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第１章 計画の概要 

 
 
１ 計画策定の趣旨・性格 

＃１ 更なる 「共創の地域づくり」 の実現に向けて                                   

日本全体で高齢化、人口減少や地域コミュニティへの帰属意識の低下などが進み、集落の
生活支援機能の低下が進んでいます。 

 
平成 27 年（2015 年）9 月には国連サミットにおいて、2030 年を年限とする１７の 

国際目標 「SDGs（持続可能な開発目標）」 *1 が全会一致で採択され、「誰一人取り
残さない」 持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けて、グローバルな取組が進
められています。 

 
このような中、本市では地域の生活や暮らしを守るため、少子高齢・人口減少社会におい

ても、市民と行政の 「共創」 により本市の価値を高め、「人と人との絆を大切にし、誰もが活
躍できるまち」、「海・島・山・里などの豊かな自然を生かした潤いのあるまち」、「地域資源を生
かした、活力あふれる産業のまち」 を確立することで、誰もが安心して共に暮らせる、自立した 
「共生」 のまちを実現することを目指しています。 

 
この 「共創・共生」 のまちの実現に向けて、本市では周南市総合計画策定条例に基づ

き、市の最上位計画である、第２次周南市まちづくり総合計画 「しゅうなん共創共生プラン」
後期基本計画（以下、総合計画という。）を策定しています。 

 
総合計画では、周南市が目指す将来の都市像を 「人・自然・産業が織りなす 未来につ

なげる 安心自立都市 周南」 と定め、その実現に向けて、総合的かつ計画的な市政の運営
を図り、本市のまちづくりのための基本的な施策を着実に推進するため、総合計画の後期５
年間（令和２（2020）～令和６（2024）年度）における、政策分野ごとの施策の基
本方針と戦略的な取組が示されています。 

 
総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」 の３つで構成されています。 
「基本構想」 では６つのまちづくりの方向性が掲げられており、これを基に施策の体系を「教

育・子育て」、「生涯学習・人権」、「地域づくり」、「安心安全」、「福祉・健康・医療」、「産
業・観光」、「生活基盤」、「環境共生」、「都市経営」 の９分野に分け、その中に 31 の基
本施策、120 の推進施策を設定しています。 

 
「第２次周南市地域づくり推進計画（以下、推進計画という。）」 は総合計画の基本

施策 「地域コミュニティの活性化」 及び 「市民活動の促進」 を推進するための具体的な取
組を定めたアクションプランとして策定しました。 
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 第 2 次推進計画（アクションプラン）の策定にあたっては、#2 社会情勢の変化による地
域づくりを取巻く状況の変化や、ステークホルダー＊2 からのヒアリング結果及び周南市地域づく
り推進協議会による第１次推進計画の評価・検証結果を踏まえて策定しています。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

#4 図-２ 周南市のまちづくりと地域づくりのイメージ 

#3 図-１ 本計画の位置づけ 
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２ 「共創の地域づくり」 について 

本計画では、市民と行政、市民と市民が連携し、地域の 「価値」 を創出する活動を  
「共創の地域づくり」 と称します。 

 
（１）「共創の地域づくり」 により創出される 「価値」 

共創の地域づくりにより、４つの価値 「生産・所得が増加する価値」、「夢・希望が増加す
る価値」、「行政・社会コストが減少する価値」、「不安・不便が減少する価値」 の創出を図り
ます。 

 
Ａ:「生産・所得が増加する価値」 

地域資源の活用などにより、生産・所得を増やすことで創出される価値 

Ｂ:「夢・希望が増加する価値」 
地域の夢の実現や絆づくり、心の豊かさを高めることで創出される価値 

Ｃ:「行政・社会コストが減少する価値」 
行政や地域社会のコスト負担を減らすことで創出される価値 

Ｄ:「不安・不便が減少する価値」 
地域生活の不安や不便を減らすことで創出される価値 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 #5 図-3 ４つの価値を示すマトリクス*3 
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（２）「価値の見える化」 について 

共創の地域づくりにより創出される 「４つの価値」 を経済軸と社会軸で構成されたマトリク
スに当てはめることにより、従来は見えづらかった地域づくり活動の 「価値」（例えば財政削減
効果があったか、経済効果があったか）の #6 質的・量的な視点での 「見える化」 に取組ま
す。 

経済軸は、「生産・所得が増加する価値」、「行政・社会コストが減少する価値」 を示し、
社会軸は、「夢・希望が増加する価値」、「不安・不便が減少する価値」 を示します。 

経済軸と社会軸は、互いに関係性を持っており、例えば 「夢・希望が増加する価値」 の創
出を目的とした活動が、その後の展開によって 「生産・所得が増加する価値」 の創出につな
がったり、当初は 「不安・不便が減少する価値」 を目指していた活動が、「行政・社会コスト
が減少する価値」 の創出につながるなど、２つの軸で計ることにより、活動の価値の動きを現
実に近い形で 「見える化」 します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-4 共創の質的見える化のイメージ 
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３ 計画の期間 

計画期間は、総合計画 との整合を図り、令和２年度（2020）から令和６年度
（2024）までの５年間とします。 

 

４ 計画の構成 

３つの 「基本施策」 ８つの 「推進施策」 15 の 「推進方法」 による展開 

「共創の地域づくり」 の実現に向けて、３つの 「基本施策（施策の基本方向）」 を設定
し、基本施策に基づく８つの 「推進施策」 と、15 の 「推進方法（具体的な取組）」 によ
り、展開します。 

（１）３つの 「基本施策」について 

① 地域の特性に応じた活力あるコミュニティづくり 

② 多様な市民活動が促進される環境づくり 

③ 地域づくりの新たな担い手づくり 
 

 《３つの「基本施策」の一体的な取組》 
本計画では、３つの 「基本施策」 を一体的に推進することで、「共創の地域づくり」 の実

現を図ります。（図-5 参照） 
 

「地域の特性に応じた活力あるコミュニティづく
り」 と 「多様な市民活動が促進される環境づく
り」 を進める中で、「地域づくりの新たな担い手」
を発掘・育成し、新たな担い手が加わることで 
「地域の特性に応じた活力あるコミュニティづくり」
と 「多様な市民活動が促進される環境づくり」
の更なる推進につなげていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

#7 図-５ ３つの「基本施策」の一体的な取組イメージ 
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（２）８つの 「推進施策」 と 15 の 「推進方法」 について 

３つの 「基本施策」 に基づく、８つの「推進施策」 と 15 の 「推進方法（具体的な取
組）」 （*表-1 参照）により、「共創の地域づくり」 の実現を図ります。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
５ 計画の推進体制等                                       

（１）計画の推進体制 
計画の着実な推進を図るため、市民（個人、地域団体やＮＰＯ法人等の市民活動団

体、学校、企業等）、中間支援組織（(公財)周南市ふるさと振興財団）、行政が連携
し、専門家等を活用しながら、地域づくりを進めていきます。（図-6 参照） 

また、周南市地域づくり推進協議会、周南市地域創発事業委員会といった、外部の知見
を活用した成果検証と、今後の施策展開についての意見聴取を行います。 

 

  

#8 表-１ 本計画の構成 
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（２）計画の進行管理 
計画の進行管理は、施策ごとの数値目標の達成状況や進捗状況等を把握し、成果重視

の観点から検証を行った上で、PDCA サイクル*4 により施策や事業の改善を図ります。 
また、本市を取り巻く社会情勢の変化や、「地域づくり推進協議会」 等からの評価を踏まえ

て、計画期間中においても、必要に応じて計画の見直しを行うこととします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組 織 地域づくりにおける役割 

市民（個人、地域団体やＮＰＯ法人

等の市民活動団体、学校、企業等） 
自主的・主体的な地域づくりの実践等 

全庁組織 地域づくりの方針決定、地域づくりの情報共有等 

地域づくり推進担当課 
地域づくりの推進に向けた庁内調整、総合支所、支

所、市民センター等の支援、地域づくり支援等 

総合支所 対象地区の支援、支所・市民センター等の支援等 

支所・市民センター 対象地区の支援等 

市民活動支援センター 市民活動の促進を担う拠点施設 

（公財）周南市ふるさと振興財団 相互交流支援、情報提供支援、ネットワーク構築等 

専門家 専門知識、ノウハウの提供、マッチング等 

周南市地域創発事業委員会 
地域の夢プランの策定・実践活動に取り組む団体等へ

の助言等 

周南市地域づくり推進協議会 本計画の進捗に対する意見・助言等 

 

図-6 推進体制のイメージ 

表-２ ステークホルダーの役割内容 
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第２章 

個別計画 
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第２章 個別計画 
 
 

１ 地域の特性に応じた活力ある地域コミュニティづくり 

住み慣れた地域の中で安心して暮らし続けて行くためには、地域に対する愛着や誇りを 高
め、複雑・多様化する市民ニーズに対応しながら、地域の課題解決や魅力を高める活動を持
続・発展的に展開していくことが必要です。 

 
（１）これまでの主な取組                                        

① 地域の夢プランの推進 
●中山間地域で進めてきた 「地域の夢プラン*5」 の取組を市内全域に拡大しました。 

② 自治会活動の支援 
●周南市自治会連合会の運営支援及び自治会集会所等の整備・補修に係る経費の助成
を行うとともに、周南市自治会連合会と（一社）山口県宅建協会周南 #9 支部との連携
により、自治会加入促進に取組ました。 

③ 地域づくり推進体制の強化 
●市内全域での 「地域の夢プラン」 の策定・実践活動に対応するため、コーディネート役を
担う市民センター職員等を対象にスキルアップ研修を実施するとともに、地域づくりを支援する
上での課題の共有やその解決策について意見交換等を定期的に行いました。 

●地域特性に応じた住民の主体的かつ総合的な地域づくりを促進するため、その環境整備と
して「公民館」 を地域づくりの活動拠点となる 「市民センター」 に移行しました。 

●地域づくりに関する情報を一元化したホームページを開設して、情報発信を行いました。 
 

（２）現状と課題 

① 地域の夢プランの推進 
持続可能な地域社会*6 を実現するためには、各地区で展開されるコミュニティ活動が、イベ

ント実施や環境整備、伝統文化の継承などに留まらず、複雑多様化する地域課題や住民ニ
ーズに対応した取組へと発展・継続していくことが求められています。 

こうした中で、暮らしやすく、活力ある地域の実現に向けて 「地域の夢プラン」 の策定や実
践活動に取り組む地区では、その取組の中で新たな地域の担い手となる人材の発掘やリーダ
ー的な人材の育成につながっています。 

こうした現状を踏まえて、都市周辺部など中山間地域と同様の状況にある地域や都市部に
おいても、持続可能な地域社会の実現や新たな地域づくりの担い手の発掘・育成に向けて
「地域の夢プラン」の策定や実践活動の更なる推進が必要です。 

② 自治会活動の支援 
地域住民の 「共助」 により、安心・安全な暮らしを支えるために様々な活動を行っている 
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自治会組織は、加入率の低下や会員の高齢化による役員等の担い手不足などの問題を抱
えています。 

こうした現状を踏まえて、自治会活動の持続・発展に向けて、加入促進や活動に対する支
援が必要です。 

③ 地域づくり推進体制の強化 
夢プランの取組みが都市部や都市周辺部にも広がりはじめるとともに、地域づくりの持続・発

展を目指して、市民センターの管理運営を行おうとする地域が生れています。 
こうした現状を踏まえて、コーディネート役を担う市民センター職員の更なるスキルアップや関

係各課等の連携を一層強化するなど、総合的な地域づくりが展開できるよう支援体制の強化
が必要です。 

また、地域づくり活動の拠点となる市民センターは、その多くが建築後 30 年以上を経過し
ており、計画的な改修・整備が必要です。 

 
 
 

  

図-7 地域の夢プラン策定・取組み状況 
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（３）推進施策 

① 地域の夢プランの推進 
住民主体の地域づくりの機運醸成を図るとともに 「地域の夢プラン」 の策定やその実践活

動に取り組む地域をきめ細かく支援します。 
また、中山間地域においては、経営の視点を取り入れ身近な生活サービスの維持や、地域

資源を活用して収入を確保する取組等を行う 「小さな拠点づくり」*7 を推進するとともに、そ
の取組を継続的に実践する 「地域経営」 の体制づくりを、外部人材や国・県等の助成制度
を活用して、ソフト・ハードの両面から支援します。 

② 自治会活動の支援 
自治会組織の活動拠点である集会所等の整備等に対する支援を行うとともに、周南市自

治会連合会や（一社）山口県宅建協会周南支部との連携により自治会加入促進を図り
ます。 

③ 地域づくり推進体制の強化 
地域づくりのコーディネーター役を担う市民センター職員のスキルアップを図るとともに、地域づ

くりに関連する部署や（公財）周南市ふるさと振興財団との連携を一層強化し、地域づくり
の推進を図ります。 

市民センターを地域が参画して運営している地区においては、地域づくり推進担当課が主
体となって市民センターや関係各課の職員との連携により、地域づくり活動を支援します。 

また、地域づくり活動の拠点である市民センター等の計画的な整備や適切な維持・管理を
行うとともに、より柔軟で幅広い活動が展開できるよう、地域自らが管理・運営するための体制
づくりを支援します。 

 
 

 

 

 

  

#10 図-8 「地域の夢プラン」の推進体制のイメージ 
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（４）推進方法（具体的な取組） 

① 地域の夢プランの推進 
◇ 地域づくりの機運醸成 

・地域の夢プラン策定に向けた機運の醸成 
◇ 夢プランの策定・実現支援 

・地域の夢プランの策定、実現に向けて取り組む地区に対する人的・財政的支援 
◇ 小さな拠点づくり・地域経営の体制づくりの支援（対象:中山間地域）#11（新規） 

・日常生活に必要なサービスを享受できる仕組づくりや、コミュニティビジネス*8 等の取組の
支援 
・地域の課題解決を持続的に実践するための「地域経営会社」等の地域を運営する組
織づくりの支援 

《工程表》 R2 R3 R4 R5 R6 

     

 

② 自治会組織の支援 
◇ 自治会集会所等の整備に対する支援 

・自治会集会所の建設や修繕、備品整備等への補助 
◇ 自治会への加入促進 

・周南市自治会連合会や山口県宅建協会周南支部と連携した新たな加入促進策の
検討 

・市広報や転入窓口等での啓発や案内による加入促進 

《工程表》 R2 R3 R4 R5 R6 

     

地域づくりの機運醸成 

夢プランの策定・実現支援 

支援内容の見直し 

小さな拠点づくりの支援 

（検討組織の確立、現状・課題の抽出、必要な機能・サービスの検討、実施体制の確立、活動の開始・維持） 

自治会集会所等の整備支援 

自治会加入促進策の検討・啓発 

（法人格を備えた地域経営会社の検討・設立・運営） 

地域経営の体制づくりの支援 

（夢プラン未策定地区を対象とした地域づくり講座等の開催） 

（夢プランの策定・実践活動に取り組む地区に対して人的支援・財政的支援を行う） 
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③ 地域づくり推進体制の強化 
◇ 市民センター職員の育成 

・コーディネーターとしてのスキルアップにつながる研修の実施 
・市民センター職員間の情報共有・意見交換の定期的な実施 

◇ 市民センター等の施設整備・改修 
・⾧穂地区、遠石地区の施設整備 
・和田地区の施設整備及び他地区での施設整備の検討 
・⾧期修繕計画の策定と計画的な施設改修 

◇ 市民センター等を地域自らが管理・運営するための体制づくりの支援 
・地域による施設運営の支援 
・施設運営に向けた体制づくりの支援 

《工程表》 R2 R3 R4 R5 R6 

     

 

（５）数値目標  

総合計画の KPI＊9                                      

項    目 現状値 
（H30 年度） 

目標値 
（R6 年度） 

指標の説明等 

「地域の夢プラン」の策定数 

（累計） 
14 地区 2０地区 

「地域の夢プラン」策定済みの団体

の累計数 

小さな拠点づくりに取り組む 

地区数（累計） 
1 地区 3 地区 

取組に着手または実践する地区の

累計数 

   

推進計画の KPI 

夢プラン策定に向けた機運醸

成に取組んだ地区数（累積） 
- 5 地区 

市の支援を受けて、夢プランの策定

について検討を行った地区数 

市民センター等の運営を自ら行

う地域（累計） 
1 地区 5 地区 

市民センター等の活動拠点施設を

自ら運営する地域の数 

「地域の夢プラン」に基づくハード

事業の実施件数（累計） 
6 件 10 件 

国・県・市等の補助事業を活用して

地域が整備した施設等の件数 

市民センター職員の育成（コーディネーター研修、情報共有・意見交換の実施） 

市民センター等を地域自らが管理・運営するための体制づくりの支援 

⾧穂・遠石地区の施設整備 

⾧期修繕計画の策定 修繕計画に基づく設備改修 

和田地区の施設整備および他地区での次期施設整備の検討 
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２ 多様な市民活動が促進される環境づくり 

多様化・複雑化する市民ニーズや地域的・社会的課題に行政だけで対応していくことが困
難になっており、課題解決に向けて協働して取り組むパートナーとして、また、新しい公共*10 の
担い手としてＮＰＯ法人をはじめとした市民活動団体等への期待が高まっています。 

市民活動の先駆的な視点はこれからの地域づくりに大変意義のあるものであることを認識
し、市民活動の多様性が十分に発揮されるように必要な環境整備に取り組む必要がありま
す。 

 
（１）これまでの主な取組み 

①新たな市民活動の創出 
●市民活動団体が連携して地域課題の解決や地域所得の向上などに取り組む 「共創プロ
ジェクト事業」 を通じて、平成 28(2016)年度から平成 30 (2018)年度までの 3 年間で、
26 件のプロジェクトが実施され、9 件の創業や 8 名の新規就労者の創出につながりました。 

②市民活動の支援の充実 
●市民活動の支援拠点となる 「市民活動支援センター」 を徳山駅前賑わい交流施設内に
設置し、その業務の一部を市民活動支援機関とのネットワークを持つ (公財)周南市ふるさと
振興財団に委託し運営を行うなど、支援体制の強化を図りました。 
●市民活動の活動資源である情報・資金・人材・活動場所等に関する情報提供や相談対
応等を実施し、市民の自主的・主体的な活動を支援しました。 
●地域に根差して課題解決に取り組む地縁型市民活動や、地域にこだわらず、社会的な課
題の解決に取り組むテーマ型市民活動の支援拠点となる 「市民活動支援センター」 を運営
する中で、290 を超える市民活動団体が支援センターに登録し、広範な分野にわたり市内各
地で活動を展開しています。 

 
（２）現状と課題 

①新たな市民活動の創出 
安心・安全、環境保護、高齢者や障害者の介護・福祉から、子育て支援等に至るまで、

多種多様な地域課題の解決やニーズへの対応に向けて、地域団体やＮＰＯ法人等の市民
活動団体、学校、企業等様々な主体が連携した地域づくりの推進が求められています。 

そのために、様々な主体が、地域課題の解決に向けて、コミュニティビジネスや新しい公共を
担う取組などにチャレンジしやすい環境整備が必要です。第１次推進計画の評価・検証を行
う中でも、「ビジネスに結びつけるためのサポート体制の強化が必要」 との意見が挙げられていま
す。 

②市民活動の支援の充実 
市民活動に対する理解や関心を高めるために、市民活動の意義や楽しさ、市民活動グル

ープの取組を広く市民に伝えることが必要です。また、市民活動に関心を持った人が活動に参
加しやすい環境を整える必要があります。 
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市民活動団体の支援ニーズが団体運営や資金獲得、経理・税務、法人申請など、専門
的かつ多岐にわたっており、市民活動団体の自主的・主体的な活動を支援するためには、ノウ
ハウの蓄積と専門性が必要になっています。 

 
（３）推進施策 

①新たな市民活動の創出 
市民活動支援センターをプラットフォーム＊11 とした、総合的な支援体制を整備し、コミュニ

ティビジネスや新しい公共を担う事業など、#12 地域課題の解決につながる新たな市民活動
の創出を図ります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②市民活動の支援の充実 

市民活動支援センターにおいて、市民活動の意義や市民活動団体の活動内容等の情報
を発信し、多くの市民や企業等の市民活動への関心を高めるとともに、市民活動の活動資源
となる資金、人材等に関する情報を収集し、インターネット等の広報媒体を通して情報提供を
行います。また、ＮＰＯ法人に対する支援体制の強化を図ります。 

 

  

図-9 「新たな市民活動の創出」イメージ 
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（４）推進方法（具体的な取組）  

① 新たな市民活動の創出 
◇ コミュニティビジネス等の地域課題の解決等につながる活動の支援 

・コミュニティビジネス等の取組につながる機運の醸成 
・事業計画の立案や団体の立ち上げ等におけるプランニングやコーディネート 
・コミュニティビジネス等を支援するための基金などの新たな財政支援制度の創設 
・NPO 法人への支援体制強化（認証事務の権限移譲受入れ、相談体制強化） 

《工程表》 R2 R3 R4 R5 R6 

     

 

② 市民活動の支援の充実 
◇ 市民活動を広げていくための機運醸成 

・市民活動に関する定期的な情報発信 
・#14 多様なニーズに対応する市民活動講座の開催 

◇ 市民活動に参加しやすい環境づくり 
・資金、人材、活動場所などの活動資源に関する相談対応 
・市民活動実践者や研修参加者を交えた交流の場の創出 

《工程表》 R2 R3 R4 R5 R6 

     

 

（５）数値目標   

総合計画の KPI 

項    目 現状値 
（H30 年度） 

目標値 
（R6 年度） 指標の説明等 

コミュニティビジネス等の創出

件数（累計） 
－ 15 件 

市民活動支援センターの支援を受け
て、地域課題の解決等に取り組まれた
事業の累計数 

推進計画の KPI 

#15 市民活動グループバン
ク登録団体数 

286 団体 330 団体 
市民活動支援センターに登録する市
民活動団体数 

市民活動支援センターでの
法人化支援件数（累計） 

- 5 件 
NPO 法人等の立ち上げに対して、市
民活動支援センターが支援した件数 

情報発信や講座開催による啓発と研修 

情報取集や相談対応、交流の場の創出 

ＮＰＯ法人の認証事務等 

#13 新たな支援体制の構築 
コミュニティビジネス等の創出 

NPO 法人等の創業支援 
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３ 地域づくりの新たな担い手づくり 

暮らしやすい地域を持続させるためには、これまで地域づくりに取組んでこられた方々に加
え、次世代を担う新たな担い手を発掘・育成しながら、地域の課題解決や魅力の向上に取
組み、地域づくりを「次世代に繋げる環境」が必要です。 

 
（１）これまでの主な取組み 

① 地域づくりの担い手の確保 
●市内全地区のコミュニティ組織の関係者が一堂に会し、地域課題の解決に向けて情報共
有や地域間連携を図ると同時に、地域づくりの新たな担い手の発掘やリーダー的な人材の育
成を図ることを目的とした 「周南市地域創発会議」 を開催しました。 

②大学や工業高等専門学校、高等学校との連携による地域づくり・人材育成 
●若い世代の担い手の育成に向けて、学生・地域・行政の連携による 「地域ゼミ」 や 「ワー
クショップ」 を実施し、地域づくりの推進や人材育成を図りました。 

 
（２）現状と課題 

① 地域づくりの担い手の確保 
各地区のコミュニティ組織は、都市部・都市周辺部・中山間地域など、それぞれ異なる特色

や課題を有しており、その実情に応じた地域づくりが求められています。 
第 1 次推進計画の取組の成果と今後の課題について、ステークホルダーへのヒアリングを行

う中で、各地区の共通の問題として、「地域活動を行うリーダーへの負担の増大」 や、 「担い
手の不足」 が挙げられています。 

こうした現状を踏まえて、地域コミュニティ組織等のマネジメント力の強化と新たな担い手の
発掘・育成が求められています。 

また、地域課題の解決につながる CSR 活動＊12 に取り組む企業も増加傾向にあり、今後、
こうした活動に取組んだ人たちが、地域づくり活動の新たな担い手として関わることが期待されて
います。 

② 大学や工業高等専門学校、高等学校との連携による地域づくり・人材育成 
大学や工業高等専門学校、高等学校などの教育機関と地域コミュニティ組織等の連携に

よる地域の課題解決や担い手育成に向けた取組は、本計画の進捗状況の成果検証を行う 
「地域づくり推進協議会」 において一定の評価を得ています。 

今後も、若い世代が地域づくりに継続的に関わり、新たな地域づくりの担い手として育成し
ていくためには、更なる取組の強化が必要です。 

 
（３）推進施策 

① 新たな担い手やリーダー的な人材の発掘・育成 
「地域の夢プラン」の取組みを支援する中で、これまで地域づくりに関わりが薄かった人たちの

参画を促進します。 
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地域づくりに熱い思いを持って関わっている住民の中から、全体のまとめ役となるリーダーだけ
でなく、得意分野で活動を牽引できるリーダー的な人材の発掘・育成を推進するとともに、こう
した人材が支え合って地区コミュニティ組織の運営や活動を行う体制づくりを支援します。 

市民や若い世代を対象とした市民活動の啓発や機運の醸成につながる講座等を実施する
など新たな担い手の確保と育成を図ります。 

② 地域づくりの担い手となる関係人口の創出・拡大 
中山間地域において、出身地などの愛着のある地域に多様な形で関わる 「関係人口」 *13

を、地域づくりの新たな担い手として活かす仕組づくりを推進します。 

③ 大学や工業高等専門学校、高等学校等との連携による地域づくり 
大学や工業高等専門学校等、高等学校等の教育機関との連携を更に強化し、地域づく

りに関わる学生の発掘・育成を図ります。 
 

（４）推進方法（具体的な取組） 

① 地域づくりの新たな担い手やリーダー的な人材の発掘・育成 
◇ 新たな担い手の発掘・育成 

・「地域の夢プラン」の策定・実現に向けた取組を進める中で、これまで地域づくりに関わり
の薄かった人材を発掘・育成 
・市民活動講座や交流会の開催による、人材の発掘・育成 
・若者向けの研修会開催による人材の発掘・育成（ふるさと振興財団） 
・ネットワーク構築や実践者同士の報告・対話の場（地域創発会議等）の開催による、 
リーダー的な人材の育成 

《工程表》 R2 R3 R4 R5 R6 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の夢プランの取組を通じた担い手づくり 

各種講座・研修・交流会等を通じた担い手づくり 
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② 地域づくりの担い手となる関係人口の創出・拡大 
◇ 関係人口を創出するきっかけづくり（対象:中山間地域）（新規） 

・地域との関わりを深める体験滞在型の交流活動などを支援 
・地域づくりに関わる機会の提供 

◇ 関係人口を地域づくりに活かす仕組づくり（対象:中山間地域）（新規） 
・出身者の会やファンクラブ、サポーターの会など地域の担い手となる組織づくりを支援 
・関係人口が継続的に地域づくりに関わる仕組づくりを支援 

《工程表》 R2 R3 R4 R5 R6 

     

 

③ 大学や工業高等専門学校、高等学校等との連携による地域づくり 
◇ 教育機関が地域づくりに関わる機会の創出 

・地域コミュニティなどの市民活動団体や企業等とのマッチング 
・学生と地域づくりに係る団体や個人との情報交換や交流・連携を図る場の提供 

《工程表》 R2 R3 R4 R5 R6 

  
 

   

 

（５）数値目標 

  推進計画の KPI 

項    目 現状値 
（H30 年度） 

目標値 
（R6 年度） 指標の説明等 

「地域の夢プラン」等の取組

により、発掘・育成されたリ

ーダー的な人材の数 

（累計） 

- 18 

#16 部会⾧や、実行委員⾧など、

新たに地域活動を牽引するように

なった人や今後活躍が見込める人

で、地区コミュニティ等へのヒアリング

により確認した人数 

中山間地域において、関係

人口により組織された地域

の担い手となる団体数 

（累計） 

2 ７ 

#17 出身者の会やファンクラブな

ど、地域の担い手として地区コミュニ

ティ等から認知されている団体数 

地域と教育機関が連携して

地域づくりを行った地区数

（累計） 

- 17 

高校以上の教育機関と地域が連

携して地域づくりに取組んだ地区

数 

情報交換や交流・連携の場の提供 

教育機関と地域コミュニティ等のニーズ把握とマッチング 

関係人口を創出するきっかけづくり（体験交流活動の企画・実施の支援、ふるさと納税や地域づくり活動の情報発信） 

関係人口を地域づくりに活かす仕組づくり（組織の設立及び活動の支援、受入体制構築の支援） 
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資 料 

 
                                                      

■用語解説                                       
用 語 掲載頁 解 説 

*1 

SDGｓ 
2 

Sustainable Development Goals:SDGs 

平成 27（2015）年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開

発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016 年から 2030 年までの

国際目標。誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会

の実現に向けて 17 の「持続可能な開発目標」が掲げられています。 

*2 

ステークホルダー 
3 

企業・行政・NPO 等の利害と行動に直接・間接的な関係を有する者。

利害関係者。 

*3 

マトリクス 

（マトリクス分析） 

4 
異なる種類の評価指標を座標として、選択肢や行動を評価する分析

手法の一つ。本計画では「社会」軸と「経済」軸を設定し、取組の評価を

行います。 

*4 

PDCA サイクル 
8 

Plan(計画) ⇒ Do(実行) ⇒ Check(評価) ⇒Action(改善) の

４段階を繰り返すことにより、事業活動の継続的な見直しを図ること。 

*5 

地域の夢プラン 
9 

地域住民の自主的・主体的な話合いを通じて、地域の困りごとの解決

や魅力の拡大など地域活性化に向けた具体的な取組みを定めた計画。 

*6 

持続可能な地域社会 
9 

人口、人間関係、地域が形成している文化・環境、自然、インフラ、地

域での資金循環などが、将来にわたって健全に、豊かに継続できる社会。 

*7 

小さな拠点づくり 
12 

小学校区等の枠組みの中で、身近な暮らしを守るサービスの提供や地

域資源を活用して収入を生み出す取組み、生活交通の導入など暮らし続

けられる地域を実現するための仕組みや体制をつくること。 

*8 

コミュニティビジネス 
13 

地域の資源を生かしながら、地域課題の解決を「ビジネス」の手法を用

いて取り組むもの。 

＊9 

KPI 
14 

Key Performance Indicator（重要業績評価指標） 

業績評価を定量的に評価するための指標。 

*10 

新しい公共 
15 

従来は官が独占してきた領域を、公に開いたり、官だけでは実施できな

かった領域を官民協働で担ったりするなど、市民、ＮＰＯ、企業等が公共

的な財・サービスの提供主体となり、教育や子育て、福祉等の身近な分野

において、共助の精神で行う仕組み、体制、活動など。 

＊11 

プラットフォーム 
16 

サービス等の提供や事業を運営するために必要な「土台や基盤となる環

境」のこと。 

＊12 

CSR 活動 
18 

Corporate Social Responsibility（企業の社会的責任） 

企業が倫理的観点から事業活動を通じて、自主的に社会に貢献する

取組のこと。 

*13 

関係人口 
19 

市出身者や在勤歴や在学歴をもった人など、地域や地域の人々と多

様に関わる人々のこと。 



22 
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