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平成 30  周南市地域づくり推進計画に係る進捗管 及び施策評価 

周南市地域づくり推進計画に係る基本目標・基本施策・推進施策 

基本目標 基本施策 推進施策 頁 

 
１.市 を発
す る 新 た な 地 域 
づくり事業の形成 

(1)「共創プロジェクト」による多様な 
主体同士の連携事業の創出 

① 多様な主体同士の「対話」による「プロジェクト」
の創出 

② 「プロジェクト」による地域課題の解決と連携  
主体の育成 

③ ＳＮＳ・イベント等による情報発信の充実と 
地域づくりプロデューサーの育成" 

３ 
(2)ビジネスの手法により経済循環を
生み出す新たな地域づくり事業の創出 

① コミュニティ・ビジネスの創出と支援体制の整備・
推進体制の強化 

② 企業の CSV 活動等の促進 

(3)市 活動支援センターによる新た
な地域づくり事業支援の拡充 

① 市 活動支援センターの強化 
②（仮称）新徳山駅ビルへの移転準備及び稼働 

 
２.地域 で創る
支え合う地域コミュ
ニティの形成 

(1)総合的な地域づくりに対応できる
地域の体制づくりの促進 

① 地域の現状や課題把握等のための話合い活動
の促進 

②「自治会連合会」等との連携による自治会加入
の促進 

③ 自治会組織の活動拠点である自治会集会所
等の整備の支援 

５ (2)総合的な地域づくりの実現に向け
た「地域の夢プラン」の策定と実践活動
の推進 

①「地域の夢プラン」の策定の支援 
②「地域の夢プラン」の実践活動の支援 

(3)総合的な地域づくりを実現する 
拠点施設の整備と地域コミュニティ  
組織等による拠点施設運営の推進 

①「地域の夢プラン」等の実現に向けた拠点施設 
の整備等 

② 地域コミュニティ組織等による拠点施設運営  
の推進 

 
３.地域に根ざした
次世代の地域づく
り担い手の育成 

(1)「共創プロジェクト」や「地域の夢プ
ラン」による地域ぐるみで担い手の育成 

①「共創プロジェクト」や「地域の夢プラン」による  
地域づくり担い手の育成・確保 

７ 
(2)大学や工業高等専門学校等との
連携による地域づくり活動の促進 

①大学等が実施するゼミ等と連携した大学生等 
の担い手の育成 

 
4.計画の推進 

(1)地域づくり推進体制の整備・支援
制 の充実 

①庁内外推進体制の整備 
②地域の実状に応じた地域の活動拠点施設   

の検討・整備 
③支援制 の充実 

８ 
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周南市地域づくり推進計画に関する評価・検証について 
 

○ 評価方法 
   ・周南市地域づくり推進協議会（外部有 者）において、平成 29 の周南市地域づくり推進計

画の実施状況及び進捗状況について評価を った。 

   ・評価にあたっては、基本目標に対する数値目標の達成状況や推進施策の進捗状況などから基本施
策の取組みが基本目標の達成に「有効である」かどうかについて評価を った。 

 
 

○ 評価基準 
「A」・・・基本目標の達成に「非常に有効である」 

       （施策効果が表れており、効果の継続が期待される。） 

「B」・・・基本目標の達成に「有効である」 
    （施策効果が薄いが、今後、効果の発現が期待できる。） 

「C」・・・基本目標の達成に「あまり有効とはいえない」 
       （施策効果が表れているが、今後、効果の継続が期待できない。効果の継続には部分的 

な しが必要である。） 

「D」・・・基本目標の達成に「有効とはいえない」 
       （施策効果が表れておらず、今後も効果の発現が期待できない。効果の発現には、抜本的 

な しが必要である。） 
 
 

○ 評価後の対応 
   ・本会議からいただいた評価勪 を まえて、地域づくり推進課が必要に応じて、施策等の しや  

を う。 
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●育成講座開催 
●対話集会開催 

基本目標 １．市 を発 する新たな地域づくり事業の形成 

数値目標 単位  H27 H28 H29 H30 H31 

① 「共創プロジェクト」での連携主体登録数（ 計） 団体 
目標値 - 20 80 140 200 
実績値 0 27 66 - - 

② 「共創プロジェクト」認定プロジェクト申請件数（ 計） 件 
目標値 - 10 40 70 100 
実績値 0 6 22 - - 

③ 「共創プロジェクト」認定事業数（ 計） 件 
目標値 - 5 30 55 80 
実績値 0 4 17 - - 

④ 「共創プロジェクト」創業数（ 計） 件 
目標値 - - 2 5 8 
実績値 0 0 5 - - 

⑤ 「共創プロジェクト」新規就労者数（ 計） 人 
目標値 - - 5 15 25 
実績値 0 0 3 - - 

⑥ 「プロデューサー養成講座」への受講者数（ 計） 人 
目標値 - 20 40 60 80 
実績値 0 17 45 - - 

⑦ 市 活動グループバンク登録団体数 
※支援センターに登録する市 活動団体数 団体 

目標値 280 290 300 310 320 
実績値 287 278 273 - - 

 
基本施策(1) 「共創プロジェクト」による多様な主体同士の連携事業の創出 
・地域団体やＮＰＯ法人等の市 活動団体、学校、企業等の多様な主体同士（以下「連携主体」という。）が連携して発 し、地域課題の
解決や市 ニーズに した持続的な取組みを創出する仕組み（共創プロジェクト）を用勪し、多くの連携主体の「新しい発 」や「新しい手法」を
活かす地域づくりを促進します。 
・「共創プロジェクト」の市内全域への浸透や地域づくりを次世代に継承するための情報発信、プロジェクトの継続に必要なプロデューサーやファシリテ
ーター等の人材育成、多様な主体同士のネットワーク構築を図ります。 

推進施策① 

●多様な主体同士の「対話」による「プロジェクト」の創出 
・推進体制の整備 
・「対話」の機会設置 
・プロジェクトの創出 
・支援体制の整備 

工程表 

H27 H28 H29 H30 H31 
     

推進施策② 
●「プロジェクト」による地域課題の解決と連携主体の育成 
・地域課題の抽出 
・育成事業の創出等 

     

推進施策③ 

●ＳＮＳ・イベント等による情報発信の充実と地域づくりプロデューサーの
育成 
・情報発信の強化（ＳＮＳ、インターネット、イベント等での効果的な情報
発信） 
・共創プロジェクトを推進するプロデューサー、ファシリテーター等の育成 

     

 
基本施策(2) ビジネスの手法により経済循環を生み出す新たな地域づくり事業の創出 
・地域の資源や特性を活かしながら地域課題の解決をビジネスの手法で取組むコミュニティ・ビジネスの創出を促進し、地域の人材やノウハウ等の活
用による新たな創業や 用を創出するとともに、 ・多様化する市 ニーズに した新たな地域づくり事業を創出します。 
・企業における経済的価値と 会的価値の を目指す Ｓ 活動等を促進します。 

推進施策① ●コミュニティ・ビジネスの創出と支援体制の整備・推進体制の強化 
・関係機関との協議による現状調査及び支援体制等の検討・整備 

工程表 

H27 H28 H29 H30 H31 
     

推進施策② ●企業の CSV 活動等の促進 
・企業等への現状調査、企業との連携についての検討等 

     

 
基本施策(3) 市 活動支援センターによる新たな地域づくり事業支援の拡充 

・市 活動支援センターにおいて、多様な主体同士の連携等による新たな地域づくり事業に対する支援の拡充を図ります。 

推進施策① 
●市 活動支援センターの強化 
・共創プロジェクト等の実施に向けた支援体制の整備 
・講座開催による団体育成 

工程表 

H27 H28 H29 H30 H31 
     

推進施策② ●周南市徳山駅 わい 施設への移転準備及び稼働 
・移転に向けた準備 

     

●企業等への説明・協議 

●発信体制の整備 

●HP 作製 
●人材育成講座の開設 

●推進体制の整備 

●認定プロジェクトによる地域課題の解決 

●対話集会開催 
●共創カフェ開催 

●地域課題の抽出 

●HP・ラジオ等による活動発信 

●周南市創業支援協議会等との協議 
●推進体制の整備 

●現状調査 

●移転・稼働 

●移転に向けた検討・準備開始 

●検討 
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【評価】 

推進施策に対する所管部署の評価 
【取り組みの状況】 

共創プロジェクト事業においては、ＮＰＯ法人や地域団体、
企業などが参加し、３９団体が連携主体登録し、１６件のプロ
ジェクト申請があり、そのうち１３件を認定した。１３件の認定プ
ロジェクトの中には、地域資源を活用し特産品開発による地域
所得の増加や、創業数 5 件・新規就労者数３人のなどの実績
値もあがり、一定の成果があった。30 は新たに１３件のプ
ロジェクト申請があり、9 プロジェクトを認定するなど、着実に事業
が浸透してきている。今後も、市 活動支援センターを中 とし
た相談体制の充実、関係機関との連携を強化していく。 

【総括判断】 
共創プロジェクト事業では、市 同士が連携し発 する、地

域課題の解決や市 ニーズに した「新しい公共」の創出が広
がっている。ただし、共創プロジェクトへの申請件数・認定事業数
は、目標値を大 に下回っており、今後は対象要件の し
や、取組みやすい仕組みづくり等を い、引き続き事業を進めて

く。 
市 活動支援センターの市 活動グループバンク登録数は
減少傾向にある。H29 拢には わい 施設に移転

し、現在は登録数も増加に転じている。今後も、市 活動支援
センターの機能を強化し、市 活動団体への相談対応、団体

、多様な主体の地域づくりへの参画の増加に努める。 

H28  
評価 

外部有 者からの評価（平成 29 ） 
評価 ・多様な主体同士の「対話」による「プロジェクト」創出という共創プロジェクトのコンセプトは大いに評価でき

る。申請件数・認定事業数は、目標値を下回っているが着実に増加している（創業数については目標値を
上回っている）点は評価しても拖い。 
・「市 活動支援センター」の活動強化、プロデューサー等の人材育成の強化、これらの 活動のコミュニティ
への周知については、 なる努 が必要である。 
・目標値については、その数値の根拠（それが勪 する実拟）は かという点を め、 しが必要なもの
もある。 

Ｂ Ｂ 
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基本目標 ２．地域 で創る支え合う地域コミュニティの形成 

数値目標 単位  H27 H28 H29 H30 H31 

① 「地域の夢プラン」の策定数（ 計） 団体 
目標値 10 11 12 13 14 

実績値 11 12 12 - - 

② 「地域の夢プラン」に基づくハード事業の実施件数 
※市等の補助事業を活用して地域が整備した件数（ 計） 件 

目標値 6 6 6 7 7 

実績値 5 5 6 - - 

③ 自治会加入  ※自治会加入世帯数/全世帯数 ％ 
目標値 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 

実績値 77.7 77.5 75.6 - - 

 
基本施策(1) 総合的な地域づくりに対応できる地域の体制づくりの促進 

・地域の様 な課題を地域 の で解決するために、その体制を支える 人、団体がそれ れの役 に応じて を発 し、総合的な活動ができ
るよう、地域の体制づくりの促進を図ります。 
・基礎的な地域組織として、 らしを支える様 な活動に取り組んでいる自治会組織の活動を支援することにより 自治を推進するとともに、「自
治会連合会」等との連携による自治会加入の促進を図ります。 

推進施策① 

●地域の現状や課題把握等のための話合い活動の促進 
・地域課題の抽出等の現状把握 
・地域ｺﾐｭﾆﾃｨ組織等との協議 
・推進体制の構築等 

工程表 

H27 H28 H29 H30 H31 
     

推進施策② 

●「自治会連合会」等との連携による自治会加入の促進 
・周南市自治会連合会・山 勿 建協会周南支部・市による三者協定
に基づく加入促進への連携強化 
・自治会加入促進マニュアルの作成・配布等 

     

推進施策③ 
●自治会組織の活動拠点である自治会集会所等の整備の支援 
・自治会集会所の建設や補修 
・備品整備等への補助 

     

 
基本施策(2) 総合的な地域づくりの実現に向けた「地域の夢プラン」の策定と実践活動の推進 

・地域コミュニティ組織等において、地域の づくりや えている様 な課題を解決する総合的な地域づくりが展開できるよう、地域の 来 や目
標、 動計画等を定めた「地域の夢プラン」の策定や、その実践活動を推進します。 

推進施策① 

●「地域の夢プラン」の策定の支援 
・職員によるコーディネート 
・専門家やアドバイザーの派遣 
・策定経費の支援 

工程表 

H27 H28 H29 H30 H31 
     

推進施策② 

●「地域の夢プラン」の実践活動の支援 
・職員によるコーディネート 
・専門家やアドバイザーの派遣 
・地域おこし協 員の配置（中山間地域） 
・活動に要する経費の支援 
・ハード整備に対する支援（中山間地域） 

     

 
基本施策(3) 総合的な地域づくりを実現する拠点施設の整備と地域コミュニティ組織等による拠点施設運営の推進 

・各地域の総合的な地域づくりの活動拠点となる施設については、地域のニーズに応じて、公 等を地域 自の活動が展開できる施設へ 新、
転換するとともに、その拠点施設の運営を地域で える体制づくりを支援します。 

推進施策① 

●「地域の夢プラン」等の実現に向けた拠点施設の整備等 
・和田地区、 地区における施設整備 
・地域のニーズに応じた公 から自 の高い活動ができる施設への転
換の検討  工程表 

H27 H28 H29 H30 H31 
     

推進施策② ●地域コミュニティ組織等による拠点施設の運営の推進 
・大 地区による施設運営の支援、 拞地区における運営検討の支援 

     

●地域創発会議開催 
●地域の課題把握、推進体制の構築 

●対象を市内全域に拡大 

●連携開始 

●マニュアル作成・配布 
●研修会実施（徳自連） 

●自治会集会所等の整備支援 

●補助制 説明会実施 

●実現支援 

●策定支援 

●対象を市内全域に拡大 

●対象を市内全域に拡大 

●協議開始（ 地区） 

●大 地区 による施設運営（支援） 

●協議開始（和田地区） 
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【評価】 

推進施策に対する所管部署の評価 

【取り組みの状況】 
 平成 28 より支援対象地域を市内全域に拡大した「地域
の夢プラン」の取り組みは、都市部、都市周辺部においても地域
づくりに関する話し合いの場や地域課題の解決に向けた自発的
な動きにつながり、新たに「今 」「 市」「 南」「 」の 4 地
区においてプラン策定に向けた取り組みがスタートした。 
 三丘地区では、夢プランの取り組みから共創プロジェクト事業に
発展。 家カフェの整備につながった。 

和田地区では夢プランと同 進 する形で、地域拠点の整
備に向けてプロジェクトチームが検討を進めている。 

自治会の加入 向上については、引き続き自治会連合会等
と連携し自治会加入促進に向けた啓発活動に取組んでいる。 

【総括判断】 
「基本目標に対する数値目標」については「地域の夢プラン」の

策定数・ハード事業の実施件数については目標を達成している
が、自治会加入 については減少傾向にあり、厳しい状況が続
いている。自治会連合会等との連携により、自治会加入促進に
取り組んでいるが、有効な 開策が つかっていない。 

今後の課題として、「地域の夢プラン」への関 の高まりに伴
い、地域特性に合わせた支援体制（策定の支援、実践活動の
支援）を整えていく必要がある。 

今後も、基本目標の達成に向けて、引き続き地域づくり活動
の支援に努める。 

H28  
評価 

外部有 者からの評価（平成 29 ） 
評価 ・夢プランの取り組みは、市の支援もあって着実に進んでいるものと評価できる。今後、都市部で夢プランの取

り組みを うに勠たっては、中山間部と同様のアプローチでは しい もあることから支援体制（補助期間・
補助 ）の しも必要。 に夢プランを浸透させ一人 とりの地域づくりへの勪 高 を図っていくこ
とが重要である。 
・自治会加入 の向上に向けては、 体的な方策が されるとよい。加入 の びない募 として、自治
会の活動が えてこないという指摘がある。 

Ｂ Ｂ 
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基本目標 ３．地域に根ざした次世代の地域づくり担い手の育成 

数値目標 単位  H27 H28 H29 H30 H31 

① 「共創プロジェクト」等に係る人材育成講座の受講数（ 計） 人 
目標値 - 20 40 60 80 

実績値 0 17 45 - - 

② 大学等との連携による地域づくり講座開催件数（ 計） 件 
目標値 7 13 19 25 31 

実績値 7 17 26 - - 

 
基本施策(1) 「共創プロジェクト」や「地域の夢プラン」による地域ぐるみでの担い手の育成 

・「共創プロジェクト」や「地域の夢プラン」の展開に伴うリーダーの育成や１人に負担が集中しないための仕組みづくりを展開し、主体的な地域課題
の解決や未来創造を図ります。 

推進施策① 

●「共創プロジェクト」や「地域の夢プラン」による地域づくり担い手の育成・
確保 
・夢プランの参加・参画者に向けたセミナーの開催、人材育成の充実（再
掲） 
・共創プロジェクトを推進するプロデューサー等の育成（再掲） 
・市 活動支援センターの 用促進 

工程表 

H27 H28 H29 H30 H31 
     

 
基本施策(2) 大学や工業高等専門学校等との連携による地域づくり活動の促進 
・大学や工業高等専門学校等が実施するゼミナール(以下「ゼミ」という。)等と連携した地域づくり活動を促進することにより、大学生等の担い手の
育成を図ります。 
・また、大学生等と地域コミュニティ組織等との地域課題の解決・ を めることにより、地域に根ざした次世代の地域づくりの担い手育成を図りま
す。 

推進施策① ●大学等が実施するゼミ等と連携した大学生等の担い手の育成  
・大学等との連携強化、推進体制の構築、地域と大学とのマッチング等 工程表 

H27 H28 H29 H30 H31 
     

 
【評価】 

推進施策に対する所管部署の評価 
【取り組みの状況】 
 「共創プロジェクト」や「地域の夢プラン」を推進する人材育成を
目的に、各種講座等を開催し、全 9 件開催、279 名の参加が
あった。 
 ＮＰＯ法人や企業等の地域づくり実践者を対象とした「プロデ
ューサー養成講座（2 件実施）」２８名参加。 

職員を対象とした「地域づくり基礎講座」33 名、「ファシリテー
ター養成講座（初級編・実践編）」40 名、「プランニング基礎
講座」31 名参加。 
 コミュニティ関係者と学生（高校生、高専生、大学生）、地
域づくりに関係する市役所各課との連携促進を目的に開催した
「地域創発会議」63 名参加。 

徳山高専及び徳山大学の学生を対象に実施した「自治体学
特 」80 名、「地域ゼミ」４名参加。 

【総括判断】 
「基本目標に対する数値目標」については、目標値を上回る

達成状況にある。 
今後の課題として、各種講座等を受講した人材が地域づくり

に参画できる機会の提供（人材と地域のマッチングするシステム
の構築）に努める必要がある。 
 各種講座に参加された方や次世代を担う拊い世代（学生）
が、今後、各地域での地域づくり活動に積極的に関わっていける
ように引き続き取組を進める。 

H28  
評価 

外部有 者からの評価（平成 29 ） 
評価 ・地域づくり担い手の育成については開講した講座数・受講者数ともに目標値を上回り成果がみられる。今

後は、育った人材を地域づくりに活用していくための施策が求められる。 
・育った人材や地域ニーズについての情報発信と、それらのマッチングにより、人材の有効活用を図ることが重
要である。 

Ｂ Ｂ 

●検討 

●地域づくり講演会開催 
●プロデューサー養成講座開催 

●対話集会開催 

●検討 

●大学・高専等ゼミとの連携 
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基本目標 ４．計画の推進 

基本施策(1) 地域づくり推進体制の整備・支援制 の充実 

・市 、（公財）周南市ふるさと振興財団、総合支所、支所、市 センター、関係各課、地域づくり推進協議会、専門家等との連携による推進
体制を整備するとともに、地域団体等の地域づくりの促進に向けた支援制 の充実を図ります。 

推進施策① 

●庁内外推進体制の整備 
・地域課題等の情報の一元化、地域づくり支援体制の構築、職員育成の
充実等 
・（公財）ふるさと振興財団との連携強化 

工程表 

H27 H28 H29 H30 H31 
     

推進施策② 
●地域の実状に応じた地域の活動拠点施設の検討・整備 
・市 センター等を地域の活動拠点施設へ転換することについての協議・
整備促進 

     

推進施策③ ●支援制 の充実 
・補助制 の充実、 及啓発の強化等 

     

 
【評価】 

推進施策に対する所管部署の評価 
【取り組みの状況】 

地域づくり活動を支援する職員の育成を うため、研修を実
施した。ふるさと振興財団とは、平成３ からの「市 活動
支援センター」の業勲 にむけて調整を い「庁内外推進体
制の整備」に努めた。 

公 を生涯学習機能だけでなく地域の課題解決の拠点と
しての役 を発 していくための施設へ転換して くために、市
センター化について地元との協議を進めた。 

支援制 の充実として地域創発事業（夢プラン）補助 と
共創プロジェクト事業を継続して った。 

【総括判断】 
 庁内外の支援体制の整備では、庁内職員の育成、地域づくり
推進体制の整備を進めている。 
 地域の活動拠点の検討・整備では、地元や公 主事と協
議・検討を重 た 果が、市 センターへのスムーズな移 につ
ながっている。 
 支援制 の充実においては、H29 には新たに３地区にお
いて創発事業補助 を活用した取り組みがスタートし、共創プロ
ジェクト事業では、１３件の新たなプロジェクトが誕生し、新しい
公共の創出に向けた、共創の地域づくりが進展している。 

H28  
評価 

外部有 者からの評価（平成 29 ） 
評価 ・計画の推進に向け、着実に体制整備がおこなわれ、市 センター化も 調に進められており、今後の発展

に期待が持てる。 
・地域づくり活動を支援する職員育成の一層の推進や、それらの職員が地域で課題解決に係わっていく体制
づくり（職員へのインセンティブづくり）を進めていくとよい。 
・市 活動支援センターの役 や活動に関する情報発信、ふるさと振興財団との連携強化など、 なる支
援の充実を求める。 

- Ｂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●検討 

●創発事業補助 の 拡大 
●共創プロジェクト事業補助 の創設 

●検討 

●市 センター化協議 

●職員研修実施 
●地域づくりの推進体制の整備検討 


