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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）を施行していま
す。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」
を策定しており、現在は令和３年２月に策定した第４次下関市市民活動促進基本計画に基づき、各
種施策を実施しています。
なお、第４次下関市市民活動促進基本計画の成果指標として、しものせき市民活動センターにおけ

るボランティア登録件数を設定しており、令和４年度からは、しものせき市民活動センターの指定管理業
務として、ボランティア登録制度「ボランティアギルド」を運用しています。本年次報告においても運用に係る
状況を掲載します。

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３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。
また、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ており、中止となった件数を

各項目において整理するとともに、コロナ禍においても市民参画を進めるため各課所室で実施した取組を
紹介します。

※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。

【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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【参考】第４次下関市市民活動促進基本計画（概要版抜粋）
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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、62 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 196 事業、実施施策数は 422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

【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。

199 205 201 201 196

66 65 61 64 62

0

100

200

300

平成29年度 平成30年度 令和元年度

(平成31年度)
令和2年度 令和3年度

実施事業数

施策実施課所室数

項 目 平成29年度 平成 30 年度 令和元年度
(平成 31 年度) 令和 2 年度 令和 3 年度

実施施策数 505 477 503 422 422

新型コロナウイルス感染拡大防止等のため
中止した施策数（実施施策数外数）

- - - 45 45
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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ものであり、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、３年度の施策数は実施した施策数と併せて括弧書きで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掲載しています。実施施策数に中止した施策数は含みません。
※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施策は街頭キャンペーン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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項 目 平成29 年度 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（中止）

令和 3 年度
実施施策数（中止）

説明会を開催したもの 26 16 13 10 (3) 14 (2)
シンポジウム、フォーラム等を開催したもの 4 1 2 2 3 (1)
ワークショップを開催したもの 8 11 11 6 14
学習会、研究会を開催したもの 86 81 84 49 (11) 50 (15)
広報誌等、報道機関、インターネットの活用 52 45 47 49 (1) 52 (1)
その他 16 13 13 10 (4) 9 (5)

合 計 192 167 170 126 (19) 142 (24)
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◆施策事例 説明会を開催したもの ・・・ １４施策 外中止２施策
＜事 例＞

総務省住宅・土地統計調査によると、本市の空き家率は 18.55%と非常に高い数値となっており、空き家
の問題は非常に深刻なものとなっています。
下関市住宅政策課では、空き家所有者の方に対し、建物を空き家のままにしておくことのリスクや費用負

担、市の支援制度について説明し、空き家の不動産流通を促すことで、空き家の減少と空き家化を防止する
ことを目的に、説明会を行っています。
しかしながら、令和３年度は、新型コロナ対策のため説明会の開催を中止せざるを得ない事態が生じまし

た。そこで、説明会に代わるものとして、説明内容を動画にまとめ、 Youtube にて発信することとしました。

これにより説明会に来ることが出来なかった方々にも情報を届けることができました。また、説明会を開催でき
るようになってからも、遠方にお住まいの方やスケジュールが合わず説明会に出席することができなかった方等に
対しても情報を届けることができるようになりました。

空き家対策説明会（Youtube による事業説明動画の公表）

【事業対象者】
下関市内に空き家を所有している方
【アプローチにあたり留意した事項】
新聞やテレビ放送で取り上げてもらい、想定していた以上に広く情報提供することができました。

【建設部 住宅政策課】
電話 083-231-1941（直通） Fax 083-233-7414
E-mail ksjutaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

他施策については
資料１ 事業分類別市民協働参画関連施策一覧 １ページへ

新
型コロ

ナ対
策
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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 ・・・３施策 外中止１施策
＜事 例＞

コロナ禍における取組みのうち、特にオンラインイベントとして実施したものと、実施後に収録した動画を公開
した事例を紹介します。中でも①および④は海外を含む遠隔地と結んで実施したオンラインイベントであり、今
後に可能性を感じさせるものとなりました。いずれも来館者数の増加には直接結び付かないこと、Wi-Fi その他
の配信設備の整備なしには本格的なオンラインの活用が見込めないことが課題と考えます。

①ワークショップ「庭園デザインとアートからみる地元植物コレクション」
日 時：令和３年 12月 11日（土）18:30～（約 1時間）
参加者：約 20名
実施形式：zoom によるオンライン開催

（下関市立美術館 講堂からの中継）
概 要：英国の現代アート団体であるグライズデール・アーツの

提案する地域活性化アート･プロジェクト「Skill Planting
―技術の種を育てよう」の連続ワークショップ（下関市立
大学の学生団体 SCU主催、下関市立美術館共催）
のうち一回を、美術館からの中継により実施し、「下関市
立美術館の植物・自然を題材とするコレクション～日本
画家高島北海と植物研究家杏橋忠治郎の仕事～」と
題した講演を岡本正康下関市立美術館館長が実施
した。

②企画展アーティストトーク
日 時：令和４年 2月 11日（金・祝）

13：30～（約 1時間）
参加者：約 30名
実施形式：対面（事後に YouTube により配信）
概 要：作家とゲストキュレーター、美術館館長によるトーク形式の

イベント。対面で実施し、催しの様子を後日YouTube で公開
した。

〈次頁に続く〉

オンラインイベント、企画展講演会

他施策については
資料１ 事業分類別市民協働参画関連施策一覧 １ページへ

新
型コロ

ナ対
策

SCUの方が知人であるアイルランド
在住の日本人と企画し、美術館
から中継しました。
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③企画展オンラインイベント「学芸員と楽しむ、野村佐紀子の写真の世界」
日 時：令和４年 3月 6日（日）13：30～（約１時間）
参加者：21名
実施形式：zoom によるオンライン開催

（事後に YouTube により配信）
概 要：外部講師（中込潤 九州産業大学美術館

学芸室長）と美術館学芸員によるトーク形式
によるイベント。当初展覧会会場で来館者を
集めて実施する想定であったが、オンラインイベン
トに形を変えて行ったもの。

④企画展映像作品制作プロジェクト 完成披露試写会
日 時：令和４年 3月 12日（土）15：00～（約１時間）
参加者：約 20名
実施形式：対面と zoom によるオンラインを併用

（映像作品と試写会の模様を編集し直した動画を、
事後に YouTube 配信）

概 要：映像学を学ぶ大学院生7名が制作した映像作品を、
アーティストや関係者に試写会形式で発表したもの。
同プロジェクトは美術館と東亜大学大学院による連携
企画で、大学院の講座自体も、対面のほか来日できない
学生はオンラインからの出席で実施された。

⑤企画展講演会「野村佐紀子の写真について」
日 時：令和４年 3月 13日（日）

13：30～（約 1時間）
参加者：約 30名
実施形式：対面（事後に YouTube により配信）
概 要：外部講師（河野通孝 山口県立美術館

副館長）による講演会。対面で実施し、
催しの様子は後日YouTube で公開した。

【教育委員会 美術館】
電話 083-245-4131 Fax 083-245-6768
E-mail kibijuts@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

新型コロナの影響で来日できない
中国人留学生が、ZOOM により
オンライン参加しました。
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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 ・・・５２施策 外中止１施策

＜事 例＞

本市が取組んでいる火の山地区観光施設の再編整備において、火の山での賑わいを創出するイベントを展
開しました。事業実施にあたっては、火の山の賑わい創出イベントと海峡エリアビジョン実証実験を両部局で連
携するとともに、官民の委員で組織する「海峡エリア賑わい創出実行委員会」を設置し、当該実行委員会が
主体となって両事業を実施しました。また、イベント名称を「カイキョーソトアソビ」として、チラシ、SNS、インター
ネットを活用して事業内容を広く市民に情報提供し、広く周知を図りました。

【開催期間】
１５日間（令和３年１０月３０日(土)～令和３年１１月２８日(日)）
【開催体験型アクティビティ】 体験延べ人数 ３，６４２人
・ファミリーデイキャンプ体験
・ファミリー１泊キャンプ体験
・アスレチック
・ツリークライミング
・マウンテンバイク・キッズバイク
・ロゲイニング

海峡エリア賑わい創出事業（火の山）

他施策については
資料１ 事業分類別市民協働参画関連施策一覧 5 ページへ

【事業対象者】 下関在住の市民（ファミリー）
【アプローチにあたり留意した事項】
ブランディングを行うためのロゴマーク作成やイラストレーターによるビジュアル作成を行い、広く市

民（ファミリー）の参加を募るため、市内の保育園、幼稚園、小学校及び中学校へのチラシの
配布やＳＮＳによる情報配信により周知を図りました。ホームページからの予約受付やしもまちア
プリを利用したクーポンの配布など、インターネットを積極的に活用しました。

【観光スポーツ文化部 観光施設課】
電話 083-231-1838（直通） Fax 083-231-1847
E-mail sgshiset@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
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市民と行政のパートナーシップ
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。
なお、今後、審議会の答申を踏まえ、より広く、多くの意見を収集するため、パブリックコメントの在り方、実施
場所をはじめ、その他施策の実施方法について検討を進めてまいります。

表３ 意見の収集方法とその施策数の推移

※令和２、３年度の施策数は実施した施策数と併せて括弧書きで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掲載しています。実施施策数に中止した施策数は含みません。
※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 2 施策は講演会等イベントの中止に伴うものです。

項 目 平成29 年度 平成 30 年度 令和元年度
(３１年度)

令和 2 年度
実施施策数（中止）

令和 3 年度
実施施策数（中止）

パブリックコメント 11 10 9 11 4
アンケート 45 37 42 30 (5) 27 (2)
市民提案、企画、論文等の公募 1 1 4 3 3
公聴会、広聴会、ヒアリング等 2 1 0 1 1
市長へのはがき、E メール等 2 2 2 2 2
その他 3 7 5 3 3

合 計 64 58 62 50 (5) 40 (2)

【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一つであり、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。

市ホームページではパブリックコメントに関する情報として、
現在実施している案件及び結果をとりまとめて掲載して
います。
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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 4施策で、意見の応募総数は 60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、または追加したもの 14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 44件
C：同様の意見、指摘により既に対応済みのもの 1件
D：反映が困難なもの 1件
E：文言修正等軽微なもの 0件
F：情報、感想、質問等で対応の対象とならないもの 0件
G：意見提出の定めに違反して提出されたもの 0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

下関市過疎地域持続的発展計画の策定
【企画課】

2021/7/1～
2021/7/30

7件
A:4 B:1
C:1 D:1

公表

下関市食品衛生監視指導計画の策定
【生活衛生課】

2022/2/1 ～
2022/3/1

0 件 公表

下関市都市計画マスタープランの策定
【都市計画課】

2022/1/19 ～
2022/2/18

47件 A:10 B:37 公表

下関都市計画公園の見直し基本方針
【都市計画課】

2022/1/19 ～
2022/2/18

6 件 B:6 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 27施策で、その回収率は 69.0％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 市民提案、企画、論文等の公募を行った施策

45
37 42

30 27

0

20

40

60

平成29年度 平成30年度 令和元年度
(平成31年度)

令和2年度 令和3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
応募件数

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

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。

20件

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

196 件
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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

62 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 6 23 29
苦情・要望等 82 887 969
照会・質問 1 7 8
その他 12 12

合 計 89 929 1018

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 1 ０ ０ 0 0 1

問合せ 0 ０ ０ ０ ０ 0

合 計 1 ０ ０ 0 0 1
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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 ・・・４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を令和 2 年度に作成し、令和３年度
は、それらを踏まえて地域の特性や課題に応じた地域別構想を作成し、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。

下関市都市計画マスタープラン表紙

【実施期間】 令和４年１月１９日～令和４年２月１８日
【実施場所】 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：４７件

下関市都市計画マスタープラン策定業務

市民の皆様の意見を受けて変更しました！

◎一部地区を観光ゾーンとしての位置付け
◎交通体系整備の方針として、高齢者の交通事故防止の観
点から免許返納につながる取組の推進に努める旨追記

等
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）

【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。

【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

他施策については
資料１ 事業分類別市民協働参画関連施策一覧 8 ページへ
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◆施策事例 アンケートを実施した施策について ・・・２６施策 外中止２施策
＜事 例＞

下関市では、地域住民の健康増進を掲げる地域保健（行政）と、職場環境における労働衛生対策を推進す
る職域保健（企業）が、共通の健康課題に対して連携し協働できる枠組みとして、「地域保健・職域保健連携
推進協議会」を設置しています。

目標回答事業者数
A.対象事業所：100事業所
B.連携事業所：200事業所（R3～5年度累計）

健康課題（喫煙）に対する意識調査（オンライン方式）

共通の健康課題＝『喫煙』
10 年の長期目標と 3年の短期目標を設定
これらの目標を確認するため、アンケートを実施することと
しました。短期目標に関しては、令和４年と令和６年に
実施し、本協議会が取り組んできた活動過程を検証す
ることとしました。
①長期…男女の喫煙率を下げる
②短期…従業員の喫煙率把握や三次喫煙の理解等に

ついての指標を設定

アンケートの概要
A.対象事業所（上記評価対象となる事業所）
⇒協議会委員事業所+委員関連
事業所
B.連携事業所（評価対象外の事業所）
⇒協議会委員・市が開拓する。活動
の裾野を広げるため、幅広く呼びかけ
・オンラインフォームによる回答を依頼
・市 HP にも URL を貼付
・チラシ（紙媒体）も市内事業所へ
配布

【保健部 健康推進課】
電話 083-231-1408（直通） Fax 083-235-3901
E-mail hkkenkoz@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

【アプローチにあたり留意した事項】
アンケートの実施にあたり、事業所の性質を問わず幅広くアンケートの配布を呼び掛けました。新型コロ

ナの感染拡大の影響も考慮し、連携事業所の調査期間は延伸させ、引き続き取り組みを進めます。

他施策については
資料１ 事業分類別市民協働参画関連施策一覧 9 ページへ
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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付けて
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ため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 3年度における調査対象附属機関等は 84機関あり、うち公募委員を含むものは 5機関で、公

募の実施率は 6.0％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 3.5％、40 歳から 50 歳代までが 43.8％、60 歳代以上が
52.7％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 73.4％、女性が 26.6％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）団体推薦の実施状況
団体推薦を実施した附属機関は 52機関で、全体の 61.9％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 60機関で全体の 71.4％でした。在期数

３期以上の委員は 503人で、全委員数の 37.1％（昨年度 37.2％）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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◆施策事例 附属機関の会議形式
＜事 例＞

長府浄水場は、下関市の約 80％の浄水を担う市内最大の浄水場ですが、築後 70年以上経過し、施
設の老朽化が顕著に表れています。このことから、安定供給のための施設能力向上と併せ、事故や災害に強
い施設とするために、DBO方式により更新事業を行っています。
下関市上下水道事業経営審議会（以下「審議会」という。）は、長府浄水場更新事業を実施する事業

者を選定するに当たり、透明性、公平性を確保すると共に、客観的な審査等を行うため下関市により設置さ
れたものです。
令和３年度は、応募事業者が提出した技術提案書等について最終審査を終了し、最優秀提案者の選

定が行われました。
<令和 3年度の審議会開催状況>

長府浄水場更新事業に係る下関市上下水道事業経営審議会

開催日 主な議事
第 11 回（書面審議）
令和 3年（2021年）8月 2日

（1）副会長の互選
（2）要求水準書、モニタリング基本計画、公募要項（案）、
優先交渉権者選定基準（案）、様式集の内容確認

第 12 回（オンライン）
令和 3年（2021年）11月 25 日

（1）会長の互選

第 13 回
令和 4年（2022年）3月 28日、29日
【会 場】 下関市上下水道局本局6階
【出席者】 局職員 14名、委員 6名、事業者7名

（1）応募事業者によるプレゼンテーション
（2）定量化審査
（3）最終審査
（4）答申

<審議会の開催に当たり留意した事項>
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを考慮し、次の方法により経営審議会を開催しました。
〇第 11回審議会
委員の住所地・勤務地における新型コロナウイルス感染症拡大を受け、議事の内容を考慮の上、資

料や意見書の郵送による書面審議による開催としました。
〇第 12回審議会
委員の住所地・勤務地における新型コロナウイルス感染症拡大を受け、議事の内容を考慮の上、

Zoom の使用によるオンライン開催としました。
〇第 13回審議会
委員をはじめとするプレゼンテーション参加者全員に体調を確認の上、検温及び抗原検査を実施し、

対面による開催としました。また、プレゼンテーションの参加人数についても、最小限とした上で、会場をパ
ーテーションで区切り、入退場の動線も分離するなどの感染対策も行いました。

【上下水道局 浄水課】
電話 083-245-2174（直通） Fax 083-245-2193
E-mail sdjosuik@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

新
型コロ

ナ対
策
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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、３年度の施策数は実施した施策数と併せて括弧書きで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掲載しています。実施施策数に中止した施策数は含みません。

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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26.2%

25.0%
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5.6%

4.7%

7.1%

6.8%

58.4%

56.5%

55.1%

50.0%

52.3%

5.3%

5.6%

4.7%

4.8%

5.7%

平成29年度

平成30年度

令和元年度
(平成31年度)

令和2年度

令和3年度

情報の収集及び提供 活動の場の提供 ネットワーク化の促進 助成制度の実施 その他

項 目 平成29年度 平成30年度 令和元年度
(31 年度)

令和 2 年度

実施施策数（中止）
令和３年度

実施施策数（中止）
情報の収集及び提供 13 10 11 10 （1） 9
活動の場の提供 22 25 27 22 22
ネットワーク化の促進 6 6 5 6 （1） 6 （2）
助成制度の実施 66 61 59 42 （9） 46 （7）
その他 6 6 5 4 （1） 5

合 計 113 108 107 84 （12） 88 （9）
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◆施策事例 情報の収集及び提供 ・・・９施策
＜事 例＞

男女共同参画に関する情報提供

【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】
市報やホームページの掲載、公民館をはじめとする社会教育施設や男女共同参画推進事業

者等に配布することにより広く周知を図りました。

【市民部 人権・男女共同参画課】
電話 083-231-7513（直通） Fax 083-231-1437
E-mail smjinken@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市では、令和３年４月から「第４次下関市男女共同参画基本計画」に基づき、男女共同参
画社会の実現に向け、市民への男女共同参画に関する認識や理解を深めることを目的とした意識啓発
事業や各種講座を開催しています。多くの市民に参加を呼びかけるため、ポスター・チラシ等を作成し参
加を募集しました。
また、男女共同参画のための情報紙「男女共同参画レター」を発行し、男女共同参画の取組や男女

共同参画図書コーナーの新着図書を紹介しています。

【意識啓発事業】
・「82 年生まれ、キム・ジヨン」映画上映会

【男女共同参画講座】
・性の多様性を理解しよう
～わたしたちにできること～

【男女共同参画人材育成講座】
・ワタシの人生設計
～「働き方」と「お金」のはなし～
・５つのポイントをポイントを知ってコミュニケー
ション力アップ

【DV防止講座】
・人と人とのよりよい関係
～DV・デート DV を知っていますか？～

【男女共同参画レター】７月、３月発行

【パネル展】ゆめシティほか市内外４箇所

【関門ビジョン放映】

令和３年度の主な啓発事業

他施策については
資料１ 事業分類別市民協働参画関連施策一覧 14 ページへ
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◆施策事例 助成制度の実施 ・・・４５施策 外中止７施策
＜事 例＞

この補助金は、下関市内の「国際交流を推進する団体（以下、「推進団体」という。）」や「小中高等学
校での海外の学校の受入れを支援する団体（以下、「支援団体」という。）」が実施する事業に対し助成す
ることにより、国際交流の円滑な推進と醸成を図ることを目的として設立した補助金です。
推進団体向けには、(1)ホームステイ受入事業、(2)ボランティア通訳等を養成する事業、(3)語学講座事

業、(4)多文化共生のまちづくりに関する事業、また、支援団体向けには、(1)海外の学校の受入れに関する
事業、(2)ホームステイ受入事業が補助対象事業となっています。
また、推進団体向けの補助金額は、補助対象経費の２分の１の範囲内かつ１０万円以内、支援団体

向けの補助金額は、補助対象経費の２分の１の範囲内かつ２万円以内で、同一の団体への補助は、同
一年度につき１０万円を超えない額と定めています。

直近の補助実績は、以下のとおりです。

令和 3年度 補助事業

外国人に日本語を教える会【現NPO法人にほんごコミュニティ】による
『日本語教育に関する研修及び日本語指導ボランティア活動』

下関市国際交流推進事業費補助金

年 度 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 計
件 数 2 1 2 1 6
決 算 額 111,000 100,000 117,000 100,000 428,000

【事業対象者】
下関市内の国際交流を推進する団体、下関市内の小中高等学校での海外の学校の受入れ

を支援する団体
【アプローチにあたり留意した事項】
①ホームページを利用して広く応募を募りました。②下関市多文化共生・国際交流推進計画

の施行に伴い、多文化共生に係る事業も対象としました。

【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

他施策については
資料１ 事業分類別市民協働参画関連施策一覧 17 ページへ
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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、３年度の施策数は実施した施策数と併せて括弧書きで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掲載しています。実施施策数に中止した施策数は含みません。

図 11 協働の領域

項 目 平成 29 年度 平成 30 年度
令和元年度
(31 年度)

令和 2 年度

実施施策数(中止)
令和 3 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）

27 29 32 31 (6) 28 (5)

市民活動団体等と協力して
行った施策
（共催、事業協力）

34 37 41 27 (9) 28 (5)

合 計 61 66 73 58 (15) 56 (10)
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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 ・・・２８施策 外中止５施策

＜事 例＞

「意思疎通支援事業」は、障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある方に対して、手話通訳、
要約筆記等の方法により意思疎通を支援する者の派遣等を行う事業です。例えば「休日夜間等手話通訳
者等派遣事業」や「要約筆記者等派遣事業」では、聴覚に障害のある方の必要に応じて、手話通訳者や要
約筆記者（話の内容をその場で文字にして通訳する人）等の派遣を行っています。
下関市では、手話は言語であるとの認識に基づき、全ての市民が手話やろう者への理解を深め、相互に支

えあう地域社会を目指すために「下関市手話言語条例」を制定しました（令和 3年 4月 1日施行）。
令和３年１１月２８日に開催した下関市手話言語条例制定記念講演会では、赤井正志 氏による記

念講演や来場者の手話体験等を行いましたが、会場に手話通訳者や要約筆記者を派遣していただき、当
該事業を身近なものとして感じていただく良い機会となりました。

意思疎通支援事業（下関市手話言語条例関連）

他施策については
資料１ 事業分類別市民協働参画関連施策一覧 19 ページへ

【事業対象者】市民 【受託者】市民活動団体
【アプローチにあたり留意した事項】
養成講習会等をより多くの方に周知するため、市ホームページや市報による周知を行いまし

た。また、下関市手話言語条例の普及啓発のために、ポスター及びリーフレットを作成して、市内
の公共施設等に配布しました。

講演会の様子

【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

下関市手話言語条例のポスター
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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 ・・・２６施策 外中止６施策
＜事 例＞

まちづくり協議会プレゼンツ！「しもまちスタンプラリー2021」
～ コロナに負けるな！親子で、家族で、下関再発見 ～

令和 2年 10 月 27 日より配信を開始した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『しもまちアプリ』におけるスタンプラリー機能を使用し、市内１５地区でデジタルスタンプラリーを開催しまし
た。
このスタンプラリーは、新型コロナウィルスの影響により地域行事が大幅に縮小している中、３密にならず、地

域の笑顔や活気を取り戻すこと、地域の魅力を再発見するきっかけとなることを目的に、市内１５地区まちづ
くり協議会の初めての共同開催イベントとして実施されました。

【開催期間】
令和 3年 8月 1日（日）～令和 3年 11月 30日（火）

【開催地区】
中東地区 / 向洋地区 / 山の田地区 / 彦島地区 / 長府地区
長府東部地区 / 東部５地区 / 勝山地区 / 内日地区 / 川中地区
安岡地区 / 吉見地区 / 菊川地区 / 豊浦地区 / 豊北地区

【主催・協力・後援】
市内 15地区まちづくり協議会・下関市・下関市教育委員会

【概要】
ラリーポイントで指定されたマーカーにカメラをかざすと、デジタルスタンプがゲット可

能。各地区ラリー達成者及び複数地区（５地区以上）達成者に賞品を用意。

【達成者】
延べ 4,292 人
多くの達成者から、コロナ禍の中でも楽しめるイベントであり、ご自身がお住まいの
地域・他地域の魅力を再発見できたとの感想を頂きました。

しもまちスタンプラリー2021

他施策については
資料１ 事業分類別市民協働参画関連施策一覧 20 ページへ

【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】
市報やホームページ、自治会回覧、テレビ広報、Instagram等により広く周知を図りました。

【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
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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３年度に実施した市民活動の支援に係る企画は次のとおり
です。

表 11 令和３年度しものせき市民活動センター実施企画

市民と市民のパートナーシップ

開催月 実施企画 備考
４月 春の市民祭り

ホームページ作成講座 （新型コロナのため中止）
活動団体ミニ交流会 （新型コロナのため延期）
団体とギルドのマッチング交流会 （新型コロナのため中止）
実践！　紙芝居講座 （新型コロナのため延期）
オンラインミーティング活用講座
オンラインミーティング活用講座
わくわく大作戦
クラウドファンディング講座
リーダーシップ研修
秋の市民フェスタ
オンラインミーティング活用講座
ボランティアチャレンジ 梅光学院大学カリキュラム
ボランティアチャレンジ 梅光学院大学カリキュラム
ボランティアチャレンジ 梅光学院大学カリキュラム
ボランティアチャレンジ 梅光学院大学カリキュラム
関門海峡キャンドルナイト
本庁パネル展 下関市役所エントランスにて
クリスマス国際交流会
いどばたカフェ
登録団体大交流会 （新型コロナのため中止）
外国の絵本展
スマホ動画作成講座
紙芝居講座
リーダーシップ研修
オンラインミーティング活用講座
スマホ動画作成講座
こども塾 （新型コロナのため中止）

定期開催 活動団体ミニ交流会 （新型コロナのため中止）
定期開催 アートセラピー （新型コロナのため中止）

５月

６月

７月

８月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月
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市民と市民のパートナーシップ

令和３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 463 件（令和２年度実
績：480 件）、利用者数は 9,678 人（令和２年度実績：9,352 人）でした。令和元年度と比べ利
用実績は低調であり、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とした利用制限や業務時間変更等、また、
活動団体の活動自粛、一般の方の利用控えが大きな原因だと考えられます。

表 12 しものせき市民活動センター 会議室等利用実績

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 3年度は 255 団体
（新規登録15、抹消14）であり、その活動分野では、「学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活
動」（66 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」（52団体）、「まちづくり
の推進を図る活動」（39 団体）、「子どもの健全育成を図る活動」（38 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

52
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16
6
9
9

1
38

0
3
1
1

保健、医療、福祉
社会教育
まちづくり

観光の振興
農山漁村の振興

学術、文化、芸術、スポーツ
環境保全
地域安全
人権、平和

国際協力、交流
男女共同参画

子どもの健全育成
経済活動

消費者保護
科学技術の振興

その他

令和元年度 令和２年度 令和３年度
件数 301 179 170
人数 4,920 2,278 1,874
件数 374 298 292
人数 3,051 1,816 1,766
件数 545 3 1
人数 2,681 19 1
人数 20,558 5,239 6,037
件数 1,220 480 463
人数 31,210 9,352 9,678
市主催 25 11 49
活動団体 288 201 231
その他 779 253 169

指定管理者主催 96 16 14

多目的ﾎｰﾙ

大会議室

中会議室

小会議室

計

会議室
利用件数

（主催者別）
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しものせき市民活動センターでは令和元年度より、ボランティアに参加したい市民とボランティアの加入を望む
団体に関する情報を登録し、両者の交流を図り、活動の機会を創出する「ボランティアギルド制度」をスタートし
ており、令和４年度からは指定管理業務として位置付け、年度協定で目標値を定めて運用しています。今後
は登録者数の推移等について、本年次報告で報告してまいります。
また、しものせき市民活動センターの指定管理者と協議しながら、制度の周知、行政や学校との連携等につ

いて検討を進めてまいります。

表 13 ボランティアギルド登録件数

図 13 ボランティア参加募集チラシ

令和元年度 令和２年度 令和３年度

登録件数 16 20 79

市民と市民のパートナーシップ





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

　〇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
開催場所
または

広報誌等の名称

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3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

本庁舎西棟５階大会議室

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
補助対象となる事業や申請
手続きに係る説明会を開催

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
しものせき市民活動
センター

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
勤労福祉会館、セービング
陸上競技場、東亜大学

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。一部説明会に代えてyoutube動画に
よる事業説明動画の配信を実施。

市内公民館等

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

勝山公民館、菊川ふれあい
会館

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区画道路の
配置計画（案）に関する説明会を開催

丸山集会所

教育政策課 適正規模・適正配置事業 学校統合に関する意見交換会
第３期基本計画に基づき、保護者等との意
見交換会を開催

内日公民館等　１２カ所

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

美術館造形室

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

美術館講堂

美術館 展覧会開催業務 企画展オンラインイベント
外部講師および内部講師（学芸員）
による解説

オンライン（zoom）

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 美術館講堂、展示室

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

美術館広報誌『潮流』

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

下関市立美術館公式
ホームページ

北部事務所
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

各公民館

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

各公民館

　〇シンポジウム・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
開催場所
または

広報誌等の名称

国際課 国際親善交流業務
2021多文化共生フォーラム
しものせき

下関市多文化共生・国際交流推進計画を市民
に知っていいただくためのフォーラムを開催

生涯学習プラザ

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・セミナーの開催

※新型コロナのため中止

美術館 展覧会開催業務
上映会、企画展アーティスト
トーク、サイン会、対談

作家や外部から招聘した専門家および内部
講師（学芸員）によるトークイベント

美術館講堂または光庭

美術館 普及教育業務 オンラインイベント
外部講師および内部講師（学芸員）
による解説

オンライン（zoom）

※太枠：事例紹介あり
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(2) 情報の提供と共有を行った施策

　〇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
開催場所
または

広報誌等の名称

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

下関市まちの魅力再発掘
プロジェクト支援業務

エリアビジョン策定にあたり、市民の意見
を聞き、ブラッシュアップを図るもの

下関市役所、
生涯学習プラザ

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 考古博物館

文化財保護課 考古博物館教育普及業務 土笛づくり教室 古代楽器制作教室 考古博物館

文化財保護課 考古博物館教育普及業務 土器づくり教室 古代土器焼成教室 考古博物館

文化財保護課 考古博物館教育普及業務 竪穴住居模型づくり教室 古代住居の模型製作教室 考古博物館

文化財保護課 考古博物館教育普及業務 土器文様ペンダントづくり教室 古代アクセサリーの制作教室 考古博物館

土井ヶ浜遺跡・
人類学ミュージ
アム

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「ホネホネウォッチング」開催の
情報提供

土井ヶ浜遺跡・人類学
ミュージアム

土井ヶ浜遺跡・
人類学ミュージ
アム

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、貝輪づくり」開催の
情報提供

土井ヶ浜遺跡・人類学
ミュージアム

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
体験講座「竹のおもちゃ作り　竹の水てっ
ぽうを作ろう！」

豊北歴史民俗資料館

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「豊北をひら
いた人たち第二弾」関連体験講座 化粧体験講座 豊北歴史民俗資料館

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「豊北をひら
いた人たち第三弾」関連体験講座

新春俳句相撲大会、七絃琴と香道のせかい
など

豊北歴史民俗資料館

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 滝部歴史探訪　TAKIBEウォーク 豊北歴史民俗資料館

美術館 展覧会開催業務 企画展ワークショップ
外部講師を招き、もしくは内部講師（学芸
員）がワークショップを開催したもの

美術館講堂または展示室

美術館 普及教育業務 ワークショップ
外部講師を招き、もしくは内部講師（学芸
員）がワークショップを開催したもの

美術館講堂または展示室
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(2) 情報の提供と共有を行った施策

　〇学習会・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
開催場所
または

広報誌等の名称

国際課 国際親善交流業務
日本語ボランティアスキルアッ
プ講座

地域日本語教室等において活動しているボラン
ティアのスキルアップを図るための講座を山口県
国際交流協会と共催

勝山公民館

防災危機
管理課

防災訓練業務 夏休み親子避難所体験 2021
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

青年の家

防災危機
管理課

防災啓発業務
出前講座「災害に備えて」、「災害図上
ゲーム（DIG）」、「避難所運営体験」

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

市内各所

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

しものせき市民活動セン
ター

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

しものせき市民活動セン
ター

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

小学校、保育園、幼稚園、
こども園等

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事業映画
上映会の開催

男女共同参画の理解を深めるための映画上
映会の実施

下関市民会館

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

勝山公民館、菊川ふれあい
会館

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

勝山公民館

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

勝山公民館

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

人権尊重思想の普及と高揚を図るため、小
学生人権標語表彰式や講演会等の実施

菊川ふれあい会館

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の開催
同和問題に関する正しい認識と理解を
深めるための講座の実施

豊田総合支所、菊川総合支
所、教育センター

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
座の開催

拉致問題に関する正しい認識と理解を
深めるための映画上映会の実施

下関市民会館

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の開催
地域等で人権問題を身近に考える際の
指導者の育成を図るための研修会の実施

勝山公民館

人権・男女
共同参画課

人権教育啓発業務 地域人権学習講座の開催
人権尊重思想の普及と高揚を図るため、各団
体等が実施する講座の講師料を補助して実施

豊北中学校、玄洋中学校、
吉母小学校、山の田小学校、
清末小学校

障害者支援課 意思疎通支援事業
下関市手話言語条例 制定記念
講演会「手話の魅力」

手話を使いやすい環境づくりを進める
ための講座

勝山公民館

保健医療政策課 薬事等 薬物乱用防止セミナー ※新型コロナのため中止

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）

市内各地区

健康推進課 健康づくり推進事業
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）

市内各地区

健康推進課 健康教育事業 がん講話会 ※新型コロナのため中止

健康推進課 健康教育事業 青壮年期の運動教室・健康体操
運動習慣の定着や、ロコモティブシンド
ローム等の予防を目的とした教室

菊川総合支所、アクティブ
センター、川中公民館他

健康推進課 健康教育事業 生活習慣病予防教室
生活習慣病の予防や改善を目的とした
教室

勤労福祉会館

健康推進課 認知症高齢者見守り事業 認知症講話会 ※新型コロナのため中止

健康推進課 介護予防普及啓発事業 認知症予防教室 ※新型コロナのため中止

健康推進課 介護予防普及啓発事業 健康体操
ロコモティブシンドロームやフレイルの予
防を目的とした教室

殿居ゆめゆめハウス

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
※新型コロナのため中止

健康推進課 精神保健福祉事業 いのちのワクチン事業
「アルコールと健康」に関する研修会を開
催※新型コロナのため中止
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健康推進課 精神保健福祉事業 いのちのワクチン事業
「こころといのちの講演会」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

新下関保健センター

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

本庁舎内

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

新下関保健センター

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
大学生を対象に環境教育事業をサポートできる
リーダーの養成研修※新型コロナのため１回中止 下関市環境部庁舎

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

市内小学校

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
行う

下関市リサイクルプラザ

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※新型コロナのため中止 涌田海岸

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、水質の状況調査、貝殻を
使っての工作教室※悪天候及び新型コロナのため
中止

深坂自然の森

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

関西小学校、名池小学校、
川棚小学校

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

下関市リサイクルプラザ

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

勝山・小月公民館、下関市リサイ
クルプラザ、菊川ふれあい会館、
豊浦・豊北総合支所

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
ごみの分別・減量と４R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

下関市リサイクルプラザ

クリーン推進
課

じん芥収集業務 クリーン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

下関市リサイクルプラザ

観光政策課 国際観光対策業務
地域に根ざした質の高いインバ
ウンドガイドの育成業務

地元ならではの観光案内の知識を身につけ、
質の高いおもてなしを学ぶ市民参加型講座の
実施

市内（宿泊施設ほか）

観光政策課 甲冑等保存活用業務
甲冑着付けボランティア募集・
着付け練習会の開催

武者行列参加者に衣装を着付けるボラン
ティアを募集するもの。

市民センター

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

生涯学習まちづくり
出前講座チラシ作成

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

公民館等

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

市内こども園・幼稚園

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

市内小学校等

文化財保護課 考古博物館教育普及業務 文化財講座 学芸員や外部研究者による講演会 考古博物館

菊川教育支所 公民館学級 きらめきはつらつ教室他３事業 地区市民学級・ふれあい活動 菊川ふれあい会館他

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
豊田ホタルの里
ミュージアム

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

各公民館、豊田生涯学習
センター

中央図書館 一般管理業務 下関市立歴史博物館歴史講座 歴史博物館学芸員による歴史講座 豊浦図書館

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

豊田図書館

歴史博物館 歴史博物館管理運営業務 関連講座 各展示に関連した講座を実施 下関市立歴史博物館

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

下関市立歴史博物館

歴史博物館 歴史博物館管理運営業務 展示解説 常設展、企画展及び特別展の解説を実施 下関市立歴史博物館

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 学校、まちづくり団体等

歴史博物館 東行記念館管理運営業務 関連講座 展示に関連した講座を実施 下関市立東行記念館

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 学校、まちづくり団体等

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
化粧文化や歴史、郷土ゆかりの人物に
ついての講座開催

豊北歴史民俗資料館

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による講演や
解説

美術館講堂およびオンライ
ン

北部事務所 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などの
講義を行う※新型コロナのため中止

市内小学校（「わたしたち
の下水道」のみ配布）

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などの
講義を行う※新型コロナのため中止

市内小学校（「わたしたち
の下水道」のみ配布）
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(2) 情報の提供と共有を行った施策

　〇広報誌等・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
開催場所
または

広報誌等の名称

国際課 国際親善交流業務 多文化共生パネル展 多文化共生推進計画を紹介するパネル展
本庁及び総合支所、海峡
メッセ、生涯学習プラザ

エリアビジョン
推進室／
観光施設課

まちの魅力再発掘プロジェクト
事業／観光施設整備（一般）

海峡エリア賑わい創出事業
海峡エリアにおける賑わい創出事業を企画
し、開催告知のためのチラシの制作を行った

あるかぽーと、火の山公園
イベント開催チラシ

エリアビジョン
推進室／
観光施設課

まちの魅力再発掘プロジェクト
事業／観光施設整備（一般）

海峡エリア賑わい創出事業
海峡エリアにおける賑わい創出事業を企画し、
開催告知のためのホームページの制作を行った

あるかぽーと、火の山公園
公式ホームページ

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

市報しものせき

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

令和２年度パートナー
シップ年次報告

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 市ホームページ

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 市ホームページ

まちづくり政
策課

住民自治よるまちづくり推進
業務

しもまちアプリの運用
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運用

しもまちアプリ

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 ホームページ掲載

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 冊子（消費者トピックス）

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
（特集）

市報しものせき

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 下関市男女共同参画レター

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

オープニングイベント、人権に関する標語
児童作品の表彰、講演会

しものせき２１、山口新聞

長寿支援課 高齢者措置調整推進
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

高齢者の在宅福祉・施設
サービスガイド

障害者支援課 意思疎通支援事業
下関市手話言語条例普及啓発ポ
スター・リーフレットの作成

下関市手話言語条例普及啓発ポスター・
リーフレットの作成

手話をもっと身近に

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
リック医薬品希望シール

貼ってアピール！ジェネ
リック医薬品希望シール

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
いつも元気に！いきいき国
保

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

健診結果を改善につなげよ
う

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

”たばこ”について考えて
みませんか？

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
後期高齢者医療保険料のお
知らせ

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

ゆめシティ

保健医療政策課 薬事等 6・26ヤング街頭キャンペーン ※新型コロナのため中止

健康推進課 健康診査事業 健康診査の周知 健康診査（がん検診含む）の説明と案内
健康診査のおしらせ、市報
しものせき、ホームページ

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のため、パネル
展示やリーフレットの配布

下関市役所本庁舎、
市内医療機関

健康推進課 健康教育事業 がん征圧月間キャンペーン
がん予防、がん検診受診勧奨のため、啓発
チラシの配布やパネル展示

保健センター、公民館、
支所等

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
乳がん・子宮頸がん検診受診率向上のた
め、啓発チラシの配布

保健センター、公民館、
支所等

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
認知症の普及啓発のため、関係団体を通じ
たチラシ等の配布

家族会、
地域包括支援センター等

健康推進課 感染症予防 肝臓週間キャンペーン
肝炎ウイルス検査の周知のため、啓発チラ
シの配布やパネル展示

下関市役所本庁舎

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、
啓発冊子等の配布）

本庁舎、各総合支所、
中央図書館

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 市ホームページ

健康推進課 不妊治療給付助成事業 不妊治療費の助成 不妊治療費助成制度の申請方法等の周知
市報、リーフレット
市ホームページ

健康推進課 不妊治療給付助成事業
医師、臨床心理士による不妊専
門相談

医師、臨床心理士による不妊専門相談の周
知

市報、リーフレット、子育
てアプリ、市ホームページ

健康推進課 母子保健相談支援事業
保健師等が家庭訪問時、子育て
に関する情報提供を行う

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

冊子

※太枠：事例紹介あり
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(2) 情報の提供と共有を行った施策

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

体験・交流のまち　しものせ
きグリーン・ブルーツーリズ
ム

農業振興課 農産物需要拡大事業 下関産農林水産物の生産者支援
下関産農林水産物や生産者の紹介、直売所
情報等の提供

ｗｅｂ版「しもマル．net」

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

市報しものせき（6月号・12
月号）

文化振興課 市芸術文化祭の開催 市芸術文化祭の開催 市芸術文化祭作品募集、入選者紹介
市報しものせき（8月号・10
月号・11月号・12月号）

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 洪水ハザードマップ

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

生涯学習まちづくり出前講
座チラシ作成

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

公民館等

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
下関市立歴史博物館ホーム
ページ

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 ワクワクれきはく

土井ヶ浜遺跡・
人類学ミュージ
アム

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

土井ヶ浜遺跡・
人類学ミュージ
アム

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「ホネホネウォッチング」開催の
情報提供

土井ヶ浜遺跡・人類学
ミュージアム

土井ヶ浜遺跡・
人類学ミュージ
アム

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、貝輪づくり」開催の
情報提供

土井ヶ浜遺跡・人類学
ミュージアム

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 豊北歴史民俗資料館

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 豊北歴史民俗資料館

美術館 展覧会開催業務
企画展オンラインイベント、関
連催事の動画公開

外部講師および内部講師（学芸員）に
よる解説、実施した催しの動画公開

オンライン（zoom）

美術館 普及教育業務 オンラインイベント
外部講師および内部講師（学芸員）に
よる解説

オンライン（zoom）

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

美術館広報誌『潮流』

美術館 普及教育業務 ウェブサイト、SNSの運用
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

下関市立美術館公式ホーム
ページ

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

水の情報誌ウォータートー
ク

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

消防ニュース・消防だより
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(2) 情報の提供と共有を行った施策

　〇その他

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 概　要
開催場所
または

広報誌等の名称

国際課 国際親善交流業務
姉妹都市ブラジルサントス市の
紹介

ブラジル料理を給食で提供する事業に合わせ、姉
妹都市サントス及び給食メニューのブラジル料理
を紹介する映像を作成し上映

市内小中学校

保健医療政策課 献血推進 令和３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

本庁

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2021 ※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

書面開催

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

勤労福祉会館／書面開催

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

唐戸市場 会議室／書面開催

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　作業部会

協議会の指針を受け実務担当者で協議 下関市役所 会議室

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

動物愛護管理センター
ホール

歴史博物館 歴史博物館管理運営業務 イベント 企画展及び特別展関連イベント 下関市立歴史博物館

歴史博物館 東行記念館管理運営業務 イベント 常設企画展関連イベント 下関市立東行記念館

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

長府浄水場

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

山陽終末処理場

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

長府浄水場及び高尾浄水場

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 下関市消防局
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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

　〇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 開始年月日 終了年月日

企画課 中山間地域づくり業務
下関市過疎地域持続的発展計画
の策定

過疎地域（豊田・豊北地域）における総合
的・計画的な対策実施のための計画

R3.7.1 R3.7.30

生活衛生課 食品衛生監視指導
令和４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 R4.2.1 R4.3.1

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 R4.1.19 R4.2.18

都市計画課
下関都市計画公園の見直し
基本方針

下関都市計画公園の見直し基本方針
（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 R4.1.19 R4.2.18

※太枠：事例紹介あり
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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

　〇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
開始年月日
または

実施年月日
終了年月日

エリアビジョン
推進室／
観光施設課

まちの魅力再発掘プロジェクト
事業／観光施設整備（一般）

海峡エリア賑わい創出事業
海峡エリアにおける賑わい創出事業を企画運営
し、事業実施後その効果検証を行うもの

R3.10.29 R3.11.30

生活安全課 市営墓地管理業務 市営墓地の維持管理
下関南霊園の便所及び休憩室に関する意向
調査

R3.8.31 R3.9.30

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事業映画
上映会の開催

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

R4.3.13 R4.3.13

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

R4.2.20
R4.3.5

R4.2.20
R4.3.5

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

R4.1.29
R4.2.27

R4.1.29
R4.2.27

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

R3.11.16 R3.11.16

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

R3.11.11   
R3.11.12     
R3.11.15

R3.11.11   
R3.11.12     
R3.11.15

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

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

R3.12.4 R3.12.4

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

R3.12.11 R3.12.11

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

R3.12.22　　　
R4.1.19　　　
R4.2.16

R3.12.22　　　
R4.1.19　　　
R4.2.16

障害者支援課 意思疎通支援事業
下関市手話言語条例 制定記念
講演会「手話の魅力」

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

R3.11.28 R3.11.28

健康推進課 地域・職域推進事業
健康課題（喫煙）に対する意識
調査（ｵﾝﾗｲﾝ方式）

各事業者の喫煙に対する意識調査を実施
し、協議会の取組検証に活用する

R3.8.31 R3.10.14

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、水質の状況調査、貝殻を使っての
工作教室※悪天候及び新型コロナのため中止

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

R3.5.31 R3.7.25

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
小学生を対象に海岸漂着ごみの発生源調査、
環境保全学習※新型コロナのため中止

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

R3.8.5 R3.8.8

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 R3.9.26

環境政策課 地球温暖化対策業務 秋の市民フェスタ 市民に対し、COOL CHOICE普及啓発を行う R3.10.3 R3.10.3

環境政策課 地球温暖化対策業務
レノファ山口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 R3.10.17 R3.10.17

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

R3.11.6 R3.11.27

環境政策課 地球温暖化対策業務 エコ・みらいマルシェ 市民に対し、COOL CHOICE普及啓発を行う R3.11.21 R3.11.21

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
ごみの分別・減量と４R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

R3.7.28
R3.8.11

R3.7.28
R3.8.11

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

R3.11.7 R3.11.7

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・外部研究者による考古学関連専門
講座

R3.4.24 R4.2.26

文化財保護課 考古博物館教育普及業務 体験学習教室 制作教室 R3.5.15 R4.3.26

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

R3.10.8 R4.1.19

土井ヶ浜遺跡・人
類学ミュージアム

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

R3.4.1 R4.3.31

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
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

R3.4.1 R4.3.31

※太枠：事例紹介あり
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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

　〇市民提案・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
開始年月日

または
実施年月日

終了年月日

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」メニューを募集する

R3.5.12 R3.7.7

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」メニューを募集する

R3.10.1 R3.10.29

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

R3.7.1 R3.8.31

　〇公聴会・広聴会（ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）・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 実施年月日 終了年月日

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

R3.6.22 R3.7.20

　〇その他

担当課 事務事業名 具体的な事業名または事業目的 概　要 意見件数 回答状況

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 495 495

都市計画課 地籍調査業務
地籍調査の実施に伴う個別相談
会を開催

例年地元説明会を開催していたが、新型コロナウイルス感染症
対策として令和２年度からは個別相談会として開催 18 18

都市計画課 地籍調査業務
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

16 16
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(4) 条例第１４条に規定する附属機関等

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 公立大学法人管理業務 下関市立大学新学部設置に関する有識者会議 -

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 5名

まちづくり政策課 ボランティア・ＮＰＯ推進業務
下関市指定管理候補者選定委員会
（しものせき市民活動センター）

-

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 2名

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 2名

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 -

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 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 2名

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 2名

長寿支援課 満珠荘管理運営業務
下関市指定管理候補者選定委員会
（下関市満珠荘）

-

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 2名

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 1名

担当課 事務事業名 附属機関等名称
公募

委員数
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(4) 条例第１４条に規定する附属機関等

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 へき地医療業務
下関市指定管理候補者選定委員会
（下関市島戸診療所）

-

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 健康づくり推進事業 下関市自殺対策連絡会議 -

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 小児慢性特定疾病対策 小児慢性特定疾病審査会 -

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 2名

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 -

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 近代先人顕彰館管理運営業務
下関市指定管理候補者選定委員会
(下関市立近代先人顕彰館)

-

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 -
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(4) 条例第１４条に規定する附属機関等

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 1名

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 -

交通対策課 下関市駐車場整備計画策定業務 下関市駐車場整備計画審議会 -

交通対策課 下関市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 -

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 -

豊北総合支所
建設農林水産課

角島地域資源活用総合交流施設管理
運営業務

下関市指定管理候補者選定委員会
（下関市角島地域資源活用総合交流促進センター） -

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 -

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 青少年対策費　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 -

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 -

中央図書館 一般管理業務 下関市立図書館運営協議会 -

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 -

美術館 管理運営業務 下関市立美術館協議会 -

浄水課 長府浄水場更新事業 下関市上下水道事業経営審議会 -

※太枠：事例紹介あり
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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

　〇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

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

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

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
ラザにおける情報の提供

パンフレットスタンド、掲示板による、
ポスター印刷物等の配布、掲示等

生涯学習課 総合的推進業務 情報提供 チラシ掲示

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

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

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

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

※太枠：事例紹介あり
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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

　〇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

観光政策課 甲冑等保存活用業務 甲冑等衣装の貸付
下関の伝統イベントや観光宣伝等に対
し、衣装を貸し出しするもの。

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

市民活動支援
下関市豊浦コミュニティ情報プラザ（事務室の一
部）を豊浦地区まちづくり協議会に無償で貸与

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

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

中央図書館 一般管理業務 市民活動支援 室の提供

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）

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
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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

　〇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

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を開催。相互に活動等
を発表し、協働の可能性を探った。
※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 ボランティアギルド制度の運用
市民とボランティアの参加を望む団体に関する情報
を登録し、交流を図り、活動をサポートする制度

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・会長意見交
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

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※新型コロナのため中止

子育て政策課 子どもの未来応援事業
子どもの未来応援連携会議、子どもの
未来応援ネットワーク研修会、子ども
の居場所連携交流会の開催

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

農業振興課 農産物需要拡大事業
下関産農林水産物の生産者と消
費者の交流

生産者と消費者のコミュニティサイトと
して、フェイスブックグループの開設
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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

　〇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。国際交流
事業を推進する事業に対し補助金を支給

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」、「災害図上
ゲーム（DIG）」、「避難所運営体験」

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

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 町民館建設事業費等補助金
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※新型コロナのため中止

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

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 地域介護予防活動支援事業 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
行う住民グループに対して助成

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

保健医療政策課 薬事等 山口県薬物乱用防止推進員に対する講座 薬物乱用防止対策について

保健医療政策課 救急医療対策業務 講師派遣、出前講座等 こどもの救急、救急体制について

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

観光政策課 観光宣伝業務 観光イベント開催事業補助金の交付
観光イベント（海峡まつり、海峡花火大会、馬関
まつり）に対し補助金を交付するもの。

スポーツ振興課 生涯スポーツ振興 地域スポーツ活動振興業務補助金 地域のスポーツ振興活動に対する補助

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開催
に対する補助

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育成業務補助金
下関市スポーツ少年団が行う加盟団体交流
育成事業に対する補助

スポーツ振興課 体育協会育成業務 下関市体育協会育成業務補助金
下関体育協会が行う競技スポーツ推進事業
及びスポーツイベント開催事業に対する補助

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・海峡ウォーク開催に対する補助
※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開催に対する
補助

スポーツ振興課 大会開催助成業務 全国大会等開催補助金
中国大会以上の各種競技大会開催に対する
補助

※太枠：事例紹介あり
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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

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
関釜親善スポーツ交流大会等開催に対する
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
下関市市街地再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

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

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

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

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

コミュニティづくり推進業務 町民館整備事業補助金
地域共同活動支援のための自治会に対する
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

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

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 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

　〇その他

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３年度新規採用職員を対象とした研修

スポーツ振興課 生涯スポーツ振興 下関市スポーツ推進委員の活動補助
下関市スポーツ推進委員協議会事務局を設置
し、そ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 下関市レクリエーション協会の活動補助
下関市レクリエーション協会事務局を設置
し、そ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
下関市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
の事務局を設置し、その活動を事務的に補助

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の活動補助
下関市スポーツ少年団本部（事務局）を設置
し、そ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

　〇市民活動団体へ委託を行った事業

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

障害者支援課 意思疎通支援事業 手話奉仕員養成講習会開催運営事業 手話奉仕員養成講座の開催

障害者支援課 意思疎通支援事業 休日夜間等手話通訳者等派遣事業 意思伝達の仲介

障害者支援課 意思疎通支援事業 下関市要約筆記者養成講習会開催事業 要約筆記者養成講習会の開催

障害者支援課 意思疎通支援事業 下関市要約筆記者等派遣事業 意思伝達の仲介

障害者支援課 意思疎通支援事業 下関市盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 意思伝達の仲介

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、水質の状況調査、貝殻を使っての
工作教室※悪天候及び新型コロナのため中止

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 市民体力テスト会開催業務
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 レクリエーションスポーツ普及業務
レクリエーションスポーツ普及のためのイベン
ト等実施

スポーツ振興
課

生涯スポーツ振興
新春レクリエーション・ニュースポーツ
普及大会運営等業務

新春レクリエーション・ニュースポーツ普及大
会の開催

スポーツ振興
課

競技スポーツ推進
競技スポーツ指導者（公認審判員）養成
講習会開催業務

競技スポーツ指導者（公認審判員）養成講習会
の開催

スポーツ振興
課

競技スポーツ推進
山口県読売駅伝下関市代表選手選考会等
実施業務

山口県読売駅伝における下関市代表選手選考会
の開催及び下関市選手団の輸送

スポーツ振興
課

地域スポーツ活性化推進事業
地域コミュニティ創出事業「スポーツ体験
教室」運営等業務

スポーツ体験教室の開催

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
理を行うもの

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
を行うもの

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３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

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

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）及び雑入の
徴収事務

※太枠：事例紹介あり
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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

　〇市民活動団体等と協力して行った事業

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／
観光施設課

まちの魅力再発掘プロジェクト事
業／観光施設整備（一般）

海峡エリア賑わい創出事業
海峡エリアにおける賑わい創出事業を企画運営
し、事業実施後その効果検証を行うもの

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

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

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

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

まちづくり
政策課

住民自治によるまちづくり推進業
務

しもまちスタンプラリー２０２１
15地区まちづくり協議会によるスマートフォン
を使ったデジタルスタンプラリーを開催

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

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
市と協力して地域で認知症に関する
ボランティア活動を実施

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
市とキャラバン・メイト（講師）が連携し、認
知症の普及啓発、認知症サポーターを養成

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
例年水産大学校と共同で環境関連イベントを実
施するもの※新型コロナのため中止

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

観光政策課 観光宣伝業務 観光イベントの開催にかかる事業共催 しものせき海峡まつり、馬関まつりへの共催

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
下関市スポーツ推進委員協議会が主催する左記大
会について市共催※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 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

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

※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
つのしま夕やけマラソン　　　　　　　　　　　　　　　
（コロナ感染拡大防止のため中止）

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

豊北総合支所
市民生活課

For Kidsプラン啓発事業 第２２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

古墳の森散策

文化財保護課 考古博物館教育普及業務 市民と市民がふれあう交流イベントの実施
子供の居場所連携交流会の開催に伴う体験
学習の実施

文化財保護課 考古博物館教育普及業務 パラリンピック採火式

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

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

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

美術館 普及教育業務 夏休み子ども造形教室
創作活動をする市民団体のメンバーを講師に、
ワークショップを実施

※太枠：事例紹介あり
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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

　〇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 14 1 1

まちづくり
政策課

住民自治によるまちづくり推進
業務 2

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 4

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

スポーツ振興
課

生涯スポーツ振興 76

豊浦総合支所
地域政策課

豊浦地区コミュニティづくり
推進事業 2 3

豊北総合支所
地域政策課

生涯スポーツ振興業務 1

生涯学習課 社会教育総務費　一般管理業務 11 15 46 3 6 0 6 20 14

美術館 管理運営業務 4

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３年度)





令和3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

R3.5.30 あいれんか（愛憐花） 1

R3.8.10 下関空襲・終戦展実行委員会 2

R3.11.13 NPO法人 JACFA下関支部・カナダ友好協会 3

R3.11.23 関門五行歌会 4

R3.11.29 下関図書館友の会 5

R3.12.18 朗読ハウスもがも家 6
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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

あいれんか（愛憐花）

癒されて・・・　高杉晋作の休息

２０２１年５月３０日(日)天候[晴れ]
　　　　　[ １１：００～１２：００ ]

東行庵

　あいれんか(愛憐花）は笑顔と癒しをテーマに、障害と難病への理解を求めて活動しています。

　この日は山口きらめき財団の助成事業として、作品展＆三味線演奏のオンライン配信のための
撮影会が行われました。本来であれば、６月６日(日）～６月２０日(日)の期間中、東行記念館１
階 講堂での作品展、１２日(土)・１３日(日）は三味線演奏会が行われる予定でしたが、新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響ため中止せざるを得なくなりオンライン配信となりました。上田代
表は、コロナ禍で自粛生活を余儀なくされ、辛い思いをされているみなさんを少しでも元気づけ
たいと、自身が描く地蔵画と音とのコラボを企画しました。新型コロナウイルスの退散を願っ
て、件（くだん）も描き展示していました。
　今回この企画に賛同し参加したのは、市民活動団体「はぁとふりぃ下関」の会員、福田浩三さ
んの観音様の切り絵や１６歳の高校生、市竹康資さんの三味線演奏、撮影には市民活動団体 ‟あ
なろぐの会”の岸田代表が徳山から来られ協力しました。市竹さんと上田代表との出会いは、悩
みながら訪れていた川棚の青龍湖（舟郡ダム）で三味線を弾いていたところ偶然出会い、新たな
出発としてこの企画の参加となりました。

　晴天に恵まれたオンライン撮影会は、高杉晋作が最も好んだ花 ‟梅”が植えられている梅園の
側で行われました。三味線の音が地蔵画作品のBGMとなり、まるで晋作の合いの手までもが聞こえ
てくるような時間でした。また、初代藩主の梅処尼が好んだ花菖蒲の時期と重なり見事な花が見
頃でしたが、オンライン配信のみとなったのがとても残念でした。

　この企画の配信は、６/１３(日）から、YouTube「癒しの理照さま」で配信されます。是非ご覧
になってください。

三
味
線
演
奏
の

市
竹
康
資
さ
ん

福田浩三さん

　　作品

　〔観音様〕

その昔山口では、件（くだん）が
疫病を鎮めたといわれています。

※件（人の顔をした牛の妖怪）

上田理美 代表 （左から ２番目）
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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

下関空襲・終戦展実行委員会

下関空襲を切り撮った写真家　上垣内茂夫さんは慰問カメラマンだった

２０２１年８月１０日(火)天候[晴れ]
　　　　　[ １１：００～１１：３０ ]

しものせき市民活動センター

  戦後７６年の節目に合わせ、「下関空襲・終戦展実行委員会」の主催による『下関空襲終戦
展』が８月１１日〜１８日まで当センターで開催されました。平成１７年（終戦６０周年）の
夏より毎回テーマを変えて企画展をされていますが、１７回目のテーマは、下関空襲で焼け野
原となった中心市街地を撮影したことで知られ、また慰問カメラマンとして活動されていた上
垣内茂夫氏に焦点をあてられたものでした。市内でカメラ店を営み、太平洋戦争中は慰問カメ
ラマンとして、出征兵士に送る故郷の農村や家族の日常の一コマなどを撮影し、会場には、空
襲直後の写真だけでなく、残されていた旧日本海軍旗がついた風車を掲げる子どもなどの慰問
写真も並んでいました。
上垣内氏が２１歳当時、陸軍歩兵学校に向かう途中の横浜駅で関東大震災に遭遇し、後に被災
地の臨場感を伝えられなかった経験から危険を冒してまでも、終戦間際の空襲で焦土と化した
下関を撮影していくことに繋がったとみられています。
　下関市は明治時代から要塞砲兵大隊が置かれ、軍事上の重要な役割を担っていた為、太平洋
戦争では、１９４４年６月ごろから焼夷弾による空襲の被害を受け、１９４５年６月２９日、
７月２日の空襲により、市街地ほぼ全てを焼き尽くされ、壊滅的な惨状となり、３２４人が犠
牲となりました。井手代表のお話を伺いながら、展示を拝見し背景を感じることができ、より
一層当時の様子を体感する事ができました。
その時代を生きた歴史を後世へ語り継ぎたいという井手代表の想いの詰まった展示会へ来年開
催の折には足を運ばれてみてはいかがでしょうか。

　出征した兵士に送る

　日常写真の数々

下関空襲で焼け野原

となった中心市街地

慰問袋
瀬谷さん　　　井手代表　　　大濱さん

会
期
中
の
様
子
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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

NPO法人 JACFA下関支部・カナダ友好協会

第17回　英語絵本贈呈式

２０２１年１１月１３日(土)天候[晴れ]
　　　　　[ １４：００～１５：００ ]

下関市立中央図書館

　カナダ友好協会は、1948年に日本とカナダの友好と世界の平和を願って、Rev.Cannon　
Gordon　Nakayama氏によって設立され、1984年からは、カナダの日系人の援助活動を開始し、
多文化交流などで国際交流理解の増進と、世界の人々との友情の道を進むために活動してお
り、同下関支部は、前身であるボランティア団体『下関ベンチャークラブ』から2008年に名称
を改めて、全国に１０箇所ある支部のうちの一つとして活動を続けています。
　下関市立中央図書館への絵本の寄贈のきっかけは、2003年当時、英語の絵本が1冊もなく子
ども達が英語に触れる機会も限られていたことでした。バザーの売り上げなどの活動収益金の
一部で絵本を購入し寄付したところから始まり、今回の22冊を含め累計588冊を寄贈していま
す。図書館の利用者にそれらの本を活用して頂く為に英語の絵本に触れるきっかけづくりとし
て18年前に読み聞かせの会をスタートし、現在もその活動は続いています。
　今回寄贈された絵本は、「友情を育むもの」「愛について」「命の重さについて」「多様性
について」というテーマが揃っており、コロナ禍の今だからこそ、人との関係性においての
『大切なこと』を見直す道標になりそうですね。
　コロナ感染拡大防止のため、下関市立中央図書館での読み聞かせは中止となっていますが、
「You Tubeチャンネル」を開設し、おすすめ絵本の読み聞かせの動画配信を始められていま
す。気になった方は、是非検索されてご覧になり、実際に図書館でその絵本を手に取られてみ
てはいかかでしょうか。

　　▲　児玉教育長（左）林副会長　 ▲　江原館長（左）　林副会長　　能登原下関支部長

▶
カ
ナ
ダ
友
好
協
会

 
 

の
皆
さ
ん
と

▶
4
階
特
設
コ
ー
ナ
ー

　
　
（
寄
贈
絵
本
）
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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

関門五行歌会

秋の五行歌展in下関

２０２１年１１月２３日(祝・火)天候[くもり]
　　　　　[ １０：３０～１１：３０ ]

下関大丸７階 ＪＯＩＮ０８３

レ
ポ
ー
ト

　「五行歌」とは、短歌・俳句に続く第三の短詩型で、五行に書くというほかに特に制約はな
く、季語もなく、大人でも子どもでも気軽に楽しめる歌のことです。
  関門五行歌会は、五行歌を発表し合い、合評する歌会を中心として学習研究を行い、展示な
どを通して、広く市民の方に五行歌の魅力を発信する活動をされています。

　今回は、１１月２０日～２３日にかけ、関門五行歌会の色紙展と全国組織の「五行歌の会」
写真パネル展にあわせて「漂彦龍ＶＳアーティスト展」が下関大丸で開催されました。「漂彦
龍」とは会の代表である佐々木氏の歌人名で、漂彦龍氏が詠んだ五行歌に、写真や絵画、アニ
メーションの背景美術などのアーティストたちが独自のイメージを表現し、歌と合体させた作
品が展示されていました。日常生活の中での情景が浮かんでくるような歌から、「なるほど」
と思わせるもの、奥深い作品など、どの歌も五行の中に見事に表現されていました。

　佐々木代表いわく、五行歌の魅力を一言でいうと「自由」。五行という縛り以外は何の制約
もないので、幼児から高齢の方まで、あるいは、言語や学習や認知に障害を抱えている方たち
も、それぞれの思いを自由に表現できます。
  また、埼玉県の中学校では、授業で五行歌を書く時間があり、子どもたちの思わぬ本音が出
て、それが教育現場で評判になっているなどの話から、今後の会の活動として、コロナが落ち
着いたら、下関市の学校でも教育現場に五行歌を取り入れるような働きかけをし、活動の場を
広げて行きたいと話されていました。

　今回の取材を通して、佐々木代表の五行歌に対する熱い思いに触れ、「五行歌だったら、私
にも書けるかも？」という気持ちにさせられました。

左：恵遊さん（会員）

中央：漂彦龍氏（会代表）

右：MICHIYOさん（アーティスト）

な
に
も
な
い
と
い
う

豊
か
さ
を

感
じ
て
い
ま
す

そ
う

な
に
も
な
い
の
で
す

伝説の歌人　故・其田英一氏の歌　
関門五行歌会の 
     冊子『ぺんで』

天井から吊り

　　関門五行歌会色紙展　　　

五行歌の会写真パネル展

漂彦龍VSアーティスト展

漂彦龍
 ×エド・はるみ 
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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

下関図書館友の会

「図書館の写真パネル展」

２０２１年１１月２９日(月)天候[晴れ]
　　　　　[ １３：４５～１５：００ ]

下関市立中央図書館

　下関図書館友の会は、市内に在る図書館が広く市民に開かれ、利用され、居心地の良い場所
となることを願い、講演会の開催や各地の図書館見学、会員同士の情報交換や会報の発行など
を行っています。また、市などに対して「要望書」を提出するなど、市民の声を市や図書館に
届ける活動をされています。　

　今回は、１１月２７日から下関市立中央図書館で開催されている「地域に育つ くらしの中の
図書館」をテーマとした「図書館の写真パネル展」を取材させていただきました。
  展示されている写真パネルは、写真家 漆原 宏（うるしばら・ひろし）さんが、４０年にわ
たり、各地の図書館の風景をカメラのファインダー越しに見つめ続けた約３万６千点もの写真
の中から、「図書館の熱気のようなものを感じてもらえたら嬉しい」と推す一冊目の写真集に
掲載されているものだそうです。
　まさにその通り「図書館の熱気」が感じられる写真の数々が展示されていて、少し懐かしい
図書館の風景から、子どもたちの豊かな表情を切り取った写真など、図書館が、子どもたちか
らお年寄りまで、障害のある方から病院に入院されている方にまで、必要とされ、地域に愛さ
れている様子が伝わってきました。

　取材当日は、児玉教育長も見て回られ、また、中央図書館の職員の方々が、会場のレイアウ
トを見やすいように動かされている姿から、下関図書館友の会と市や図書館との良い関係性が
見て取れました。

　そして、会場の一角には、会の方がアルバム状にファイルされた写真があり、その中には、
懐かしい下関の中央図書館や長府図書館の写真もありました。

　最後に、下関図書館友の会の田口代表にとって、図書館とはどんな存在かをお聞きしたとこ
ろ「私を支えてくれる場所」という答えが返ってきました。皆さんも、心が疲れた時など、癒
されに図書館に足を運んでみてはいかがですか？

　タイトル  「うれしいな」
  の写真が看板に

漆原 宏さんの写真や
プロフィール、言葉が

貼ってあるパネル

１９３９年　東京生まれ

言葉の締めくくりは、

「ぼくは、やっぱり図書

館が大好き」なんです。

田口代表（右）

　　と中央図書館の職員

児玉教育長（左）

　　   と田口代表（右）

下関の中央図書館（右上）と長府図

書館（右下）の写真が入ったファイル

「写真パネル展」の様子
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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

朗読ハウスもがも家

暗闇のお話し会

２０２１年１２月１８日(土)天候[晴れ]
　　　　　[ １１：４５～１２：１５ ]

長府庭園　（ 三の蔵 ）

 『長府庭園 de 楽しむクリスマス』に、朗読ハウスもがも家のみなさんが‟暗闇のお話し会”で
参加しました。演目は「あらしのよるに」と「マッチ売りの少女」。そしてドイツ発祥の楽器、
ライアー演奏と歌で「アメイジンググレイス」「サイレントナイト」が披露されました。

　田丸代表は、暗闇の中の朗読ということで演目を悩んだそうですが、あらしのよるには、暗闇
の中から話しがスタートする物語であること、マッチ売りの少女は時期なども踏まえた全体のイ
メージで選んだそうです。馴染みのある話でしたが、暗闇で聞くと余計なものにとらわれず、物
語をより敏感に想像することができました。また、物語の演出として効果音や照明を上手く使っ
て表現しており、一層楽しむことができました。

　暗闇のお話し会で朗読をした皆さんに、朗読を始めた切っ掛けなどお聞きしたところ、朗読を
学ぶ所を探していたがなかなか見つからず通りすがりに偶然看板を見つけて訪ね、そこから新し
い人生が始まった方。読み聞かせをしており長い文章が得意ではなかったが、学ぶことによって
気づきや自信が持てるようになった方。声を出すことによって健康な体を保つことができるこ
と、年代の違うメンバーでいろいろな会話ができることが楽しい。など、みなさん朗読が自身に
とてもいい影響を与えていました。

　朗読ハウスもがも家は現在、長府公民館で月2回朗読の勉強会をしています。プロの声優・ナ
レーターの田丸代表に朗読を学び、地域で活躍してみませんか。

ライアー演奏

中心は音響担当の渡氏

会場の「三の蔵」

代
表
の
田
丸
氏
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資料３

令和３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４年（2022 年）１１月７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 竹内 裕二

令和３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４年６月１０日付け下ま第８３２号にて諮問のありました、令

和３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で提出された意見のうち、公表の対象となら

なかったものについて、その理由及び妥当性を説明する等の取扱に

ついて検討を行うこと。

２ パブリックコメントを実施する際、その対象を簡潔に説明する資

料の準備や意見を記入しやすい様式について検討を行うこと。また、

より広く意見を収集するため、身体に障害のある方でも意見を提出

することができるよう工夫すること。あわせて、より多くの意見が

提出されるよう広報を充実させ、意見投函箱の設置場所を増やす検

討を行うこと。

３ 市が行う広聴制度を使いやすいものにするよう検討を行うこと。

４ 附属機関等の委員の構成について、公募委員の選任を増やすとと

もに、適切な選任期間や女性の登用率について、いつまでに、どの



程度の水準に、どのような取組を行うか、提示する取組を進めるこ

と。女性の登用率が充て職に影響される場合、その充て職の設定に

ついて適切であるか検討を行うこと。また、若年層の委員への登用

について、現状を踏まえ、若年層が参加しやすい条件づくりの議論

を進めること。

５ 当審議会は役割が定められているため、審議会の在り方、各市民

参画を進めるための具体的な取組等を議論する機会が少なく、新た

な部会の設置や民間ベースのシンクタンクの設置について議論を進

めること。

以上
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