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第 5章 計 画を着実に進めるために
市民参加推進計画￨よ,市 会 との連携を十分 に図りなが ら,市 民と行政がそれぞれの役
の下に協働することを前提 として策定 したものであ り,適 宜 ,効 果検証を行しヽ
害」
ながら,
公務員と しての責任と自覚を持 つて ,計 画 に掲￨ザ
る取組を着実 に実行 してしヽ
くことが最
も重要です。
このため ,各 所属で蓄積されている市民参加に関する事例やノウ八ウの共有を図るな
ど ,各 局区等の連携強化に向けた庁内体制の整備を進めます。
また ,職 員研修や市民 との交流の機会を通 して ,市 政 への市民参加の取組や自主的な
まちづ くり活動に対する市職員の理解を深め ,そ の能力の向上を図ります。

● 市民参加を進めるための庁内の仕組みづくり [施策番号 32]
市民参加に関する施策を総合的 i効 果的に推進 し,更 なる市民参加の取組の活性化を
図るため ,*「市民参加推進会議」等を定期的に開催 し,関 係部局間の連携を強化 します。
また ,市 民 ニー ズに迅速かつ的確に対応できるよう,職 員の市民感覚を養い ,市 民参
加の推進に必要なマネジメン ト能力を向上させるための研修の推進や ,局 区運営機能の
強化 と組織内分権の推進 ,こ れまで行 つてきた先進的な市民参加の取組の経験やノウ八
ウの庁内での継承などを進めます。

3分 野別センターの機能強化 [施策番号 33]
よ り多様で専門的な市民 ニーズに対応できるよう,市 民活動総合センター や景観 。ま
ちづ くリセンターなど ,専 門的なノウ八ウや情報を持 つている *分野別センター相互の
連携を進めるとともに ,庁 内における情報共有を進めます。

●市民参カロ
推進フォーラムの運営 [施策番号 34]

計画を着実に進めるために

本市の市民参加の推進 に向けた取組を着実に推進 し,市 民にとって最適なものとする
ため ,市 民や学識経験者等 によ り組織されている 「
市民参加推進フォー ラム」を引き続
き設置 し,助 言や提案を受￨ナ
なが ら市民参加の取組を推進 します。
ー
また ,市 民参加推進フォ ラムと連携 し,地 域で活動するために必要なノウ八ウやコ
ツをわか りやす く市民に伝えるための取組や ,市 民同士が市民参加につしヽ
て意見交換が
できる場及び機会の提供を行しヽ
ます。

0計 画の進捗管理 [施策番号 35]
計画をよ り実効あるものとするため ,定 期的に市民参加の
取組を取 りまとめ ,そ の進捗状況を明 らかにするとともに ,
市民にわか りやす く伝える取組を進めます。
「
市民参加推進フォーラム」の開催

市民 参加推 進 会議
市民参加推進計画の推進に当た り,庁 内の連絡 ,調 整を行 うことによ り,計 画
の円滑かつ総合的な推進を図るために設置 してしヽ
ます。

0

分 野 別 セ ンタ ー
市民活動総合センターをは じめ,環境保全活動センター ,長寿すこやかセンター ,
福祉ボラ ンテ ィアセンター ,景 観 。まち づ くリセンター ,青 少年活動センター ,
国際交流会館 ,こどもみ らい館など ,専門的な分野に関する支援等を行うセンター
施設のこと。
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● 市民参カロを進めるための庁内の仕組 みづくり [施策番号 32]
「
市民参加推進会議」の開催

「
市民参加事例庁内発表会 (仮称)」の開催
「
市民参加 ガイドライン」の改訂
庁内情報の横断的共有手段となる市役所イントラネットの推進
市民参加 に関する庁内情報誌の発行
庁内向けデータバンクの構築 [再掲]
市民参加 を促進する職員研修の充実

公民交流セミナー」の実施 [再掲]
「
「
市政セミナー」の実施
事業実施部門へ の権限委譲の促進

0分

野別 センター の機能強化 [施策番号 33]
・
分野別センター等のメールマガジンの充実 活用 [再掲]

0市

各分野別センター

推進 フォー ラムの運営 E施策番号34]
民参カロ

「
市民参加推進フォーラム」の開催
市民参加 に関する啓発冊子の発行 [再掲]

「
市民参加円卓会議」の開催

市民参加推進条例 に基づく市民参加推進計画の実施
ての市会へ の報告
計画及 び実施状況につしヽ

『
市民 参加 事例 庁 内発 表会 (仮称 )Jの 開催
市民参加に関す る事例の共有を図ることによ り,市 職員の意欲向上を進めるため ,各 局区
等で実施 している市民参加に関する取組事例 を発表する機会を設けます。
庁 内 向 けデ ー タバ ンクの構築
ー
庁内の情報共有を図るため ,ワ クシ ョップなどの市民参加の手法を活用 した取組事例や
ー
報等をデー タベ ス化 し,庁 内イ ン トラネ ッ トにおいて情報提供する仕組み
審議会委員の1着
を構築 します。

「
市政 セミナ ー」の実施
時事問題や市政の重要課題等について考える機会を設け,市政の推進に役立てるとともに,
自己研鑽意欲を高めるため,職 員を対象とした研修を実施 します。
『
市民参加推進 レポ ー トJの 発行
市民に本市の市民参加の取組状況をわかりやすく伝えるための冊子を発行 します。

計 画を着実 に進 めるため に

推進レポート」の発行
「
市民参カロ

