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第１次 周南市地域づくり推進計画に係る進捗管 及び施策評価 

第１次 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 

8 (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 

12 
(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 

15 
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第 1 次 周南市地域づくり推進計画（H27~Ｒ１）に関する評価・検証について 
 

○ 評価・検証方法 
   ・平成２7 平成 30 までの計画の実施状況及び進捗状況に基づき、基本目標に対する 

基本施策及び推進施策の取組みの「施策効果」について評価・検証を った。 
 

○ 評価 
   ・推進施策の取組みを総括して、基本施策の取組みが基本目標の達成に向けて有効であるか否か、

施策効果に応じて、次の「Ａ」 「 」の 4 段階で評価を った。 

「A」 ・・・ 【取組みの継続（現状維持）】  
施策効果が十分に表れており、今後も継続して取組む必要がある。 

「B」 ・・・ 【取組みの強化】  
施策効果が概ね表れており、今後 なる取組みの強化が必要である。 

「C」 ・・・ 【取組みの し】  
施策効果は十分に表れておらず、推進施策や事業の しが必要である。 

「D」 ・・・ 【取組みの廃止または抜本的な し】  
施策効果は期待できず、廃止または抜本的な しが必要である。 
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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 数（ 計） 団体 
目標値 - 20 80 140 200 
実績値 0 27 66 104 - 

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 37 - 

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 26 - 

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 9 - 

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 8 - 

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 75 - 

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

目標値 280 290 300 310 320 
実績値 287 278 273 286 - 

 
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ＮＰ 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）を用意し、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、複雑・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社会的価値の を目指すＣＳ 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 ●周南市徳山駅前賑わい 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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■所管部署評価と今後の方向性 
基本目標１． を する新たな地域づくり事業の 成 
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 
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 評価 「C」 取組みの し 
■取組みの状況 
・「対話集会」「共創カフェ」の開催により、多様な団体同士
の連携を図った。 
４ 間で１４回実施。 
延べ 390 人の参加があった。 
■「基本目標に対する数値目標」達成 （H28~H30） 
・「共創プロジェクト」での連携主体 数（ 計） 
＝104/140（74％） 
・「共創プロジェクト」認定プロジェクト申請件数（ 計） 
＝37/70（53％） 

■取組みの成果 
・「対話集会」「共創カフェ」への参加を契機に、多様な団体
同士の連携につながった。 
■今後の課題 
・自主的には連携相手が つからないこともあり、必要に応じ
て連携相手を随時コーディネートできる支援体制が必要であ
る。 

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 評価 「C」 取組みの し 
■取組みの状況 
・多様な団体による連携により、地域課題解決の取組みが
創出されており、平成３ までに２ 件、 和元
の８プロジェクトを加え、３４件のプロジェクトが進められてい
る。 
■「基本目標に対する数値目標」達成 （H28~H30） 
・「共創プロジェクト」認定事業数（ 計） 
＝26/55（47％） 

■取組みの成果 
・共創プロジェクト事業の取組みにより、「教育・子育て(2
件)」、「生涯学習・人権(1 件)」、「地域づくり(３件)」、「福
祉・健康・ (3 件)」、「産業・観光(１7 件)」などの様々
な分野において「新しい公共」の拡大につながっている。 
・また、共創プロジェクトへの申請には至らなかったが、多様な
主体同士が連携して地域課題に取組む事 も生じている。  
■今後の課題 
・地域課題を解決する取組みの創出は今後も進めて く必
要があるが、認定件数が目標値に届いていないこともあり、
事業内容を すとともに、支援体制などの環境整備が必
要である。 
・現在認定しているプロジェクトが持続・発展するように、フォロ
ーしていく体制が必要である。 

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 評価 「C」 取組みの し 
■取組みの状況 
・情報発信では、市ＨＰ・ＳＮＳ・広報誌による発信に加
え、プロジェクト認定団体のラジオ出演（18 回）の他、TV
や新聞等のマスコミに取りあげられるなど、様々な手法により
情報発信を った。 
「プロデューサー養成講座」の開催により、共創プロジェクトを
推進する人材育成に取組んだ。 
４ 間で 回実施、延べ 113 名の受講があった。 
■「基本目標に対する数値目標」達成 （H28~H30） 
・「プロデューサー養成講座」への受講者数（ 計） 
＝75/60（125％） 

■取組みの成果 
・プロデューサーの育成にはつながっていないものの、プロデュー
サー養成講座の受講者は、共創プロジェクトのプレイヤーとし
て、また新規に取組む団体に対して助 や指拗を うコーデ
ィネーターとして活躍している。 
■今後の課題 
・今後も地域課題解決の取組みを創出していくために、事業
のプロデュースができる体制が求められる。 

【今後の方向性】 
・多様化・複雑化する市 ニーズや、地域的・社会的課題に 政だけで対応していくことが困難になっており、今後も新しい
公共の担い手として市 活動団体等の市 の を勞大限に活用した地域づくり活動が必要である。 
・「共創プロジェクト」による成果と課題を基に、市 活動の持続・発展や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みなどにチャレンジしやすい環境整備を い支援体制の強化を進めていきたい。 
・これまで「共創プロジェクト」で採択された 34 件のプロジェクトについては、今後も継続的に支援を継続していく。 

[判定] 「A」 取組みの継続 「B」 取組みの強化 「C」 取組みの し 「D」 取組みの抜本的な しまたは廃止 
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■委員評価 
【肯定的な勪 】 
・対話集会・共創カフェでは、団体同士の出会いの場として一定の成果が得られたものと思 する。  
・共創プロジェクト発表会を 学したが、面 い取り組みが多く、 業種が連携することの面 さも実感した。 
・共創プロジェクトは実際に地域の課題解決に効果があるプロジェクトだという実感がある。 
・企業単位ではなく、地域の小さい単位での課題を解決できるこの仕組みはぜひ継続していただきたい。 
・数値目標には達しなかったものの、本プロジェクトにより新たな市 団体の発掘、創出もでき、市 の地域活動への取り組み
創出につながったことは評価出来る。 
・KPI は達成されてはいない（そもそもの数値目標の根拠については勘明）が、地域づくりの場や具体的な申請や認定数は
増加している。 

【勚り組みの勮 ・ しに向けた勪 】 
・実際に共創プロジェクトに採用され、活動を実施したが気になる点も多かった。 
・数値目標変 の検討が必要である。 
・共創プロジェクトの認定件数の目標値として設定された値が妥当であったかの検証が必要である。 
・事業件数でなく、事業の目的・内容を重拹して、拖い事業を育てていく支援が必要である。 
・「共創プロジェクト」の名称のままで拖いのか ⇒ 多くの人に伝わる新事業名にしてはどうか。 
・実施方法や内容について検討する ⇒ 事業の取り組みが新しくなった場合、内容も検討が必要である。 
・ニーズ調査をもっと広くすべき、アンテナを広げている人が偏らせないためには、職員が現地へ出向いて掘り起こしをすべ
きである。待っている人、知らない人に対してしっかりとプレゼンすべきである。 
・申請時に連携主体が つからない場合もあるのではないか。 
・連携相手をコーディネートできる支援体制の強化が必要である。 
・コーディネート体制の構築のみならず、連携事業の具体的成果が上がるまでサポートしていく体制が必要である。 
・事業が大きな成果を生むように、サポートしてもらえる仕組みが重要である。 
・仲間を増やし多様な考えを共有することは、地域づくりの出発点であり、取り組みを継続し強化する必要がある。その際、コ
ーディネーターやファシリテーターなどを配置するなどの改善が必要である。 
・市 活動支援センターにて、事業プロデュース、連携コーディネートできるよう、職員を育成するとよい。 
・地域づくりプロデューサーに関しては、共創プロジェクトのプレーヤーやアドバイスをする以外に特に活動の場がないような印象
がある、もっと活躍の場があるとよい。 
・ 政だけでは対応が難しい部分もあるため、これまで以上に、活動主体者や、専門家などとの連携が必要である。 
・助成 の運用に際し、専門家（中小企業 断士・ 士・社会保 労務士）などの支援があると、コミュニティビジネスも
うまく進むのではないか？ ⇒ 助成 とは別の総合支援の仕組みが必要である。 
※山口勿のＳＢコンテスト（８月３１ ）の受 者は、合計 回以上の専門家の指拗が受けられる。 
・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について、事業継続しないのか？トップが変わったことで方向修
正しようとしているのか？質問してもわからないということだったが、必要ならしっかり進める意思を示すべきではないのか？これは
成果として有効だから継続すべきという信 が必要ではないか。 

個別委員評価    「A」×1 「Ｂ」×5 「Ｃ」×４                        協議会評価    「   」 
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■所管部署評価と今後の方向性 
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 
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 評価 「Ｂ」 取組みの強化 
■取組みの状況 
・共創プロジェクトや地域の夢プランの取組みを通じて、
コミュニティ・ビジネスの創出につなげた。 
■「基本目標に対する数値目標」達成  
・「共創プロジェクト」創業数（ 計） 
＝9/5（180％） 
・「共創プロジェクト」新規就労者数（ 計） 
＝8/15（53％） 

■取組みの成果 
・地域課題を解決する取組みによる、新規創業が９件、新規就
労者が８名あった。 
・コミュニティ・ビジネスや新しい公共を担う取組みが生まれてきてお
り、三丘地区では、地域拠点となるカフェ「タベルナ・タベタ」がオープ
ンし、地域の 拠点・地域所得の向上に 拜している。 
■今後の課題 
・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
う取組みを に推進するため、支援体制を強化する必要がある。 

推進施策② 企業の CSV 活動等の促進 評価 「D」 取組みの抜本的な しまたは廃止 
■取組みの状況 
・共創プロジェクトの対話集会等に企業も参加して頂
いた。 
■「基本目標に対する数値目標」達成  
・数値目標設定なし 

■取組みの成果 
・共創プロジェクトに企業の参加が９件あった。 
■今後の課題 
・この推進施策の必要性について、 しをする必要がある。 

【今後の方向性】  
コミュニティ・ビジネスの重要性は一層高まっていくと考えられ、必要に応じて取組みの しを図り、環境整備を進めていく。 

[判定] 「A」 取組みの継続 「B」 取組みの強化 「C」 取組みの し 「D」 取組みの抜本的な しまたは廃止 
 
■委員評価 
【肯定的な勪 】 
・KPI には達していないが、一定の評価はできる。 
・CSV 活動の促進については、現状の情報提供等で十分かと思う。 

【勚り組みの勮 ・ しに向けた勪 】 
・周南市において多くの地域課題があるものの、コミュニティビジネスに至るにはもう少し時間がかかるように思われる。  
・実際に共創プロジェクトに採用され、活動を実施したが気になる点も多かった。 
・共創プロジェクトを通じての創業者は増えたように思うが、継続できている、または、今はできているけれどこれからも継続できる
ビジネスにつながっているのかは微妙なところだと感じている。 
・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である。 
・コミュニティビジネスを起業化するための講座等の開催が必要である。 
・地域の事業と市内に問わず市外をもつなぐ企業との業務提携の手法についてなど、レクチャーなどの支援があるとよい。 
・連携主体の事務局運営経費（10 20％）が必要ではないか。 
・企業の参加を促すことができるような仕組みがあるとよい。 
・共創プロジェクトに企業の参加が 9 件あったが、もっと参加してほしい。 
・企業の CSR は取り組んでいるところはたくさんある。 
・企業のＣＳ （本業＝事業そのものでの勛 的展開）をもっと伝える場が必要である。 
・周南市は コンビナート の大手企業がたくさんいるのに、なぜ経済循環させていないのか勘思議。 
・地元企業に いて 付、企業の取り組みを知ってもらうためにも基 を投じて市 レベルに企業 、企業の承認について
知ってもらう機会を増やすべき。待つよりも攻める手法を取るべきである。 
・他地域での成 事 を参考に施策を検討するべきである。 
・ 政がどこまで踏み込んで取り組むべきか再考が必要である。 

個別委員評価    「Ｂ」×7 「Ｃ」×3                              協議会評価    「   」 
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■所管部署評価と今後の方向性 
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 
推進施策① 市 活動支援センターの強化 評価 「Ｂ」 取組みの強化 
■取組みの状況 
●市 活動団体の支援として、次のとおり取組んだ。 
・相 体制（団体の ち上げ、助成 情報提供など） 
・ （団体内や団体間で できる環境づくり） 
・情報発信（情報誌、 の発 、掲示板、ホーム
ページ、情報ボックス、助成 情報など） 
・イベント 材の管 ・ 出し 
・H30.4 月 (公財)ふるさと振興財団に施設の運営業務を
委託 
■「基本項目に対する数値目標」達成 （H28~H30） 
・「市 活動グループバンク 団体数」 

＝286/310（92.3％） 

■取組みの成果 
・（公財）周南市ふるさと振興財団へ業務を委託したことに
より、市内全域の地域コミュニティの状況把握や、学生をはじ
めとした新たな市 活動団体の ち上げに繋がっている。 
■今後の課題 
・市 活動の推進、促進に勘可 な人材育成事業につい
ては、計画的な育成プログラムがないため、構築していく必要
がある。 
・市 活動支援センターが、徳山駅前賑わい 施設へ移
転したメリットをより強めるための方策を、駅前図書館などと引
き続き協議し、具現化することが必要である。 

推進施策② 周南市徳山駅前賑わい 施設への移転準備及び稼働 評価 「ー」 移転 ・稼働開始済み 
■取組みの状況 
・H30.2 月 移転・稼働 
■「基本項目に対する数値目標」達成 （H28~H30） 
・数値目標設定なし 

■取組みの成果 
■今後の課題 
 

【今後の方向性】 
・自主的な活動を う市 活動団体は、その活動内容や団体の規模が様々であり、きめ細やかな支援策を講じるためには、
センター職員に専門的な知 と機能性が求められることから、周南市にふさわしい運営体制の確 が 務である。 

[判定] 「A」 取組みの継続 「B」 取組みの強化 「C」 取組みの し 「D」 取組みの抜本的な しまたは廃止 
 

■委員評価 
【肯定的な勪 】 
・市 活動支援のセミナーやイベントなど に目にするようになり、以前に べて を感じることができるようになった。 
・移転により親しみやすく、開けた雰囲気になっている。 
・駅前でのイベントで賑わっている 
・拊者がたくさん集っている 

【勚り組みの勮 ・ しに向けた勪 】 
・市 活動センターの成果が えてこない。 
・市 活動支援センターの活動について、勘明な点も多いので、PR を十分に う必要がある。 
・商店街の中にセンターを置くべきではなかったのか？駅ナカは黙っていても人は集まっている。その中でもわかりにくいところにセ
ンターがある。どんな活動をしているのか、一般の人にわかりやすくア ールできる市 活動支援センターであってほしい。 
・市 活動支援センターにて、事業プロデュース、連携コーディネートできるよう、職員を育成するとよい。 

個別委員評価    「A」×1 「Ｂ」×8 「Ｃ」×1                         協議会評価    「   」 
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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 14 - 

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 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 75.0 - 

 
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 

・地域の様々な課題を地域住 の で解決するために、その体制を支える個人、団体がそれぞれの役 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 的な地域組織として、 らしを支える様々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住 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・山口勿 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 づくりや抱えている様々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、地域の将来 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 館等を地域 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 館から自 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 地区住 による施設運営（支援） 

●協議開始（和田地区） 
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■所管部署評価と今後の方向性 
基本目標２．地域 で創る 合 地域コミュニティの 成 
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 
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  評価 「Ｂ」 取組みの強化 
■取組みの状況 
・これまで中山間地域を対象に開催してきた、コミュニティ団体
等のリーダーによる対話の場「周南市地域創発会議」を、H28

より都市部、都市周辺部も含め市内 31 地区コミュニティ
に拡大して継続的に実施している。 
・平成 30 より、各地域の地域特性に応じた体制づくりの
強化に向けて、市内 2 ロックにおいて、市 センター主催によ
る地域団体を対象とした「地域づくり講座」を実施している。 
■「基本目標に対する数値目標」達成 （H28~H30） 
・「地域の夢プラン」の策定数（ 計） 
＝14/13（107.7%） 

■取組みの成果 
・「地域の夢プラン」の策定、実践活動に取組む地区が拡
大した。 
・地域課題の解決に向けて、地域間の連携・協 体制が
構築された。 
■今後の課題 
・「地域創発会議」へ勘参加の地域もあるため、全 31 地
区の参加を目指して、勘参加地区の機運の醸成が必要
である。 

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 評価 「B」 取組みの強化 
■取組みの状況 
・自治会加入促進に向けて、「周南市自治会連合会」、「山
口勿 建協会周南支部」、「市」による三者協定を結んでい
る。 
・市では転入窓口で啓発チラシの配布、広報による自治会の
取組みの PR を った。 
■「基本目標に対する数値目標」達成 （H28~H30） 
・「自治会加入 」 ＝75.0/80.0（93.8％） 

■取組みの成果 
・取組みによって自治会の加入を促す機会は増えているも
のの、それに伴う成果は把握できていない。 
■今後の課題 
・住みよい地域をつくり上げていく上で、自治会活動は必要
勘可 なため、自治会の重要性を周知することが必要で
ある。 
・加入促進に取組む自治会の支援を う必要がある。 

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 評価 「Ａ」 取組みの継続 
■取組みの状況 
・自治会集会所等の整備に対して補助を った。 
■「基本目標に対する数値目標」達成 （H28~H30） 
・数値目標設定なし 

■取組みの成果 
・地域住 の活動拠点施設の整備が促進され、住 自
治活動が推進された。 
■今後の課題 
・継続的に財源を確保していく必要がある。 

【今後の方向性】  
・地域づくりは、地域の現状や課題把握等のための話合い活動からスタートするものであることから、今後も継続実施とした
い。 
・住みよい地域づくり、自治会活動の活性化に向けて、自治会加入促進に向けた「周南市自治会連合会」、「山口勿 建
協会周南支部」、「市」それぞれの取組みを継続実施としたい。 
・自治会集会所等の整備の支援については、計画性を持って継続実施としたい。 
[判定] 「A」 取組みの継続 「B」 取組みの強化 「C」 取組みの し 「D」 取組みの抜本的な しまたは廃止 
 
■委員評価 
【肯定的な勪 】 
・地域間の連携でお互いの問題解決につながっている。 
・「地域の夢プラン」を通じて、地域の現状、課題の把握に努めていると考える。 
・自治会加入促進に向けて、自治会連合会の方々と今後も勧めていただきたい。 
【勚り組みの勮 ・ しに向けた勪 】 
・目標値に対して実績値が下回っているが、個々の在り方を問われる時代ということもあり、目標値自体の しがあってもよ
い。 
・リーダーとなり得る人 （特に拊い方）が必要である。 
・コミュニティ団体が、地域の現状や課題を住 に周知 していれば拖いが、機能しているとは い難い。 
・地域づくりには住 の情報共有や が必 であるため、さらなる地域の体制づくりを強化すべきである。 
・市 センター間の情報発信、情報共有で、 取り組みの 展開を図る必要がある。 
・地域の現状をどこまで把握できているのか？ どれだけ現地へ出かけてどれだけ話を聞いているのか、いつも同じところに目を
向けないで全く手付かずのところにも手を ばすべき、キーマンを つけて引っ り出す作業が必要である。 

個別委員評価    「Ａ」×1 「Ｂ」×7 「Ｃ」×2                         協議会評価    「   」 
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■所管部署評価と今後の方向性 
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 
推進施策① 「地域の夢プラン」の策定の支援 評価 「Ａ」 取組みの継続 
■取組みの状況 
・これまで中山間地域に限定していた「地域の夢プラン」の策
定及び実践活動の支援を、H28 より都市部、都市周
辺部を含む市内全域を対象とし、継続的に支援を ってい
る。 
■「基本目標に対する数値目標」達成 （H28~H30） 
・「地域の夢プラン」の策定数( 計) 
＝14/13（107.7％） 

■取組みの成果 
・新たに「地域の夢プラン」の策定に取組んだ地区＝6 地区 
（今 、 市、 南、 野、 野、 勜地区） 
・「地域の夢プラン」の策定に取組む中で、これまで地域づくり
活動に関わりのなかった拊者や 性など、地域内の新たな担
い手の発掘・育成につながった。 
■今後の課題 
・都市部、都市周辺部においても、人口減少・少子高齢化
は避けられない状況にあり、地域の将来計画である「地域の
夢プラン」の策定・実践活動の促進が重要となるため、「地域
の夢プラン」未策定地域に対する働きかけ、機運の醸成が必
要である。 

推進施策② 「地域の夢プラン」の実践活動の支援 評価 「Ａ」 取組みの継続 
■取組みの状況 
・これまで中山間地域に限定していた「地域の夢プラン」の策
定及び実践活動の支援を、H28 より都市部、都市周
辺部を含む市内全域を対象とし、継続的に支援を ってい
る。 
■「基本目標に対する数値目標」達成 （H28~H30） 
・「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） 
＝6/7（85.7%） 

■取組みの成果 
・「地域の夢プラン」の実践活動を通じて、これまで地域づくり
活動に関わりのなかった拊者や 性など、地域内の新たな担
い手の発掘・育成につながった。 
・夢プランの取組みを契機として、他地域との連携・協 体
制の構築、「共創プロジェクト事業」への発展など、総合的な
地域づくりの実現に向けて、地域団体の自主的・主体的な
取組みにつながった。 
■今後の課題 
・都市部、都市周辺部においても、人口減少・少子高齢化
は避けられない状況にあり、地域の将来計画である「地域の
夢プラン」の策定・実践活動の促進が重要となるが、都市
部、都市周辺部、中山間地域で同一のアプローチでの対応
は難しいことから、地域特性に合わせた支援体制の構築が
必要である。 

【今後の方向性】  
・総合的な地域づくりの実現に向けて、都市部、都市周辺部、中山間地域、それぞれの地域特性、地域の実状に合わせた
アプローチ・策定方法などの研 を い、夢プランの策定及び実践活動の支援体制の強化を図りながら継続実施としたい。 

[判定] 「A」 取組みの継続 「B」 取組みの強化 「C」 取組みの し 「D」 取組みの抜本的な しまたは廃止 
 
■委員評価 
【肯定的な勪 】 
・地域の夢プランは中山間を中心に動いていて徐々に浸透してきている。 
・夢プランを策定・実践している地域では、プランを起点とし、幅広い地域活動が実践されており、大変評価できる。 
・夢プランに関しては、目標値を実績値が上回っており、支援の内容も十分ではないかと思う。 
・「地域の夢プラン」の策定、実践については市職員、市 センター主事の さんが地域住 とともに十分取り組んでいると考
える。今後も継続的に支援をしていただきたい。 

【勚り組みの勮 ・ しに向けた勪 】 
・地域づくりに関心のある人の中でも夢プランってなに？夢プランを知らないという人が多いように感じている。 
・夢プランを進めることで、 に 外感を感じてしまうという意 を聞いたことがあるため、周知に を入れる必要がある。 
・都市部、都市周辺部においては、コア人材の発掘が重要であり、地域に関心を持ってもらえるような施策が必要である。 
・まずは児童の保護者を対象として、地区の小学校等と連携した取り組みを進めてはどうか。 
・上手に活用しているところと、どうしていいのかわからないというところがある。アドバイスをしながら一緒に何ができるのか考える
べき。地元に丸投げするのではなく、取り組んでいないところにどう取り組んでもらうか、 に び込んでこそテーマが えるはずで
ある。それを放置していたらいけないと思う。 

個別委員評価    「Ａ」×5 「Ｂ」×4 「Ｃ」×1                         協議会評価    「   」 



11 

■所管部署評価と今後の方向性 
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 
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 評価 「Ａ」 取組みの継続 
■取組みの状況 
・平成３ より「公 館」を、従来の生涯学習の機能に
加え、地域の特性に応じた主体的かつ総合的な地域づくりを
促進するための拠点となる「市 センター」に移 した。 
・ 支所・市 センター、 市 センターの建 えを進
めており、R２ 中の 成、供用開始を 定している。 
・和田支所・市 センターについては整備に向けて地域と一
緒に検討を進めている。 
■「基本目標に対する数値目標」達成 （H28~H30） 
・数値目標設定なし 

■取組みの成果 
・「公 館」から「市 センター」へ移 したことにより、地域団
体が施設を活用して収益をともなう活動や、地域の意向に
応じて地域の団体による指定管 を可能にするなど、各地
区の地域づくり活動がより進めやすい環境が整備された。 
■今後の課題 
・市 センターについて 化等が進んでおり、限られた財源
の中で、計画的に施設の 化、整備、改修等を進めて
いく必要がある。 

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 評価 「B」 取組みの強化 
■取組みの状況 
・平成 27 より、地域において拠点施設を運営している
大 地区に対して な施設の運営等を支援した。 
・市 センターを地域で運営する意拣や指定管 制 につ
いて 月地区において説明を った。 
・ 地区の意向を受けて指定管 に向けた協議等を実
施した。 
■「基本目標に対する数値目標」達成 （H28~H30） 
・数値目標設定なし 

■取組みの成果 
・大 地区においては「地域の夢プラン」の実践活動の活
性化につながっている。 
・ 地区においては、 和 1 より地域による指定管

を目指してより具体的な検討に着手した。 
■今後の課題 
・市 センターを地域で運営する地区が増えていくよう、気運
の醸成や意拣等の 解を めていく必要がある。 
・夢プランなどの地域づくりを進めるための目標や計画がなけ
れば、地域で運営することは困難であり、夢プランの取組みと
一体的に進めていく必要がある。 

【今後の方向性】  
・地域づくり活動の拠点である市 センター等について、計画的な整備や な維持管 を継続実施としたい。 
・地域コミュニティ組織等による拠点施設の運営の推進に向けて、より柔軟で幅広い地域活動が展開できるよう、地域自らが
管 ・運営するための体制づくりの支援を継続実施としたい。 

[判定] 「A」 取組みの継続 「B」 取組みの強化 「C」 取組みの し 「D」 取組みの抜本的な しまたは廃止 
 
■委員評価 
【肯定的な勪 】 
・市 センターへの移 により、地域活動がより活性化されるよう、働きかけを っている。 

【勚り組みの勮 ・ しに向けた勪 】 
・地域での指定管 に前向きな地域に対して、今後も支援をしていただきたい。 
・その地域に必要な施設の整備が必要である。 
・ 化等が進んでいる市 センターの建て えが必要である。 
・拠点づくりは、 化している施設から を組んで計画的に進めていただきたい。 
・拠点整備については、活動の将来性を踏まえたうえで、可否を決定していただきたい。 
・夢プランに向けた施設の整備等も必要であるが、それより、地域住 に問題意 を え付ける説得 が必要である。 

個別委員評価    「Ａ」×4 「Ｂ」×4 「Ｃ」×2                         協議会評価    「   」 
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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 75 - 

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 34 - 

 
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 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●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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■所管部署評価と今後の方向性 
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 
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 
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 評価 「B」 取組みの強化 
■取組みの状況 
・市 を対象とした講演会の開催、地域の会議への専門家派
遣を い、地域に応じた支援を展開している。 
・市 センターの主催による、都市部、都市周辺部、中山間地
域、それぞれの地域 とに地域住 を対象とした講座開催や、
専門家派遣を い、地域特性に応じた支援を展開している。 
・市 活動支援センターを徳山駅前賑わい 施設に移転し

性を向上するとともに、 用促進に向けて周知を図った。 
また、市 活動支援センター主催による「人材育成講座」を  
開催した。(4 回) 
■「基本目標に対する数値目標」達成 （H28~H30） 
「共創プロジェクト」等に係る人材育成講座の受講数（ 計） 
＝75/60（125.0％） 

■取組みの成果 
・各種講座や研修への参加を通じて、これまで地域活動
に関わりがなかった拊者や 性なども、「共創プロジェクト」
や「地域の夢プラン」に参画し、地域の新たな担い手として
活躍している。 
■今後の課題 
・共創プロジェクトや夢プランなどの事業で、実際の活動に
取組むことで、人材の発掘・育成につながっていることか
ら、今後も、地域に隠れている人材が地域づくりに関われ
る仕組みを構築していく必要がある。 

【今後の方向性】  
・コミュニティ団体等へのヒアリング結果から、地域づくりに関わるリーダーの育成や新たな担い手の育成は、地域が抱える大き
な課題であり、取組みの なる促進を図り、継続実施としたい。 

[判定] 「A」 取組みの継続 「B」 取組みの強化 「C」 取組みの し 「D」 取組みの抜本的な しまたは廃止 
 

■委員評価 
【肯定的な勪 】 
・夢プランや共創プロジェクトには拊者が参加していると思う。 
・共創プロジェクト、夢プランを市 に提 することで、これまで地域づくりにかかわってこなかった方の参画が 受けられることか
ら、一定の成果があると考える。 

【勚り組みの勮 ・ しに向けた勪 】 
・都市部、都市周辺部においては、コア人材の発掘が重要であり、地域に関心を持ってもらえるような施策が必要である。 
・まずは児童の保護者を対象として、地区の小学校等と連携した取り組みを進めてはどうか。 
・基本は、SDGs。 
17 のテーマ (1)貧困をなくそう (2)飢餓をゼロに (3)すべての人に健康と福祉を (4)質の高い教育を (5)ジェンダー平等を
実現しよう (6)安全な水とトイレを世界中に (7)エネルギーをみんなにそしてクリーンに (8)働きがいも経済成 も (9)産業
と技術革新の基盤をつくろう (10)人や の勘平等をなくそう (11)住み続けられるまちづくりを (12)つくる責任つかう責任 
(13)気候変動に具体的に対策を (14)海の豊かさを守ろう (15) の豊かさを守ろう (16)平和と公正をすべての人に 
(17)パートナーシップで目標を達成しよう 

政として、この 17 の中のどれに当てはめていくのかを明確に とし込むべきである。 

個別委員評価    「Ａ」×1 「Ｂ」×8 「Ｃ」×1                         協議会評価    「   」 
 

 

 

 

 

 

 



14 

■所管部署評価と今後の方向性 
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 
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 評価 「B」 取組みの強化 
■取組みの状況 
●大学、高専等との連携 
・徳山大学自治体学特 （H29~H30） 
・徳山大学地域ゼミ 
H28.市 参画 
H29.夢プラン 
H30.子どもの居場所づくり、RFL やまぐち 

・共創プロジェクトへの参画 
 H28.対話集会 
H29.周南ランプフェス、周南地域観光塾 
H30.海洋スポーツを通した周南の海共育 
R1.共創プロジェクト学生審査委員 

・その他 
H29.地域創発会議への参加 

など多くの連携事業を っている。 

■「基本目標に対する数値目標」達成 （H28~H30） 
・大学等との連携による地域づくり講座開催件数 
＝34/25（136％） 

■取組みの成果 
・大学が実施するゼミ等と連携し、地域との連携・ 、市
の事業への参画など、様々な取組みが展開された。 
・大 地区の ザ づくり（徳山高専） 
・周南ランプフェス（徳山高専） 
・周南地域観光塾（徳山大学） 
・海洋スポーツを通した周南の海教育（徳山大学） 

■今後の課題 
・大学等との連携は図れているものの、地域と連携する中
で、人手勘拒の解拔に充てられている事 もあり、学生の成

に繋がるような配 が必要である。 
・また、 や学習からさらに踏み込み、学生、生徒のみなら
ず、高校や大学が主体的に地域づくりの担い手となり、地域
課題の解決に向けて継続的に関わるための仕組み・事業の
構築が必要である。 
 

【今後の方向性】  
・大学、地域、 政の連携を に め、地域に根ざした次世代の地域づくりの担い手育成を継続実施としたい。 

[判定] 「A」 取組みの継続 「B」 取組みの強化 「C」 取組みの し 「D」 取組みの抜本的な しまたは廃止 
 

■委員評価 
【肯定的な勪 】 
・学校 がとても協 的だ（小・中・高等学校含）。 
・ 野地域は に山口勿 大学の学生と連携して、地域づくりに向けた取り組みを っている。 
・大学、高専の存在が周南市にとって大きな価値であると考える。 
・勞大の地域づくりは、これらの拊者が市に定着してくれることであり、期待している分野である。 
・高校・高専・大学が共同で取り組みをすることで、より幅広い活動が可能になると思われる。 
・今後も学生の拹点で事業提 してもらうことが、 政、学生 方の成果となることから、今後も継続して取り組んでいただき
たい。 

【勚り組みの勮 ・ しに向けた勪 】 
・学生との連携による事業は単 で してしまうことが多いため、継続して関われる仕組みの構築が必要である。 
・各教育機関との連携は進んでいるが、さらに数を増やすとともに内容の充実化を図るための強化が必要である。 
・徳山大学・高専とのコラボレーションの話題をよく耳にするようになり、活気を感じている。選挙権が 18 になったこともあり高校
生ももっと地域に入り込み大人として地域づくりに興味をもてる仕組みを強化していただきたい。 
・地域づくりは、そこに住む子供たちが将来の担い手となる。そこから巻き込みながら、自分が将来どんな地域なら住みやすいの
か、そのためにどうしたらいいのかを一緒に考えながらできることを手助けする。大学や高専もよいが、地元の子供達を巻き込む
形がいいのではないか。そのために学校と 政地域が一体になるための手法を考 していただきたい。 

個別委員評価    「Ｂ」×9 「Ｃ」×1                               協議会評価    「   」 
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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、普及啓発の強化等 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●検討 

●創発事業補助 の 囲拡大 
●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 
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■所管部署評価と今後の方向性 
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・ 拶制 の 実 
推進施策① 庁内外推進体制の整備 評価 「B」 取組みの強化 
■取組みの状況 
・市 センター主事を中心に関係課、拊手職員を対象に、
「ファシリテーション」「プランニング」等の地域づくりの推進に係
るスキルの習得を目的とした講座を開催し、地域づくりを推進
する職員の育成を図り、庁内の推進体制を整備した。 
・(公財)ふるさと振興財団とは、定 会議を開催し、情報や
問題点の共有、課題解決に向けた話し合いを っている。 
・また、平成３ 4 月から、市 活動支援センターの業務
の一部を同財団に委託し、市 活動団体の支援体制の強
化を図った。 

■「基本目標に対する数値目標」達成  
・数値目標設定なし 

■取組みの成果 
・継続的に地域づくりに関わる職員研修を うことで、庁内に
地域づくりの支援に必要なスキルを持った人材が増え、支援
体制の強化につながっている。 
・市 活動支援センターの業務を(公財)ふるさと振興財団に
委託したことで、専門性等を生かした市 活動団体の支援
につながっている。 

■今後の課題 
・多様化する支援ニーズに対応できる推進体制を構築すると
ともに、市 活動支援センターを中心とした支援体制の構築
が必要である。 

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 評価 「－」 検討・整備済み 
■取組みの状況 
・平成３ より「公 館」を、従来の生涯学習の機能に
加え、地域の特性に応じた主体的かつ総合的な地域づくりを
促進するための拠点となる「市 センター」に移 した。 

■「基本目標に対する数値目標」達成  
・数値目標設定なし 

■取組みの成果 
・「公 館」を「市 センター」へ移 したことにより、地域団
体が施設を活用して収益をともなう活動や、地域の意向に
応じて地域の団体による指定管 を可能にするなど、各地
区の地域づくり活動がより進めやすい環境が整った。 

■今後の課題 

推進施策③ 支援制 の充実 評価 「B」 取組みの強化 
■取組みの状況 
・「共創プロジェクト」事業の開始、「コミュニティ活動推進費
補助 」「自治会建設費補助 」などの補助制 により、財
政面での地域づくり活動の支援を っている。 
・「共創プロジェクト」「地域の夢プラン」の取組みを う団体に
対して、専門家派遣などによる人材面での支援を ってい
る。 
・「地域づくり応援サイト」を開設し、地域づくりに係る情報発
信を通じて普及啓発に取組んでいる。 

■「基本目標に対する数値目標」達成  
・数値目標設定なし 

■取組みの成果 
・各種補助制 の活用により、地域づくり活動の推進につな
がっている。 
・「地域づくり応援サイト」の開設により、地域づくりに特化した
情報発信の強化につながっている。 

■今後の課題 
・地域課題が多様化・複雑化して く中で、市 活動支援
センターの今後の在り方や補助制 の在り方を検討する必
要がある。 

【今後の方向性】  
・総合的な地域づくりを進めていくうえで、地域づくり推進体制（人材育成を含めた支援体制）の機能強化は、極めて重要
であることから、継続実施としたい。 
・また、地域づくり活動の拠点である市 センター等については、計画的な整備や な維持管 を うとともに、より柔軟で
幅広い地域活動が展開できるよう、地域自らが管 ・運営するための体制づくりを支援していく。 

[判定] 「A」 取組みの継続 「B」 取組みの強化 「C」 取組みの し 「D」 取組みの抜本的な しまたは廃止 
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■委員評価 
【肯定的な勪 】 
・地域づくりを通じて、庁内での課同士の連携も図られつつあると思う。 

【勚り組みの勮 ・ しに向けた勪 】 
・地域づくりに係る職員研修を他部署にも広げ、支援人材の幅を広げてもらいたい。 
・地域住 への働きかけによって成果がすぐ表れにくい面があるため、今後も地域の実情に応じて、様々な支援を継続してい
ただきたい。 
・市 センター7 拠点化。 
・市 センター等、地域で実施するようになった維持管 について検証をお いしたい。 
・地域づくりは「地域」でというのはわかるが、地域により「地域」で取り組めるところと「 政主拗」でないとできないところがあるた
め、仕分けして取り組むべきである。 
・地域の活動拠点は必ずしも公 館とは限らない、人が集まる場があれば、そこを資 支援してコミュニティの場として して
いけばいいのではないか？投資すべきかどうかの判断をしながら、やはり地域づくりは「人」と「人」の繋がりであることから、地域の
人同士、地域と 政、地域と企業、いろいろな絡みの中で構築すればいいのではないかと思う。いかに持続可能な地域づくり
をするのかを 極める努 が必要である。 

個別委員評価    「Ｂ」×9 「Ｃ」×1                               協議会評価    「   」 
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第２期 周南市地域づくり推進協議会 委員名簿 

（任期 平成３ 月１ から 和２ 月３１ まで） 

NO 氏名 所属・役職等 備考 

1 井上
いのうえ

 沙
さ ゆ り

 会社勽勤勨 総務部  

2 内山
うちやま

 浩
ひろ

昭
あき

 周南市コミュニティ推進連絡協議会 会  
 

3 國
くに

重
しげ

 文治
ふみはる

 野町商工会 
 

4 小
こばやし

 和子
か ず こ

 徳山商工会議所 専務 事  

5 髙
たか

田
た

 隆
たかし

 徳山大学 学  会  

6 谷口
たにぐち

 博文
ひろふみ

 新南陽商工会議所 専務 事 
 

7 徳永
とくなが

 豊
ゆたか

 熊毛町商工会  

8 勽勜
にしかわ

 満希子
ま き こ

 公募委員  

9 萩原
はぎはら

 孝司
た か し

 周南市子ども会育成連絡協議会 会   

10 原田
は ら だ

 康宏
やすひろ

 一般財団法人周南観光コンベンション協会 会  
 

11 船
ふな

﨑
ざき

 美智子
み ち こ

 ライフスタイル協同組合 代表 事 会  

12 山本
やまもと

 多恵
た え

 社会福祉法人周南市社会福祉協議会  

( 十 、 称 ) 

 


