
【第３回会議　資料２】

協働の推進にかかる取組状況

（協働の推進）

第１６条　市民等及び市長等は、それぞれの特性を理解し、相互に補完しながら協働を推進するものと
　する。
２　市長等は、市民等の自主性及び自立性を尊重しながら、協働が円滑に進むよう必要な措置を講ずる
　ものとする。

【取組み状況等】
　協働を推進するにあたっての基本的な考え方を示したもの

（協働による事業の提案）
第１７条　市長等は、市民等及び市長等が協働による事業を相互に提案するための制度を整備するもの
　とする。

【取組み状況等】
　協働事業提案制度の創設（本協議会で検討）

（人材の育成）
第１８条　市長等は、市民等が協働について広く学ぶことのできる機会を設けることにより人材の育成
　に努めるものとする。

【取組み状況等】
　○参画と協働によるまちづくりフォーラムの開催
　　　H26/2/8　防府市地域協働支援センター　参加者約130名

（市民活動支援センターでの取組み）
　○各種講座等の開催
 　　　まちづくりボランティア養成講座　1回　    8名　 暮らしに役立つ講座　　　　5回　36名
 　　　登録団体との連携講座　　　 　　17回　264名 　シニア世代活動応援講座　　1回　15名
 　　　資金力アップセミナー　　　　　　2回    　7名　 情報発信力アップセミナー　3回   15名
 　　　企画力、ＰＲ手法を高める講座　　4回　  38名　 会計講座　　　　　　　　　1回　  5名
　　　 運営力ネットワーク力アップセミナー  2回  9名

　○情報提供
 　　　市広報での情報提供　毎月1日号　　　　　　　　　定期的な機関紙の作成・発行　年6回

　○参画・協働を推進するための交流セミナーの実施
 　　　出前講座　2回（子育て支援課、防災危機管理課）　　参加者23名

（活動の支援）

第１９条　市長等は、地域コミュニティ及び市民活動団体の活動の拠点となる施設等の整備に努めるも
　のとする。
２　市長等は、市民等との協働を推進するための中間支援組織（市民等と市長等の間に立ち、中立的な
　立場で、それぞれの活動を支援する組織をいう。）の充実に努めるものとする。

【取組み状況等】

　○防府市市民活動支援センター

　　　H15/11 設置（H18/7～ルルサス防府2階）

　　　　　H21/4～指定管理者制度を導入

　　　　会議室、相談室、作業室、印刷室、ロッカー、情報ＢＯＸ

　　　　登録団体　217　 　【参考】(H24)　 (H23)　 (H22)　 (H21)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　211　　210　　189　　186
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【第３回会議　資料２】

協働による事業の実施状況

　直近3年度の協働による事業の実施状況について、下記の相手方と実施した事業を調査し、

委託・補助・共催・実行委員会・事業協力・後援の六つの協働の形態に分類しました。

協働の形態の定義については、参考資料１「協働の形態　他市等との比較」に掲載しています。

　○協働の相手方

・・・  自治会、地区社会福祉協議会、老人クラブ、子ども会等

・・・  ＮＰＯ活動やボランティア活動を行う団体

・・・  公益性を有する事業に取組む場合の事業者

・・・  上記以外で協働の担い手となる団体等

１　協働の形態別件数及び相手別内訳

　　　協働の形態別では、補助が３３件と最も多く、次いで後援３１件、委託２１件となって

　　います。

　　　また、協働の相手別では、市民活動団体が４８件と最も多く、次いで地域コミュニティ

　　２４件となっています。

　　　市民活動団体では、後援と補助が多いことから、活動に対する信用度と資金面から、

　　また、地域コミュニティについては、補助が最も多いことから、主に資金面から行政と

　　協働する場合が多いと考えられます。

市民活動
団体

地域コミュニ
ティ

事業者
その他
市民等

7 4 5 5

16 10 1 6

4 2

（7） （1） （3）

1 3 4

20 5 2 4

48 24 12 15

　※　実行委員会については他の形態と組み合わせて実施されているため、事務局と
　 　しての参加も含めて、内数として表示しています。

後援 31

合　計 99

共催 6

実行委員会 （11）

事業協力 8

協働の形態 件数

委託 21

補助 33

協働の相手別内訳

地域コミュニティ

市 民 活 動 団 体

事 業 者

そ の 他 市 民 等
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【第３回会議　資料２】

２　協働の分野別件数

　　　協働の分野別内訳を見ると、教育・文化が５２件と最も多く、次いで自然環境・安心安全

　　の１７件、医療・福祉の１２件となっています。

　　　また、形態別でみると、委託は生活環境を除きどの分野でも実施されており、広く取り組

　　まれていることが分かります。補助については教育・文化の分野に取組が集中しています。

医療・福祉 教育・文化 産業 生活環境
人権・

まちづくり

7 3 6 2

23 1 2

6

（9） （2）

2 2

5 20 3

12 52 7 2 9

３　協働の分野別・相手別件数

　　　分野別・相手別内訳では、教育・文化の分野で市民活動団体との協働が３２件と、突出し

　　て多くなっています。

　　　しかし、どの分野においても、比較的まんべんなく様々な相手との協働による取組が行わ

　　れていることが分かります。

医療・福祉 教育・文化 産業 生活環境
人権・

まちづくり

7 32 1 3

2 9 2 1 4

2 4 1 2

3 9

12 52 7 2 9合　計 17

地域コミュニティ 6

事業者 3

その他市民等 3

合　計 17

　　　 分野
相手

自然環境・
安心安全

市民活動団体 5

実行委員会

事業協力 4

後援 3

委託 3

補助 7

共催

　　　 分野
形態

自然環境・
安心安全
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【第３回会議　資料２（参考）】

協働の形態 他市等との比較

防府市 山口県 山口市 米子市 三原市
委託 協働型委託 協働委託 委託 事業委託

　市が実施すべき事業のうち、地域コミュ
ニティや市民活動団体等の専門性等に着目
し、委託先を地域コミュニティや市民活動
団体等に限定して実施する事業形態

　行政が実施すべき事業のうち、県民活動
団体の特性等に着目し、委託先を県民活動
団体に限定して実施する事業形態

　新たな地域課題や社会的課題に対して市
と市民双方が責任を持って担うべき分野と
して考えられている領域において、協働主
体の特性や能力を生かしてより効果的に事
業目的を達成する協働形態

　専門性、先駆性、迅速性などといった特
性を持つパートナーに委託し、より効果的
な取組みを進めるための形態

　行政が実施する事業のうち、専門性、先
駆性、柔軟性など協働の担い手の特性や能
力を活かすことで、事業の有効性、効率性
が向上すると認められる事業について、そ
の全部又は一部を委ねること

補助 補助 補助・助成 補助 補助・助成

　地域コミュニティや市民活動団体等が主
体的に実施する事業に対し、市が資金を補
助する事業形態（補助金、助成金、交付
金）

　県民活動団体が実施する事業に対し、行
政が資金を補助する事業形態

　協働主体が行う事業に対して財政的な支
援を行うことで公共を実現する協働形態

　対等な協働関係において「育成のための
支援」ということではなく、共通の公共的
目標を達成するために、パートナーが主体
的に行う事業に対して、申請に基づいて資
金の支援を行う形態

　協働の担い手が主体となって行う事業
に、行政が政策目的達成の観点から資金的
支援を行うこと

共催 共催 共催 共催 共催

　地域コミュニティや市民活動団体等と市
が共に主体となり、それぞれの特性を生か
して実施する事業形態

　協働主体と市が共に事業主体（主催者）
となって事業を行う協働形態

　共通目的の達成のために、パートナーと
行政が実施主体となって事業を行う形態

　協働の担い手と行政が、共に主催者と
なって事業を行うこと

実行委員会 実行委員会（協議会） 実行委員会・協議会 実行委員会等

　市が地域コミュニティや市民活動団体等
と実行委員会や協議会を構成し、主催者と
なって実施する事業形態

　協働主体と市が実行委員会や協議会を構
成し、実行委員会や協議会が主催者となり
事業を行う協働形態

　パートナーと行政等で構成された実行委
員会・協議会が主催者となって、事業を行
う形態

　協働の担い手と行政等で実行委員会や協
議会などを設立し事業を行うこと

事業協力 事業協力 事業協力 事業協力 事業協力

　協働主体と市がお互いの特性を生かし、
一定期間継続的な関係で協力し合いながら
事業を実施する協働形態

アドプト制度（里親制度）

　協働主体が道路や公園などの公共施設の
里親となり、美化活動や施設の現状報告を
行い、市は保険加入や物品の支給などを行
う協働形態

後援 後援 後援 後援

　地域コミュニティや市民活動団体等が実
施する公益性を有する事業に対し、市が後
援名義の使用を承認する事業形態

　協働主体が主催する取り組みに対して市
が｢後援｣という形で名を連ねる協働形態

　パートナーが主催者として公共性の高い
事業を実施する際に、行政が後援名義の使
用を承認する形態

　協働の担い手が行う事業に対して、行政
が名義後援など資金以外の支援を行うこと

政策提言 参画提案・政策提案 政策提言・企画立案過程 政策提言・企画立案への参画

　県の施策や事業に、県民や県民活動団体
の意見を生かしていくための事業形態

　市の施策について、専門的な知識や経
験、情報等を活かすため、審議会や委員会
等への参加を求め、意見や提案を求めた
り、また市民が持つ専門的な知識、技術や
地域に密着したきめ細やかな活動経験を活
かし、行政施策に対し独自の企画や代案を
提案する協働形態

　行政が政策立案をする場合に、政策形成
過程に専門性や先駆性、地域性など多様な
特性を持つパートナーからの提案あるいは
参画を求めていくことや、パブリックコメ
ントなどを活用したりする形態

　事業検討に当って、協働の担い手から意
見や提言を受ける形態

融資 情報提供・情報交換 情報提供・情報交換 情報提供・情報交換

　県民活動団体が実施する事業に対し、行
政が資金の貸付を行う事業形態

　協働主体と市が、それぞれ持つ情報を提
供し合い、又は協働主体から意見、市民
ニーズ等を聞く協働形態

　行政がパートナーから市民ニーズや市民
活動、協働事業などに関しての意見や提案
を受けたりお互いに情報交換する形態

　住民ニーズや行政サービス、協働事業に
関する意見を聞くことや、お互いの持つ情
報を日常的に交換すること

　協働の担い手と行政の間で、それぞれの
特性を活かすような役割分担をして、一定
期間、継続的な関係のもとで事業を協力し
て行うこと

　県民活動団体と行政が共に主体となり、
双方の特性を生かして事業を実施する事業
形態（実行委員会方式を含む）

　共催以外の形態で、地域コミュニティや
市民活動団体等と市が、それぞれの役割分
担のもと、一定期間継続的な関係で協力し
合いながら実施する事業形態（アダプトプ
ログラムを含む）

　県民活動団体と行政がそれぞれの役割分
担のもと、協力し合いながら事業を実施す
る事業形態（アダプト・プログラム、後
援、行政主催事業への県民ボランティア参
加など）

　パートナーと行政がお互いの特性を生か
し、一定期間、継続的な関係で協力し合い
ながら事業を実施する形態
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【第３回会議　資料２（参考）】

協働による事業一覧（平成２３～２５年度）
番
号

事例 概要 協働の形態 協働の相手 相手方の区分 協働の相手の主な役割 市の主な役割 分野

1
防府市成人式に係る企画・運営等業
務

　新成人を中心とした公募委員により実行委員会を立ち上
げ、成人式の企画及び実施に関することを業務委託した。

委託
(実行委員会)

防府市成人式実行委員会 その他市民等

・成人式全般の企画・運営
・成人式の運営
・案内状の作成
・成人式のPRなど

・委託料の支払
・事務局として成人式全体の運営

教育・文化

2 地産地消推進対策事業
　地産地消を推進し、地元農産物の消費拡大を図るための
生産者と消費者の交流事業や情報提供等について委託して
いる。

委託
(実行委員会)

（農山漁村）生活改善実行グ
ループ連絡協議会

市民活動団体

・地産地消料理教室の開催
・地産地消料理の実演販売
・市広報掲載の地産地消料理の開
発

・事業委託料の支払
・行政情報の提供
・事務局として各種行事の進行、
資料作成、連絡調整等

産業

3
防府市地域協働支援センターの管理
運営

　地域協働支援センターの管理及び運営を、市民活動の支
援を行うＮＰＯ法人に指定管理として委託している。
　・指定期間　H24～H28年度

委託 ＮＰＯ法人 市民活動団体

・地域協働支援センターの適切な
管理運営
・リスク分担による費用負担
・各種報告書等の提出

・指定管理委託料の支払
・リスク分担による費用負担
・モニタリングの実施

人権・まちづくり

4 防府市老人憩の家の管理運営
　各地区の老人憩の家の管理運営を各地区老人憩の家運営
協議会に指定管理として委託している。・指定期間　H23
～H27年度

委託 各地区老人憩の家運営協議会 市民活動団体
・老人憩の家の適切な管理運営
・リスク分担による費用負担
・毎月の活動状況報告

・指定管理委託料の支払
・リスク分担による費用負担

医療・福祉

5
防府市留守家庭児童学級業務
（小野・玉祖・右田・向島）

　留守家庭児童学級の運営を、子育て支援に関するノウハ
ウや業務に精通しているＮＰＯ法人に委託している。
・市内２０学級中　４学級

委託 ＮＰＯ法人 市民活動団体
・留守家庭児童の保育
・保育に関し必要な事務

・委託料の支払い 医療・福祉

6
防府市ファミリーサポートセンター
運営業務

　ファミリーサポートセンターの運営を、子育て支援に関
するノウハウや業務に精通しているＮＰＯ法人に委託して
いる。

委託 ＮＰＯ法人 市民活動団体
・依頼会員と援助会員との調整
・援助会員の継続的な研修実施
・相互支援援助に関する事務

・委託料の支払い 医療・福祉

7
防府市子育てサロン運営業務
（富海・牟礼・新田・向島・中関・
西浦・華城・小野・右田・大道）

　子育てサロンの運営を、子育て支援に実績があり、子育
てに関する知識や情報をもつ有資格者がいるＮＰＯ法人に
委託している。（市内１０箇所）

委託 ＮＰＯ法人 市民活動団体
・サロン運営に関する事務
・開催の準備と当日の運営

・委託料の支払い 医療・福祉

8 防府市生涯学習フェスティバル事業
　公募によるボランティアスタッフ及び関係機関の職員で
実行委員会を組織し、事業の企画、運営等について業務委
託している。

委託
(実行委員会)

防府市生涯学習フェスティバ
ル実行委員会

市民活動団体
・生涯学習フェスティバルの企画
及び実施、当日の運営、ＰＲなど

・委託料の支払
・事務局として事業全体の推進、
各種団体等の連絡調整等

教育・文化

9 農村公園管理委託
市と自治会の協定に基づき、公園の維持管理を委託してい
る。

委託 小島自治会
地域コミュニ
ティ

・便所清掃
・公園内の景観保全
・異常発見時の報告

・委託料の支払
・異常報告時の確認、修繕等

産業

10 野島海水浴場管理運営 　野島海水浴場の管理運営を地元自治会に委託している。 委託 野島地域自治会連合会
地域コミュニ
ティ

・海水浴場の管理運営
・委託料の支払
・監視員、救護員の雇用

産業

11 小茅樋門管理業務委託
　小茅樋門の清掃、点検、報告
台風、高潮、雨等状況に応じた樋門の開閉を委託してい
る。

委託 西浦　小茅自治会
地域コミュニ
ティ

・小茅樋門の操作等の日常の管理
・委託料の支払
・点検の結果報告内容確認
・給油等材料の提供

自然環境・安心安
全

12 自治会事務委託
　住民に対する市政通達の徹底と末端行政の能率的かつ円
滑な運営を図るため、事務を自治会、町内会に委託してい
る。

委託 自治会・町内会ほか
地域コミュニ
ティ

・市広報及び行政連絡文書の配
布、回覧
・人口動態の把握

・補助金の交付
・市広報及び行政連絡文書の作成

人権・まちづくり

13 防府市栽培技術確認圃設置
　担い手が、有望作物や新品種の栽培、新たな作業技術に
よる栽培に取り組むことで、産地形成に寄与すると認めら
れる場合、確認圃の設置を委託している

委託 担い手（農業者） 事業者等
・新たな作物、品種、作業技術に
よる栽培実証（確認ほ設置）

・委託料の支払 産業

14 母子保健推進員家庭訪問事業
　育児に関する相談や、必要に応じて育児の情報提供を行
うために乳幼児の家庭訪問事業を母子に関する地区組織に
委託した。

委託 防府市母子保健推進協議会 その他市民等
・家庭訪問を実施し、育児に関す
る相談を受け、必要時に行政に連
絡をする。

・母子保健推進員に母子保健に関
する研修の実施
・家庭訪問の報償費の支払い

医療・福祉

15 子育サークル事業
　親子が互いの育児経験を共有しながら、楽しく交流がで
きることを目的に、子育てサークル事業を母子に関する地
区組織に委託した。

委託 防府市母子保健推進協議会 その他市民等
・各地域で実施する子育てサーク
ル及び全市を対象とする子育て
サークルの企画・運営

・母子保健推進員に母子保健に関
する研修の実施
・委託料の支払い

医療・福祉

16 食生活改善推進事業
　地域活動を通して食生活の改善・運動の普及推進を図っ
ている

委託 防府市食生活改善推進協議会 その他市民等
・市健康づくり計画に基づき、地
域の各世代を対象に料理教室等を
開催している。

・食生活改善に関する研修の実施
・委託料の支払い

医療・福祉

17 防府市青少年補導員連絡会議業務
　青少年の健全育成に必要な諸活動（巡視、補導、社会環
境点検）を実施するための業務を委託している。

委託
(実行委員会)

各地区青少年補導員連絡会議 その他市民等
・巡視
・補導
・社会環境点検など

・委託料の支払
・事務局として諸活動の補助

教育・文化

18 漁港広場等清掃業務委託
　向島（郷ヶ崎）漁港広場、牟礼（江泊）漁港広場及び野
島漁港環境整備用地等の除草及び清掃を委託している。

委託 山口県漁業協同組合 事業者等 ・漁港広場等の除草、清掃 ・委託料の支払 産業

19 野島漁港休憩所清掃業務委託 　野島漁港便所、東屋の清掃を委託している。 委託 山口県漁業協同組合 事業者等 ・野島漁港便所、東屋の清掃 ・委託料の支払 産業

20 浜崎樋門管理業務委託
　浜崎樋門の清掃、点検、報告
台風、高潮、雨等状況に応じた樋門の開閉を委託してい
る。

委託 山口県漁業協同組合 事業者等 ・浜崎樋門の操作等の日常の管理
・委託料の支払
・点検の結果報告内容確認

自然環境・安心安
全

21 陸閘樋門委託契約
　陸閘・樋門の点検・報告
台風、高潮等の状況に応じて陸閘・樋門の開閉を委託して
いる。

委託 山口県漁業協同組合 事業者等
・陸閘･樋門の操作等の日常の管
理

・委託料の支払
・点検の結果報告内容確認

自然環境・安心安
全
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22 消費生活研究会活動事業
　消費生活について自主的研修、また広報誌発行による市
民の消費生活に関する意識啓発と消費生活向上のための事
業に対し費用の一部を補助。

補助 消費生活研究会 市民活動団体
・消費生活に関する事業の実施
　　出前講座の実施
　　広報誌発行　　　　　など

・補助金の交付
自然環境・安心安
全

23 防府史談会への補助金交付 　防府史談会の育成のため、会誌印刷の費用等を補助 補助 防府史談会 市民活動団体 ・郷土史の研究、情報発信
・申請書の受付、審査等
・補助金の交付

教育・文化

24 民間人権運動団体人権学習推進事業
　民間人権運動団体が実施する研修会活動の経費の一部を
補助している。

補助 民間人権運動団体 市民活動団体
・人権問題解決のために実施する
研修会活動

・補助金の交付 教育・文化

25 防府スカウト協議会
　防府スカウト協議会の活動経費の一部を補助することに
より、スカウト活動の育成振興を図る。

補助 防府スカウト協議会 市民活動団体 ・スカウト活動の育成振興 ・補助金の交付 教育・文化

26 第16回日本ジャンボリー
　日本及び各国のスカウトとの交流活動を支援することに
より、地域の活性化並びに、青少年の国際感覚の醸成や健
全育成を図る。

補助 防府スカウト協議会 市民活動団体 ・スカウト活動の育成振興 ・補助金の交付 教育・文化

27
防府市トライあんぐる倶楽部事業
「小野水辺の楽校を楽しむ」

　地域の団体が行う子どもの週末及び長期休業における体
験活動等を支援し、子どもの健全育成を図るため補助金を
交付している。

補助
小野水辺の楽校空間利用を考
える会

市民活動団体
・水質調査
・清掃作業　など

・補助金の交付 教育・文化

28
防府市トライあんぐる倶楽部事業
「はなと遊ぼう（文化活動）」

　地域の団体が行う子どもの週末及び長期休業における体
験活動等を支援し、子どもの健全育成を図るため補助金を
交付している。

補助 大道こどもいけばな教室 市民活動団体 ・いけばな教室の開催 ・補助金の交付 教育・文化

29
防府市トライあんぐる倶楽部事業
「華浦こどもいけばな教室」

　地域の団体が行う子どもの週末及び長期休業における体
験活動等を支援し、子どもの健全育成を図るため補助金を
交付している。

補助 池坊防府支部 市民活動団体 ・いけばな教室の開催 ・補助金の交付 教育・文化

30
防府市トライあんぐる倶楽部事業
「松崎自然を守る会」

　地域の団体が行う子どもの週末及び長期休業における体
験活動等を支援し、子どもの健全育成を図るため補助金を
交付している。

補助 松崎自然を守る会 市民活動団体
・たまねぎの植え付け
・焼いも給食の開催　など

・補助金の交付 教育・文化

31
防府市トライあんぐる倶楽部事業
「ホタルの楽校事業」

　地域の団体が行う子どもの週末及び長期休業における体
験活動等を支援し、子どもの健全育成を図るため補助金を
交付している。

補助 富海をホタルの里にする会 市民活動団体 ・ホタルの楽校事業の開催 ・補助金の交付 教育・文化

32
青少年育成研修「地球市民ジュニア
アカデミー２０１３」事業

　青少年を対象に新しいまちづくりの担い手の育成を図る
ことを目的に、青少年育成事業の事業費の一部を補助して
いる。

補助 社団法人　防府青年会議所 市民活動団体
・青少年育成研修「地球市民ジュ
ニアアカデミー２０１３」の開催

・補助金の交付 教育・文化

33 ユネスコ協会育成事業
　ユネスコ協会が、国際教育機関（ユネスコ）の目的のた
め実施する教育・科学事業、文化事業、国際交流活動を支
援し、活動経費の一部を補助している。

補助
(実行委員会)

防府ユネスコ協会 市民活動団体
・教育･科学事業、文化事業、国
際交流活動を実施

・補助金の交付
・事務局業務

教育・文化

34
国際交流フォーラム・フェスティバ
ル・在住外国人支援事業

国際交流に関する理解の促進を図るため、国際交流フォー
ラムで市民に国際交流事業の内容を紹介したり、国際交流
フェスティバルで、国際屋台村や、活動紹介パネル展、ミ
ニ語学教室等の交流事業を開催している。

補助
(実行委員会)

防府市国際交流団体連絡協議
会

市民活動団体 ・各イベントの実施
・補助金の交付
・事務局として事業全体の推進、
各種団体等の連絡調整等

教育・文化

35
防府市トライあんぐる倶楽部事業
「勝間和太鼓の会（勝間浦人太
鼓）」

　地域の団体が行う子どもの週末及び長期休業における体
験活動等を支援し、子どもの健全育成を図るため補助金を
交付している。

補助
勝間校区子ども会育成連絡協
議会

地域コミュニ
ティ

・勝間太鼓の練習 ・補助金の交付 教育・文化

36
防府市トライあんぐる倶楽部事業
「中関子ども塾事業」

　地域の団体が行う子どもの週末及び長期休業における体
験活動等を支援し、子どもの健全育成を図るため補助金を
交付している。

補助 中関地区社会福祉協議会
地域コミュニ
ティ

・華道教室
・料理教室
・グラウンドゴルフ教室の開催な

・補助金の交付 教育・文化

37
防府市トライあんぐる倶楽部事業
「佐波わくわくランド」

　地域の団体が行う子どもの週末及び長期休業における体
験活動等を支援し、子どもの健全育成を図るため補助金を
交付している。

補助
佐波地域青少年育成連絡協議
会

地域コミュニ
ティ

・各種イベントの開催 ・補助金の交付 教育・文化

38
防府市トライあんぐる倶楽部事業
「文化・芸術活動」

　地域の団体が行う子どもの週末及び長期休業における体
験活動等を支援し、子どもの健全育成を図るため補助金を
交付している。

補助
華城地区青少年健全育成協議
会

地域コミュニ
ティ

・スケッチ大会
・図画工作教室
・凧づくり教室の開催など

・補助金の交付 教育・文化

39 防府市子ども会育成連絡協議会事業
　地域における年齢の異なる子ども達の活動を促進し、健
全育成を図ることを目的に、防府市子ども会育成連絡協議
会の活動経費の一部を補助している。

補助
防府市子ども会育成連絡協議
会

地域コミュニ
ティ

・防府市子ども会育成連絡協議会
の運営

・補助金の交付 教育・文化

40 快適な環境づくり推進協議会補助

　各地域の自治会をもとに、地域住民の自主的な組織活動
を通じて、安全で快適な生活環境づくり及び循環型社会の
形成並びに安心して健康で生き生きと快適に暮らすことが
できるまちづくりに寄与することを目的とした協議会に対
する助成

補助 推進協議会、自治会
地域コミュニ
ティ

・衛生思想の向上、清掃美化活動
の推進、循環型社会形成活動の推
進

・補助金の交付、事業全体の推進
自然環境・安心安
全

41 防府市自主防災組織育成事業補助金

　地域の防災意識の向上と地域での自助、共助の目的で結
成された自主防災組織の防災活動を支援するために、防災
資機材の整備及び防災訓練等自主防災活動に必要となる経
費の全部又は一部を補助するもの。

補助 市が認定した自主防災組織
地域コミュニ
ティ

・資機材の適正な使用と維持管理
・防災訓練や研修会等の実施

・申請書の受付、審査等
・補助金の交付

自然環境・安心安
全

42
公共街路灯（防犯灯）設置・取替補
助

　市内の交通安全と防犯上必要な公共街路灯を普及させる
ために、自治会等に設置費用の一部を補助。

補助 自治会・町内会ほか
地域コミュニ
ティ

・設置箇所の選定、設置及び維持
管理

・申請書の受付、審査等
・補助金の交付

自然環境・安心安
全

43 自治会等振興助成
　親睦・相互扶助活動を行っている自治会、町内会に対し
住民自治の振興を図るため、自治会に補助している。

補助 自治会・町内会ほか
地域コミュニ
ティ

・住民自治の振興 ・補助金の交付 人権・まちづくり
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44 地区公共用施設補助
　地区集会施設の新設又は改造若しくは修繕を行う自治
会、町内会に対し、地域社会の繁栄を図る目的のために補
助している。

補助 自治会・町内会ほか
地域コミュニ
ティ

・地区集会施設の新設、改造、修繕・補助金の交付 人権・まちづくり

45
防府市小学校ＰＴＡ連合会人権教育
推進事業

　市小学校ＰＴＡ連合会が開催する人権教育研修会等の開
催に係る経費を補助している。

補助 防府市小学校ＰＴＡ連合会 その他市民等

・人権教育研修会の開催
・人権教育推進事業への参加
・市小学校人権教育研究発表会へ
の参加など

・補助金の交付
・人権学習指導員の派遣

教育・文化

46
防府市中学校ＰＴＡ連合会人権教育
推進事業

　市中学校ＰＴＡ連合会が開催する人権教育研修会等の開
催に係る経費を補助している。

補助 防府市中学校ＰＴＡ連合会 その他市民等

・人権教育研修会の開催
・人権教育推進事業への参加
・市中学校人権教育研究発表会へ
の参加など

・補助金の交付
・人権学習指導員の派遣

教育・文化

47 防府市人権学習推進市民会議事業
　防府市人権学習推進市民会議が開催する人権教育セミ
ナーや講演会の開催経費を補助している。

補助
(実行委員会)

防府市人権学習推進市民会議 その他市民等

・人権学習推進市民セミナーの開
催（年4回）
・人権学習講演会の開催など

・補助金の交付
・事務局として、事業全体の進捗
管理、連絡調整等

教育・文化

48 防府市青少年育成市民会議
　防府市青少年育成市民会議の活動経費の一部を助成する
ことにより、青少年健全育成の全市的活動の推進を図る。

補助 防府市青少年育成市民会議 その他市民等
・青少年健全育成の全市的活動の
推進

・補助金の交付 教育・文化

49 交通安全推進員連絡協議会補助
交通安全運動の推進や市民の交通安全意識の高揚を図り

事故を防止する事を目的として、地区交通安全推進員連絡
協議会に対して、活動費の一部を補助

補助
各地区交通安全推進員連絡協
議会

その他市民等
・地区住民の交通安全思想の普及
啓発や街頭指導等、交通安全に関
する事

・各種交通安全運動の計画、実施
・連絡会議の開催
・補助金の交付

自然環境・安心安
全

50 防府市安全会議補助
　安全運動の推進や市民の安全意識の高揚を図り、もって
交通災害、水火災等の各種災害事故を防止する事を目的と
して、活動費を補助

補助 防府市安全会議 その他市民等
・安全意識の普及等安全に関する
事業の企画及び実施

・補助金の交付、事業の共同実施
自然環境・安心安
全

51
「社会を明るくする運動」「青少年
の非行・被害防止運動」スピーチコ
ンテスト

　「社会を明るくする運動」「青少年の非行・被害防止運
動」スピーチコンテストの開催

共催
(実行委員会)

「社会を明るくする運動」
「青少年の非行・被害防止運
動」防府地区推進委員会

市民活動団体
・「社会を明るくする運動」「青
少年の非行・被害防止運動」ス
ピーチコンテストの開催

・共催
・事業実施の事務局

教育・文化

52
２０１３ユネスコ・サマー・チャレ
ンジスクール

・２０１３ユネスコ　サマーチャレンジスクールの開催 共催 防府ユネスコ協会 市民活動団体
・２０１３ユネスコ　サマーチャ
レンジスクールの開催

・共催
・事業実施の補助

教育・文化

53
第５２回ソフトボール・第７回キッ
クベースボール大会

・第５２回ソフトボール、第７回キックベースボール大会
の開催

共催
防府市子ども会育成連絡協議
会

地域コミュニ
ティ

・第５２回ソフトボール、第７回
キックベースボール大会の開催

・共催
・事業実施の補助

教育・文化

54
第４３回防府市子ども会ポートボー
ル大会

・第４３回防府市子ども会ポートボール大会の開催 共催
防府市子ども会育成連絡協議
会

地域コミュニ
ティ

・第４３回防府市子ども会ポート
ボール大会の開催

・共催
・事業実施の補助

教育・文化

55 子ども読書フェスティバル
　子どもの読書活動推進のため、子ども読書フェスティバ
ルを関係団体との協働により実施する。

共催
子どもの読書に関わる各種団
体

市民活動団体 ・企画、運営
・会場の提供
・連絡調整、企画協力

教育・文化

56 図書館まつり
　図書館及び読書の振興のため、図書館まつりを関係団体
との協働により実施する。

共催
各種学習サークル、ボラン
ティア団体等

市民活動団体 ・企画、運営
・会場の提供
・連絡調整、企画協力

教育・文化

57
防府市・モンロー市姉妹都市提携締
結２０周年記念事業

　姉妹都市提携締結２０周年を記念して、モンロー市から
訪問団を受け入れ、記念式典のほか各種交流事業を実施し
た。

補助
実行委員会

国際交流団体、ホストファミ
リーの会ほか

市民活動団体 ・各種交流事業の実施
・補助金の交付
・事務局として事業全体の推進、
各種団体等の連絡調整等

教育・文化

58 矢筈森林公園の桜の植樹
　毎年、桜の苗木の寄贈を受け、矢筈森林公園に植樹し森
林公園の整備を行っている。

事業協力
防府ゴールデンライオンズク
ラブ、ライオンズクラブ国際
協会

市民活動団体 ・桜の苗木の寄贈、植樹作業
・活動場所の提供
・植樹作業の支援

自然環境・安心安
全

59
地区一斉清掃（川ざらえ）に伴い搬
出される土砂等収集運搬事業

　各自治会主導で実施される地区一斉清掃（川ざらえ）で
出た土砂及び草木等を業者に委託して収集運搬する

事業協力 各自治会、町内会
地域コミュニ
ティ

・地域の清掃活動
・清掃活動伴い搬出された土砂等
の運搬

自然環境・安心安
全

60 防府市防災訓練

　９月１日「防災の日」及び８月３０日からの「防災週
間」において、市の初動体制と住民避難体制の確認、防災
関係機関との連携強化、さらに地域住民の防災意識の高揚
を図ることを目的としたもの。

事業協力

Ｈ２３年度　牟礼（岸津）
　　　　　　勝間（東勝間）
Ｈ２４年度　向島
Ｈ２５年度　西浦
　（天候不良のため中止）

地域コミュニ
ティ

・実働避難訓練 ・主催として訓練全体の運営
自然環境・安心安
全

61 地籍調査推進員
　地籍調査の現地作業において調査の協力を委任してい
る。

事業協力 地元住民
地域コミュニ
ティ

・刈払い
・土地の立会い

・報酬の支払 生活環境

62 広告付き庁舎等案内板設置事業

　市役所来庁者サービスの向上と市有資産の有効活用をは
かるため、市役所１号館及び４号館の案内へ庁舎案内図と
地域情報に企業等の広告を加えた市内地図を、市と民間事
業者が協働で設置した。
　・平成２５年９月１日供用開始

事業協力 事業者 事業者等
・庁舎案内図の更新
・掲載する広告の募集

・公共施設の施設情報の提供、広
告掲載企業の審査

人権・まちづくり

63 Ｂ・フォレスト　エコピアの森
　防府市、山口中央森林組合、ブリヂストンの三者で協定
を締結し、三谷森林公園内で、森林整備、ボランティア活
動、森林教室などを実施する。

事業協力
ブリヂストン、
山口中央森林組合

事業者等
・森林整備作業の実施、活動費用
の負担、ボランティア活動、森林
教室の開催

・活動場所の提供
・森林教室開催の支援

自然環境・安心安
全

64 市民便利帳共同発行事業

　市民の暮らしに役立つ情報の提供を目的として、市役所
の窓口や手続等の行政情報と地域情報に企業等の広告を加
えた市民向け情報誌を、市と民間事業者等が協働で発行し
た。
　・平成２５年７月に２０１３年版を発行
　・発行部数　５４，０００部

事業協力 事業者 事業者等
・市民便利帳の編集、発行、配布
・掲載する広告の募集

・行政情報の提供、原稿の審査 人権・まちづくり
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65 野島の浜市
　野島の島民が、自ら企画し実行できる事業を考え、魅力
ある野島を市民にアピールすることを目的に実施

事業協力 山口県漁協野島支店 事業者等 ・浜市の実施運営 ・情報発信 生活環境

66
平成２５年度　子育て・親育ち支援
ネットワークセミナー

・平成２５年度　子育て・親育ち支援ネットワークセミ
ナーの開催

後援 陽だまりネット防府 市民活動団体
・平成２５年度　子育て・親育ち
支援ネットワークセミナーの開催

・名義後援 医療・福祉

67 ホタルの夕べ２０１３ ・ホタルの夕べ２０１３の開催 後援 ホタルの夕べ実行委員会 市民活動団体 ・ホタルの夕べ２０１３の開催 ・名義後援 自然環境・安心安

68 生活塾（乳幼児をもつ母の集まり） ・生活塾（乳幼児をもつ母の集まり）の開催 後援 防府友の会 市民活動団体
・生活塾（乳幼児をもつ母の集ま
り）の開催

・名義後援 医療・福祉

69 「心の生涯学習セミナー」 ・「心の生涯学習セミナー」の開催 後援 防府モラロジー事務所 市民活動団体 ・「心の生涯学習セミナー」の開 ・名義後援 教育・文化

70
生活講習会　暮らしが輝く生活リズ
ム

・生活講習会　暮らしが輝く生活リズムの開催 後援 防府友の会 市民活動団体
・生活講習会　暮らしが輝く生活
リズムの開催

・名義後援 教育・文化

71
全国一斉「あそびの日」キャンペー
ン２０１３参加事業　自然と遊ぼ
う！ネイチャーゲーム

・全国一斉「あそびの日」キャンペーン２０１３参加事業
自然と遊ぼう！ネイチャーゲームの開催

後援
山口県シェアリングネイ
チャー協会

市民活動団体
・全国一斉「あそびの日」キャン
ペーン２０１３参加事業　自然と
遊ぼう！ネイチャーゲームの開催

・名義後援
自然環境・安心安
全

72 「降りてゆく生き方」上映会 ・「降りてゆく生き方」上映会の開催 後援 まんま会 市民活動団体 ・「降りてゆく生き方」上映会の ・名義後援 教育・文化

73 防府市子どもの職業体験づくり事業 ・防府市子どもの職業体験づくり事業の運営 後援
防府市子ども職業体験事業企
画運営委員会

市民活動団体
・防府市子どもの職業体験づくり
事業の運営

・名義後援 教育・文化

74 聴覚障害者と共に学ぶ防災集会 ・聴覚障害者と共に学ぶ防災集会の開催 後援
防府市聴覚障害者災害対策協
議会

市民活動団体
・聴覚障害者と共に学ぶ防災集会
の開催

・名義後援 医療・福祉

75
アンネ・フランク展-オランダ・アム
ステルダムから届いた３４枚のパネ
ル-

・アンネ・フランク展-オランダ・アムステルダムから届
いた３４枚のパネル-の開催

後援
ＥＳＴＥＥＭ-ｙａｍ　テー
マ別英語教育研究会・山口

市民活動団体
・アンネ・フランク展-オラン
ダ・アムステルダムから届いた３
４枚のパネル-の開催

・名義後援 教育・文化

76 防府市子どもの職業体験事業 ・防府市子どもの職業体験事業の運営 後援
防府市子ども職業体験事業企
画運営委員会

市民活動団体
・防府市子どもの職業体験事業の
運営

・名義後援 教育・文化

77 防府市地区教育振興フォーラム ・防府市地区教育振興フォーラムの開催 後援 山口県教育会防府支部 市民活動団体
・防府市地区教育振興フォーラム
の開催

・名義後援 教育・文化

78 家事家計講習会 ・家事家計講習会の開催 後援 防府友の会 市民活動団体 ・家事家計講習会の開催 ・名義後援 教育・文化

79
平成２５年度「ＦＰの日　R　」Ｆ
Ｐフォーラム

・平成２５年度「ＦＰの日　R　」ＦＰフォーラムの開催 後援
特定非営利活動法人　日本
ファイナンシャル・プラン
ナーズ協会山口支部

市民活動団体
・平成２５年度「ＦＰの日　R
」ＦＰフォーラムの開催

・名義後援 教育・文化

80 松陰の道歩行大会 ・松陰の道歩行大会の開催 後援 山口県教育会防府支部 市民活動団体 ・松陰の道歩行大会の開催 ・名義後援 教育・文化

81
ロマンチックナイト　ＩＮ　防府
２０１３

・ロマンチックナイト　ＩＮ　防府　２０１３の開催 後援 ロマンチック防府 市民活動団体
・ロマンチックナイト　ＩＮ　防
府　２０１３の開催

・名義後援 教育・文化

82
暮らしとお金のミニセミナー・相談
＆おこづかいゲーム

・暮らしとお金のミニセミナー、相談＆おこづかいゲーム
の開催

後援
特定非営利活動法人　日本
ファイナンシャル・プラン
ナーズ協会山口支部

市民活動団体
・暮らしとお金のミニセミナー、
相談＆おこづかいゲームの開催

・名義後援 教育・文化

83 第５回　国際協力切手まつり ・第５回　国際協力切手まつりの開催 後援
国際協力切手まつりＩＮ山口
実行委員会

市民活動団体
・第５回　国際協力切手まつりの
開催

・名義後援 教育・文化

84
平成２４回防府市子ども会凧揚げ大
会

・平成２４回防府市子ども会凧揚げ大会の開催 後援
防府市子ども会育成連絡協議
会

地域コミュニ
ティ

・平成２４回防府市子ども会凧揚
げ大会の開催

・名義後援 教育・文化

85 右田地域青少年育成協議会　講演会 ・右田地域青少年育成協議会　講演会の開催 後援 右田地域青少年育成協議会
地域コミュニ
ティ

・右田地域青少年育成協議会　講
演会の開催

・名義後援 教育・文化

86 シニアの地域活動リーダー養成講座 ・シニアの地域活動リーダー養成講座の開催 後援
社会福祉法人　山口県社会福
祉協議会

地域コミュニ
ティ

・シニアの地域活動リーダー養成
講座の開催

・名義後援 人権・まちづくり

87 白いまりの会 ・白いまりの会の開催 後援
右田地区社会福祉協議会福祉
部

地域コミュニ
ティ

・白いまりの会の開催 ・名義後援 医療・福祉

88
平成２５年度防府市障害者週間啓発
セミナー

・平成２５年度防府市障害者週間啓発セミナーの開催 後援
社会福祉法人　防府市社会福
祉協議会

地域コミュニ
ティ

・平成２５年度防府市障害者週間
啓発セミナーの開催

・名義後援 医療・福祉

89
＜ゴールデンウィーク特別企画＞
ふれあいネコカフェ展

・＜ゴールデンウィーク特別企画＞
ふれあいネコカフェ展の開催

後援 山口朝日放送株式会社 事業者等
・<ゴールデンウィーク特別企画>
ふれあいネコカフェ展の開催

・名義後援 教育・文化

90
紅葉とどんぐり便～沖縄の小学生に
山口県の紅葉とどんぐりを届けよ
う！～

・紅葉とどんぐり便～沖縄の小学生に山口県の紅葉とどん
ぐりを届けよう！～の開催

後援
株式会社　ぷらざＦＭ　（Ｆ
Ｍわっしょい）

事業者等
・紅葉とどんぐり便～沖縄の小学
生に山口県の紅葉とどんぐりを届
けよう！～の開催

・名義後援 教育・文化

91 平成２５年度教育事業 ・平成２５年度教育事業の運営 後援
独立行政法人国立青少年教育
振興機構
国立山口徳地少年自然の家

その他市民等 ・平成２５年度教育事業の運営 ・名義後援 教育・文化

92

平成２５年度　子どもゆめ基金体験
の風リレーションシップ事業
平成２５年度　体験の風をおこそう
推進事業

・平成２５年度　子どもゆめ基金体験の風リレーション
シップ事業
・平成２５年度　体験の風をおこそう推進事業の開催

後援 国立山口徳地青少年自然の家 その他市民等

・平成２５年度　子どもゆめ基金
体験の風リレーションシップ事業
・平成２５年度　体験の風をおこ
そう推進事業の開催

・名義後援 教育・文化

93 地域環境アドバイザー養成講座 ・地域環境アドバイザー養成講座の開催 後援
山口県立大学付属地域共生セ
ンター

その他市民等
・地域環境アドバイザー養成講座
の開催

・名義後援
自然環境・安心安
全

94
平成２５年度　山口県ＰＴＡ研修大
会　防府大会

・平成２５年度　山口県ＰＴＡ研修大会　防府大会の開催 後援 防府市ＰＴＡ連合会 その他市民等
・平成２５年度　山口県ＰＴＡ研
修大会　防府大会の開催

・名義後援 教育・文化
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95
幸せます婚活～あなたに出逢えて幸
せますⅡ～

　男女の出会いの場を提供することで、『出会い場創出』
と『地域活性化』を目的とし、当事業を通じて結婚、地元
定着、出産による防府市の人口増加、少子化対策へと繋げ
る。
　日時：平成26年2月7日（金）19:30～22:00
　場所：ベルクラシック防府

後援 防府商工会議所青年部 市民活動団体 ・企画、準備、受付、当日の進行 ・広報活動 人権・まちづくり

96 平成25年度犯罪被害者週間行事
　ＮＰＯ山口被害者支援センター等が実施する「平成25
年度犯罪被害者週間行事」に対し名義後援を行った。

後援
ＮＰＯ山口被害者支援セン
ター等

市民活動団体
・「犯罪被害者週間」に係る行事
（講演会、パネルディスカッショ
ン等）の開催

・名義後援
・事業実施の補助（会場設定等）

人権・まちづくり

97 佐波川水源森林整備事業 　佐波川の水源となる流域の森林の整備を行う。
補助
事業協力

ボランティア団体、
山口中央森林組合、
地元企業

市民活動団体
・事業の主催、体験活動・啓発講
座等の開催、技術指導、資機材の
提供、従業員の参加

・補助金の交付
・技術指導、活動場所の提供

自然環境・安心安
全

98 防府市青少年語学研修派遣事業

　次代を担う青少年を海外に派遣し、ホームステイを通し
て語学研修並びに外国に対する理解及び国際協調の精神を
養成することにより、幅広い国際的視野と高い市民意識を
持つ人材の育成を図る。

補助
実行委員会

防府市・モンロー市高校生交
流事業実行委員会

市民活動団体
・交流、歓送迎会
・合同イベントの実施
・通訳　　　　　　　　など

・補助金の交付
・事務局として事業全体の推進、
各種団体等の連絡調整等

教育・文化

99 防府市農業まつり

　「安全・安心」な地元農畜産物の安定的供給と消費者と
の信頼関係の強化を図るとともに、自然環境に配慮した農
業の振興を図るため、実行委員会に参加し、費用の一部を
補助した。

補助
実行委員会
後援

防府とくぢ農業協同組合
防府市農業委員会
防府青果㈱
防府酪農農業協同組合
山口県中部農業共済組合

事業者等 ・農業まつりの実施、管理運営
・補助金の交付
・各種団体等の連絡調整等

産業
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