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はじめに

本市では、市民と行政、市民と市民が対等の立場で「協働」する「市民参画」という社会システムを築くた
め、平成１７年２月に下関市市民協働参画条例（平成 17年条例第 134 号）を施行し、また、「市民
と市民のパートナーシップ」の確立に向けた計画として「下関市市民活動促進基本計画」を策定し、各種施策
を推進しています。
本年次報告は、下関市市民協働参画条例第１６条の規定に基づく報告として、１年間に実施した市民

協働参画関連施策の調査結果を基に作成し、公表するものであり、本市の令和２年度の市民参画及び市
民活動の状況を「市民と行政・市民と市民のパートナーシップ年次報告」として、ここに報告します。
なお、令和３年２月に第４次下関市市民活動促進基本計画を策定しており、当年次報告の内容を踏

まえ、計画で示した方針に基づき、今後の市民活動、市民協働参画に係る施策展開に活かしてまいります。

※以下、本年次報告では、下関市市民協働参画条例を「条例」、下関市市民協働参画条例施行規則を
「施行規則」という。

また、令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に、様々な企画が中止されました。各部局が
計画していた取組及び新型コロナウイルスが市の施策に与えた影響等を把握するため、中止となった件数を各
項目において整理しています。

【参考】年次報告（条例第１６条）
第１６条 市長は、毎年、市民参画及び市民活動の状況について公表するものとする。

【参考】年次報告（施行規則第５条）
第５条 条例第１６条の規定による年次報告に記載する事項は、原則として次のとおりとする。
(1) 市民参画の対象とした施策及び市民参画の方法
(2) 情報の提供と共有を行った施策
(3) 実施機関の施策の推進に関して市民から提出された意見の件数及び回答状況
(4) 条例第１４条に規定する附属機関等における委員構成の状況
(5) 市民活動を促進するための環境整備として実施された施策
(6) 市民活動団体と協働を行った施策及び協働の方法
(7) 市内の市民活動の状況に関する事項

２ 前項の年次報告は、年度終了後、できる限り早い時期に行うものとする。
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１ 市民参画の対象とした施策及び市民参画の方法

（１）市民協働参画関連施策実施状況
下関市市民協働参画実施機関である課所室等に対し調査を実施した結果、64 の課所室等において
該当があり、実施事務事業数（予算小事業単位）は 201 事業、実施施策数は 467施策でした。

図１ 実施事業数及び施策実施課所室数の推移

表１ 実施施策数の推移

※ 市民活動団体等への事業後援に係るものを除く。

【参考】実施機関（条例第２条第７号）
第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
（７）実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。
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（２）市民参画の方法
本年次報告における市民参画の方法については、条例第９条に規定するもののほか、一般的によく用

いられる以下の分類により整理しています。

＜事業の分類＞

＜方法の分類＞

情 報 提 供 ：主として市民に市の情報を提供するもの
意 見 収 集 ：主として市民からの意見を市が収集するもの
企画・実施段階 ：施策の実施時において市民と協働するもの
自主的活動支援 ：市民の公益的活動を支援し、市全体の公益の増進を図るもの

広く市民を対象 一部の市民を対象

情報提供
①広報誌等の活用
②報道機関の活用
③インターネットの活用

④説明会の開催

⑤シンポジウム・フォーラム等の開催
⑥学習会・研究会の開催

意見収集

⑦パブリックコメント
⑧アンケート調査の実施
⑨市民提案・企画・論文等の募集
⑩広聴会の開催

⑪公聴会の開催
⑫ヒアリングの実施

企画・実施段階

⑬社会実験の実施
⑭ワークショップの開催
⑮審議会・委員会等の開催
⑯実行委員会や運営協議会等の設置
⑰事業の市民活動団体等への委託

自主的活動支援
⑱専門家等の派遣（出前講座）
⑲ボランティア・ＮＰＯへの支援

【参考】市民参画の方法（条例第９条）
第９条 実施機関は、説明会の開催、アンケートの実施、ワークショップの開催、審議会の設置、パブリック
コメントの実施等の方法により効果的な市民参画の実現に努めるものとする。
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市民と行政のパートナーシップ
２ 情報の提供と共有を行った施策

情報の提供と共有は市民参画の前提となる考え方であり、まちづくりに関して市民と行政が有している情報
を互いに提供し、共有することが求められています。ここでは事業を実施するにあたって、行政から市民へ情報
提供を行った施策のうち、以下の項目について集計しました。

表２ 情報の提供と共有を行った施策数の推移

※令和２年度の施策数は実施した施策数です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した施策数
を含みません。
※広報誌等・報道機関・インターネットの活用で中止になった１件はシンポジウム中止に伴うものです。

図２ 情報の提供と共有を行った施策数の推移
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実施施策数 中止

説明会を開催したもの 16 26 16 13 10 3
シンポジウム、フォーラム等を開催したもの 5 4 1 2 2
ワークショップを開催したもの 7 8 11 11 6
学習会、研究会を開催したもの 78 86 81 84 49 11
広報誌等、報道機関、インターネットの活用 52 52 45 47 49 1
その他 17 16 13 13 10 4

合 計 175 192 167 170 126 19



5

◆施策事例 説明会を開催したもの ・・・ １０施策 外中止３施策
＜事 例＞

全国的な少子化の中、市立小・中学校の小規模化が進み、児童生徒の人間関係の固定化や多様な価
値観とのふれあいの減少、学級数の減少に伴う教職員数の減少など、教育上又は学校運営上の様々な課
題が指摘されています。下関市教育委員会では、こうした課題を克服し、子どもたちのよりよい教育環境を実
現することを目的に、下関市立学校適正規模・適正配置基本計画（以下「計画」という。）を策定していま
す。平成 27年 8月に策定した第 2期計画から約 4年が経過し、改めて市立小・中学校の適正な規模及
び配置を検討するため、教育委員会の附属機関への諮問・答申を経て第 3期計画（案）を策定し、適正
化（学校同士の統合など）の対象となる校区の保護者や地域住民の皆様への説明会を実施しました。

○日程 令和 2年 10月 4日（日）～31日（土）
○会場 西部公民館 ほか市内 13会場
○参加人数 のべ 472人

◎本説明会での意見及び 10/1～11/6 の期間に並行して実施したパブリックコメントでの意見を踏まえ、
令和 2年 11月に第 3期計画を策定し、12月に公表しました。

第３期下関市立学校適正規模・適正配置基本計画（案）地元説明会

【事業対象者】保護者や地域住民

【アプローチにあたり留意した事項】
より多くの方に参加いただくため、市HP 及び市報による周知を行いました。
また、特に保護者を含む学校関係者へ施策について説明することが重要だと考え、各学校、幼

稚園を通じてチラシの配布を行い、説明会への参加を促しました。

【他施策における説明会の内容】
日赤会費募集のお願い及び募集手順について,市民活動支援補助金について、空き家対策について,
都市計画マスタープラン（案）について,都市計画区域区分等の変更について,
日和山公園周辺地区まちづくりの方向性について,第３期学校適正規模・適正配置基本計画(案)について

【教育部 教育政策課】
電話 083-249-5135（直通） Fax 083-222-8338
E-mail kisomuka@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

説明会の様子 説明会のスケジュール
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◆施策事例 シンポジウム、フォーラム等を開催したもの ・・・ ２施策
＜事 例＞

新型コロナウイルスに直面する以前から急性期病院の医療現場は疲弊し、市民を守るための医療従事者
の頑張りも限界に達しています。
子供たちの世代まで下関の医療をまもるために、いまなにができるのか？
下関の医療のキーマンを交え、皆さんと一緒に下関の医療の現状と将来について議論する機会として、地

域医療シンポジウムを開催しました。

【開催日時】 令和 3年 3月 6日（土）14：00～16：30
【会 場】 下関市民会館 中ホール
【参加人数】 88人
【講 演】 ● 「地域医療計画・地域医療構想の今後」

厚生労働省医政局地域医療計画課
医師確保等地域医療対策室長 長谷川 学 氏

● 「下関市の医療の現状」
下関市保健部 部 長 九十九 悠太

【パネルディスカッション】 ※所属・役職は当時のもの
パ ネ リ ス ト 下関市医師会 会 長 木下 毅 氏

関門医療センター 院 長 林 弘人 氏
下関医療センター 院 長 山下 智省 氏
済生会下関総合病院 副院長 森 健治 氏
下関市立市民病院 院 長 田中 雅夫 氏
厚生労働省医政局地域医療計画課
医師確保等地域医療対策室長 長谷川 学 氏

ファシリテーター 下関市保健部 部 長 九十九 悠太

地域医療に関するシンポジウム「知っていますか？下関の医療の現状と将来」
～市民のいのちをまもり、医療をまもる～

【事業対象者】下関在住の市民

【アプローチにあたり留意した事項】
広い年齢層の参加を想定しており、市報掲載やホームページ等により広く周知を図りました。

【他施策】下関市スマートシティシンポジウム

【保健部 地域医療課】
電話 083-231-1714（直通） Fax 083-231-1719
E-mail smbyoink@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
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◆施策事例 ワークショップを開催したもの ・・・ 6施策
＜事 例＞

下関市では、海峡沿いエリアに賑わいを創出するための「下関まちの魅力再発掘プロジェクト」を推進してお
り、令和元年度は、地域の魅力を再確認するとともに、エリアの現状と課題、可能性を共有するため、市民の
皆様によるワークショップや取材などを通じ、「d design travel WORKSHOP in 下関海峡エリア号」を発行
しました。
令和２年度は、「市民」「事業者」「行政」が一体となって、火の山から下関駅までの「海峡エリア」の未来を

考え、立場を超えて意見を交わし、未来を実現するための行動につなげる「エリアビジョン」を策定するためのサ
キミル会議を開催いたしました。

第１回…月日 １１月２６日(木)
場所 DREAM SHIP（下関市生涯学習プラザ）
参加人数 ２４人
プログラム ・レクチャー 「プロジェクトを知る、参加する」

（講師：studio-L 代表 山崎 亮）
・ワークショップ

第２回…月日 １２月１８日(金)
場所 DREAM SHIP（下関市生涯学習プラザ）
参加人数 ２０人
プログラム ・レクチャー「エリアマネジメントを学ぶ」

（講師：一般社団法人ソトノバ共同代表理事・編集長 泉山 塁威）
・ワークショップ

第３回…月日 １月２２日(金)
場所 オンライン(ZOOM)
参加人数 ２６人
プログラム ・レクチャー「これからの観光・商いを学ぶ」

（講師：株式会社ホーホゥ代表取締役 木藤 亮太）
・意見交換

第４回…月日 ２月２５日(木)
場所 オンライン(ZOOM)
参加人数 ２６人
プログラム ・レクチャー「まちと市民の関わりを学ぶ」

（講師：紫牟田 伸子）
・意見交換

※第５回については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、中止。

海峡エリアの未来図づくりプロジェクト サキミル会議 (下関まちの魅力再発掘プロジェクト)

【事業対象者】下関在住の市民

【アプローチにあたり留意した事項】
①広く市民の参加を募るため、しもまちアプリ掲載やチラシの配布等により周知を図りました。
②海峡エリアに関心のある方、まちづくりに意欲のある方を募りました。

【他施策】 ひきこもり支援ワークショップ,火の山地区観光施設再編整備基本構想策定,勾玉づくり教室,
美術館企画展ワークショップ等

【総合政策部 エリアビジョン推進室】
電話 083-231-5838（直通） Fax 083-232-9569
E-mail ssareavi@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

■「サキミル会議」募集チラシ
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◆施策事例 学習会、研究会を開催したもの ・・・ ４９施策 外中止１１施策
＜事 例＞

国際交流に関する市民の関心を高め、市民と行政が一体となった国際化の取り組みを推進するため、「お
もてなし翻訳プロジェクト」を実施しました。
プロジェクト参加者は、姉妹友好都市からのゲストを多言語で円滑におもてなしすることを目標に、ゲストが

市内視察をする際によく訪れる観光地・施設に関する日本語の説明文を作成の上、各言語（英語、中国
語、韓国語）に翻訳しました。最後に、市内在住の外国人を招待し、現地ガイドツアーを開催しました。

【おもてなし翻訳プロジェクト実施概要】

おもてなし翻訳プロジェクト

実施期間 ２０２０年７月～２０２１年３月
実施方法 Zoom を用いたオンライングループワーク ※ガイドツアーは現地開催
言語グループ 英語 中国語 韓国語
参加者数 １４名 ４名 ３名

選定した観光地等

赤間神宮、唐戸市場
春帆楼、日清講和記念館
朝鮮通信使上陸記念碑
角島大橋、角島灯台

功山寺
長府毛利邸
古江小路
壇具川

赤間神宮
朝鮮通信使上陸記念碑
みもすそ川公園

内 容
（プロジェクトの流れ）

①オリエンテーション、観光地等の選定 → ②日本語原稿の作成 → ③翻
訳原稿の作成、ネイティブチェック → ④ガイドツアーのリハーサル → ⑤留学
生・外国人住民を招待しガイドツアー開催

【事業対象者】
・国際課に登録のある国際交流ボランティア（未登録者は、新規登録が参加条件）

【アプローチにあたり留意した事項】
・国際交流ボランティアは全市民が登録対象の制度であるので、本制度未登録者で他課語学ボ
ランティア登録者にも周知を行い、事業の参加者を募るとともに、制度登録への喚起を行いました。

【他施策】韓国語講座,災害に備えて・災害図上ゲーム（DIG）,自主防災リーダー育成研修会,市民活動教養講座,
リーダー養成講座,交通安全教育の普及啓発,男女共同参画・人権教育等に係る講座,へき地医療研修会,健康づくり活動,
子宮がん・乳がん講話会,健康教育事業,認知症講話会・予防教室,いのちのワクチン事業,精神障害者家族教室,
ひきこもり家族教室,環境教育推進業務,公民館学級,家庭教育学級,文化財講座,歴史博物館学芸員による歴史講座,
中央図書館読書感想文教室等,歴史博物館講座等,ほたるの里ミュージアム体験学習,その他出前講座

【総合政策部 国際課】
電話 083-231-9653（直通） Fax 083-231-9654
E-mail sskokusa@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
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◆施策事例 広報誌等、報道機関、インターネットを活用して施策の内容を広く市民に
情報提供したもの ・・・ ４９施策 外中止１施策

＜事 例＞

令和２年１０月２７日より配信開始をした『しもまちアプリ』は、まちづくり協議会と市がタッグを組み、市政
情報だけにとどまらず、地域の情報や日常生活に便利で役立つ内容（コンテンツ）を盛り込んだ下関市民の
ためのスマートフォン向け総合情報発信アプリケーションです。
アプリという新たなツールを活用することにより、若い世代をはじめとして多くの市民に、簡単かつタイムリーに情
報を受け取って頂き、必要とする情報を選びながら、積極的に活用して頂くことができます。

しもまちアプリの開発

【アプローチにあたり留意した事項】
市報掲載やホームページ、自治会回覧、テレビ広報等により広く周知を図りました。

【他施策】 市職員給与等の公表,市民協働に係る年次報告,市民協働参画審議会議事録,
市民活動支援補助金交付関連,防犯カメラ設置事業費補助金制度の周知,消費者トラブルに関する事例紹介,
男女共同参画レター,高齢者の在宅福祉・福祉サービスガイド作成,下関市障害福祉計画,下関市手話言語条例の制定,
ジェネリック医薬品の利用促進,国民健康保険制度の周知,特定健康診査・特定保健指導の受診率・利用率向上,
後期高齢者医療制度の概要説明,献血啓発活動,地域医療に関するシンポジウム動画公開,糖尿病普及啓発,
健康教育事業関連,自殺対策啓発パネル展,いのちのワクチン事業,不妊治療費助成制度・不妊専門相談の周知,
農漁業体験についての情報提供,市芸術文化祭作品募集、入選者紹介,洪水ハザードマップの作成・公表,
第３期教育振興基本計画に係る情報の公開, 生涯学習まちづくり出前講座,美術館普及教育関連,
歴史博物館アプリケーション,豊北歴史民俗資料館関連情報,選挙啓発,水の情報誌ウォータートーク,火災予防広報

【市民部 まちづくり政策課】
電話 083-231-1261（直通） Fax 083-231-1809
E-mail skshimin@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

【事業対象者】下関在住の市民

【主なコンテンツ】
1）しもまちカレンダー
⇒市・地域関連イベント、小学校・中学校・高校の年間行事を掲載。

2）しもまち便利帳
⇒公共施設予約や図書予約、休日当番医等役立つ情報を掲載。

3）ごみの日カレンダー
4）防災情報⇒防災マップや避難所情報等を掲載。
5）地域情報・まちづくり協議会
⇒市内全 17地区まちづくり協議会のまち自慢や地域の動画等を
掲載。

6）スタンプラリー
7）命のダイヤル⇒相談窓口ダイヤルを掲載。
8）しもまち動画
⇒緊急時に役立つ動画等、様々な動画を掲載。

9）下関市防災メール
⇒アプリをダウンロードするだけで、プッシュ通知により自動的に受信。
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市民と行政のパートナーシップ

なお、令和３年４月１日からパブリックコメントに係る事務の所管をまちづくり政策課へ移しました。まちづくり
政策課は市民協働参画に関する事務や、多くのパブリックコメントが実施される支所に関する事務を所管してお
り、その実情を踏まえ所管替えを行ったものです。
所管替えにあたり庁内の関係部局各課へ通知しておりますが、引き続きより分かりやすいパブリックコメントの実
施に向けて適宜検討を行ってまいります。

3 実施機関の施策の推進に関して市民から提出された意見の件数及び回答状況

施策を実施するにあたって、内容や段階に応じて効果的な市民参画が可能となるような方法を採用するこ
とが重要です。その一段階として施策へ反映させるために市民の意見を求めたものを集計しました。

表３ 意見の収集方法とその施策数の推移

※令和２年度の施策数は実施した施策数です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した施策
数を含みません。
※市長へのはがき・E メール等によりいただいた過去のご意見と回答は市ホームページで公開しています。
※アンケートで中止になった５件は講演会等イベントの中止に伴うものです。

項 目 28年度 29年度 30年度 令和元年度
(３１年度)

令和 2 年度
実施施策数 中止

パブリックコメント 4 11 10 9 11
アンケート 42 45 37 42 30 5
市民提案、企画、論文等の公募 1 1 1 4 3
公聴会、広聴会、ヒアリング等 1 2 1 0 1
市長へのはがき、E メール等 2 2 2 2 2
その他 3 3 7 5 3

合 計 53 64 58 62 50 5

【参考】パブリックコメント
下関市市民協働参画条例において例示されている市民参画の手法の１つであり、市の基本的な施策等
を決定する過程において、その施策等の案を広く市民に公表し、これに対して市民から提出された意見等
の概要及びこれに対する市の考え方等を公表するとともに、その市民から提出された意見等を考慮して当
該施策等の案の決定を行う一連の意見募集に関する手続。



11

市民と行政のパートナーシップ

（１）パブリックコメントを実施した施策について
パブリックコメントを実施した施策は 11施策で、意見の応募総数は 141件でした（表４）。

表４ パブリックコメントを行った施策

※意見の反映区分
A：意見を踏まえて施策を補足修正、又は追加したもの 9件
B：施策実施にあたって考慮すべき事柄として参考とするもの 36件
C：既に対応済みのもの 18 件
D：反映が困難なもの 23件
E：情報、感想、質問等で対応の対象とならないもの 54件
F：意見提出の定めに違反して提出されたもので回答を公表しないもの 1件

具体的事業名または目的【担当課】 実施期間
応募
総数

意見の反映※
公表
状況

国際交流計画策定業務
【国際課】

2021/1/4～
2021/2/3

17 件
B:4 C:9
D:4

公表

国土強靭化地域計画策定事業
【防災危機管理課】

2020/12/7 ～
2021/1/19

5 件 B:5 公表

第４次下関市市民活動促進基本計画策定業務
【まちづくり政策課】

2020/10/5 ～
2020/11/6

1 件 B:1 公表

第 4次下関市男女共同参画基本計画策定
【人権・男女共同参画課】

2020/9/14 ～
2020/10/13

14 件
B:1 C:1
D:3 E:9

公表

第八次下関市いきいきシルバープラン策定業務
【長寿支援課・介護保険課】

2020/12/1 ～
2020/12/28

3 件 B:1 C:2 公表

下関市障害福祉計画等策定業務
【障害者支援課】

2020/12/1 ～
2020/12/28

12 件
B:8 C:2
E:2

公表

意思疎通支援事業
【障害者支援課】

2020/10/1～
2020/10/30

31 件
A:6 B:7
D:16 E:2

公表

令和３年度下関市食品衛生監視指導計画の策定
【生活衛生課】

2021/2/1～
2021/3/1

0 件 - 公表

下関市都市計画マスタープラン策定業務
【都市計画課】

2021/2/1～
2021/3/5

33 件
B:8 C:4
E:21

公表
予定

第３期下関市教育振興基本計画（下関教育大綱）策定業務
【教育政策課】

2020/6/25～
2020/7/22

2 件 A:2 公表

第３期下関市立学校適正規模・適正配置基本計画策定業務
【教育政策課】

2020/10/1～
2020/11/6

23 件
A:1 B:1
E:20 F:1

公表
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市民と行政のパートナーシップ
（２）アンケートを実施した施策について
アンケートを実施した施策は 28施策で、その回収率は 22.5％でした。

図３ アンケートを実施した施策数とその回収率の推移
※回収率については、実施施策のうち配布数と回収数が把握できるもので算出
※令和２年度の回収率が低いのは、環境政策課で市内小中学生を対象とした、地球温暖化
対策に係る標語、写真公募に併せたアンケートを実施しており、対象数に対して公募数が少
なかったため。

※平成 30 年度の回収率が著しく低いのは、市報アンケートの回収率が低かったため。

（３）市民提案、企画、論文等の公募を行った施策について
市民提案、企画、論文等の公募を行った施策は 3施策でした（表５）。

表５ 市民提案、企画、論文等の公募を行った施策

42 45
37

42

30

56.1 53.1

6.9

52.8

23.2

0

20

40

60

平成28年度 平成28年度2 平成30年度 令和元年度
(平成31年度)

令和2年度

実施施策数

回収率

具体的事業名または目的 【担当課】 概 要
意見等
応募者数

公表状況

クールビズランチ
【環境政策課】

暑い夏を快適に過ごすための
「クールビズランチ」メニューを
募集する。

5 件 公表

ウォームビズランチ
【環境政策課】

食を通して体を内側から温める
「ウォームビズランチ」メニューを
募集する。

30 件 非公表

下関市景観賞の募集
【都市計画課】

景観フォトコンテスト部門
景観デザイン部門
景観まちづくり活動部門

35 件 公表
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市民と行政のパートナーシップ
（４）公聴会、広聴会、ヒアリング等を行った施策について
公聴会、広聴会、ヒアリング等を行った施策は 1施策でした。

表 6 公聴会・広聴会・ヒアリング等を実施した施策
具体的事業名または目的 【担当課】 概 要 参加者数 公表状況

洪水ハザードマップ作成業務
【道路河川管理課】

下関市洪水ハザードマップ検討
委員会を開催

72 名 公表

（５）市長へのはがき、E メール等

表７ 内容別受付件数＜報道広聴室受付分＞

表８ 内容別受付件数＜上下水道局受付分＞

内 容 はがき E メール 計
新規提言等 2 59 61
苦情・要望等 107 763 870
照会・質問 5 29 34
その他 3 38 41

合 計 117 889 1006

内 容 電話 文書 ファクシミリ・
電子ﾒｰﾙ 来局 その他 計

苦情・要望等 3 ０ ０ 0 ２ 5

問合せ 0 ０ ０ ０ ０ 0

合 計 3 ０ ０ 0 ２ 5
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◆施策事例 パブリックコメントを実施した施策について ・・・ １１施策
＜事 例＞

現在の下関市都市計画マスタープランは、平成２２年１月に
策定しましたが、その後、本市を取り巻く社会経済環境が大きく変
化したことに伴い、より良い都市づくりを促進するために現計画の改
定を行うことにしました。
改定にあたり、目指すべき都市像とその実現のための主要課

題、課題に対応した整備方針等を示す全体構想の素案を作成
し、幅広い意見を聴取するためにパブリックコメントを実施しました。

【実施期間】
令和３年２月１日～令和３年３月５日

【実施場所（意見書面が提出できる場所）】
本庁舎西棟１階エントランス、都市計画課、各総合支所、本庁管内１２支所、中央図書館、
各総合支所管内図書館（室）、市ＨＰ

【実施内容】
下関市都市計画マスタープラン（案）に対する意見募集
応募総数：6名 33件

下関市都市計画マスタープラン策定業務

【事業対象者】 全市民

【アプローチにあたり留意した事項】
都市計画区域外を含めた市域全体を想定し、市報掲載やホームページ等により広く周知を行

い、広く意見を募るため、多くの場所で意見書面が提出できるよう検討を行いました。

【その他パブリックコメントの対象とした計画等】
国際交流計画,国土強靭化地域計画,第４次下関市市民活動促進基本計画,
第 4次下関市男女共同参画基本計画,第八次下関市いきいきシルバープラン,下関市障害福祉計画,
下関市手話言語条例,令和３年度下関市食品衛生監視指導計画,
第 3期下関市教育振興基本計画,第３期下関市立学校適正規模・適正配置基本計画

【都市整備部 都市計画課】
電話 083-231-1932（直通） Fax 083-231-4799
E-mail tstoshik@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

パブリックコメント実施状況（本庁舎西棟1階エントランス）

下関市都市計画マスタープラン表紙
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◆施策事例 アンケートを実施した施策について ・・・ ３０施策 外中止５施策
＜事 例＞

「下関市障害福祉計画(第６期)」及び「下関市障害児福祉計画(第２期)」の策定を行うにあたり、障害
のある方が暮らしやすいまちづくりを進めるための基礎資料とすることを目的として、アンケート調査を実施いたし
ました。

アンケート調査（個人）※無作為抽出
・調査対象：身体障害者手帳所持者 1,400 人

療育手帳所持者 200人
精神障害者保健福祉手帳所持者 200人
難病患者 300人
発達障害児童の保護者 400 人
関係団体 20団体

サービス提供者 180 か所（100法人）
・調査方法：郵送法
・調査時期：令和2年 7月中旬～8月上旬

令和２年度に障害者団体等からの推薦や公募を含めた委員 14名からなる下関市障害福祉計画等策
定委員会を３回開催し、アンケート調査の内容をふまえ、令和３年度～令和５年度までの計画策定を行い
ました。

下関市障害福祉等に関するアンケート調査

【事業対象者】
調査対象に記載のとおり。

【アプローチにあたり留意した事項】
有効回答率に留意したアンケートを実施しました。結果、個人へのアンケートについて 2,500 名
へ配布し、1,258 名から回答を得ました（回答率は 50.32％）。

【他施策】
国際交流計画策定業務,市民実感調査,男女共同参画講座,人材育成講座,ＤV防止講座,
暮らしと人権学習講座,市民人権教育講座,人権教育指導者研修会,同和問題啓発週間講座,
北朝鮮人権侵害問題啓発週間講座,地域医療に関するシンポジウムの開催,へき地医療研修会の開催,
水辺の教室,出前講座,海岸漂着ごみの発生源調査,サマー・キッズエコ講座,COOL CHOICE 普及啓発,
エコドライブ啓発,ラッピングバス（しものせき COOL CHOICE 号）,火の山地区観光施設再選整備事業,
安岡地区複合施設整備事業（園芸センター整備事業）,中心市街地北側斜面地調査業務,
豊北管内の公共交通に対する住民要望等の把握,文化財講座,勾玉づくり教室,
土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム来観者アンケート,公民館学級参加者アンケート

【福祉部 障害者支援課】
電話 083-231-1917（直通） Fax 083-222-3180
E-mail fkshogai@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
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◆施策事例 市民提案、企画、論文等の公募を行った施策について ・・・ ３施策
＜事 例＞

地球温暖化対策「クールビズ」「ウォームビズ」の取組の一環として、「クールビズランチ」「ウォームビズランチ」の
提供を、毎年市役所食堂にて行っていましたが、令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
中止としました。「おうちで作ろう！クールビズランチ・ウォームビズランチ」とし、ご家庭で作って取り組んでいただけ
るよう、期間限定で開設した「しものせき COOL CHOICE 活性プロジェクト 2020」特設サイトや市ホーム
ページにてレシピを公開しました。「ウォームビズランチ」については市民の方から募集し、コンテストを実施しまし
た。
１ クールビズランチ
【考案期間】 令和 2年 4月から 6月まで
【レシピ公開数】 下関短期大学より選考された 5作品
【その他】 感謝状贈呈式の開催
２ ウォームビズランチ
＜コンテスト開催＞
【募集期間】 令和２年10月 1日（木）から

令和２年10月 30日（金）まで
【応募数】 30 件
【決勝審査日時】 令和２年 12月 6日（日）10：00～13：30
【場所】 唐戸市場 魚食普及センター
【参加人数】 8人（一次審査通過者）
【レシピ公開数】 入賞した３作品 グランプリ、審査員特別賞、クールチョイス賞

クールビズランチ・ウォームビズランチ

【事業対象者】
１ 下関短期大学 栄養健康学科 1、2年生
（クールしものせきサポーターClub 会員である下関短期大学に本市から依頼）

２ ①下関市内に在住または通勤・通学する方②決勝審査当日に会場で作品を作っていただけ
る方

【アプローチにあたり留意した事項】
１ 授業の課題としてとりあげていただきました。
２ コンテストのポスターやチラシを市内の料理教室や高校・大学、スーパー等に配布し、また市ホ
ームページ、SNS、市報 10月号、ケーブルテレビ、新聞等で広く周知を図りました。

【他施策】下関市景観賞の募集

【環境部 環境政策課】
電話 083-252-7115（直通） Fax 083-252-1329
E-mail kkseisaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
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◆施策事例 公聴会、広聴会、ヒアリング等を行った施策について ・・・ １施策

＜事 例＞

山口県が指定・公表した洪水浸水想定区域をもとに、洪水ハザードマップを作成しております。
平成２７年 5月の水防法の改正により、対象とする降雨が「想定し得る最大規模の降雨」へと変更された
ことに伴い、山口県において洪水浸水想定区域の見直しが行われた下関市内５河川（綾羅木川、友田
川、武久川、木屋川及び田部川）について、洪水ハザードマップの見直しを行いました。

内 容：洪水ハザードマップ案に関する説明及び意見聴取
≪第１回≫
日 時：２０２０年１１月１８日（水）

13：30～16：45
参加者：５４名

≪第２回≫
日 時：２０２１年１月２０日（水）

13：30～16：45
参加者：５４名

下関市洪水ハザードマップ検討委員会

洪水ハザードマップ作成業務

【事業対象者】 全市民

【施策実施にあたり留意した事項】
洪水ハザードマップは、地域防災の重要なコンテンツであり、住民に広く知っていただくために、市

ホームページで公開し、併せて、しもまちアプリで確認することができるようにしました。また、洪水浸
水想定区域内にお住まいの方には、直接洪水ハザードマップを配布しました。
なお、洪水浸水想定区域図は山口県のホームページに公開されております。また、しものせき情

報マップにて、洪水浸水想定区域を表示することもできます。

【建設部 道路河川管理課】
電話 083-231-1370（直通） Fax 083-231-1937
E-mail kskasenk@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市洪水ハザードマップ「１」の表紙

下関市洪水ハザードマップ検討委員会の様子
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市民と行政のパートナーシップ
４ 条例第14条に規定する附属機関等における委員構成の状況

附属機関等とは、地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機
関及び調停、審査、諮問、調査等を目的としない行政運営上の意見の聴取、懇談等を行うため、要綱等の
定めるところにより設置される組織のことをいいます。
条例第１４条では、学識経験者や関係者、公募市民等で構成する附属機関等は、行政プロセスにおい

て重要な役割を担っており、審議や答申等を通じて市民参画を実現する重要な方法の一つとして位置づけて
います。
本項目では、附属機関等を市民参画の視点からより有効に機能させるため、委員選任にあたっての留意

事項である、「委員の公募状況」「年齢構成」「男女比率」「在期数」「兼職状況」について調査しました。
また、市民参画の対象として相応しい附属機関等を明らかにするために、市職員のみで構成されるもの、市

内部の事務処理等の為に設置されているもの、休止中のものを除いています。

【参考】条例第 14条（附属機関等の委員）
第１４条 実施機関は、附属機関等（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４
第３項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び調停、審査、諮問、調査等を目的とし
ない行政運営上の意見の聴取、懇談等を行うため、要綱等の定めるところにより設置される組織をいう。
以下同じ。）の委員を委嘱し、又は任命しようとするときは、一部又は全部の委員を公募により選出さ
れた委員（以下「公募委員」という。）とするとともに、男女比率、年齢構成、在期数及び他の附属機
関等の委員との兼職状況等を勘案して選考するものとする。
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市民と行政のパートナーシップ

（１）委員の公募状況
令和元年度(平成３１年度)における調査対象附属機関等は 85機関あり、うち公募委員を含むもの

は 6機関（うち１機関が構成員の変更無）で、公募の実施率は 7.1％でした。

図４ 附属機関委員の公募の状況
※（ ）数は附属機関数

図５ 委員の公募を実施しなかった理由の割合【附属機関数】
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市民と行政のパートナーシップ

（２）委員の年齢構成
委員の年齢構成は30歳代以下が 4.1％、40歳から 50歳代が 44.7％、60歳代以上が 51.2％
でした。

図６ 委員の年齢構成
※委員の年齢構成を把握している機関のみで算出したもの

（３）委員の男女比率
全委員に対する比率は、男性が 70.4％、女性が 29.6％でした。

図７ 委員の男女比率
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市民と行政のパートナーシップ

（４）委員の兼職状況
団体推薦を実施した附属機関は 54機関で、全体の 63.5％でした。

図８ 団体推薦を実施する附属機関の割合
※（ ）数は附属機関数

（５）委員の在期数
在期数３期以上の委員を含んで構成される附属機関は 66機関で全体の 77.6％でした。在期数

３期以上の委員は 494人で、全委員数の 37.2％（昨年度 38.2％）を占めています。

図９ 委員の在期数【附属機関数】
※全委員が充て職である附属機関を除き算出したもの
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市民と市民のパートナーシップ
５ 市民活動を促進するための環境整備として実施された施策

協働のまちづくりを推進するためには、まちづくりのパートナーである市民及び市民活動団体に対する支援策
が必要となります。ここでは、市民活動に関する情報提供、市民活動団体同士のネットワーク化の促進、補助
金等の助成制度をはじめとする市民活動を促進するための環境整備として実施された施策を集計しました。

表９ 市民活動を促進するための環境整備として実施された施策数の推移

※令和２年度の施策数は実施した施策数です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した
施策数を含みません。
※中止欄には新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した施策件数を記しています。

図 10 市民活動を促進するための環境整備として実施された施策の割合の推移
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項 目 28年度 29年度 30年度 令和元年度
(31 年度)

令和 2 年度
実施施策数 中止

情報の収集及び提供 8 13 10 11 10 1
活動の場の提供 30 22 25 27 22
ネットワーク化の促進 5 6 6 5 6 1
助成制度の実施 70 66 61 59 42 9
その他 6 6 6 5 4 1

合 計 119 113 108 107 84 12
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◆施策事例 活動の場の提供 ・・・ ２２施策
＜事 例＞

しものせき市民活動センターは市民活動の場及び市民と市民がふれあうことのできる交流の場を提供するこ
とにより、市民活動の促進及び市民主体のまちづくりを推進することを目的に平成１９年に設置し、平成
３１年には市民活動の拠点施設としての機能強化のため、指定管理者制度を導入しています。
団体登録制度を運用しており、登録団体には会議室の使用料減免や設備の利用、助成金や他の市民

活動団体の情報提供を受けられる等の特典があります。
また最近では、ボランティアに興味がある方とボランティアを求める団体とをつなぐ、ボランティア登録制度「ボラ

ンティアギルド」の運用を始めました。
【場所】下関市竹崎町四丁目４番２号（ヴェルタワー下関２階）

しものせき市民活動センター（市民活動支援）

【事業対象者】
ボランティアに興味のある方,市民活動団体,NPO法人 等

【アプローチにあたり留意した事項】
市民活動の推進、啓発を目的とした市民活動パネル展や各種イベントを実施し、新たな市民

参加を促しました。

【他施策】
防災資機材交付事業,コミュニティ施設維持管理,動物愛護団体ボランティア室の設置,体育協会育成業務,
豊浦コミュニティ情報プラザ施設管理,生涯学習まちづくり出前講座・温故知新塾等,
中央図書館市民展示・読書会,美術館施設使用,歴史博物館緑化活動支援,
豊北歴史民俗資料館施設利用,公民館・ふれあい会館・生涯学習センター・ふれあいセンター等の管理

【市民部 まちづくり政策課】
電話 083-231-1830（直通） Fax 083-231-1809
E-mail skshimin@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

【施設構成】
①会議室（大会議室 1室、中会議室1室、小会議室1室）
②作業室（1室）
③常設展示・情報コーナー
④多目的交流ホール
⑤駐車場 等

【事業内容】
①市民活動に関する情報の収集及び提供
②市民活動に関する相談
③市民活動に関する研修、講座等の実施
④市民活動に関する調査及び研究

令和３年２月に策定した
第４次市民活動促進基本計画に基づき、
市民活動促進や市民協働の推進に係る

取組を進めていきます。
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◆施策事例 ネットワーク化の促進 ・・・ ６施策 外中止１施策
＜事 例＞

下関市は、子どもの居場所が市内各地域のより身近な場所に立ち上がるよう行政が支援するとともに、
子育て支援関係者や関係団体、行政が一体となって、子育て支援を行うことにより、すべての子どもが現在
及び将来にわたり生まれ育った環境に左右されず、夢や希望を持つことができる街の実現をめざしています。

連携会議の様子

ネットワーク研修会の様子

【下関市子どもの未来応援連携会議】
行政、子育て支援団体及び地域の子育て支援関係者で構成する連

携会議を３回開催し、支援が必要な子ども等や子どもの居場所等にかか
る全体的な情報交換を行い、子どもや家庭を多方面から支援する緩やか
な「子育て支援の輪」の構築を図りました。
具体的には、関係者間の連携体制の確認のため、令和２年１１月

に、市外での事例を踏まえて、市内でのコロナ禍での子育て支援の取組
状況について情報交換を行いました。令和３年１月に子育て支援に係る
講演、参加者への事前アンケートによるコロナ禍における子育て支援の取
組の確認を行い、３月にコロナ禍に市外で子育て支援に取り組む事例発
表を行い、年間の活動を通じた課題の共有を行いました。

【下関市子どもの未来応援ネットワーク研修会】
子どもの居場所に関心がある方を対象とした研修会を４回開催し、運

営方法や心構えについて、先行団体による事例発表を行い、新たに子ど
もの居場所を運営する方が助言を得る場にするとともに、すでに、子どもの
居場所を開設している運営者やボランティア、子どもの居場所に関心があ
る人を対象に利用者の状況や対応方法について、情報交換会を開催し
ました。
研修会の具体的な内容としては、市内で立ち上げから１年ほどの団体

による体験談の発表、市外の子育て支援団体による地域で行う子育て
支援について事例発表を聴いて今後の活動について考えるとともに、食品
衛生講習会を開催し、子どもの居場所関係者による様々な情報を交換
する場としました。

下関市子どもの未来応援連携会議、下関市子どもの未来応援ネットワーク研修会
（子どもの未来応援事業）

【事業対象者】
子育て支援団体,地域の子育て支援関係者,子どもの居場所に関心がある方 等

【アプローチにあたり留意した事項】
子どもの居場所の新たな担い手が増えるよう促すため、市報、ホームページにより広く参加者を

募りました。

【他施策】
市ホームページにおけるまちづくり協議会に関する情報提供,
まちづくり協議会ネットワーク会議・事務局員意見交換会の開催,市民活動団体の情報の共有,
子育てサークルネットワーク推進事業,健康づくり活動団体の情報の共有化

【こども未来部 子育て政策課】
電話 083-231-1353（直通） Fax 083-231-1394
E-mail kmkosoda@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
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◆施策事例 助成制度の実施 ・・・ ４２施策 外中止９施策

＜事 例＞

出前講座では、地域において想定される災害、防災情報の入手方法、災害について日頃から気を付けてお
くこと等を周知し、防災意識の高揚を図り、地域の防災力強化に努めています。

【災害に備えて】
個人・家庭でできる防災対策やまちとしての防災活動等を分かりやすく説明します
・対象：下関市民
・会場：申込団体が確保した施設

【災害図上ゲーム（DIG)】
地図を参加者全員で囲み、地域の特性や災害時の対応策等のイメージトレーニングを行います
・対象：小学4年生以上30名程度
・会場：申込団体が確保した施設

出前講座「災害に備えて」及び「災害図上ゲーム（DIG)」

【アプローチにあたり留意した事項】
出前講座の冊子で広報し、併せてイベント、行事等でも周知を行いました。

【他施策】
国際交流推進事業費補助金,まちづくり交付金,市民活動支援補助金,市民活動保険,
市民活動団体相談業務,町民館整備事業補助金,掲示板設置費補助金,防犯カメラ設置事業費補助金,
男女共同参画推進団体補助金,人権啓発推進事業費補助金,高齢者健康づくり活動住民グループ助成事業,
老人クラブ活動費助成,母親クラブ育成事業,子育てサークルネットワーク推進事業,献血推進協議会補助金,
快適環境づくり推進団体補助,再資源化推進事業,地域スポーツ振興費補助金,スポーツ少年団補助金,
体育協会補助金,全国大会等開催費補助金,文化協会事業費補助金,景観まちづくり活動支援補助金,
市街地開発事業ファーストステップ支援補助金,地域観光振興団体事業補助金,文化協会事業費補助金,
地域スポーツ活動振興業務補助金,社会教育関係団体育成補助金,青少年団体育成補助金,
ボートレース下関周辺整備事業補助金

【総務部 防災危機管理課】
電話 083-231-9333（直通） Fax 083-231-9966
E-mail skbousai@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

E-mail @city.shimonoseki.yamaguchi.jp
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市民と市民のパートナーシップ
６ 市民活動団体と協働を行った施策及び協働の方法

協働のまちづくりを推進するためには、市民と行政それぞれが、その特性や役割を認識し、まちづくりを進めて
いくことが重要です。ここでは、市民と市民のパートナーシップ、市民活動団体との協働を進めるために行った施
策を集計しました。

表 10 市民活動団体と協働を行った施策数の推移

※令和２年度の施策数は実施した施策数です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した
施策数を含みません。

図 11 協働の領域

項 目 28年度 29年度 30年度
令和元年度
(31 年度)

令和 2 年度
実施施策数 中止

市民活動団体へ指定管理や委託を
行った施策（契約を締結するもの）

28 27 29 32 31 6

市民活動団体等と協力して行った施策
（共催、事業協力）

37 34 37 41 27 9

合 計 65 61 66 73 58 15
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◆施策事例 市民活動団体へ指定管理や委託を行った施策 ・・・ ３１施策 外中止６施策
＜事 例＞

豊田町地域の将来的な地域内の人口減少や高齢化問題に対し、各種行政団体との協力推進等を行っ
ている自治会の担い手の時間と労力の負担軽減を図り、将来に向けた地域の自治会組織の維持に貢献す
るとともに手軽・迅速に情報の共有が行え、地域内のコミュニケーションの円滑化・向上を図るため、自治会組
織が主体となり運営するスマートフォン等の携帯端末を活用した地域情報連絡網の構築を目指していただくた
めの業務を行いました。

【業務概要】
（１）導入アプリケーションソフト（以下「アプリ」という。）の選定

アプリの開発と維持における技術的問題と経費の高騰を
回避するために既存アプリを選定、導入。

（２）アプリの豊田地域への適合作業。
既存のアプリを活用することから必要となるアプリ運営者へ

の豊田地域組織用への適合作業及び導入現地指導作業
等のサポート。

（３）アプリの活用等
アプリの普及及びアプリ運営者との調整等。

（４）豊田町地域 ICT業務住民意向調査
各自治会内での住民の意向調査の実施。

豊田地域 ICT業務

【他施策】
地域活動振興業務委託,狂犬病予防注射の接種の推進,水辺の教室開催業務,
菜の花プロジェクト出前講座実施業務,サマー・キッズエコ講座開催業務,レクリエーション大会運営委託業務,
スポーツ指導者養成委託業務,競技運営委託業務,スポーツカーニバル 2020等のイベント開催委託業務,
下関市芸術文化祭運営業務,自転車駐車場管理委託,乃木浜総合公園多目的広場維持管理等業務,
公衆便所等清掃業務委託 等

【豊田総合支所 地域政策課】
電話 083-766-1051（直通） Fax 083-766-2683
E-mail ttchiiki@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

【事業対象者】 豊田地域在住の市民及びその親族等（2012世帯/R2.5 月現在）

【アプローチにあたり留意した事項】
① 高齢者等のスマートフォンなどの携帯端末に対する不慣れからくる不安をどうするか
・実際に端末を使用した説明会の実施。
・自治会内回覧による周知（将来に向けた自治会組織の継続等）。

② 興味の持てる情報の発信
・身近な地域生活に根差した情報の発掘。
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◆施策事例 市民活動団体等と協力して行った施策 ・・・ ２７施策 外中止９施策
＜事 例＞

下関市では、芸能、音楽、文学の方面において、多くの文化人を輩出しています。
下関市にゆかりのある先人を顕彰する事業の一環として、先人の功績をパネルで紹介する「しものせきゆか

りの先人展」を開催しました。
下関駅前の活性化を図ろうと、下関駅周辺の企業などで構成されている「エキマチ下関推進協議会」が企

画し、下関市にゆかりのある先人７人（童謡詩人：金子みすゞ、女優：木暮実千代、俳人：田上菊舎、
女優：田中絹代、歌手・作曲家：林伊佐緒、作家：林芙美子、オペラ歌手：藤原義江）を顕彰する団
体に御協力いただき、作品集や写真、レコードなど約４０点を展示しました。
「しものせきゆかりの先人展」は１，９４０人の方に観覧いただき、多くの方に下関市にゆかりのある先人を

知っていただく機会となりました。

「しものせきゆかりの先人展」開催内容
【開催期間】令和３年２月１１日（木・祝）～２月１７日（水）
【開場時間】午前１０時～午後９時（最終日は午後５時まで）
【会 場】大丸下関店７階 JOIN０８３（下関市竹崎町）
【観 覧 料】無料
【主 催 等】主 催：下関市

企画・運営：エキマチ下関推進協議会
協 力：金子みすゞ・雅輔の会、菊舎顕彰会、木暮実千代の会

田中絹代メモリアル協会、林伊佐緒偲ぶ会、林芙美子メモリアルの会
藤原義江記念館

【広報実績】市報しものせき２月号・市ホームページ・下関市観光政策課 Facebook
サンデーしものせき・ほっぷ・朝日新聞・毎日新聞・山口新聞・読売新聞
コミュニティエフエム下関・yab ニュース・ＫＲＹホームページ 等

しものせきゆかりの先人展

【事業対象者】 無制限

【アプローチにあたり留意した事項】
より多くの方に下関の先人を知ってもらうべく、様々な広報媒体で周知を図りました。

【他施策】
キャンドルナイト,女性行政書士による女性のための無料相談会,下関市食育推進,下関市地域保健・職域保健
連携推進協議会,認知症サポーター養成講座,オレンジボランティア,狂犬病予防注射の接種の推進,
環境関連イベント(水産大との協働),アダプションプログラム,美化美化（ぴかぴか）大作戦,自治会清掃活動,
藻場・干潟の保全,観光ウォークイベント,地域社会武道指導者研修会,花いっぱい計画,
火の山トルコチューリップ園チューリップ球根植付,子育て支援施設「こどもはらっぱ」との共同活動,おはなしのじかん,
人類学ミュージアム民具整理・企画展示等,その他青少年健全育成・生涯学習関連事業

【観光スポーツ文化部 文化振興課】
電話 083-231-4691（直通） Fax 083-231-1858
E-mail ksbunkas@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
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７ 市内の市民活動の状況に関する事項
しものせき市民活動センターは、平成１９年から行政と市民活動団体が連携したまちづくりの推進と、市
民活動団体の活動支援を行っています。
令和 2年度におけるしものせき市民活動センターの、会議室等利用実績は 480 件（Ｒ元（H31）実
績：1,220 件）、利用者数は 9,352 人（R元（H31）実績：31,210 人）でした。新型コロナウイル
ス感染拡大防止を目的に休館や業務時間変更、一部施設の利用制限を設けており、併せて活動団体の
活動自粛、一般の方の利用控えによるものだと考えられます。

下関市市民活動団体登録要綱に基づく団体登録シートの提出団体数は、令和 2年度は 254 団体
（新規登録 8、抹消 8）であり、その活動分野では、「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」
（63 団体）が最も多く、次いで「保健、医療または福祉の増進を図る活動」（54 団体）、「まちづくりの
推進を図る活動」（38 団体）、「子どもの健全育成を図る活動」（37 団体）の割合が大きくなっていま
す。

図 1２ 下関市市民活動団体登録要綱に基づく団体登録シート提出団体数とその活動分野
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資料１

事業分類別
市民協働参画関連施策一覧





２　情報の提供と共有を行った施策

　○説明会を開催したもの

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 概　要

防災危機管理
課

日本赤十字社山口県支部下関
市地区業務

令和2年度日本赤十字社下関市地区
代表協賛委員・分区長合同会議

日赤会費募集のお願い及び募集手順の説明会
を開催※新型コロナのため中止

まちづくり政
策課

下関パートナーシップ推進業
務

市民活動支援補助金 市民活動支援補助金の説明会の開催

スポーツ振興
課

イベント開催業務 下関海響マラソン
ボランティアスタッフ説明会
※新型コロナのため中止

住宅政策課 空き家対策業務 空き家対策説明会
空き家の所有者等を対象に、下関市の空き家
対策について説明会を開催

都市計画課
下関市都市計画マスタープラ
ン策定業務

市民説明会
下関市都市計画マスタープラン（案）におけ
る説明会を開催

都市計画課
下関都市計画特別用途地区（スポー
ツ・レクリエーション地区）の変更 市民説明会

下関都市計画特別用途地区の変更における説
明会を開催

都市計画課
下関都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並び
に下関北都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
の変更

市民説明会
下関都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並び
に下関北都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
の変更における説明会を開催

都市計画課
下関都市計画市街化区域と市
街化調整区域との区分の変更

市民説明会
下関都市計画市街化区域と市街化調整区域と
の区分の変更における説明会を開催

都市計画課 下関都市計画用途地域の変更 市民説明会
下関都市計画用途地域の変更における説明会
を開催

都市計画課
下関都市計画地区計画（安岡
町七丁目地区）の決定

市民説明会
下関都市計画地区計画の決定における説明会
を開催

市街地開発課 土地区画整理指導業務 中心市街地北側斜面地調査業務
日和山公園周辺地区の住民に対しまちづくり
の方向性について説明会を開催

教育政策課
第３期下関市立学校適正規模・
適正配置基本計画策定業務

第３期下関市立学校適正規模・適
正配置基本計画（案）地元説明会

第３期下関市立学校適正規模・適正配置基本
計画（案）の説明

下水道整備課
公共下水道供用開始説明会業
務

公共下水道供用開始説明会の開
催

公共下水道供用開始に先立ち、事前に地元説
明会を開催※新型コロナのため中止

　○シンポジウム、フォーラム等を開催したもの

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 概　要

企画課
まちの魅力再発掘プロジェク
ト事業

下関市スマートシティシンポジ
ウム

デジタル化に関する知識を深め、スマートシティ
について理解することを目的とする

地域医療課 地域医療確保対策
地域医療に関するシンポジウム
の開催

下関の医療の現状と将来に関するシンポジウ
ムを開催

　○ワークショップを開催したもの

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 概　要

エリアビジョ
ン推進室

まちの魅力再発掘プロジェク
ト事業

サキミル会議 海峡エリアの未来図づくりプロジェクト

健康推進課 精神保健福祉事業 ひきこもり支援ワークショップ
ひきこもり相談支援機関を対象にワーク
ショップを開催

健康推進課 精神保健福祉事業 ひきこもり支援ワークショップ
ひきこもり相談支援機関を対象にワーク
ショップを開催

観光施設課
火の山地区観光施設再編整備
基本構想策定

火の山地区観光再編整備基本構
想の策定

整備に当たって、観光事業者等の意見交換と
して開催

文化財保護課 考古博物館教育普及業務 勾玉づくり教室 古代アクセサリーの制作教室

美術館 展覧会開催業務 企画展ワークショップ 展覧会のテーマに関連する制作実技体験など

美術館 普及教育業務 ワークショップ 外部講師による制作実技体験

1



２　情報の提供と共有を行った施策

　○学習会、研究会を開催したもの

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 概　要

国際課 国際親善交流業務 おもてなし翻訳プロジェクト
本市の観光地などの日本語説明文を語学ボラン
ティアが翻訳し、案内するもの

国際課 国際親善交流業務 韓国語講座 市民を対象とする韓国語講座

防災危機管理
課

防災訓練業務 夏休み親子避難所体験 2020
親子を対象に避難所体験訓練を実施
※新型コロナのため中止

防災危機管理
課

防災啓発業務
出前講座「災害に備えて」及び
「災害図上ゲーム（DIG）」

自主防災組織等の育成のため、出前講座によ
る啓発活動を実施

防災危機管理
課

防災業務
自主防災リーダー育成研修会の
開催

防災士等、自主防災リーダーの方々に対し、知識・技
能の習得を主眼においた研修会を実施

まちづくり政
策課

ボランティア・ＮＰＯ推進業
務

市民活動教養講座の開催
市民活動団体のスキルアップを図るための参
加型講座の実施

まちづくり政
策課

ボランティア・ＮＰＯ推進業
務

リーダー養成講座の開催
市民活動団体のリーダー養成に係る講座の実
施

生活安全課 交通安全業務 交通安全教育の普及啓発
市内の小学生や園児、保護者を対象に交通安
全教室や自転車教室等を開催

人権・男女共
同参画課

意識啓発事業 男女共同参画意識啓発講演会 ※新型コロナのため中止

人権・男女共
同参画課

意識啓発事業 男女共同参画講座の開催
男女共同参画の理解を深めるための講座の実
施

人権・男女共
同参画課

意識啓発事業 人材育成講座の開催
職場や日常生活において活躍できる人材を育
成するための講座の実施

人権・男女共
同参画課

意識啓発事業 ＤＶ防止講座の開催
暴力防止意識の醸成、相談体制周知のための
講座の実施

人権・男女共
同参画課

人権教育啓発業務
人権教育、啓発の講座及び研修
会の開催

人権教育、啓発を推進するための講座及び研
修会の開催

地域医療課 地域医療確保対策 へき地医療研修会の開催
へき地医療の現状とオンライン診療に関する
研修会を開催

健康推進課 健康づくり推進事業 ふくふく健康フェスタの開催 ※新型コロナのため中止

健康推進課 健康づくり推進事業
食生活改善推進員による健康づ
くり活動

食に関する各種健康づくり教室等の実施（食
生活改善推進員）

健康推進課 保健推進委員活動業務
保健推進委員による健康づくり
活動

健康づくり講座・教室等の開催（保健推進委
員）

健康推進課 健康教育事業 子宮がん・乳がん講話会
がんに対する正しい知識や予防方法を身につ
けることを目的に講話会を実施

健康推進課 健康教育事業 50代、60代の運動教室
生活習慣病予防又は改善のために運動に関する知
識や実践方法を習得するための教室

健康推進課 健康教育事業
青壮年期の運動教室・運動習慣
化教室・運動教室・健康体操

生活習慣病予防又は改善のために運動・栄養に関
する知識や実践方法を習得する教室

健康推進課 健康教育事業 生活習慣病予防教室
生活習慣病予防または改善のための知識や実
践方法を習得するための教室

健康推進課 健康教育事業 骨粗鬆症の食事
骨粗鬆症予防のための食事を中心とした、生活習
慣を改善するための知識を習得する教室

健康推進課 認知症高齢者見守り事業 認知症講話会
サロン会のリーダー等を対象に認知症について正しい
知識やその対応方法について理解を深めるための講話
会を実施

健康推進課 介護予防普及啓発事業 認知症予防教室
生活習慣等の見直しを行い認知機能の向上を
図ることを目的とした教室

健康推進課 精神保健福祉事業 いのちのワクチン事業 ゲートキーパー養成研修会を開催

健康推進課 精神保健福祉事業 いのちのワクチン事業
薬物依存に関する研修会を開催
※新型コロナのため中止
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２　情報の提供と共有を行った施策

健康推進課 精神保健福祉事業 いのちのワクチン事業
「自殺未遂者支援研修会」として研修会を開
催　※新型コロナのため中止

健康推進課 精神保健福祉事業 精神障害者家族教室
精神障害者（主に統合失調症）を抱える家族
を対象に疾病に関する講座を実施

健康推進課 精神保健福祉事業 ひきこもり家族教室
ひきこもりの問題で悩みを抱える家族を対象
に対応の仕方等に関する講座を実施

健康推進課 難病患者在宅ケア推進事業 難病講演会・交流会
難病患者・家族を対象に疾患別の講演会や交
流会を実施　※新型コロナのため中止

健康推進課 小児慢性特定疾病対策事業 小児慢性特定疾病交流会
小児慢性特定疾病児童・家族を対象に交流会
を実施　※新型コロナのため中止

環境政策課 環境教育推進業務 環境リーダー養成研修
大学生を対象に、本市の環境教育事業をサポート
できるリーダーの養成研修を実施

環境政策課 環境教育推進業務 出前講座
小学生等を対象に地球温暖化などの講義を実
施

環境政策課 環境教育推進業務 地球温暖化対策講義
小学生等を対象に地球温暖化などの講義を実
施

環境政策課 環境教育推進業務 海岸漂着ごみの発生源調査
小学生が海岸漂着ごみの発生源調査を行い、
環境保全について考える

環境政策課 環境教育推進業務 水辺の教室
水辺の生き物を観察して水質の状況を調べる
とともに貝殻を使っての工作教室

環境政策課 環境教育推進業務 菜の花プロジェクト
菜の花の栽培、収穫、搾油、石鹸作りを通
じ、循環型社会を啓蒙する

環境政策課 環境教育推進業務 サマー・キッズエコ講座
楽しく遊びながら、地球温暖化対策等環境問
題への理解を深める

廃棄物対策課 浄化槽指導業務 浄化槽設置者講習会
浄化槽設置者が浄化槽を管理するうえでの必要な情報
を提供する　※新型コロナのため中止

クリーン推進
課

廃棄物減量等推進業務 親子リサイクル教室
ごみ分別減量と４つのＲの必要性について理解を求め身近に
感じてもらうため実施　※新型コロナのため中止

クリーン推進
課

じん芥収集業務 クリーアップ推進員研修会
クリーンアップ推進員の業務内容等について
説明　※新型コロナのため中止

生涯学習課 公民館学級 公民館学級 地区市民学級、地域ふれあい活動等の開催

生涯学習課 家庭教育推進事業 家庭教育学級（幼稚園）
幼児を持つ保護者を対象に、正しい家庭教育
の在り方を研修する機会の提供

生涯学習課 家庭教育推進事業 家庭教育学級（小学校）
就学前・小学生の保護者対象に家庭での様々な課
題の解決につながる講演会の開催

文化財保護課 考古博物館教育普及業務 文化財講座 学芸員による講演会

中央図書館 一般管理業務 たなか～る先生の歴史講座 歴史博物館学芸員による歴史講座

中央図書館 一般管理業務 かたつむり大研究講座
小学生を対象とした、かたつむりの採集及び
生態についての学習

中央図書館 一般管理業務 読書感想文教室 小学生を対象とした読書感想文の書き方講座

美術館 展覧会開催業務 企画展講演会
外部から招聘した専門家または内部講師（学
芸員）による講演や解説

歴史博物館 歴史博物館管理運営業務 ミニ講座 各展示に関連したミニ講座を実施

歴史博物館 歴史博物館管理運営業務 歴史講座
下関にゆかりのある人物や事件、事象などに
関連した講座を実施

歴史博物館 歴史博物館管理運営業務 展示解説 常設展、企画展の解説を実施

歴史博物館 歴史博物館管理運営業務 出前講座 職員の公務派遣による講座を実施

歴史博物館 東行記念館管理運営業務 展示解説 こども向け展示の解説等の実施
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２　情報の提供と共有を行った施策

歴史博物館 東行記念館管理運営業務 出前講座 職員の公務派遣による講座を実施

土井ヶ浜遺跡・人
類学ミュージアム

豊北歴史民俗資料館管理運営
業務

歴史文学講座・菊舎を知る談話
会・歴史文化研究会・古文書講座

郷土文化の学習機会の開催

菊川教育支所 公民館学級 輝きセミナー他４事業 地区市民学級・ふれあい活動

豊田教育支所
豊田ほたるの里ミュージアム
管理運営業務

普及活動として体験学習を実施 観察会（体験学習）、講座の開催

豊田教育支所 公民館学級
住民の教養の向上、健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増
進に寄与するため

教養、健康等の講座、小学生向けの教養講座

下水道整備課 水洗化促進業務 下水道教室
小学４年生を対象に下水道のしくみや役割などの講義
を実施　※新型コロナのため中止

　○広報誌等、報道機関、インターネットを活用して施策の内容を広く市民に情報提供したもの

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 概　要

職員課 人事管理厚生業務 市職員給与などの状況公表
市職員の給与などの状況について公表するも
の

まちづくり政
策課

住民自治よるまちづくり推進
業務

しもまちアプリの開発
市民に役立つ各種情報を一元的に発信するス
マートフォンアプリの開発・運用

まちづくり政
策課

下関パートナーシップ推進業
務

市民協働に係る年次報告の作成
市民参画及び市民活動の成果を年次報告とし
て作成・公表

まちづくり政
策課

下関パートナーシップ推進業
務

市民協働参画審議会 審議会での審議内容の公開

まちづくり政
策課

下関パートナーシップ推進業
務

市民活動支援補助金 補助金交付決定内容の公開

生活安全課 防犯啓発業務 防犯カメラ設置事業費補助金 補助金制度の周知

生活安全課 消費生活業務 消費生活啓発業務 消費者トラブルに関する事例紹介

生活安全課 消費生活業務 消費生活業務 消費者トラブルに関する事例紹介

人権・男女共
同参画課

意識啓発事業 男女共同参画レターの作成 男女共同参画のための情報紙の作成

人権・男女共
同参画課

人権教育啓発業務
下関市人権フェスティバルの開
催

新型コロナウイルス感染防止のため中止し、
小学生人権標語表彰式のみ実施

長寿支援課 高齢者措置調整推進業務
高齢者の在宅福祉・施設サービ
スガイド作成業務

高齢者の在宅福祉・施設サービスガイドを作
成し、配布

障害者支援課
下関市障害福祉計画等策定業
務

下関市障害福祉計画等策定業務
国の基本指針に沿って計画を策定し、市民に
公表

障害者支援課 意思疎通支援事業 下関市手話言語条例の制定
下関市手話言語条例の制定及び手話について
周知

保険年金課 保健助成業務（国保） ジェネリック医薬品の利用促進
ジェネリック医薬品の概要説明とジェネリッ
ク医薬品希望カード

保険年金課 保健助成業務（国保） 国民健康保険制度の周知 国民健康保険の概要説明

保険年金課 特定健康診査業務
特定健康診査・特定保健指導の
受診率・利用率向上

国民健康保険特定健康診査・特定保健指導の説明とア
ドバイス(健診結果、上手に生かしてからだ改善)

保険年金課 特定健康診査業務
特定健康診査・特定保健指導の
受診率・利用率向上

国民健康保険特定健康診査・特定保健指導の説明
とアドバイス(COPDについて考えよう)

保険年金課 徴収（後期） 後期高齢者医療制度の周知 後期高齢者医療制度の概要説明

保健医療政策
課

献血推進 献血啓発活動
愛の血液助け合い運動・はたちの献血キャン
ペーンを実施し、啓発活動を実施

地域医療課 地域医療確保対策
地域医療に関するシンポジウム
の開催

シンポジウムの動画を期間限定で公開
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２　情報の提供と共有を行った施策

健康推進課 健康教育事業 糖尿病普及啓発
糖尿病予防及び重症化予防を目的にパネル等の展
示を実施

健康推進課 健康診査事業 健康診査の周知 健康診査（がん検診含）の説明と案内

健康推進課 健康教育事業 がん征圧月間キャンペーン
がん検診受診率向上に向けた啓発のため、関係団体をつうじ
て市民へ啓発グッズやチラシを配布。公共施設等にチラシを
設置

健康推進課 健康教育事業 ピンクリボン月間キャンペーン
女性特有のがんである乳がん及び子宮頸がん検診受診率向上
に向けた啓発のため、関係団体をつうじて市民へ啓発グッズ
やチラシの配布

健康推進課 認知症高齢者見守り事業 認知症予防月間キャンペーン
認知症に対する正しい理解の普及啓発のため、関係団
体をつうじて市民へ啓発グッズ等を配布

健康推進課 精神保健福祉事業 自殺対策啓発パネル展
自殺予防に関する啓発（パネル展示、啓発冊
子の配布）

健康推進課 精神保健福祉事業 いのちのワクチン事業 自殺対策に関する事業等に関する周知

健康推進課 不妊治療給付助成事業 不妊治療費助成制度 不妊治療費助成制度の申請方法等の周知

健康推進課 不妊治療給付助成事業 不妊専門相談 医師、臨床心理士による不妊専門相談の周知

健康推進課 母子保健相談支援事業 こんにちは赤ちゃん訪問事業
保健師等が家庭訪問時、子育てに関する冊子
「こんにちは赤ちゃん」を配布

農業振興課
グリーン・ブルーツーリズム
（GBT）推進事業

グリーン・ブルーツーリズムを
通じた都市農村交流

市観光ホームページにおいて、市内でできる
農漁業体験についての情報提供

文化振興課 芸術文化振興奨励業務 芸術文化振興奨励賞授与
芸術文化振興奨励賞受賞候補者の募集、受賞
者の紹介

文化振興課 市芸術文化祭業務 市芸術文化祭の開催 市芸術文化祭作品募集、入選者紹介

文化振興課 文化事業推進業務 しものせきゆかりの先人展 しものせきゆかりの先人展の開催案内

道路河川管理
課

河川総務費　一般管理業務 洪水ハザードマップ作成業務 洪水ハザードマップを作成・公表・配布

教育政策課
第３期下関市教育振興基本計
画（下関教育大綱）策定業務

第３期下関市教育振興基本計画
（下関教育大綱）の周知

第３期下関市教育振興基本計画（下関教育大
綱）の市ＨＰへの掲示

教育政策課
第３期下関市立学校適正規模・
適正配置基本計画策定業務

第３期下関市立学校適正規模・適
正配置基本計画策定経過の周知

第３期下関市立学校適正規模・適正配置検討委員会の
開催状況及び基本計画の市ＨＰへの掲示

生涯学習課 総合的推進業務 生涯学習まちづくり出前講座
市民のリクエストに応じ、職員等が出向き学
習機会を提供する

美術館 普及教育業務 広報誌発行 展覧会及び収蔵作品資料に関する情報提供

美術館 普及教育業務 ウェブサイト公開
美術館の施設及び展覧会、収蔵作品資料、催
事に関する情報提供

歴史博物館 歴史博物館管理運営業務 ホームページ 施設の周知、下関の歴史情報の発信

歴史博物館 歴史博物館管理運営業務 アプリケーション 施設の周知、下関の歴史情報の発信

土井ヶ浜遺跡・人
類学ミュージアム 調査研究業務

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージ
アム企画展

企画展開催の情報提供

土井ヶ浜遺跡・人
類学ミュージアム 調査研究業務

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージ
アム体験講座

体験講座「貝の指輪づくり」開催の情報提供

土井ヶ浜遺跡・人
類学ミュージアム 烏山民俗資料館管理運営業務 烏山民俗資料館企画展 企画展開催の情報提供

土井ヶ浜遺跡・人
類学ミュージアム

豊北歴史民俗資料館管理運営
業務

豊北歴史民俗資料館企画展 企画展開催および情報提供

土井ヶ浜遺跡・人
類学ミュージアム

豊北歴史民俗資料館管理運営
業務

豊北歴史民俗資料館体験講座 市民参加の体験講座開催および情報提供

選挙管理委員
会事務局

下関市明るい選挙推進協議会 選挙啓発グッズの配布 市長選挙及び市議会議員補欠選挙の啓発活動
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２　情報の提供と共有を行った施策

企画総務課 上下水道事業広報広聴業務 水の情報誌ウォータートーク
広報誌とインターネットを活用して、上下水
道事業への理解を深める

消防局予防課 予防業務 火災予防広報
火災予防広報紙を配布し、防火意識の普及を
図る

　○その他

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 概　要

保健医療政策
課

献血推進 令和２年度下関市献血表彰式 献血運動の功労団体及び個人の表彰を行った

健康推進課 健康づくり推進事業
ふくふく健康チャレンジ２０２
０

市民参加型健康づくり事業であるふくふく健
康チャレンジ２０２０の実施

健康推進課 健康づくり推進事業 下関市健康づくり推進協議会
健康づくり事業等について各関係機関・団体が協
議し、市民の健康づくり推進を図る

健康推進課 健康づくり推進事業 下関市食育推進会議
食育を推進する事業等について各関係機関・団体
が協議し、市民の食育推進を図る

健康推進課 地域・職域推進事業
下関市地域保健・職域保健連携
推進協議会

地域保健と職域保健が連携し、生涯にわたる
健康づくりの支援について協議

動物愛護管理
センター

動物愛護管理 犬猫譲渡後写真・児童絵画展示
犬猫の適正飼養について広く市民に啓発を行うた
め、写真や絵画を展示

豊浦総合支所
地域政策課

豊浦コミュニティ情報プラザ
管理運営業務

下関市豊浦コミュニティ情報プ
ラザ情報提供及び施設管理業務

「インフォメーションコーナー」で情報提供
や施設利用に関する業務を実施

文化財保護課 文化財総合調査 ノスタルジック灯台展
市内３基の灯台が重要文化財に指定されたこ
とを記念した展示会

歴史博物館 歴史博物館管理運営業務 イベント 企画展関連イベント

歴史博物館 東行記念館管理運営業務 イベント 高杉晋作に関連したクイズイベントを実施

企画総務課 上下水道事業広報広聴業務 水道週間業務
水道週間に合わせて浄水場施設見学等を実施
※新型コロナのため中止

企画総務課 上下水道事業広報広聴業務 下水道展
下水道の日にちなみ終末処理場見学等を実施
※新型コロナのため中止

企画総務課 上下水道事業広報広聴業務 施設見学
下関市の浄水場を訪れ、水道のしくみや役割など
を学ぶ　※新型コロナのため中止

消防局予防課 予防業務 防災フェア ※新型コロナのため中止
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３　実施機関の施策の推進に関して市民から提出された意見の件数及び回答状況

　○パブリックコメントを行った施策について

担当課 事務事業名 具体的な事業名または目的 概　要

国際課 国際交流親善業務 国際交流計画策定業務
多文化共生社会を実現するため、市の方
向性を定めた計画を策定

防災危機管理
課

防災業務 国土強靭化地域計画策定事業
国土強靭化に係る基本法等に基づき、大規模
自然災害等に係る対応策等の計画策定

まちづくり政
策課

下関パートナーシップ推進業
務

第４次下関市市民活動促進基本
計画策定業務

第４次下関市市民活動促進基本計画原案
についてパブリックコメントを実施

人権・男女共
同参画課

調査研究業務
第4次下関市男女共同参画基本
計画策定

第4次下関市男女共同参画基本計画を公表
し、広く市民の意見を募集

長寿支援課
介護保険課

高齢者保健福祉推進会議運営
業務

第八次下関市いきいきシルバー
プラン策定業務

下関市いきいきシルバープラン(案)につ
いて、広く市民から意見を募集したもの

障害者支援課 下関市障害福祉計画等策定業務 下関市障害福祉計画等策定業務
計画（案）について、広く市民から意見
を募集したもの

障害者支援課 意思疎通支援事業 下関市手話言語条例の制定
条例制定にあたり、広く市民から意見を
募集したもの

生活衛生課 食品衛生監視指導
令和３年度下関市食品衛生監視
指導計画の策定

計画に関する市民意見・要望を徴収

都市計画課
下関市都市計画マスタープラ
ン策定業務

下関市都市計画マスタープラン（案）
におけるパブリックコメント 市民の意見反映に努めるため

教育政策課
第３期下関市教育振興基本計
画（下関教育大綱）策定業務

第3期下関市教育振興基本計画
（下関教育大綱）策定業務

教育の振興のための施策に関する基本的
な計画

教育政策課
第３期下関市立学校適正規模・
適正配置基本計画策定業務

第３期下関市立学校適正規模・
適正配置基本計画策定業務

市立学校の適正規模・適正配置により、
よりよい教育環境の実現を目指す
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３　実施機関の施策の推進に関して市民から提出された意見の件数及び回答状況

　○アンケートを実施した施策について

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 概　要

国際課 国際交流親善業務 国際交流計画策定業務
多文化共生社会を実現するための計画を策定
するにあたり、その基礎資料とする

企画課 一般企画・調整業務 市民実感調査
施策の実施状況やまちづくりの方向性について市
民の生活実感に基づく評価を採取するもの

人権・男女共
同参画課

意識啓発事業 男女共同参画意識啓発講演会 講演会中止に伴い、アンケート実施なし

人権・男女共
同参画課

意識啓発事業 男女共同参画講座
市民のニーズや満足度を把握し、今後の
施策の参考とするもの

人権・男女共
同参画課

意識啓発事業 人材育成講座
市民のニーズや満足度を把握し、今後の
施策の参考とするもの

人権・男女共
同参画課

意識啓発事業 ＤV防止講座
市民のニーズや満足度を把握し、今後の
施策の参考とするもの

人権・男女共
同参画課

人権教育啓発業務 暮らしと人権学習講座
市民のニーズや満足度を把握し、今後の
施策の参考とするもの

人権・男女共
同参画課

人権教育啓発業務 市民人権教育講座
市民のニーズや満足度を把握し、今後の
施策の参考とするもの

人権・男女共
同参画課

人権教育啓発業務 人権教育指導者研修会
市民のニーズや満足度を把握し、今後の
施策の参考とするもの

人権・男女共
同参画課

人権教育啓発業務 同和問題啓発週間講座
市民のニーズや満足度を把握し、今後の
施策の参考とするもの

人権・男女共
同参画課

人権教育啓発業務
北朝鮮人権侵害問題啓発週間講
座

市民のニーズや満足度を把握し、今後の
施策の参考とするもの

障害者支援課 下関市障害福祉計画等策定業務 下関市障害福祉計画等策定業務
障害者のニーズや満足度を把握し、計画
策定の参考とするもの

地域医療課 地域医療確保対策
地域医療に関するシンポジウム
の開催

下関の医療の現状と将来に関するシンポ
ジウムを開催

地域医療課 地域医療確保対策 へき地医療研修会の開催
へき地医療の現状とオンライン診療に関
する研修会を開催

環境政策課 環境教育推進業務 水辺の教室
水辺の生き物を観察して水質の状況を調
べるとともに貝殻を使っての工作教室

環境政策課 環境教育推進業務 出前講座
小学生等を対象に地球温暖化などの講義
を行う

環境政策課 環境教育推進業務 海岸漂着ごみの発生源調査
小学生が海岸漂着ごみの発生源調査を行
い、環境保全について考える

環境政策課 環境教育推進業務 サマー・キッズエコ講座
楽しく遊びながら、地球温暖化対策等環
境問題への理解を深める

環境政策課 地球温暖化対策業務
FCバレイン下関ホームゲームにお
けるCOOL　CHOICE普及啓発事業

市民に対し、COOL CHOICE普及啓発を行う

環境政策課 地球温暖化対策業務 エコドライブ啓発事業
エコドライブ講習やチラシを通じ、脱炭
素社会づくりに向けた行動変容を促す

環境政策課 地球温暖化対策業務
ラッピングバス（しものせき 
COOL CHOICE号）事業

児童や生徒から募集した標語・写真を車
体等に掲示したバスを市内で運行する

環境政策課 地球温暖化対策業務 クールシェア
公共施設や大型複合商業施設等で過ごし、家庭における
省エネ・節電を図る　※新型コロナのため中止

環境政策課 地球温暖化対策業務 ウォームシェア
公共施設や大型複合商業施設等で過ごし、家庭における
省エネ・節電を図る　※新型コロナのため中止

クリーン推進
課

廃棄物減量等推進 親子リサイクル教室
ごみ分別減量と４つのＲの必要性について理解を求め身
近に感じてもらうため実施　※新型コロナのため中止

観光施設課
火の山地区観光施設再編整備
基本構想策定

火の山地区観光施設再選整備事
業

基本構想を策定するに当たり市民アン
ケートを実施

観光施設課 園芸センター一般管理業務
安岡地区複合施設整備事業
（園芸センター整備事業）

要求水準書策定に向けた検討資料を得る
ために来園者アンケートを実施

スポーツ振興
課

イベント開催業務 下関海響マラソン
活動に参加したボランティアスタッフからの
意見の聴取　※新型コロナのため中止
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３　実施機関の施策の推進に関して市民から提出された意見の件数及び回答状況

市街地開発課 土地区画整理指導業務 中心市街地北側斜面地調査業務
日和山公園周辺地区のまちづくりの方向
性に関するアンケートの実施

豊北総合支所
地域政策課

豊北管内における公共交通ア
ンケート

豊北管内の公共交通に対する住
民要望等の把握

豊北管内の自治会加入世帯を対象に管内
の公共交通に対するアンケートを実施

文化財保護課 考古博物館教育普及業務 文化財講座 職員による考古学関連の専門講座

文化財保護課 考古博物館教育普及業務 勾玉づくり教室 古代アクセサリーの制作教室

美術館 展覧会開催業務 来観者アンケート
美術館業務、施設、展覧会に対する感
想、意見の聴収

土井ヶ浜遺跡・人
類学ミュージアム

豊北歴史民俗資料館管理運営業務 来館者アンケート
資料館企画展・講座等に対する感想、意
見の聴取

土井ヶ浜遺跡・人
類学ミュージアム 調査研究業務 来館者アンケート

常設展や企画展の観覧車および講座参加
者に対する感想、意見の聴取

菊川教育支所 公民館学級 参加者アンケート
公民館学級及び施設に対する感想、意見
の聴取
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３　実施機関の施策の推進に関して市民から提出された意見の件数及び回答状況

　○市民提案・企画・論文等を公募した施策について

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 概　要

環境政策課 地球温暖化対策業務 クールビズランチ
暑い夏を快適に過ごすための「クールビズ
ランチ」メニューを募集

環境政策課 地球温暖化対策業務 ウォームビズランチ
食を通して体を内側から温める「ウォーム
ビズランチ」メニューを募集

都市計画課 都市景観形成推進業務 下関市景観賞の募集
景観フォトコンテスト部門
景観デザイン部門
景観まちづくり活動部門

　○公聴会・広聴会・ヒアリング等を実施した施策について

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 概 要

道路河川管理
課

河川総務費　一般管理業務 洪水ハザードマップ作成業務
下関市洪水ハザードマップ検討委員会を開
催

　○その他

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 概　要

保健医療政策
課

医事 医療相談窓口 患者・家族からの医療等に関する相談

都市計画課 地籍調査事務
地籍調査の実施に伴う個別相談
会を開催

例年開催していた地元説明会に代え、個別
相談会を開催

都市計画課 地籍調査事務
地籍調査の実施に伴う成果の閲
覧

国土調査法第17条第1項に基づく地籍図及
び地籍簿（案）の閲覧
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４　条例第１４条に規定する附属機関

企画課 一般企画・調整業務（政策） 下関市まち・ひと・しごと創生総合戦略

企画課 一般企画・調整業務（政策） 下関市連携中枢都市圏ビジョン懇談会

総務課 総務管理業務 下関市表彰審査委員会

総務課 総務管理業務 下関市公営施設管理公社経営検討委員会

総務課 公立大学法人管理業務 下関市公立大学法人評価委員会

総務課 情報公開・個人情報保護業務 下関市公文書公開審査会

総務課 情報公開・個人情報保護業務 下関市個人情報保護審査会

防災危機管理課 防災業務 下関市防災会議

防災危機管理課 国民保護業務 下関市国民保護協議会

職員課 人事管理厚生業務 下関市特別職報酬等審議会

契約課 契約業務 下関市入札監視委員会

まちづくり政策
課

下関パートナーシップ推進業務 下関市市民協働参画審議会

市民サービス課 住居表示管理業務 下関市住居表示審議会

生活安全課 交通安全対策業務 下関市交通安全対策会議

人権・男女共同
参画課

調査研究業務 下関市男女共同参画協議会

人権・男女共同
参画課

人権教育啓発業務 下関市人権施策推進審議会

福祉政策課 民生委員児童委員活動援護業務 下関市民生委員推薦会

福祉政策課 社会福祉審議会業務 下関市社会福祉審議会

長寿支援課 地域包括支援センター 下関市地域包括支援センター運営協議会

長寿支援課 高齢者保健福祉推進会議運営業務 下関市高齢者保健福祉推進会議

障害者支援課 下関市障害福祉計画等策定業務 下関市障害福祉計画等策定委員会

障害者支援課 意思疎通支援事業 下関市手話言語条例検討委員会

保険年金課 運営協議会業務 下関市国民健康保険運営協議会

介護保険課 介護保険サービス事業者等指定業務 下関市地域密着型サービス運営委員会

介護保険課 介護認定審査会委員 下関市介護認定審査会

子育て政策課 子ども・子育て支援事業計画策定業務 下関市子ども・子育て審議会

保健医療政策課 予防接種事故対策委員会 下関市予防接種対策委員会

保健医療政策課 感染症予防 下関市感染症診査協議会

地域医療課 地域医療対策協議会等運営 下関市医療対策協議会

地域医療課 病院改革推進業務 下関市立病院新改革プラン評価委員会

地域医療課 市民病院運営業務 地方独立行政法人下関市立市民病院評価委員会

地域医療課 夜間急病診療業務
下関市指定管理候補者選定委員会（下関市夜間急病診療
所）

地域医療課 地域ケアセンター管理運営
下関市指定管理候補者選定委員会（下関市豊浦地域ケアセ
ンター）

健康推進課 小児慢性特定疾病対策 小児慢性特定疾病審査会

健康推進課 健康づくり推進事業 下関市健康づくり推進協議会

担当課 事務事業名 附属機関等名称
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４　条例第１４条に規定する附属機関

健康推進課 健康づくり推進事業 下関市食育推進会議

健康推進課 地域・職域推進事業 下関市地域保健・職域保健連携推進協議会

健康推進課 健康づくり推進事業 下関市自殺対策連絡会議

動物愛護管理
センター

動物愛護管理 下関市動物愛護推進協議会

環境政策課 環境保全一般業務 下関市環境審議会

環境政策課 地球温暖化対策業務 下関市地球温暖化対策実行計画推進協議会

廃棄物対策課 産業廃棄物対策業務 下関市放置自動車廃物判定委員会

廃棄物対策課 産業廃棄物対策業務 下関市廃棄物処理施設環境評価専門委員会

廃棄物対策課 産業廃棄物対策業務 下関市産業廃棄物処理施設設置計画専門委員会

産業振興課
中小企業近代化高度化促進業務
（下関市創業支援施設運営事業）

下関市創業支援施設運営協議会

産業振興課
中小企業近代化高度化促進業務
（商工業振興センター指定管理者選定業務）

下関市指定管理候補者選定委員会

産業立地・
就業支援課

指定管理候補者選定業務
下関市指定管理候補者選定委員会（下関市勤労青少年ホーム、下
関市勤労福祉会館及び下関市勤労者総合福祉センター）

市場流通課 市場管理業務（新下関） 下関市地方卸売市場新下関市場運営委員会

市場流通課 市場管理業務（唐戸） 下関市地方卸売市場唐戸市場運営委員会

市場流通課 市場管理業務（南風泊） 下関市地方卸売市場南風泊市場運営委員会

市場流通課 市場管理業務（特牛） 下関市地方卸売市場特牛市場運営委員会

スポーツ振興課 生涯スポーツ振興 下関市スポーツ推進審議会

文化振興課 芸術文化振興奨励業務 下関市芸術文化振興奨励賞選考委員会

文化振興課 近代先人顕彰館管理運営業務 下関市立近代先人顕彰館運営協議会

文化振興課 市民会館管理運営業務 下関市指定管理候補者選定委員会（下関市民会館）

道路河川管理課 河川総務費　一般管理業務 下関市洪水ハザードマップ検討委員会

住宅政策課 空き家対策業務 下関市空家等対策協議会

都市計画課 都市景観形成推進業務 下関市景観審議会

都市計画課 都市景観形成推進業務 下関市景観審議会デザイン委員会

都市計画課 都市景観形成推進業務 関門景観審議会

交通対策課 公共交通機関整備推進業務 下関市地域公共交通会議

市街地開発課 複合施設整備事業 下関市PFI審査委員会（安岡地区複合施設整備事業）

公園緑地課 新総合体育館整備事業 下関市ＰＦＩ事業審査委員会（新総合体育館整備事業）

建築指導課 建築行政業務 下関市建築審査会

建築指導課 建築行政業務 下関市開発審査会

港湾局経営課 下関港管理委員会業務 下関港地方港湾審議会

豊田総合支所地
域政策課

コミュニティづくり推進業務 下関市にぎわいのまちづくり促進事業懇談会

豊田総合支所地
域政策課

豊田地区観光施設管理運営業務 下関市指定管理候補者選定委員会（豊田湖畔公園）

教育政策課 適正規模・適正配置事業 下関市立学校適正規模・適正配置検討委員会

学校教育課 特別支援教育推進事業 下関市教育支援委員会

学校教育課 いじめ・不登校総合対策事業 下関市いじめ重大事態調査委員会

教育研修課 学校業務推進 下関市立学校教材審査会
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４　条例第１４条に規定する附属機関

生涯学習課 社会教育総務費　一般管理業務 下関市社会教育委員会

生涯学習課 公民館費　一般管理業務 下関市立公民館運営審議会

生涯学習課 青少年補導センター 下関市青少年補導センター運営協議会

生涯学習課 青少年健全育成業務 下関市青少年問題協議会

文化財保護課 文化財愛護普及業務 下関市文化財保護審議会

文化財保護課 考古博物館管理運営業務 下関市立考古博物館協議会

中央図書館 一般管理業務 下関市立図書館運営協議会

美術館 管理運営業務 下関市立美術館協議会

歴史博物館 歴史博物館管理運営業務 下関市立歴史博物館協議会

土井ヶ浜遺跡・人類
学ミュージアム 人類学ミュージアム管理運営業務 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム運営協議会

土井ヶ浜遺跡・人類
学ミュージアム 豊北歴史民俗資料館管理運営業務 下関市立豊北歴史民俗資料館運営協議会

菊川教育支所 ふれあい会館 下関市菊川ふれあい会館運営審議会

豊田教育支所 豊田ほたるの里ミュージアム管理運営業務 豊田ホタルの里ミュージアム運営協議会
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５　市民活動を促進するための環境整備として実施された施策

　○市民活動を促進する情報の収集及び提供

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 概　要

国際課 国際交流親善業務
本村小学校における韓国語学講
座

本村小学校3・4年生（20名）に対し、韓国
語、文化講座を実施

まちづくり政
策課

ボランティア・ＮＰＯ推進業
務

市民活動に関する情報提供
「ふくふくサポートだより（広報誌）」の
発刊

まちづくり政
策課

市民センター管理運営業務 作品展の開催
センター利用者による作品展の開催
※新型コロナウイルス感染防止のため中止

人権・男女共
同参画課

意識啓発事業 情報提供
国・県・市・関係機関等の男女共同参画関
連情報の提供

健康推進課 健康づくり推進事業 情報提供 健康づくりや食育の取り組みの紹介

豊浦総合支所
地域政策課

豊浦コミュニティ情報プラザ
管理運営業務

下関市豊浦コミュニティ情報プ
ラザ情報提供及び施設管理業務

「インフォメーションコーナー」や掲示板
での情報提供

生涯学習課 総合的推進業務 情報提供 チラシ掲示

美術館 普及教育業務 情報の提供
他館の情報や公募展のポスター、チラシの
掲示

土井ヶ浜遺跡人
類学ミュージアム

豊北歴史民俗資料館管理運営
業務

情報提供
他館の情報や公募展のポスター、チラシの
掲示

土井ヶ浜遺跡人
類学ミュージアム 烏山民俗資料館管理運営業務 情報提供

他館の情報や公募展のポスター、チラシの
掲示

土井ヶ浜遺跡・人
類学ミュージアム 調査研究業務 情報提供

他館の情報や公募展のポスター、チラシの
掲示
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５　市民活動を促進するための環境整備として実施された施策

○市民活動の場の提供

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 概　要

防災危機管理
課

防災業務 防災資機材交付事業
自主防災組織に防災資機材を交付すること
により、地域防災力の向上を図る

まちづくり政
策課

ボランティア・ＮＰＯ推進業
務

市民活動支援
会議室の提供
※新型コロナウイルス感染防止のため一部利用制
限

まちづくり政
策課

ボランティア・ＮＰＯ推進業
務

市民活動支援
印刷機、ポスタープリンタ、紙折り機、コ
ピー機等の提供

まちづくり政
策課

コミュニティづくり推進業務 コミュニティ施設維持管理
自主的活動拠点として会館施設をコミュニ
ティ組織に対し無償貸付

まちづくり政
策課

市民センター管理運営業務 市民活動支援 会議室等の提供

動物愛護管理
センター

動物愛護管理 ボランティア室の設置 動物愛護団体に活動の場を提供する

スポーツ振興
課

体育施設運営業務（本庁） 体育協会育成業務
競技スポーツの団体の強化育成のため、体
育協会事務局設置に伴う行政財産使用許可

豊浦総合支所
地域政策課

豊浦コミュニティ情報プラザ
管理運営業務

下関市豊浦コミュニティ情報プ
ラザ情報提供及び施設管理業務

事務所の提供

生涯学習課 総合的推進業務
生涯学習まちづくり出前講座、
温故知新塾等

生涯学習の推進のために、市民の生涯学習
活動を支援する体制を充実させる

生涯学習課 公民館費　一般管理業務 公民館費　一般管理業務
生涯学習の推進及びコミュニティの活動拠
点としての公民館施設整備

中央図書館 一般管理業務 市民展示 フロアの提供

中央図書館 一般管理業務 読書会 室の提供

美術館 管理運営業務 施設使用
文化・芸術・学術に関連した催しや活動の
ための美術館施設の利用

歴史博物館 歴史博物館管理運営業務 緑化活動支援
博物館敷地内花壇（通称「三角花壇」）の
提供

土井ヶ浜遺跡・人
類学ミュージアム

豊北歴史民俗資料館管理運営
業務

施設利用 貸室等の利用（有料）

菊川教育支所 ふれあい会館 菊川ふれあい会館管理運営
生涯学習の推進及びコミュニティの活動拠
点としての会館施設管理

菊川教育支所 公民館　一般管理業務 楢崎公民館管理運営
生涯学習の推進及びコミュニティの活動拠
点としての公民館施設管理

豊田教育支所 公民館一般管理業務
生涯学習の推進及びコミュニティの
活動拠点としての施設管理

使用申請書等の受付、施設修繕等の維持管
理業務

豊田教育支所
豊田生涯学習センター一般管
理業務

生涯学習の推進及びコミュニティの
活動拠点としての施設管理

使用申請書等の受付、施設修繕等の維持管
理業務

豊浦教育支所 ふれあいセンター・学習会館 地域の生涯学習を推進
生涯学習推進及びコミュニュテイ活動の推
進

豊浦教育支所 公民館学級 地域の生涯学習を推進
生涯学習推進及びコミュニュテイ活動の推
進

豊浦教育支所 公民館費　一般管理業務
市立公民館施設の維持管理と運
営

生涯学習推進及びコミュニュテイ活動拠点
の運営と施設整備
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５　市民活動を促進するための環境整備として実施された施策

　○市民活動のネットワーク化の促進

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 概　要

まちづくり政
策課

住民自治によるまちづくり推進業務 市ホームページによる情報提供
各まちづくり協議会の活動状況等を市ホーム
ページにて紹介

まちづくり政
策課

住民自治によるまちづくり推進業務
ネットワーク会議・事務局員意見交換会の開
催

今後のまちづくりの方向性等について協議すると
共に、まちづくり協議会間の交流を図るもの

まちづくり政
策課

ボランティア・ＮＰＯ推進業務 市民活動団体の情報の共有
登録団体の団体情報及び活動の様子をホーム
ページで公開

まちづくり政
策課

ボランティア・ＮＰＯ推進業務 市民活動団体交流会
登録団体を対象とした交流会の開催
※新型コロナウイルス感染防止のため中止

子育て政策課
子育てサークルネットワーク推進事
業

ネットワークの推進による地域の子育て力の
向上

総会や研修会等による団体間の交流、資質向
上

子育て政策課 子どもの未来応援事業
下関市子どもの未来応援連携会議、下関市子
どもの未来応援ネットワーク研修会

子育て支援関連団体や、こどもの居場所づく
りに関わっている団体等の情報交換等

健康推進課 健康づくり推進事業 健康づくり活動団体の情報の共有化
健康づくり取り組み隊として登録された団
体・組織をホームページ・情報誌等で紹介
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５　市民活動を促進するための環境整備として実施された施策

　○市民活動を側面的に支援する助成制度の実施

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 概　要

国際課 国際交流推進業務 下関市国際交流推進事業費補助金
市内の国際交流事業を推進する団体及び小中高等学校で
の海外の学校の受入を支援する団体が実施する事業に対
し補助

防災危機管理課 防災啓発業務
出前講座「災害に備えて」及び「災害図上
ゲーム（DIG）」

自主防災組織等の育成のため、出前講座によ
る啓発活動を実施

まちづくり政策
課

住民自治によるまちづくり推進業
務

まちづくり交付金
まちづくり協議会の運営や活動に要する一部
費用を補助し、自主的主体的な取組を支援

まちづくり政策
課

下関パートナーシップ推進業務 市民活動支援補助金 公益的な市民活動に対する補助制度

まちづくり政策
課

ボランティア・ＮＰＯ推進業務 市民活動保険 市民活動中の起きた事故等を保障

まちづくり政策
課

ボランティア・ＮＰＯ推進業務 市民活動団体相談業務 団体の運営や助成金に関する相談業務

まちづくり政策
課

コミュニティづくり推進業務 町民館整備事業補助金
自治会等が管理・使用する施設の整備に対す
る補助制度

まちづくり政策
課

コミュニティづくり推進業務 掲示板設置費補助金
地域住民に対し広報、伝達を目的とする掲示
板の設置、改修に対する補助制度

まちづくり政策
課

コミュニティづくり推進業務 建国記念の日祝賀パレード補助金
建国記念の日に行われる祝賀パレードに対する補
助※新型コロナウイルス感染防止のため中止

生活安全課 防犯啓発業務 防犯カメラ設置事業費補助金
自治会等が設置する防犯カメラの設置事業費
の一部を助成する

人権・男女共同
参画課

男女共同参画推進団体育成業務 男女共同参画推進団体補助金
男女共同参画意識啓発活動を行う団体に対す
る補助金制度

人権・男女共同
参画課

人権啓発一般管理業務 人権啓発推進事業費補助金 人権意識の啓発を行う団体に補助金を交付

長寿支援課 地域活動グループ支援事業 高齢者健康づくり活動住民グループ助成事業
高齢者の健康づくりに資する活動を自主的に
行う住民グループの活動を支援すること

長寿支援課 老人クラブ活動費助成事業 老人クラブ活動費助成 老人クラブに対して活動費を助成

子育て政策課 母親クラブ育成事業 母親クラブの活動助成による児童福祉の向上 母親クラブの活動費の助成

子育て政策課
子育てサークルネットワーク推進
事業

子育てサロンの運営の助成による子育てを楽
しめる環境づくり

子育てサロンの運営費の助成

保健医療政策課 献血推進 下関市献血推進協議会補助金 献血をより一層積極的に推進するため

生活衛生課 衛生普及思想 下関市快適環境づくり推進団体補助
下関市快適環境づくり推進協議会の事業費を
補助するもの

生活衛生課 食品衛生監視指導 出前講座等 食品衛生知識の向上のための学習会

クリーン推進課 廃棄物減量等推進業務 再資源化推進事業 再資源化物回収団体への奨励金交付

スポーツ振興課 生涯スポーツ振興 地域スポーツ振興費補助金 地域スポーツ活動振興業務補助金の交付

スポーツ振興課 生涯スポーツ振興
ビーチバレーボールフェスティバル開催補助
金

ビーチバレーボールフェスティバルの開催補
助※新型コロナのため中止

スポーツ振興課 少年スポーツ育成 下関市スポーツ少年団補助金
少年スポーツ活動の中心的存在であるスポー
ツ少年団の育成強化を図る

スポーツ振興課 体育協会育成業務 下関市体育協会補助金
競技スポーツを振興する中心的団体である体
育協会の強化育成を図る

スポーツ振興課 イベント開催業務 スポーツイベント開催事業補助金
維新・海峡ウオークの開催
※新型コロナのため中止

スポーツ振興課 イベント開催業務 スポーツイベント開催事業補助金
海峡のまち下関歴史ウオークの開催
※新型コロナのため中止

スポーツ振興課 大会開催助成業務 全国大会等開催費補助金 全国大会等の開催補助

スポーツ振興課 大会開催助成業務 国際親善スポーツ交流大会補助金
国際親善大会等として姉妹・友好都市とのスポーツ交
流大会開催補助※新型コロナのため中止

文化振興課 芸術文化団体育成業務 下関市文化協会事業費補助金 下関市文化協会の活動を支援する

都市計画課 景観まちづくり推進業務 景観まちづくり活動支援補助金の交付
景観の保全、育成、創出に関する活動に対す
る支援

市街地開発課 市街地再開発指導業務
下関市市街地開発事業ファーストステップ支
援補助金

市街地再開発事業に係る発意から具体化まで
の事務を支援するため、補助金を交付する。

菊川総合支所
地域政策課

菊川地区観光宣伝業務 下関市菊川町地域観光振興団体事業補助金
観光客誘致活動や観光施設の環境整備活動等
に係る経費の補助

菊川総合支所
地域政策課

菊川地区芸術文化団体育成業務 文化協会事業費補助金 菊川文化協会が行う事業に要する経費の補助
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５　市民活動を促進するための環境整備として実施された施策

豊田総合支所地
域政策課

豊田地区芸術文化団体育成業務 下関市豊田文化協会事業補助金の交付 豊田文化協会に対する支援

豊田総合支所地
域政策課

観光宣伝業務
下関市豊田地域観光振興団体事業補助金の交
付

豊田町観光協会に対する支援

豊田総合支所地
域政策課

観光宣伝業務
下関市豊田地域観光イベント開催事業補助金
の交付

豊田地域のイベント実施団体に対する支援※
新型コロナのため中止

豊田総合支所地
域政策課

観光宣伝業務
下関市豊田町文化産業まつり事業補助金の交
付

豊田町文化産業まつりの実施団体に対する支
援※新型コロナのため中止

豊田総合支所地
域政策課

生涯スポーツ振興 地域スポーツ行事開催補助金の交付
新春走ろう大会の実施団体に対する支援※新
型コロナのため中止

豊浦総合支所
地域政策課

豊浦地区コミュニティづくり推進
業務

町民館整備事業補助金
地域住民の集会所として使用する施設の整備
等の事業に対し、補助を行うもの

豊浦総合支所
地域政策課

豊浦地区生涯スポーツ振興業務 地域スポーツ活動振興業務補助金
地域住民のスポーツ活動の振興を図るスポー
ツ振興会の事業に対し、補助を行うもの

豊浦総合支所
地域政策課

豊浦地区観光宣伝業務
観光振興対策事業補助金
観光イベント開催事業補助金

観光振興を目的とする観光振興対策事業、観
光イベント開催事業に対し、補助を行うもの

豊浦総合支所
地域政策課

豊浦地区芸術文化団体育成業務 文化協会事業費補助金
市民文化の発展と向上への寄与を目的とする
文化協会の事業に対し、補助を行うもの

豊北総合支所
地域政策課

コミュニティづくり推進業務 町民館整備事業補助金
自治会等が管理する集会施設（町民館）建
設、増改築の補助

豊北総合支所
地域政策課

コミュニティづくり推進業務 掲示板設置事業補助金
地域住民に対し広報及び伝達を目的とする掲
示板設置等の補助

豊北総合支所
地域政策課

観光宣伝業務
下関市豊北地域観光振興団体事業補助金
（豊北町観光協会）

豊北町観光協会が実施する各種事業に係る経
費の補助

豊北総合支所
地域政策課

観光宣伝業務
下関市豊北地域観光イベント開催事業補助金
（豊北夏まつり）

住民団体主催の豊北夏まつり開催経費の補助
※新型コロナのため中止

豊北総合支所
地域政策課

生涯スポーツ振興業務 下関市地域スポーツ活動振興業務補助金
豊北管内の各地区スポーツ振興会が実施する
事業費補助

生涯学習課 社会教育団体育成 社会教育関係団体育成補助金 社会教育団体の積極的育成を図る

生涯学習課 青少年健全育成業務 青少年団体育成補助金
青少年団体に補助金を交付し、団体の育成を
図る

土井ヶ浜遺跡・人
類学ミュージアム

調査研究業務 出前授業「ホネホネウォッチング」の実施 職員による出前授業

ボートレース事業課ボートレース事業
ボートレース下関周辺整備事業補助金
地域振興事業補助金

自治会が管理する町民館の整備に対する補助
周辺地域の振興に資する事業に対する補助

　○その他　

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 事業内容

まちづくり政策
課

下関パートナーシップ推進業務 協働スタートアップ講座
令和2年度新規採用職員を対象とした研修
※研修枠減により未実施

スポーツ振興課 生涯スポーツ振興 スポーツ推進委員の活動補助
スポーツ推進委員協議会事務局を設置し、ス
ポーツ推進委員の活動を事務的に補助

スポーツ振興課 生涯スポーツ振興 レクリエーション協会の活動補助
レクリエーション協会事務局を設置し、レク
リエーション協会の活動を事務的に補助

スポーツ振興課 生涯スポーツ振興 総合型地域スポーツクラブの活動補助
総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ連絡協議会の事務局を
設置し、活動を事務補助

スポーツ振興課 少年スポーツ育成 スポーツ少年団の活動補助
スポーツ少年団本部事務局を設置し、スポー
ツ少年団の活動を事務的に補助
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６　市民活動団体と協働で行った施策及び協働の方法

　○市民活動団体へ委託を行った事業（契約を締結するもの）

担当課 事務事業名 委託事業名また事業目的 概要（委託内容）

まちづくり政
策課

コミュニティづくり推進業務 地域活動振興業務委託
市報配布及び市からのお知らせ等の周知を自治
会等に委託

動物愛護管理
センター

畜犬等対策 狂犬病予防注射の接種の推進 狂犬病予防注射の接種の推進

環境政策課 環境教育推進業務 水辺の教室開催業務
水辺の生き物を観察して水質の状況を調べると
ともに貝殻を使っての工作教室。

環境政策課 環境教育推進業務
下関市菜の花プロジェクト出前講座実施業
務

菜の花の栽培、収穫、搾油、石鹸作りを通じ、
循環型社会を啓蒙

環境政策課 環境教育推進業務 サマー・キッズエコ講座開催業務
楽しく遊びながら、地球温暖化対策、循環型社
会形成等環境問題への理解を深める

スポーツ振興
課

生涯スポーツ振興 市民体力テスト会運営委託業務
市民体力テスト会の開催
※新型コロナのため中止

スポーツ振興
課

生涯スポーツ振興 ニュースポーツ普及大会競技運営委託業務
ニュースポーツ普及大会の競技運営
※新型コロナのため中止

スポーツ振興
課

生涯スポーツ振興 下関市レクリエーション大会運営委託業務 下関市レクリエーション大会の運営

スポーツ振興
課

生涯スポーツ振興 イベント開催委託業務
「ちびっこスポーツフェスティバル2020」の運
営等　※新型コロナのため中止

スポーツ振興
課

競技スポーツ推進 スポーツ指導者養成委託業務 競技スポーツ指導者養成講習会の開催

スポーツ振興
課

競技スポーツ推進 競技運営委託業務
山口県読売駅伝競走大会選考会の開催及び本大
会における下関選手団輸送業務

スポーツ振興
課

地域スポーツ活性化推進事業 イベント開催委託業務 ｢スポーツカーニバル2020｣の運営等

スポーツ振興
課

地域スポーツ活性化推進事業 イベント開催委託業務 バイク＆キャンプ講習会開催

スポーツ振興
課

地域スポーツ活性化推進事業 イベント開催委託業務 自転車スキルアップセミナーの開催

スポーツ振興
課

地域スポーツ活性化推進事業 イベント開催委託業務
クロスカントリーレースin深坂自然の森会場設
営等

スポーツ振興
課

地域スポーツ活性化推進事業 イベント開催委託業務 コンディショニング講習会の開催

スポーツ振興
課

地域スポーツ活性化推進事業 イベント開催委託業務 スロージョギング定例会の開催

スポーツ振興
課

地域スポーツ活性化推進事業 イベント開催委託業務 コンディショニング特別講習会の開催

スポーツ振興
課

地域スポーツ活性化推進事業 イベント開催委託業務 スロージョギング大会の開催

文化振興課 市芸術文化祭業務 下関市芸術文化祭運営業務
高度な芸術文化活動の成果発表の場となる芸文
祭の開催・運営

交通対策課 自転車駐車場管理業務 自転車駐車場管理委託
駅周辺に設置している自転車等駐車場内の施設
清掃及び自転車整理

公園緑地課 公園維持管理業務
乃木浜総合公園多目的広場維持管理業務委
託

乃木浜総合公園内にある多目的広場の維持管理
を行う

公園緑地課 公園維持管理業務 乃木浜総合公園駐車場植樹帯除草業務委託
乃木浜総合公園内にある駐車場植樹帯の除草を
行う

豊田総合支所
地域政策課

コミュニティづくり推進業務 豊田地域ＩＣＴ業務委託
スマートフォン等の携帯端末を活用した地域情
報連絡網の構築を豊田自治会連合会に委託

豊田総合支所
地域政策課

豊田地区観光施設管理運営業務 江良公衆便所清掃業務委託 豊田町江良地内にある公衆便所の清掃

豊田総合支所
地域政策課

豊田地区観光施設管理運営業務 長正司公園清掃業務委託 長正司公園の草刈・集草、便所清掃

豊田総合支所
地域政策課

豊田地区観光施設管理運営業務
華山キャンプ場及び華山展望台駐車場清掃
業務委託

華山キャンプ場及び華山展望台駐車場の清掃

豊田総合支所
地域政策課

豊田地区観光施設管理運営業務 石柱渓清掃業務委託 石柱渓の草刈・集草、清掃

豊田総合支所
地域政策課

豊田地区観光施設管理運営業務 石柱渓公衆便所清掃業務委託 石柱渓にある公衆便所の清掃

豊浦総合支所
市民生活課

敬老の祝典等開催業務 令和２年度敬老のつどい開催業務
案内及び会場へ移送、行事の進行等
※新型コロナのため中止

豊北総合支所
市民生活課

豊北地区敬老の祝典等開催業務 豊北管内敬老会事業
豊北管内敬老会の事業計画・運営
※新型コロナのため中止

生涯学習課
学校・家庭・地域の連携協力推進事
業

ふるさと下関協育ネット運営業務、放課後
子供教室運営業務

学校・家庭・地域の連携協力のための様々な取
組みを支援し、社会全体の教育力の向上を図る
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６　市民活動団体と協働で行った施策及び協働の方法

歴史博物館 東行記念館管理運営業務 下関市立東行記念館受付等委託業務 入館者受付業務、使用料（観覧料）の徴収事務

菊川教育支所 文化財愛護普及 菊川民俗資料収蔵庫ほか管理委託 周辺草刈・簡易清掃ほか委託

菊川教育支所 文化財愛護普及 法輪寺保護管理委託 周辺草刈・簡易清掃ほか委託

豊田教育支所 公民館学級 公民館まつりの運営 ※新型コロナのため中止

豊浦教育支所 文化財愛護普及 文化財保護管理業務 文化財周辺の環境整備
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６　市民活動団体と協働で行った施策及び協働の方法

○市民活動団体等と協力して行った事業（共催・事業協力）

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 概　要

まちづくり政
策課

ボランティア・ＮＰＯ推進業務 春の市民まつり
市民と市民活動団体が出会う機会の創出
※新型コロナのため中止

まちづくり政
策課

ボランティア・ＮＰＯ推進業務 わくわく大作戦
園児・児童を対象に無料のワークショップを開
催　※新型コロナのため中止

まちづくり政
策課

ボランティア・ＮＰＯ推進業務 団体交流会
活動団体同士の交流を図り、悩み・問題・課題の解決
に向けた協議の場を提供　※新型コロナのため中止

まちづくり政
策課

ボランティア・ＮＰＯ推進業務 秋の市民フェスタ
市民と市民活動団体が出会う機会としてボランティアによる
餅つき・パネル展示等を実施　※新型コロナのため中止

まちづくり政
策課

ボランティア・ＮＰＯ推進業務 キャンドルナイト
牛乳パックを使ったランタンづくりイベント
市民活動団体や個人の食品の出店も実施

人権・男女共
同参画課

意識啓発事業
女性行政書士による女性のための無料相談
会

ドリームシップで無料相談会を実施

長寿支援課 高齢者保健福祉実態調査業務 高齢者保健福祉実態調査業務
高齢者世帯の実態調査を社協、民生委員と共同
実施　※新型コロナのため中止

健康推進課 健康づくり推進事業 下関市食育推進の取組
「下関ぶちうま食育プラン」に基づき、下関市
の食育を関係機関と連携し、総合的に推進する

健康推進課 地域・職域推進事業
下関市地域保健・職域保健連携推進協議会
の事業

健康寿命の延伸を図るため、地域保健と職域保
健が連携し実施するｳｫｰｸﾋﾞｽﾞ等の事業

健康推進課 認知症サポーター養成事業 認知症サポーター養成講座の実施
ボランティアで講師となるキャラバン・メイト
と市が連携し、認知症の普及啓発を図る

健康推進課 認知症高齢者見守り事業 オレンジボランティアによる活動
市等と協力して市の事業や地域における認知症
に関するボランティア活動を実施

動物愛護管理
センター

畜犬等対策 狂犬病予防注射の接種の推進 狂犬病予防注射の接種の推進

環境政策課 環境教育推進業務 環境リーダーの活用 水産大学校と協働で環境関連イベントを実施

環境政策課 環境美化推進業務 アダプションプログラム
公共施設の美化・清掃について、市民が里親に
なってボランティアで管理する

クリーン推進
課

環境美化推進業務 しものせき美化美化（ぴかぴか）大作戦
しものせき美化美化大作戦事業参加団体に対す
るごみ袋、軍手の提供及びごみの回収

クリーン推進
課

じん芥収集業務 自治会清掃活動 自治会等の清掃活動に対するごみの回収

水産振興課 水産多面的機能発揮対策事業 藻場・干潟の保全
活動組織が取り組む藻場・干潟の保全活動への
指導及び助言を実施

観光政策課 広域観光振興業務 ウォークイベントの実施
市主催のウォークイベントを下関観光ガイドの
会協力の下、実施

スポーツ振興
課

生涯スポーツ振興 市民レクリエーションスポーツ大会の開催
市民を対象に、レクリエーションスポーツの普
及、指導を実施　※新型コロナのため中止

スポーツ振興
課

イベント開催業務 下関海響マラソン推進業務
下関海響マラソンボランティア活動として、受付・給水・誘導員・補
助員等の用務を実施　※新型コロナのため中止

スポーツ振興
課

県立下関武道館管理運営業務
地域社会武道（なぎなた）指導者研修会の
開催

「なぎなた」を対象とした指導者研修会の開催

文化振興課 文化事業推進業務 しものせきゆかりの先人展
大丸下関店で市内７顕彰団体と協力し、下関にゆかりのある
先人のパネルを作成し、それを中心に展覧会を開催

都市計画課 都市景観形成推進事業 ｢海峡花通り｣下関花いっぱい計画の実施 ｢海峡花通り｣沿道花壇への花苗の一斉植え付け

公園緑地課 公園維持管理業務
　火の山トルコチューリップ園チューリッ
プ球根植付

　火の山トルコチューリップ園において、
チューリップ球根４万球の植付けを行うもの

豊北総合支所
地域政策課

生涯スポーツ振興業務 つのしま夕やけマラソン
生涯スポーツ及び観光振興を目的に角島で開催されるマラソ
ン大会主催者の一員として協力　※新型コロナのため中止

豊北総合支所
市民生活課

For Kidsプラン啓発事業 第２１回元気ファミリーフェスタ
親子ふれあいイベントの実施
※新型コロナのため中止

文化財保護課 考古博物館教育普及業務
子育て支援施設「こどもはらっぱ」との共
同活動

赤米の栽培と収穫

文化財保護課 考古博物館教育普及業務
子育て支援施設「こどもはらっぱ」との共
同活動

「古墳の森ウォークラリー」

文化財保護課 考古博物館教育普及業務
子育て支援施設「こどもはらっぱ」との共
同活動

「総会」今後の連携に関する情報交換

文化財保護課 考古博物館教育普及業務
子育て支援施設「こどもはらっぱ」との共
同活動

「クリスマス会」

中央図書館 一般管理業務 おはなしのじかん
絵本の読み聞かせ、語り、朗読、手遊びや紙芝
居等

土井ヶ浜遺跡・人
類学ミュージアム 資料収蔵室管理運営業務 民具整理・企画展示 ボランティアによる民具整理とその成果展展示
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土井ヶ浜遺跡・人
類学ミュージアム 豊北歴史民俗資料館管理運営業務 菊舎談話会（共催） 年５回の研究会実施

土井ヶ浜遺跡・人
類学ミュージアム 烏山民俗資料館管理運営業務 川棚温泉ひなまつり

ひなまつりの期間中に川棚温泉街、川棚の杜、
烏山民俗資料館等で協同のイベントを開催

豊浦教育支所 青少年健全育成
成人式の開催・運営、「放課後子ども教
室」

ボランティアと協力した式典運営、「放課後子
ども教室」の実施スタッフへの助言など

豊浦教育支所 公民館学級
各公民館運営委員会により、地域住民へのふれあいの機会
を提供するため、公民館において行事活動を行う。

運営委員会の開催、地域活性化及び生涯学習環
境整備事業、地域の特性を生かした事業の実施
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６　市民活動団体と協働で行った施策及び協働の方法
　○市民活動団体等が実施する事業の公益性を認め、後援を行った件数 

文化 学術 芸術 スポーツ 教育 産業 福祉保健 地域振興 その他

国際課 国際親善交流業務 7 1 1 1 1

まちづくり政
策課

住民自治よるまちづくり推進業
務 1

人権・男女共
同参画課

意識啓発事業 1

子育て政策課
子育てサークルネットワーク推
進事業 1

子育て政策課 子どもの未来応援事業 1

健康推進課 精神保健福祉事業 1

健康推進課 難病在宅ケア推進事業 1

環境政策課 環境教育推進業務 1

環境政策課 地球温暖化対策業務 1

豊浦総合支所
地域政策課

豊浦地区コミュニティづくり推
進業務 2 4

豊北総合支所
地域政策課

郷土出身者顕彰業務 1

豊北総合支所
地域政策課

角島大橋開通20周年記念講演・
発表会

1

豊北総合支所
地域政策課

ビーチサッカー体験教室 1

生涯学習課 社会教育総務費　一般管理業務 10 0 32 1 5 1 10 2 16

美術館 管理運営業務 3

後援した事業の目的及び内容（件数）
担当課 事務事業名
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資料２

しものせき市民活動センター
市民活動取材票
(令和２年度)





令和２年度
しものせき市民活動センター　市民活動取材票　目次

取材日 団体名 ページ

R2.7.17 中東地区まちづくり協議会 1

R2.7.28 NPO法人JACFA下関支部 カナダ友好協会 2

R2.8.12 下関空襲・終戦展実行委員会 3

R2.11.15 朗読ハウスもがも家 4

R2.12.6 楢原ゆうあい会 5

R3.2.11

金子みすゞ・雅輔の会、菊舎顕彰会、木暮実千代の会、

田中絹代メモリアル協会、林伊佐緒偲ぶ会、林芙美子メ

モリアルの会、藤原義江記念館

6

R3.2.21 結いの会 7

R3.3.14
木暮実千代の会、金子みすゞ・雅輔の会、林伊佐緒偲ぶ

会
8

R3.3.21 下関ウオーキング協会 9
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中東地区まちづくり協議会

写真で見る北浦街道のお宝展　～地域の宝をもっと知ろう・伝えよう・つながろう～

２０２０年７月１７日(金)天候[晴れ]
　　　　　[ １０：００～１１：００ ]

田中絹代ぶんか館

　中東地区まちづくり協議会・地域づくり部会の主な活動は、北浦街道のまち興し事業・ふれあ
い農園体験交流会・門松づくりなどです。北浦街道のまち興し事業では、まち歩きとお宝探し・
ペットボトルツリーの作成点灯・桜並木ライトアップなどがあります。
　昨年に引き続き、まち興し事業の一つとしてパネル展が開催されました。
展示の資料を収集しておられた会員の山縣邦光さんは、「温故知新『もっと知ろう 伝えよう つ
ながろう』をモットーに北浦街道はかつては栄えた街、お宝がある。先ずは知って、知ると誰か
に伝えたくなる、そしてつながっていく。若い人も自分の地域の歴史に興味を持ち下関を自慢に
思い誇れたらいい、まずは感じてほしい。」と話されました。

　展示では、地域内の北浦街道である唐戸から貴船町までの街道筋の名所や人物を紹介した写
真、書籍等が展示されています。それぞれに“お宝エピソード”として解説も付いており、北浦
街道の知らなかったことがたくさん見え、昔の下関と今の下関の魅力を分かりやすく知ることが
できました。

　今年は新型コロナウイルスの関係で事業も思うようにできないでしょうが、歴史のまち下関、
特に唐戸周辺は今回紹介しきれないお宝がたくさんあると思います。田中英行部会長は「出来る
範囲で活動しないと継続はできない」と続けて開催していきたいと話されました。
　自分の住んでいる下関の歴史を感じ知るきっかけ作りに、次回のまち歩きやお宝展に参加して
みてはいかがですか。

田中部会長（右）と山縣氏

お宝展 会場の様子

展示書籍の一部

展示のチラシ
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NPO法人JACFA下関支部　カナダ友好協会

第１６回　英語絵本の贈呈式

２０２０年７月２８日(火)天候[晴れ]
　　　　　[ １１：００～１１：３０ ]

下関市立中央図書館　多目的室

　年に数回、下関市立中央図書館で英語絵本の読み聞かせなどの活動をしているカナダ
友好協会は、2003年より会員のお薦めの絵本候補を持ち寄って選定し、同館に寄贈して
おり、今回で16回目の贈呈式となります。この日は、新型コロナウィルス感染症流行の
為読み聞かせは行われず、関係者のみで28冊の色鮮やかな絵本が八角誠館長に贈呈され
ました。寄贈した本は累計で566冊となります。

　寄贈された中の一冊にある『And Tango Makes Three』というペンギンのお話は、
ニューヨークのセントラルパーク動物公園で実際にあったお話だそうです。日本語訳で
『タンタンタンゴはパパふたり』という絵本は既に図書館に所蔵されていますので、英
語と日本語を同時に借りられると一層楽しめるのではないでしょうか。

　今年の読み聞かせは、2月を最後に休止されています。新たな取り組みとして読み聞
かせ動画配信も検討されており、今後の活動も目が離せません。一日も早く穏やかな
日々が訪れ、子ども達の笑顔とともに絵本の読み聞かせが再開できますよう、願ってお
ります。

八角館長と山口輝美さん

館長とカナダ友好協会の皆さん

4階特設コーナー（寄贈絵本）

2



取
材
先

企
画
名

取
材
日

取
材
地

レ
ポ
ー
ト

状
況
写
真

しものせき市民活動センター　市民活動取材／取材票

下関空襲・終戦展実行委員会

2020 With corona 第１６回下関空襲・終戦展
－下関空襲パネルと戦中戦後の感染症資料展－

２０２０年８月１２日(水)天候[晴れ時々雨]
　　　　　[ １０：００～１２：００ ]

しものせき市民活動センター

　終戦から75年、感染症とともにあった戦中戦後の暮らしを紹介する「2020 With corona 第
１６回下関空襲・終戦展－下関空襲パネルと戦中戦後の感染症資料展－」が８月８日から１７
日の10日間、しものせき市民活動センターで開催されました。
　これは、下関空襲・終戦展実行委員会（現在会員10名）が、戦後60年の2005年から毎年夏に
テーマを変えながら開く「下関空襲・終戦展」の取り組みで、今回は16回目の開催となりまし
た。
　下関空襲で焼け野原になった市街地の写真パネルや、戦中戦後の感染症に関する資料約50点
が展示されており、中でも注目すべきは、1941年～1952年の「市報しものせき」の復刻版から
感染症に関する記事を抜粋して紹介されているところであり、その市報の復刻版は、郷土史家
の故澤 忠宏氏の遺品であるとのことでした。
　来場者は、5歳の時にこの空襲に遭い、写真パネルをみて「この通りだった」と鮮明に覚え
ておられる方や、親子連れ、ご夫婦などさまざまでしたが、井手久美子代表によると、親子連
れで来た中学生が、下関空襲を学習課題にしたいと、その場におられた老夫婦に「お話を聞か
せてください！」と迫っていったという場面があったそうです。
　井手代表に、今回このテーマを選ばれた理由をお聞きしたところ、コロナよりもっと感染症
がいろいろあった当時の不衛生な環境の中でも、それを乗り越えてきた下関人の力について学
ぶことで、コロナと「正しく向き合う」ことができるのではないかということでした。
　また、今回井手代表に、この企画展を通して一番伝えたいことをお聞きしたところ、「つな
ぐ」ということ、戦争を体験した世代から戦争を知らない子どもたち、更に次世代につなぐた
だ一つの「楔（くさび）」であるということを力強く語られました。
　「忘れてはいけないことがある。どうしても伝えたいことがある」という本会の理念に、改
めて触れることのできた貴重な時間となりました。

▲井手代表と桔梗委員

▲話を聞かせてもらっている

　 中学生（写真提供：井手代表）

 市報しものせき

市報から抜粋
 した感染症の
記事の一部
▼

　▲写真に5歳の記憶を重ねる方

▲
展
示
の
様
子
▼
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朗読ハウスもがも家

「平家物語」を朗読しよう　～有名な冒頭部分を朗読してみませんか？～

２０２０ 年１１月１５日（日)天候[晴れ]
　　　　　[ １３：３０～１６：００ ]

しものせき市民活動センター（中会議室）

　「朗読ハウスもがも家」は、朗読の勉強会や地域施設等でのボランティアなどを中心に活動さ
れています。この日は、会員様からのリクエストにより「平家物語」を題材にした朗読の勉強会
をされていました。「平家物語」は作者不詳の軍記物語であり、琵琶法師によって語り継がれた
もので原文に出てくる漢字音やアクセントは、伝わり方により実は若干違いがあるようです。

　朗読に入る前に、まずは田丸氏による物語の解説から始まります。
　「平家物語」の冒頭に登場する「祇園精舎」、こちらはお坊さん達が集団生活をし、お釈迦様
が教えを説いていたという大きな寺院であり、「無常堂」は、重病のお坊さん達を収容する場所
であったといいます。原文では、イメージが掴めなかった箇所を１つ１つ紐解いていきつつ、現
代語訳を先に音読することで、物語の流れが理解できるようになると朗読しやすくなっていくも
のですね。

　参加者の皆様、田丸氏のお話を真剣な眼差しで聴きながら、頭の中で「平家物語」の世界へタ
イムトリップされているご様子でした。教養を深め、知的好奇心を満たす「朗読会」をぜひ一
度、体感されてみてはいかがでしょうか。

現代語訳の音読をされている様子

 代表 田丸楓氏
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楢原ゆうあい会

第２回 諏訪山城と史跡探訪　～　中世山城と肥中街道を散策

２０２０年１２月６日（日)天候[晴れ]
　　　　　[ １３：３０～１５：３０ ]

豊田町楢原

　肥中街道は、大内盛見氏が朝鮮貿易のために山口道門前から楢原を経て肥中浦まで60キロを整
備しました。室町時代の肥中浦は博多への往来や明、朝鮮との重要な交易港で大内氏にとって重
要な街道でした。大内氏の重臣朝倉弘詮は諏訪ヶ原に居館を構え、諏訪山城主となり母の菩提寺
として妙栄寺を建立しました。

　史跡探訪では、この妙栄寺に集合し下関市教育委員会の中原氏と楢原ゆうあい会事務局、柴田
さんの案内で諏訪山城と肥中街道を散策しました。中道を通り、豊北町へ抜ける「平成の肥中街
道」バイパスの向こうに諏訪山城が見えてきました。山城の特徴は、山頂が平らになっておりそ
のまま横に平坦になっているところだそうです。稲見川の橋を渡り、山城へと登りました。山登
りは苦手なのですが、木の葉が散った柔らかな上を歩いたので疲れることなく登ることができま
した。山城には分かり易く山城の構造を示す立て札が設置されており、整備もされ構造をわかり
やすく見ることができました。諏訪山城の一番の見どころは長大な竪堀が特徴で、曲輪（くる
わ）も3つありとても防御性の高い山城だと中原氏は言われました。また、お寺や神社、山城、集
落がすべて揃っているところはめずらしく、山城の持ち主がわかっていることも大変めずらしい
ことだとも言われていました。山城を下り、地元の小学生と交流している「学びの森」を紹介し
ていただきながら、諏訪神社まで歩きゴールしました。

　楢原ゆうあい会は、地域資源を活かした協働の地域づくり「持続可能な、自然と歴史の学びの
郷」として肥中街道や里山の維持・整備、歴史ウオーク、花植え、伝統文化親子教室、郷土史講
座などの活動をしています。整備された街道や山城のある楢原を散策し、会のみなさんの日頃の
活動を見ることができました。諏訪山城や楢原の歴史に興味のある方は是非、楢原ゆうあい会を
訪ねてみてください。

諏訪山城

（山頂が平らで、向かって左側が平坦になっている）

見どころ！（長大な竪堀）

教
育
委
員
会
、
中
原
氏
（
右
）

と
事
務
局
の
柴
田
さ
ん
（
左
）

学びの森

諏
訪
神
社

5



取
材
先

企
画
名

備
考

取
材
日

取
材
地

レ
ポ
ー
ト

状
況
写
真

しものせき市民活動センター　市民活動取材／取材票

金子みすゞ・雅輔の会、菊舎顕彰会、木暮実千代の会、田中絹代メモリアル協会、
林伊佐緒偲ぶ会、林芙美子メモリアルの会、藤原義江記念館

『しものせきゆかりの先人展』

２０２１年２月１１日（木・祝)天候[晴れ]
　　　　　[ １０：３０～１１：００ ]

大丸下関店７階　JOIN083

　下関市ゆかりの芸術文化人、童謡詩人の金子みすゞ・俳人の田上菊舎・俳優の木暮実千代と
田中絹代・歌手作曲家の林伊佐緒・作家の林芙美子・オペラ歌手の藤原義江、それぞれの顕彰
団体が協力して行われた『しものせきゆかりの先人展』が、主催・下関市、企画運営・エキマ
チ下関推進協議会により開催されました。

　オープニングセレモニーでは、副市長、エキマチ下関推進協議会の大賀副会長挨拶のあと、
木暮実千代が新聞に寄せた文章の朗読がありました。続いて、林伊佐緒が第1回NHK紅白歌合戦
に出場して歌った「銀座夜曲」のレコード曲が流れる中、観覧が始まりました。
会場には、下関ゆかりの地や功績などで作成した人物紹介のパネル、年表、各団体が所有して
いる作品集やレコードなどが展示されていました。

　この顕彰団体の中には、しものせき市民活動センター登録の市民活動団体、金子みすゞ・雅
輔の会、菊舎顕彰会、木暮実千代の会、田中絹代メモリアル協会、林伊佐緒偲ぶ会が参加して
います。各団体のみなさんは、定期的なイベントや団体同士でのマッチングイベントの開催、
企画展など積極的に活動をされています。

 このような、下関ゆかりの文化人を若い人たちも知って、顕彰団体に興味を持ち、引き継いで
残していただきたいと思います。

顕
彰
団
体
の
み
な
さ
ん
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しものせき市民活動センター　市民活動取材／取材票

結いの会

結いの会オープンアトリエ!

２０２１年２月２１日（日)天候[晴れ]
　　　　　[ １０：００～１６：００ ]

結いの会拠点（長府地区　旧教員住宅）

　様々なジャンルのアーティストで構成された「結いの会」は2012年より梅ケ峠の元梅光学院
大学のキャンパスにて約30名の会員が約7年間活動をしていましたが、キャンパスの売却により
移転を余儀なくされました。2020年初めに長府地区にある旧教員住宅に拠点を移すことになり
ました。しかし、場所がかなり縮小された為、現在会員の半数の方々が、アトリエとして使用
しています。コロナ禍の影響により、一年越しに念願のオープンイベントを実現することがで
きました。

　ファッションクリエイターの松下知佐氏が使われている一室では、中古着物を世界に一つだ
けのオリジナルドレスにリメイクして展示されており、最近では珍しい昭和レトロな足踏みミ
シンが現役で活躍中でした。次に、万年筆作家である山藤茂氏の工房を訪れると、見慣れない
加工機械と切削工具などが設置されており、材料となる国内外より取り寄せた万年筆の胴軸や
キャップ軸の木材や樹脂などがぎっしりと棚に収められていました。作り始めて10年の間に手
掛けられた万年筆は500本に達するそうです。
 　2日間のイベントでは、京都で長く伝統工芸の職人をされていた久保清三氏による「京友禅
型染めワークショップ」や2020年度下関市芸術文化祭美術展で大賞を受賞された藤定早苗氏に
よる「アート写真モデル体験」などがあり、参加された方はプロの方々から直に新鮮な刺激を
受けることができ、貴重な経験になったことでしょう。

　芸術的な才能に溢れた方々が集まっていらっしゃるこちらのアトリエに、「ものづくり」の
楽しさを体感しに足を運ばれてみてはいかがでしょうか。

事務局　金谷氏　　　代表　森野氏

　　　

　　版画工房　河原氏

　万年筆工房　山藤氏

　←機織り工房 映画館で御馴染みの

「映画　泥棒」　コスプレ→

　　　久保氏のアトリエ

松
下
氏
の
作
品
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しものせき市民活動センター　市民活動取材／取材票

木暮実千代の会、金子みすゞ・雅輔の会、林伊佐緒偲ぶ会

『詩と歌と朗読で蘇る下関の詩人と歌手と女優たち』
～金子みすゞ　木暮実千代　林伊佐緒～

２０２１年３月１４日(日)天候[晴れ]
　　　　　[ １４：００～１６：３０ ]

下関市民会館

　下関ゆかりの童謡詩人の金子みすゞ、歌手で作曲家の林伊佐緒、そして女優の木暮実千代の3人をそ
れぞれ顕彰する3団体が、合同で一つのことを企画する初めての試み『詩と歌と朗読で蘇る下関の詩人
と歌手と女優たち』が開催されました。下関ゆかりの3人の先人を偲ぶ集いとあって、開演前から長蛇
の列ができました。
　金子みすゞを偲ぶステージでは、下関少年少女合唱隊が「金子みすゞを歌う」と題して、「星とたん
ぽぽ」「私と小鳥と鈴と」など6曲を、ビー玉のような透明感のある澄んだ声で歌いました。
　次のステージは、林伊佐緒のご長男である林眞佐男さんを迎え、「林伊佐緒を語る」のトークショー
が行われました。林伊佐緒が亡くなる3カ月前の映像や蓄音機を使ったレコード鑑賞もあり、歌手とし
ての林伊佐緒と父親としての林伊佐緒のそれぞれのエピソードを披露してくださいました。
　続いてのステージでは、木暮実千代を偲び「朗読劇『毎日が本番』」が演じられました。昭和54年12
月に帰郷した木暮実千代と下関警察署唐戸派出所の警察官との交流を描いた朗読劇でした。大女優であ
りながら気さくな木暮実千代の人柄を懐かしむとともに、3カ月間の集中練習に取り組んだ出演者のパ
ワーを感じました。
　最後のステージは、シンガーソングライターの「ちひろ」さんのステージでした。「金子みすゞを唄
う」というテーマで「大漁」「明るい方へ」など4曲を熱唱され、大きな拍手が会場に響きました。
　コロナ禍の中で準備そして運営にご苦労された３団体の皆さんの熱意が、約180人の参加者に伝わっ
たイベントになりました。
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しものせき市民活動センター　市民活動取材／取材票

下関ウオーキング協会

市内公園巡りウオーク

２０２１年３月２１日(日)天候[曇り/雨]
　　　　　[ １０：１５～１２：３０ ]

下関市内公園

　取材当日朝は、前夜からの雨の影響で小雨が降っていました。しかし、集合場所の幡生駅に
着くと、すでに参加者の皆さんで、駅舎の中はいっぱいになっていました。参加者は20名。遠
くは広島県から参加された方もおられました。
　まずは日程説明。今回のコースは、戦場ヶ原公園から一里山公園そして火の山山麓公園を経
由してゴールは唐戸の姉妹都市公園です。行程の中にはなだらかな坂道があるとのことで、準
備運動もしっかりして、いざ出発です。
　戦場ヶ原公園へは、やや急な坂道を登ります。ここは桜の名所ですが、残念ながら一分咲き
程度。しかし、桜の木々はうっすらとピンク色に染まっていて、満開の様子が目に浮かびまし
た。戦場ヶ原公園から下って再び坂道を登り一里山公園へ。曇っていなければ海峡タワーやそ
の周辺が一望できる公園です。早咲きの桜を見ながら登り切りました。最後は火の山山麓公園
です。ここも坂道。しかし、登り切れば美しい庭園が目の前に広がりました。
　下関ウオーキング協会は、日本ウオーキング協会に加盟した県内最初の団体です。現在会員
が35名。広島県・北九州市をはじめ、宇部・山陽小野田・長門・美祢市在住の方が、全体の半
分近くを占めています。平均年齢は74歳。（今回の参加者の最高齢の方は87歳とのこと。）
「コロナに負けない健康ウオーク」をテーマに、年間28回程度のイベントを企画されていま
す。コースづくりが最も重要ということで、1回のイベントに対して3度の下見を実施。排気ガ
スの影響の少ない旧道を選び、トイレの場所・休憩場所の位置を確認するなど配慮しているそ
うです。「足跡以外は（ごみを）残さない」「迷惑をかけない・個人の自由は奪わない（ペー
スは自分で考える・途中リタイアも自由）」をモットーに、活動に取り組んでいるそうです。
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資料３

令和２年度

市民と行政・市民と市民の

パートナーシップ年次報告の評価について

（答申）





令和３年（2021 年）１０月６日

下関市長 前田 晋太郎 様

下関市市民協働参画審議会

会長 川野 裕一郎

令和２年度市民と行政・市民と市民のパートナーシップ

年次報告の評価について（答申）

令和３年６月１１日付け下ま第７０８号にて諮問のありました、令

和２年度市民と行政・市民と市民のパートナーシップ年次報告の評価

について、当審議会は、それぞれの立場や経験を基に慎重に審議いた

しましたので、下記のとおり答申いたします。

記

１ パブリックコメントの意見を踏まえて補足修正した事項について

は、その具体的内容を説明する等、パブリックコメントの意見を発

出することによる効果、成果を示すことは市民参画の推進につなが

ると考える。

２ 特定の施策については対象者を絞って郵送などによるアンケート

を実施する等、施策に適した意見の収集方法を検討し、また、アン

ケート調査結果について、公表で終わらせず、それを施策に活かす

方法について検討を行うこと。

３ 附属機関は行政運営上の意見の聴取、懇談等を行うため設置する

組織であるにも関わらず、「高度な専門性を有する事案を取扱うため」

や「公募に適さない事案を取扱うため」といった理由から公募を実

施しないことは、市民協働参画条例第１４条の趣旨に合っていない

と考える。市民の市政への参画を重視し、審議会の運用にあたって



は公募委員を選任するよう検討すること。また、女性委員の登用率

に配慮した委員の選任に努めること。

４ 市民活動団体の活動内容の紹介に併せて、連絡先や活動範囲、活

動を依頼した際に必要なコストを記す等、市民が市民活動団体に対

してアクセスしやすくするような情報の掲載を検討すること。

５ しものせき市民活動センターは使い勝手が良くなったと感じる。

今後の取組として団体間のネットワーク化を促進することで、各市

民活動団体の抱える問題解決のきっかけや、連携がうまれたりとい

った成果につながると考える。また、市民活動支援補助金の制度活

用を進める検討を行うこと。

６ 新型コロナウイルス感染拡大の長期化により、様々な問題が一層

多様化、深刻化しており、その解決に向けた取組を進めるには、今

後ますますボランティア、市民活動の力が必要となる。そのため、

団体に向けたあらゆる活動支援が必要となり、活動の展開にあたっ

ては、皆が当事者であるという意識が必要となる。併せて、行政、

地縁組織、関係機関などの協働の推進を図ることは欠かせない。誰

もがボランティア、市民活動に参加できる環境整備を進め、ボラン

ティアをする人、受ける人という一方的な関係ではなく、皆が役割

をもってお互いに支えあう地域共生社会を実現するために、下関市

市民活動促進基本計画の「であう つながる ひろがる あなたの

協働参画」のスローガンのもとに、５年間の計画が着実に前進する

よう取組を進めていくこと。

以上





令和３年１０月作成

下関市 市民部 まちづくり政策課

〒750-8521 山口県下関市南部町１番１号

直通 ０８３－２３１－１８３０

FAX ０８３－２３１－１８０９

E-mail skshimin@city.shimonoseki.yamaguchi.jp


