
市としての今後の取組方針（見直し等の内容） 対象課等

　災害時要援護者の支援体制の充実強化対策の一環として、自治会
（自主防災会）を単位とした地域において、日頃より自らが「防災・減災・
安全」に対する意識・行動がとれる組織体制を整備しており、今後も災害
時に市民一人ひとりが自主的行動がとれるよう地域に根付かせていく。
　また、災害対策については、市内で行われる各種イベント等におい
て、積極的にＰＲするとともに地域の防災教室等を活用し、市民に幅広く
周知を図っていく。

防災課

　要援護者への平時における支援として、要援護者となりうる対象者
の把握、要援護者一人ひとりの状況に応じた適切な支援体制、支援
者への的確な情報の提供などが必要とされるが、現状では十分な支
援体制が確立されていない。しかし、こうした平時における情報把握
（共有）は、減災の視点からも極めて有効と考えられる。
　災害対策基本法の改正により個人情報の目的外使用が可能となっ
たが、このことは要援護者の情報を収集することの必要性や正当性
が公に認められたものである。そのため、早急に収集・提供体制の整
備を進め、災害時に多くの地域住民が要援護者支援に直接関われ
るよう各地域での体制づくりに取り組むこと。
　また、要援護者一人ひとりが名簿登録などに積極的に参加協力す
るよう、施策への理解・周知に努めるとともに、情報管理にあたっては
要援護者からの信頼感を醸成していくこと。

　災害対策基本法の一部改正に伴い、「避難行動要支援者」の避難行
動支援などが法制化されたことから、本市においても「災害時要援護者
支援の手引き」の改正を計画しており、地域における要援護者一人ひと
りの状況に応じた支援体制の充実を図っていく。
　平時における情報把握については、平成２５年度中に「災害時要援護
者支援システム」の導入を予定しており、これまで各課で管理していた情
報を一本化することから、的確な情報把握や提供が可能になると考えて
いる。また、システム導入に伴う情報管理体制ついては、個人情報保護
法をはじめ、関係法令を遵守し、遺漏の無いよう整備していく。
　名簿未登録者への対応についても市から直接、登録へのお願いをす
るなどし、要援護者に支援制度に対する理解を深めていただき、積極的
に参加協力を呼び掛けていく。

防災課

　避難時の要援護者への支援者として、大きな役割を担うのが地域コ
ミュニティである。特に災害時は、地域住民が主体となり、避難所運
営や要援護者の支援を行うことが求められる。そのため、地域住民は
もとより、要援護者自らが常に防災意識を持ち、地域住民相互の支え
合いや協力意識が必要となる。
　これに対応するため、各自主防災会における個別計画を早急に策
定し、地域住民が主体となり要援護者ごとの避難誘導体制・安否確
認体制を確立すること。
　また、市民が円滑に避難するため、防災行政無線の難聴地域の解
消を図ることや避難行動時における情報伝達手段を保証すること。

　地域の避難体制を強化するため、避難時に支援者となる自主防災会
や民生委員などに対し、要援護者の支援方法などの講習会を随時実施
していく。また、自主防災会が行う総合防災訓練の選択訓練メニューに、
災害時要援護者支援対策についての訓練内容を充実させ、訓練による
実践を踏まえながら、要援護者の安否確認体制の強化を図っていく。
　個別計画については、支援者一人ひとりの個別計画を「災害時要援護
者支援システム」により効率的に管理するとともに、支援に必要となる詳
細情報を把握できる体制を構築し、早期に個別計画の策定率の向上を
図っていく。
　防災情報の伝達体制について、防災行政無線の難聴地域には屋外
受信装置を新設するなど随時対策を講じていく。また、「緊急情報メー
ル」「ツイッター」「ＴＶＫ、Ｊ：ＣＯＭからの文字放送」などの伝達手段を有
効に活用するとともに、新たな情報伝達手段が開発された際には積極的
に導入するなど、柔軟に対応していく。

防災課

　避難所運営に係る各主体の役割や活動内容など、避難所業務に
従事する者が一体となり、迅速かつ円滑に運営するための取り組み
が必要である。その際、避難所運営マニュアルの検討や被害想定に
基づいた災害用品の備蓄など、地域特性を踏まえた避難生活支援
体制の整備が極めて重要となる。さらに、要援護者の特性に応じた
生活スペースの確保など、個別ニーズに対応可能な支援内容の想
定（検証）を徹底し、要援護者が安心して避難生活を送れる環境づく
りを具体化すること。

　避難所運営については、平成２６年１月に避難所運営マニュアル説明
会の開催を予定しており、そこで市内統一型避難所運営マニュアル策
定に向けた意思統一を図っていき、避難所運営に関する基本的な考え
方や役割など従事者が一体となり、迅速かつ円滑に避難所運営ができ
る体制の整備を図っていく。
　避難所における要援護者の支援対策についても各種専門家を交えた
検討会議を平成２５年８月に設置し、その検討会議の内容を順次、各避
難所運営委員会に反映していく。

防災課

　外国人への対応については、前回の「災害時要援護者支援の手引き」
作成時においても議論した経緯があるため、それを踏まえ、災害対策基
本法の一部改正による手引き改正検討会議において、検討していく。
　避難所での外国人への対応については、「避難所運営マニュアル」に
外国人への支援対応の掲載や避難所にある掲示物の英語化について
検討していく予定である。
　そのほか、地震災害以外の事態による要援護者支援については、あら
かじめ洪水ハザードマップや土砂災害危険地域に住居のある要援護者
情報を事前に把握し、迅速な対応ができるような体制を構築していく。

防災課

平成２５年度　行政評価結果に対する今後の取組方針【テーマ】

平成２６年１月２３日　行政経営課まとめ

テーマに対する意見

　災害時における要援護者への支援においては、市民一人ひとりの自
主的行動を強化し、地域主導による要援護者支援体制の構築が重要
であるため、市は日頃からきめ細かな情報提供やわかりやすく誰もが関
心を寄せる啓発活動に努めること。また、市民協働による連携強化を図
り、市内各地域において「減災・安全」文化の強化を目指すこと。

　今回の評価では取りあげていないが、外国人などへの支援も重要な
課題であることから、要援護者支援において、想定外の事態が生じるこ
とがないよう留意すること。

テーマ１：災害時要援護者支援施策

(1)　「減災・安全」文化の強化

(2)　段階に応じた支援策の強化

(3)　さらなる要援護者への支援

③　発災後の避難生活

②　発災時における避難行動支援

①　平時における情報収集・管理

　災害時に援護を必要とする「災害時要援護者」は、自らの力だけでは迅速で安全な避難ができない状況にあり、段階に応じたきめ細かな対応が求められ
る。この場合、時系列的に見た要援護者支援は、「平時における情報収集・管理」「発災時における避難行動支援」「発災後の避難生活」に大別されることか
ら、それぞれの段階に応じた支援施策の強化が必要である。
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市としての今後の取組方針（見直し等の内容） 対象課等

　講演会などの啓発事業の実施は、市民意識強化の点から評価できるため、
継続的に市民への意識向上を図り、情報提供を行うこと。
　ただし、啓発後、具体的に地域社会に支援への意識が浸透しているかの
効果が不明であること、また支援者に対する行政での位置付けが限定的で
あることなどから、啓発事業が地域活動に結びついているかの検証を実施
し、支援者の枠組みの拡大を図ること。
　また、災害時には若年層が支援者としての役割を担えることもあることから、
防災教育を一層充実すること。

　災害時要援護者の支援体制の充実強化対策の一環として、今後も継続的に「防
災・減災・安全」を地域に根付かせる取り組みについて、市内で行われる各種イベ
ントや地域の防災教室等を積極的に活用し、市民に幅広く周知していく。
　また、定期的に防災講習会において、アンケート等を行い支援者の意識調査等
により効果を検証し、事業に反映していきたいと考えている。
　若年層の支援者への取り組みについては、東海大学との災害時協定に基づき平
成２４年度から「災害ボランティア講習会」を開催していることから、今後もこれを継
続し、そのほか若年層を中心とした支援者拡大に向け、積極的に取り組んでいく。

防災課

　住民主導型避難所運営について、訓練に基づく経験や先進事例などを共
有し、災害対応の精度向上を図るとともに、市民一人ひとりの防災意識のさら
なる向上と避難所運営委員会の運営体制を確立すること。
　また、災害発生時刻により、災害要援護者を援護できる人が異なるため、
様々な時間帯、曜日などを想定し、要援護者の視点でニーズ等に適応した
支援体制を構築すること。

　避難所運営については、平成２６年１月開催予定の避難所運営マニュアル説明
会において、各避難所運営員会相互の情報交換などを予定しており、市内全域の
意識の統一・向上を図っていく。
　また、各避難所における要援護者の支援対策についても各種専門家を交えた検
討会議を平成２５年８月に設置しているため、その検討会議の内容を順次、各避難
所運営委員会に反映していく。
　これまで支援者を対象とした説明会や訓練を行っているが、今後は要援護者に対
しても積極的な参加を呼び掛け、要援護者と支援者が一体となり、顔の見える関係
を構築できるような体制づくりを進めていく。

防災課

　要援護者名簿の活用について、より効果的な取り組みが求められるため、
従来の「手上げ方式」による支援だけではなく、積極的な支援の仕組みを検
討するとともに、当事者への趣旨説明と厳重な情報管理を徹底し、同意者の
比率を高くすること。
　また、災害対策基本法の改正を踏まえ、関係各課が保有する要援護者名
簿情報を共有（一元化）するなど相互連携強化の仕組みを構築し、今後整
備を予定しているシステムの設計に反映すること。

　要援護者名簿の登録者への情報管理に対する不安を解消するため、支援者に
情報管理研修を計画するなど、厳重な情報管理体制を構築し、要援護者に個人情
報に対する管理状況についての理解を深め、名簿登録率の向上を図っていく。
　「災害時要援護者支援システム」については、住民基本台帳システムデータを元
に最新の情報を維持し、福祉部や消防本部と情報を共有する一元管理システムと
し、関係部署と連携を図っていく。

防災課

　防災行政無線の設置について、常に市街化の状況に合わせて難聴地域を
把握し、それを受けて計画的に建替・点検すること。また、的確な情報伝達を
可能にするため、閉め切った室内、バスや電車の中に居て聞き取れない場
合などを想定し、情報伝達の補助手段をより一層充実すること。

　防災行政無線の建替・点検については、難聴地域の対策を含め計画的に実施し
ていく。また、防災行政無線以外に「緊急情報メール」「ツイッター」「ＴＶＫ、Ｊ：ＣＯＭ
からの文字放送」などの伝達手段を活用するとともに、新たな情報伝達手段が開発
された際には積極的に導入するなど、柔軟な対応を検討していく。

防災課

　対象となる高齢者の名簿登録について、関係課は保有する情報の共有化
や情報交換を行うなど効率的な状況把握を徹底すること。また、見守りだけ
でなく、平時の高齢者の居場所など細かな情報を把握するために、支援者
や地域のコミュニティと交流する仕組みを強化し、災害時での孤立化を防ぐ
などさらなる整備を進めること。
　高齢者協定施設については、要援護者の支援体制に係る情報を共有し連
携を密にするとともに、協定施設の拡大など、体制を強化すること。

　名簿に関する情報については、平成２５年度中に「災害時要援護者支援システ
ム」の導入を予定しているため、防災課を中心に的確な情報把握・共有に努め、一
元化を進めていく。
　また、現在取り組んでいる「出前講座」を引き続き実施し、日常生活における地域
とのつながりや災害時に必要な知識・ノウハウなどの防災意識を地域に定着させて
いく。
　要援護者に対しては、環境や避難行動の支障となる程度に応じて支援体制のあり
方を検討するとともに、デイサービス施設を含めた新たな協定施設の拡大に向け、
施設に協力を求めていく。

高齢介護課

　対象となる障害者や協定可能施設の把握など、現状を詳細に分析し、需
要（要援護者）と供給（受入可能人数）の不均衡の解消を図ること。
　また、協定施設と実施している合同訓練については、今後も継続して実施
し、障害者と地域住民が相互協力するなど、訓練内容を充実すること。

　関係団体等と連携し要援護者となりうる対象者の把握に努めるとともに、市内障害
者福祉施設の状況等を把握し、協定可能と思われる施設に協力を求めていく。
　また、毎年協定施設と行っている受入訓練については引き続き実施し、施設関係
者等と連携を図り訓練内容の充実を図る。

障害福祉課

　障害者のための講演会について、当事者団体主催と市主催の実施内容を
比較・分析するとともに、当事者の参加だけでなく、地域住民や健常者が協
働可能な内容とすること。また、知的障害者以外の団体の講習会なども実施
すること。

　防災講演会の実施内容については、地域住民や健常者と協働できるよう防災課
や関係団体等と検討しながら実施していく。
　また、知的障害者以外の団体に対し、講習会実施について促すとともに実施に際
し支援していく。

障害福祉課

　視覚障害者の人数や状態等を把握し、ニーズを明確にしたうえで、点字版
ガイドブックなど多様な情報伝達方法を確立すること。

　点字や音声など個々に必要な媒体によるガイドブックを作成し、配布する。
　また、自立支援協議会専門部会や関係団体と協議・検討し、情報伝達方法を確
立する。

障害福祉課

　避難所における聴覚障害者への確実な情報伝達手段について、避難所数
に対応した人員確保、配置・運用方法に不安があるため、手話通訳者派遣
に代わる支援策を模索し支援体制を構築すること。
　また、携帯電話等へのメール情報配信について、登録者の実態を分析し、
啓発を強化すること。

　秦野市障害者自立支援協議会専門部会や関係団体等と協議・検討を進め早急
に支援策・支援体制の構築を図るとともに、引き続き手話通訳者養成講座の開催等
により手話通訳者養成に努め、手話通訳者の派遣方法等についても検討する。
　携帯電話等のメール配信情報については、未登録者の把握に努め、登録への周
知を図る。

障害福祉課

障害福祉課

健康づくり課

１－⑧　点字版防災ガイドブックの作成、視覚障害者避難誘導体制の整備

１－⑨　携帯電話等による情報提供、広域避難場所へ手話通訳者派遣

１－⑩　災害時における医療体制の充実、災害時対応における医師会等関係機関との連携

テーマ１：災害時要援護者支援施策

１－①　地域防災体制の整備・強化、災害予防の促進、災害対策の推進、障害者のための防災講習会実施

１－②　地域防災体制の整備・強化、災害応急対策の充実、地域防災体制整備促進

１－③　災害対策の推進、地域防災体制整備促進、災害時要援護者対策マニュアル作成に対する支援

事業に対する意見

平成２５年度　行政評価結果に対する今後の取組方針【事業】
平成２６年１月２３日　行政経営課まとめ

１－④　防災行政無線（受信局）の設置

１－⑪　災害時人工透析医療機関の情報提供体制の整備

　市内だけでなく広域的な連携を視野に入れ、また様々な状況を想定し、的
確な医薬品の配備と備蓄を行うこと。
　あわせて、服用方法などを指導するため、避難所や医療救護所への薬剤
師の配置を進めること。

　県からの情報に依存するのではなく、市としての主体的な取り組みを具体
化すること。特に人工透析患者の視点に立ち、伝達する経路や手段の確立
などきめ細かなサポートができる仕組みをつくること。

健康づくり課

  医療救護所では、主に外科系措置が必要なケースに対し的確に対応する前提
で、被災地域外からの救援が来るまでの発災後３日間に必要な医薬品を備蓄して
いる。
　発災後４日目以降に需要が見込まれる医薬品等及び高血圧や糖尿病など主に
慢性疾患措置用の内用薬は、被災地域外からの救援が見込まれることから、県外
の７自治体と相互応援協定を締結するなど、より広範囲な体制により対応することと
している。
　服用方法の指導については、発災時に医師会から医師等が医療救護所に参集
し、薬剤師会から医薬品の調達、薬剤師派遣の協力体制が整備されている。平成
２３年度の総合防災訓練では、医師会及び薬剤師会による医療救護所におけるトリ
アージ及び医薬品の取扱い訓練を実施している。

  市内の腎臓機能障害者を把握するためリストを作成します。また、今後、神奈川県
が策定した「災害時透析患者支援マニュアル」に基づき、県から市に伝達される受
入可能な透析施設の情報を腎臓機能障害者に伝達する仕組みを検討する。

１－⑤　高齢者の安全・安心の確保（地域におけるひとり暮らし高齢者・高齢者世帯の見守り体制の構築等）

１－⑥　緊急施設受入れシステムの充実

１－⑦　障害者のための防災講習会実施
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市としての今後の取組方針（見直し等の内容） 対象課等

　平成２５年度から、公民館運営協議会の協働性をさらに高めるた
め組織を再編し、積極的にシニア世代の委員に公民館事業に参
画してもらっている。
　今後、公民館運営協議会とともに、シニア世代の参加体験型学
習プログラムや参加者・受講者が地域を活性化するための活動に
つなげられるよう各種団体との連携を研究していく。

生涯学習課

　これまでシニア世代が培ってきた能力や活力を効率的・効果的
に市民活動につなげられるよう、市民活動サポートセンターを中心
に活動の場や情報を提供していく。

市民自治振興課

　市民活動団体との係わりについては、引き続き、公民館に市民活
動団体に関するチラシやポスターを設置するなど周知に努め、講
座受講者等が地域の中で市民活動に参加できるよう努めるととも
に、公民館事業の一部に組込むなど事業の連携を図っていく。

生涯学習課

　市民活動団体への支援事業については、組織における機能の
充実や基盤の強化を率先して取り組む必要がある。そのため、関
係団体との交流や研修等により組織における人材育成を図り、ス
タッフ一人ひとりの能力・ノウハウを蓄積させていく。
　また、地域に市民活動を浸透させるため、れんきょうの活動やボ
ランティアに興味をもってもらうよう広報誌や各行事等で積極的なＰ
Ｒを行うとともに、ホームページやメールマガジン等を活用した関係
団体とのネットワークを構築していく。

市民自治振興課

平成２５年度　行政評価結果に対する今後の取組方針【テーマ】

平成２６年１月２３日　行政経営課まとめ

(4)　関係各課の連携強化に向けた体制づくり

テーマに対する意見

テーマ２：シニア世代における生涯学習活動の推進と地域参加支援

　関係各課は各事業の関連性を再確認し、社会の変化に対応した取り組み
を強化するため、既存事業の抜本的な見直しを行い、公民館事業と市民活
動の新たな連携に向け、必要とされる視点や問題意識を強化すること。

　評価対象となった事業内容を見ると、シニア世代がこれまで培ってきた知識
や経験等を新たな地域の活力につなげるという視点が不十分である。今後の
超高齢社会を見据えた場合、地域社会において、シニア世代が新たな公共
の担い手として活躍できる場を提供することが重要となることから、シニア世代
を対象とした事業見直しが求められる。

(2)　公民館事業の見直し

　生涯学習計画の基本理念には、市民協働型の学習推進として、「地域活
動、市民活動、まちづくり活動などの学習成果を地域で活かす」という目標が
掲げられている。しかし、市が実施している講座・講習会において地域の人材
を十分に活かしきれていない。
　この場合、市内には１１の公民館が点在しており、シニア世代が地域活動に
参加する身近な拠点施設として、その役割に期待が集まる。そこでは地域に
潜在するシニア世代などの活力の掘り起しが求められる。
　市民が主体となり企画・運営を行っている「広畑ふれあい塾」事業について
は、他地区でのさらなる展開を検討し、行政中心の公民館事業に捉われるこ
となく、地域ごとにシニア世代の地域参加促進につながる事業展開を強化す
ること。
　また、公民館事業は、市民ニーズや利用満足度に関する調査不足や事業
が細分化されていることから、その目標や目的と実際の事業内容とに不整合
が生じている。
　そのため、公民館各地域における役割を再確認し、市民ニーズの把握や事
業の費用対効果（効率性）などの評価を早急に行うこと。また、分析結果に基
づき、それぞれの地域ニーズを明らかにし、地域特性を活かした事業実施に
取り組むこと。

生涯学習課

市民自治振興課

(1)　シニア世代を新たな地域の活力とする視点の強化

(3)　市民活動団体への支援

　公民館事業をきっかけに地域活動に参加するようになった方々を、地域の
新たな活力としてＮＰＯやボランティア団体に登録するなど、生涯学習活動の
推進と社会貢献によるコミュニティ維持という双方の施策を連携させることが、
活力あるまちづくりの担い手の育成につながる。
　そのため、市民の自発性に基づくまちづくり活動において、「れんきょう（は
だの市民活動団体連絡協議会）」が果たす役割は大きい。また、今後も市が
把握しきれない市民活動団体の発掘や、市民活動と社会教育事業との連携
強化が求められることから、気軽に市民活動に参加できる環境整備や市民活
動の活性化、団体の組織基盤強化など、れんきょうへの期待は大きい。
　しかし、こうした市民活動支援のための資金が十分でないため、その拡充が
求められる。

　生涯学習推進計画を踏まえ、すべての公民館において、各公民
館運営協議会と社会教育委員会議の委員が評価員として、新たな
公民館運営評価を実施しているため、その評価に加え、事業ごと
に参加者や講師に対する満足度調査を実施する。
　また、「広畑ふれあい塾」と併せて、地域に潜在するシニア世代な
どの活力の掘り起しやシニア世代を含めた市民による企画・提案
事業の拡充を図っていく。

　公民館事業をきっかけに市民活動に興味を持った方に対して、
れんきょう登録団体（６３団体）を知ってもらうため、広く周知を図っ
ていく。
　また、自主的で公益的な活動を行う市民活動団体に対して資金
面での支援を行っている市民活動サポート事業の拡充を図ってい
く。

　少子高齢化に伴う人口構造の急激な変化により、社会全体の活力の低下が懸念されているが、一方でシニア世代の人口割合は年々増加しており、退職を機
に地域回帰が進んでいる。
　この現実を積極的に捉え、シニア世代を新たな地域活力とし、これまで培ってきた豊かな知識や経験、技能をいかに地域で活かすかが問われている。
　市は、こうしたシニア世代に対し、生涯学習活動や地域活動への参加を促すため、新たな施策導入に取り組む必要がある。
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市としての今後の取組方針（見直し等の内容） 対象課等
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　公民館事業は、多様な事業を展開しているが単発的な講座が多く、
そのため分類・体系・目的と実際の事業内容が相違している部分があ
る。また、実施した事業がボランティアの増加や高齢者の知見の地域還
元につながったかが不明である。
　こうした課題を解消するため、各地域、各公民館において、講座実施
後、アンケート調査を行い、市民の意見・要望を分析し、市民参加の
下、定期的に「費用対効果」「満足度評価」「地域連携効果」などをまと
め、全事業について企画内容や運営方法を見直すこと。
　講座によっては、れんきょう登録団体による提案型事業への参画も視
野に入れ、企画、実施を市民や市民団体に移行し、公民館は側面的
に支援するなど、受講者数増加のための仕組みを新たに導入するこ
と。

　これまでのアンケート調査を改めて、全館共通の参加者向けアンケート
及び講師用アンケート調査を行い、参加者（受講者）の満足度や意見・
要望を分析したうえで、各事業の分類と目的を明確にし、目標・目的に
沿った事業を展開・反映させ、充実を図る。

生涯学習課

　広畑ふれあい塾は、市民が主体となり企画・運営を行い、多くの市民
に魅力ある学習機会を提供している。特に各公民館を上回るほどの事
業件数や、公民館とは異なる連続講座がプログラム化されるなど、講座
内容に市民企画ならではの発想が見られる。
　これは、今後の社会教育のあり方として参考とされるモデルであり、市
民が自主的に運営する事業として他地区への展開を進めること。

　受講生と共に運営している「広畑ふれあい塾」をモデルとして、生涯学
習課で実施している各種事業や公民館事業についても、市民やボラン
ティア講師との協働方式による運営を拡充するよう関係者や関係団体に
働きかけ、自主的に運営できるよう努めていく。

生涯学習課

　本事業のボランティア発掘・育成が担う役割を明確にし、ボランティア
育成手法を検証するとともに、養成した人材が地域参加できる仕組み
を構築すること。
　また、ボランティアの発掘やボランティア希望者と関係団体とのマッチ
ングについて、市民活動サポートセンターとの連携を強化すること。

　市の歴史や文化などの地域資源を学び、学んだことを多くの市民や市
外から秦野市に訪れる人たちへ伝え、観光ボランティア等で活躍できる
人材を養成することを目的としている「ふるさと講座」等を開催することに
より、より実践的な人材育成に取り組んでいる。このことから、育成した人
材が観光ボランティア等だけでなく、多方面で地域参加できる仕組みの
構築に努めていく。

生涯学習課

　ボランティア団体、NPO団体の組織マネジメント強化に対する研修講
座は、対象者を「れんきょう」に限定せず、他団体との交流や市民ボラン
ティアとの連携強化も視野に入れた研修を企画すること。

　研修講座はれんきょうが市民活動団体の抱える課題やニーズをより効
率的に把握することを目的に実施している事業であるため、市民活動サ
ポートセンターが保健福祉センターに移設した現状を踏まえ、保健福祉
センターを活動拠点としているボラティア団体との交流を深め、新たな課
題やニーズを把握するなど、研修内容の幅が広がるような支援を進めて
いく。

市民自治振興課

　地域で市民活動を支える仕組みを今後も充実させ、上限金額の見直
しや支援金の増額などに取り組み、支援による市民活動の成果を検証
すること。
　また、「２－③」の事業との連携による相乗効果を創出するため、リー
ダー育成プログラム参加者に対する事業資金としての基金の活用や、
市民活動団体によるリーダー育成プログラム指導者への協力など、ボラ
ンティア・ＮＰＯ支援事業全体の仕組みを整えること。

　これまでに引き続き、市民活動サポート事業において支援した団体か
ら活動報告を受け、支援に対する成果を検証するとともに、支援金によら
ず地域で市民活動を支えていけるような体制の整備を進めていく。ま
た、基金の活用方法については、毎年、必要性・有効性等を検証し、最
適な市民活動団体への支援策を検討していく。

市民自治振興課

　市民活動団体のすそ野を広げるため、市民活動サポートセンターが
果たす役割は大きい。拠点の必要性もさることながら、果たすべき機能
充実こそが本事業の根幹である。施策面での本事業の位置づけを明
確にし、事業内容に即し新たに指標を設定するなど、施設移転による
効果検証と支援のあり方を再検討すること。
　また、ボランティア団体、NPO団体について、「関心をもってもらう」「活
動を知ってもらう」「活動に参加してもらう」「組織する」「組織を強化す
る」「市との協働の範囲を広げる」といった視点から市の支援体制を見
直すこと。

　市民活動の拠点である市民活動サポートセンターをボランティア全体
のネットワークの中枢に据え、情報発信・共有などの機能や組織基盤の
強化を図っていく。
　また、潜在的なボランティア希望者を発掘するため、市民活動サポート
センターの利用促進の調査・情報収集等を行い、地域住民がボランティ
アに参加しやすくなる環境・体制を整備し、ボランティアのすそ野を広げ
ていく。

市民自治振興課

まちおこし型事業の充実、地域の特色を生かした講座の充実

市民提案型事業の充実

平成２５年度　行政評価結果に対する今後の取組方針【事業】

平成２６年１月２３日　行政経営課まとめ

事業に対する意見

高齢者の知識、技能等の活用

現代的課題に対応する事業の充実、市民生活に即した講座の充実

地域協働事業の充実

公民館協働事業の充実

テーマ２：シニア世代における生涯学習活動の推進と地域参加支援

２－①　公民館事業の充実

２－②　生涯学習活動に対する支援、学習成果を地域で生かす機会の充実

２－③　ボランティア、指導者の育成、指導者・ボランティアの発掘と養成

２－④　協働推進のための人材育成

２－⑤　市民活動団体等への支援

２－⑥　学習成果を地域で生かす機会の充実
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