじ NPO・ボランティア通信（旧ひめじおん通信）の発行（23～） 

・市民活動ネットひめじの運用（23～） 

・各種情報提供手段の活用・展開（24～） 

 

２ 相談 

・ボランティアとＮＰＯ活動に関する相談対応（23～） 

 

３ 啓発 

・ボランティア活動、ＮＰＯ活動等に関する公開講座等（23～） 

・ボランティア活動、ＮＰＯ活動等に関する市政出前講座（23～） 

・ボランティア活動の手引きの作成（23） 

・ボランティア活動の手引きの配布（23～） 

 
 

資料３-２ 

実施 展開検討 

実施 

実施 

制度設計・調整 実施 
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施策番号 基本指針１－② 

施策名 行政職員の意識の向上 

実施内容 

特定部署の担当者に限らず、職員全体が市民活動や協働に関する理解を深め、

市民との協働に向けて市民の活躍を支援する方向への意識転換を図るため、職

員の意識啓発につながる研修棟を実施する。また、市民活動や協働に関する情

報を集約し共有する取り組みを進める。 

 

〈具体的施策〉 

１ 職員研修の実施・充実 

・初任者研修 

・管理職研修 

・人権・文化教養講座 等 

 

２ 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 

 

３ 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 

・ヒアリングの実施 

 

年度別 

計画 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度  27 年度 

１      

２      

３ 
     

     

効果 相互理解の促進 

 

計画期間

における 

主な実績 

１ 職員研修の実施・充実 

・新採用職員研修の研修内容への組込み（前計画からの継続実施） 

・人権文化教養講座での実施（前計画からの継続実施） 

 

２ 市民活動団体の情報収集・提供、相談 

・庁内ＬＡＮや市民活動ネットひめじでの情報提供（前計画からの継続実施） 

 

３ 市民活動及び協働の推進に関する施策の総括 

・事業計画進捗状況調査の実施（24～） 

・姫路市における参画と協働の取組状況調査の実施（26～） 

 
 

継続実施 

継続実施・内容の充実 

中間報告 

継続実施 
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施策番号 基本指針１－③ 

施策名 交流機会の創出と対話の促進 

実施内容 

これまで市民活動に興味や関心を持っていなかった市民等が活動に触れ、参

加、交流できる機会を創出する。また、具体的な協働の前提となる信頼性の向

上に向けて市民や市民活動団体、関係機関等の対話を促進するとともに、ネッ

トワークの形成を進める。 

 

〈具体的施策〉 

１ ひめじおんまつりの開催 

・市民活動団体間の連携・交流 

・市民活動への理解促進と体験 

・協働モデルの実践 

 

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 

 

３ 市民活動・ボランティアサポートセンターでの相談機能の充実 

・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 

・活動事例、支援情報等の情報量の充実 

 

年度別 

計画 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度  27 年度 

１      

２      

３      

効果 
相互理解の促進（市民と市民活動団体、市民活動団体間） 

団体活動の円滑化、市政への参画 

 

計画期間

における 

主な実績 

１ ひめじおんまつりの開催 

・市民活動・ボランティアサポートセンター登録団体の交流会(23～) 

・ひめじおんまつり（活動発表会）（24～） 

・ボランティア入門講座（23～） 

・ＮＰＯ入門講座（24～） 

・提案型協働事業（23～） 

 

２ 市民活動に関する行事の開催協力 

・後援・共催、広報支援、職員派遣（前計画からの継続実施） 

 

３ 市民活動・ボランティアサポートセンターでの相談機能の充実 

・ひめじ NPO・ボランティア通信、市民活動ネットひめじを活用したＰＲ（前

計画からの継続実施） 

・相談内容に応じた情報提供、窓口紹介（前計画からの継続実施） 

・ひめじ NPO・ボランティア通信、市民活動ネットひめじでの情報提供（前

計画からの継続実施） 

 
 

継続実施 

継続実施 

検討・企画 実施 
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施策番号 基本指針２－① 

施策名 情報の積極的な公開・提供 

実施内容 

行政サービスの内容や現状、計画の策定過程等の情報の積極的な公開に努め

るとともに、市民活動に関する支援情報や協働に当たって必要となる多様な情

報を使いやすく提供する。また、市民活動団体が主体的に情報を受発信できる

よう支援を行う。 

 

〈具体的施策〉 

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 

・市民活動団体の利用ＰＲ 

・利用団体の拡充検討 

 

２ 市民活動や協働に関する情報の収集、提供 

・ボランティア登録情報 

・助成金情報 

・市民活動団体情報 等 

 

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 

 

年度別 

計画 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度  27 年度 

１      

２      

３      

効果 情報の共有化の推進、市民活動の円滑化 

 

計画期間

における 

主な実績 

１ 市民活動ネットひめじの運用、利用促進 

・市民活動ネットひめじでの情報提供（前計画からの継続実施） 

・市民活動団体の利用ＰＲ（前計画からの継続実施） 

 

２ 市民活動や協働に関する情報の収集、提供 

・個人ボランティア登録制度の運営（前計画からの継続実施） 

・ボランティア団体登録制度の運営（前計画からの継続実施） 

・助成金に関する情報収集、提供、アドバイス等（前計画からの継続実施） 

・市民活動ネットひめじでの情報発信（前計画からの継続実施） 

 

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 

・会議等の開催に関する情報提供（前計画からの継続実施） 

・会議等の委員公募に関する情報提供（前計画からの継続実施） 

・パブリック・コメント手続き（前計画からの継続実施） 

・市民からの意見募集（前計画からの継続実施） 

 
 

継続実施 

継続実施 

継続実施・内容・機能の拡充 
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施策番号 基本指針３－① 

施策名 市民活動・ボランティアサポートセンターの充実 

実施内容 

市民活動に関する情報収集・提供、人材育成、相談、連携・交流、団体支援

等を中心に、行政と市民活動団体等がよいパートナーシップを築くことを目的

とした事業内容の充実に努める。また、センターの運営体制については、これ

までの運営状況と社会情勢を踏まえ、改めて検討を行う。 

 

〈具体的施策〉 

１ センター事業の充実とコーディネート機能の強化 

 

２ センターの利用ＰＲ 

・市広報の活用 

・ひめじおんまつりの検討、実施 

・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 

・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 

・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 

 

年度別 

計画 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度  27 年度 

１      

２ 
     

     

３      

４      

効果 市民活動等の拠点の充実、市民活動の活性化 

 

計画期間

における 

主な実績 

１ センター事業の充実とコーディネート機能の強化 

・情報収集・発信、人材育成・学習機会の提供、相談、連携・交流、 

団体活動支援、マッチング（23～） 

 

２ センターの利用ＰＲ 

・広報ひめじへの募集記事掲載（前計画からの継続実施） 

・市民活動・ボランティアサポートセンター登録団体の交流会（23～） 

・ひめじおんまつり（活動発表会）（24～） 

・市民活動・ボランティア手帳の発行（23～） 

 

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助言（前計画からの継続実施） 

 

４ 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（前計画か

らの継続実施） 

 
 

実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

検討・企画 実施 
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施策番号 基本指針３－② 

施策名 公共施設利用の促進 

実施内容 

市民活動の場として効果的に公共施設を活用できるよう、施設情報の集約と

提供、ネットワーク化に努め、市民活動団体登録制度による支援を実施してい

く。併せて民間施設等についても情報収集や紹介を行う。 

 

〈具体的施策〉 

１ 市民活動団体の登録制度の運用、支援内容の充実 

・登録団体の施設利用料の減免 

・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 利用可能施設の情報収集、紹介 

 

年度別 

計画 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度  27 年度 

１ 
     

     

２      

効果 市民活動等の拠点の充実、市民活動の円滑化 

 

計画期間

における 

主な実績 

１ 市民活動団体の登録制度の運用、支援内容の充実 

・登録団体の施設利用料の減免（前計画からの継続実施） 

・複数機関による団体登録制度の整理統合に向けた検討（23～） 

 

２ 利用可能施設の情報収集、紹介 

・利用可能施設の情報収集、紹介（前計画からの継続実施） 

 

 

継続実施 

継続実施 

検討 
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施策番号 基本指針４－① 

施策名 学習機会等（研修会、セミナー等）の提供 

実施内容 

市民活動のすそ野の拡大や市民活動団体の力量や運営能力の向上を目的とし

た講座や研修会を実施する。また、兵庫県や中間支援組織等の関係機関と協力

しながら学習機会を提供する。 

 

〈具体的施策〉 

１ 研修会・セミナー等の実施、情報収集・提供 

・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） 

・ＮＰＯ法人マネジメント・会計講座 

・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 

・企画力・広報力向上研修 等 

 ・提案型協働事業の活用 

 

２ 市政出前講座の実施 

 

年度別 

計画 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度  27 年度 

１      

２      

効果 市民活動への参加促進と担い手づくり 

 

計画期間

における 

主な実績 

１ 研修会・セミナー等の実施、情報収集・提供 

・各種ボランティア養成講座（前計画からの継続実施） 

・一般向けのボランティア・ＮＰＯに関する講座・研修（前計画からの継続

実施） 

・団体向けのボランティア・ＮＰＯに関する講座・研修（前計画からの継続

実施） 

 ・提案型協働事業の活用（前計画からの継続実施） 

 

２ 市政出前講座の実施 

・市政出前講座の実施（前計画からの継続実施） 

 
 

継続実施・内容充実 

継続実施 
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施策番号 基本指針４－② 

施策名 人材コーディネート機能の強化 

実施内容 

市民活動団体が活動を効果的に展開していくためには、組織・会員のリーダ

ー役や活動に参加するボランティア等のコーディネーター、専門知識を持つア

ドバイザー等の果たす役割が重要である。こうした人材の市民活動への参加促

進を図るとともにマッチング機能の充実に努める。 

 

〈具体的施策〉 

１ 登録制度の活用 

・個人ボランティア登録制度の充実 

・生涯現役人材バンク 

・その他分野別登録制度 

 

２ 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 

 

年度別 

計画 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度  27 年度 

１      

２      

効果 市民活動の担い手づくり、市民活動の活性化 

 

計画期間

における 

主な実績 

１ 登録制度の活用 

・個人ボランティア登録制度・各種分野別登録制度の運用（23～） 

・生涯現役人材バンクの運用（23～） 

 

２ 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」等の実施（23） 

・「ボランティアのリスクマネジメント講座」等の実施（24） 

・「ボランティアのにもマナーが大切」等の実施（25） 

・「ボランティアや地域活動をする人のための 

人前で話すデビュー講座」等の実施（26） 

 

実施・内容充実 

継続実施 
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施策番号 基本指針５－① 

施策名 相談窓口の充実・協働関係機関との連携強化 

実施内容 

市民活動・ボランティアサポートセンターを中心に市民活動に関する総合相

談窓口の機能強化に努める。また協働に関する職員全体の意識啓発を進め、相

談体制の充実を図るとともに、国や兵庫県、ひょうごボランタリープラザ、姫

路市社会福祉協議会、教育・研究機関等の関係機関との連携・協力に努める。 

 

〈具体的施策〉 

１ 市民活動及び協働の相談窓口の充実 

・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 

 

２ 国・県等主催事業への参加、情報収集・提供 

・「新たしい公共」に関する取り組み 

・交流行事、ネットワーク会議 等 

 

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 

・福祉ボランティア等の育成・支援に関する取り組み 

 

年度別 

計画 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度  27 年度 

１      

２      

３      

効果 市民活動支援機能の充実、市民活動の円滑化 

 

計画期間

における 

主な実績 

１ 市民活動及び協働の相談窓口の充実 

・職員のスキル向上による窓口対応の向上（23～） 

・市民活動・ボランティアサポートセンターが発行する各種印刷物や市民活

動ネットひめじの活用（23～） 

 

２ 国・県等主催事業への参加、情報収集・提供 

・兵庫県の実施する事業への協力（前計画からの継続実施） 

・姫路市ＮＰＯネットワーク会議の開催（前計画からの継続実施） 

・市民活動・ボランティアサポート登録団体の交流会（23～） 

・ひめじおんまつり（活動発表会）（24～） 

・中播磨地域づくり活動支援者交流会への参加（23～） 

・兵庫県立大学の実施事業への参加（23～） 

 

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 

・個人ボランティア登録制度の活用（前計画からの継続実施） 

・防災士会との連携、協力、支援（前計画からの継続実施） 

・姫路市社会福祉協議会が実施する支援事業、育成事業のＰＲ（前計画から

の継続実施） 

 
 

実施・内容充実 

継続実施 

継続実施 
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施策番号 基本指針５－② 

施策名 財政的支援策の検討 

実施内容 

行政による直接的な財政支援には、公平性等の観点から一定の限界がある。

そのため、既存の財政支援制度の充分な情報提供を行うとともに、市民、企業

等と行政が協力し、財政的に市民活動団体を支える仕組みづくりについて引き

続き検討する。 

 

〈具体的施策〉 

１ 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 

・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 

・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 

 

３ 財政的支援情報の収集・提供、相談対応 

 

年度別 

計画 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度  27 年度 

１      

２ 
     

     

３      

効果 市民活動支援機能の充実、団体・財政基盤の強化 

 

計画期間

における 

主な実績 

１ 基金等による市民活動団体への支援の検討 

・他都市事例の情報収集（前計画からの継続実施） 

 

２ 提案型協働事業制度の充実 

・提案型協働事業の実施（前計画からの継続実施） 

・テーマ設定型事業の新設（23） 

 

３ 財政的支援情報の収集・提供、相談対応 

・提案型協働事業の周知（前計画からの継続実施） 

・兵庫県・民間団体の助成制度の周知、申請に関する相談対応（前計画から

の継続実施） 

 
 

継続実施 報告 

継続実施 

制度見直し 制度見直し 

継続実施 
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施策番号 基本指針６－① 

施策名 地域における協働の推進 

実施内容 

自治会等の地縁系団体によるコミュニティが形成され、地域内の住民が協力

しながら地域課題の解決にあたっている。ＮＰＯやボランティア等の多様な市

民活動団体がこうした活動に参加、協力していくことで、さらに良好なコミュ

ニティの形成につながっていくことから、地域への市民活動に関する理解促進、

情報提供、コーディネート機能の充実等に努める。 

 

〈具体的施策〉 

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 

 

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 

・（仮称）地域づくりハンドブックの作成 

 

年度別 

計画 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度  27 年度 

１      

２ 
     

     

効果 コミュニティの活性化、民間相互の共同の促進 

 

計画期間

における 

主な実績 

１ 地域コミュニティ情報の発信支援 

・市民活動ネットひめじの活用（23～） 

 

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 

・市民活動・ボランティアサポートセンターでの相談対応（23～） 

・地域づくりハンドブックの作成・配布（26～） 

 

 

検討・実施 

検討・企画 実施 

作成 検討・企画 
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施策番号 基本指針６－② 

施策名 企業・教育機関・市民活動団体等との協働 

実施内容 

企業や教育機関等の社会的貢献に係る情報提供等の支援を行う。市民活動団

体に関する情報や活動ニーズ等の提供を行うとともに、企業や大学等が保有す

る知識や技術を市民活動の現場で活用できるよう、また学生によるボランティ

アの参加促進を図るため、市内の大学、高校等の教育機関を中心として交流や

情報共有に努める。 

 

〈具体的施策〉 

１ 企業の支援情報や活動情報の収集・提供 

 

２ ひめじおんまつりの開催（再掲） 

・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 

・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 

・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 

 

年度別 

計画 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度  27 年度 

１      

２      

３      

効果 民間相互の協働の促進 

 

計画期間

における 

主な実績 

１ 企業の支援情報や活動情報の収集・提供 

・姫路市社会福祉協議会の企業ボランティアネットワークのＰＲ（前計画か

らの継続実施） 

・企業の助成金や社会貢献活動に関する情報収集、提供（前計画からの継続

実施） 

 

２ ひめじおんまつりの開催（再掲） 

・ひめじ NPO・ボランティア通信、 

市民活動ネットひめじを活用したＰＲ（23～） 

・市民活動・ボランティアサポート登録団体の交流会（23～） 

・ひめじおんまつり（活動発表会）（24～） 

 

３ 市民活動情報（人材募集情報）の集約、提供 

・ボランティア募集の情報収集、提供（前計画からの継続実施） 

・ひめじ NPO・ボランティア通信の内容・配布先の充実 

（前計画からの継続実施） 

・市民活動ネットひめじの利用ＰＲ（前計画からの継続実施） 

・ボランティア活動の手引きの作成（23） 

・ボランティア活動の手引きの配付（23～） 

 
 

継続実施 

検討・企画 実施 

継続実施 
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施策番号 基本指針７－① 

施策名 市民意識の醸成と行政職員の意識の改革 

実施内容 

市民と行政が互いにまちづくりのパートナーであることの意識を高め、協働

についての理解を深める取り組みを行っていく。行政は市民の声を聞き、積極

的に行政情報の公開に努めるとともに、職員が協働の相手方となる市民活動団

体に対する理解を深め、共に課題解決に取り組めるよう、その手法を学ぶこと

ができる機会を増やしていく。 

 

〈具体的施策〉 

１ 職員研修の充実（再掲） 

・初任者研修 

・管理職研修 

・文化教養講座 等 

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 

３ ひめじおんまつりの開催（再掲） 

・協働や市民参加に関する意識啓発 

４ 協働事例集の作成 

・具体的な協働による取り組み手法、事例の紹介 

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 

年度別 

計画 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度  27 年度 

１      

２      

３      

４      

５      

効果 行政との協働の推進 

 
 

計画期間

における 

主な実績 

１ 職員研修の充実（再掲） 

・新採用職員研修の研修内容への組込み（前計画からの継続実施） 

・人権文化教養講座での実施（前計画からの継続実施） 

 

２ 協働に関する相談体制の充実 

・市民活動・ボランティアサポートセンターでの相談対応（前計画からの継

続実施） 

 

３ ひめじおんまつりの開催（再掲） 

・市民活動・ボランティアサポート登録団体の交流会（23～） 

・ひめじおんまつり（活動発表会）（24～） 

 

４ 協働事例集の作成 

・協働事例集への掲載内容の検討（23） 

・協働事例集の作成・配布・公開（24～） 

 

５ 市政出前講座の充実 

・市政出前講座の実施（前計画からの継続実施） 

継続実施・内容の充実 

継続実施 

内容検討 作成・公開 

継続実施 

検討・企画 実施 
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施策番号 基本指針７－② 

施策名 協働のルールづくり 

実施内容 

市民と行政が信頼関係を深めながら、互いの長所や特性を活かした協働事業

を進めていくことができるよう、提案型協働事業やこれまでの協働の先行事例

等を踏まえ、協働のルールづくりを行う。また、具体的な協働提案やテーマに

ついて、対話と調整を行う協働協議制度を実施する等、推進体制を整備する。 

 

〈具体的施策〉 

１ 協働マニュアルの作成、運用 

 

２ 協働事業の評価・公表のガイドラインの作成・運用 

 

３ 協働協議制度の実施 

 

年度別 

計画 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度  27 年度 

１      

２ 
     

     

３      

効果 行政との協働の推進、市民活動の活性化 

 

計画期間

における 

主な実績 

１ 協働マニュアルの作成、運用 

・情報収集、掲載内容の検討（24） 

・作成・配布・公開（25） 

・運用（26～） 

 

２ 協働事業の評価・公表のガイドラインの作成・運用 

・提案型協働事業の実施状況の公開（前計画からの継続実施） 

 

３ 協働協議制度の実施 

・協働協議の個別対応（23～） 

・協働協議制度の検討（23～） 

 
 

内容検討 作成・公開 運用 

一部実施 

制度設計・調整 実施 

内容検討 作成・公開 運用 
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施策番号 基本指針７－③ 

施策名 協働機会の創出 

実施内容 

協働による取り組みを増やしていくために、積極的な行政情報の公開に努め

るとともに、市民からの相談対応や提案型協働事業の活用等、具体的な協働に

至るきっかけづくりを行っていく。また協働事業の内容や経緯、実施イメージ

等を公開することが重要である。行政からの積極的な情報公開と具体的な課題

の提示に努めていく。 

 

〈具体的施策〉 

１ 提案型協働事業の充実と効果的な活用 

・行政からの具体的な協働テーマの提案 

・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 

・事業内容、実績の公開 

 

２ 協働機会創出のための行政情報の分かりやすい提供 

・市民活動関連サイトへの行政情報の掲載 

・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 

 

年度別 

計画 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度  27 年度 

１      

２      

効果 行政との協働の推進、公共的サービスの向上 

 

計画期間

における 

主な実績 

１ 提案型協働事業の充実と効果的な活用 

・行政からの具体的な協働テーマの提案（23～） 

・事業内容、実績の公開（前計画からの継続実施） 

 

２ 協働機会創出のための行政情報の分かりやすい提供 

・市民活動ネットひめじの活用（前計画からの継続実施） 

・事業計画進捗状況調査の実施（前計画からの継続実施） 

・市政出前講座の実施（前計画からの継続実施） 

 

 

 

継続実施・内容の充実 

継続実施 


