
 

高崎市市民参加推進計画 

平成 18 年度実施計画 実施状況報告 

 

１ 市政運営の各過程への市民参加に向けた取り組み（行政への参加） 

  （１）市政情報の提供、市民ニーズの把握 .............................................  

①各種情報誌等の発行 
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※ 18年度実施計画の期間は、市民参加推進計画の策定時期に合わせ、 

平成 18年 10月から平成 19年 3月までです。 
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平成 18 年度 市民参加の状況 

 

平成 18 年度は市民参加推進計画の初年度となることから、全庁的な推進体制を整える

ため、副市長以下、全部局長で構成する市民参加推進連絡会議を設置し、市民参加施策

に関する情報共有を図るとともに、平成 19 年度実施計画の策定について協議を行った。 

また、市民参加に対する職員の理解を深めるため、「市民社会パートナーズ」代表の庄

嶋孝広氏を講師に招き、『行政活動への市民参加の意義、具体的な手法と実例等』をテー

マにした講演会を 2 月に開催した。 

市民参加推進計画平成 18 年度実施計画に基づいて実施された事業の実施状況は、以下

のとおりである。 
 

 

１ 市政運営の各過程への市民参加に向けた取り組み（行政への参加） 

（１）市政情報の提供、市民ニーズの把握 

①各種情報誌等の発行 

No. 事業名 実施状況 担当課 

1 外国語ニュースレター 

（英語、中国語、ポル

トガル語） 

行政情報や生活情報を盛り込んだ在住外国

人向けのニュースレターを毎月 500 部発行

し、希望する外国人に郵送するとともに、市

役所や入国管理局等で配布した。 

秘書課 

2 広報高崎 市政に関する様々な情報を盛り込んだ広報

紙を、毎月 1 日と 15 日に発行し、市内全世

帯に配布した。 

広報広聴課 

3 高崎市ホームページ 各課の業務内容をはじめとする様々な市政

情報をタイムリーに発信し、毎月平均 12 万

回のアクセスがあった。 

広報広聴課 

4 情報公開制度パンフレ

ット 

本市の情報公開制度を周知するためのパン

フレットを 1,000 部作成し、本庁及び各支所

で配布した。 

市民生活課 

5 個人情報保護制度パン

フレット 

本市の個人情報保護制度を周知するための

パンフレットを 1,000 部作成し、本庁及び各

支所で配布した。 

市民生活課 
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No. 事業名 実施状況 担当課 

6 消費生活センターニュ

ース 

市民が悪質商法の被害に遭わないよう、消費

者啓発を図るための情報誌を 10 月と 3 月に

発行し、市内全世帯に配布した。 

市民生活課 

市民相談室 

7 バモス第９号 男女共同参画に対する理解を深めるための

情報誌を、公募市民の編集員とともに 3 月に

発行し、市内全世帯に配布した。 

人権男女共同

参画課 

8 水のめぐみ 上下水道事業に関するお知らせを掲載した

情報誌を 11 月と 2 月に発行し、市内全世帯

に配布した。 

上下水道事業

総務課 

9 広域圏だより 広域圏内（高崎市、安中市）の様々な情報や、

広域圏組合事業を周知するための情報誌を3

月に発行し、市内全世帯に配布した。 

広域企画課 

10 国際交流協会会報 国際交流イベントや国際理解教室に関する

情報を掲載した会報を 4 回、各 1,000 部作成

し、国際交流協会会員に発行するとともに、

市民向けに市役所国際交流コーナーで配布

した。 

秘書課 

11 観光たかさき 本市の観光情報を掲載した情報誌を、12 月

と 3 月に各 9,000 部発行し、市役所市民情報

センター等で配布した。 

観光課 

 

②説明会、セミナー等の開催 

NO. 事業名 実施状況 担当課 

12 国際理解講座 市民の国際理解を目的とした講演会を 6 回、

海外料理教室を 7 回開催し、485 人の参加が

あった。 

秘書課 

13 地域懇談会 第 5 次総合計画の策定にあたり、本市のまち

づくりの基本方針を市民へ周知することを

目的に、「市長と語る～交流と創造の都市づ

くり」をテーマにした懇談会を市内 10 ヶ所

で開催し、1,850 人の参加があった。 

総合計画策定

室 

14 市有施設見学会 市政への理解や関心を深めてもらうことを

目的に、無料で参加できる市有施設見学会を

8 回開催し、200 人の参加があった。 

広報広聴課 
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NO. 事業名 実施状況 担当課 

15 資料展示会 「高崎市史資料集１ 高崎城絵図」に掲載さ

れた資料の公開と解説を行う展示会を 10 月

に開催し、565 人の参加があった。 

総務部庶務課 

16 男女共同参画セミナー

「キャリアアップ」 

女性の社会参画を進めるため、「今、企業が

求める人」「これからの女性の仕事」をテー

マに、女性起業者に成功法を聞くセミナーを

3 月に開催し、23 人の参加があった。 

人権男女共同

参画課 

17 男女共同参画セミナー

「ムダなく ラク旨 簡

単ご飯」 

男女共同参画の視点から、男性や初心者も大

歓迎の、1 日に食べる量を考えるセミナーを

12 月に開催し、18 人の参加があった。 

人権男女共同

参画課 

18 人権を考える市民の集

い 

市民の人権意識の高揚を目的に、小中学生か

ら募った標語・作文・絵画の表彰・発表や、

講師を招き「命をどう教えるか」をテーマに

した講演会を 11 月に開催し、320 人の参加

があった。 

人権男女共同

参画課 

19 食と農を育むセミナー 農業生産者と消費者の相互理解の場とする

ため、講師を招き「魅力あふれる直売所を作

るためのポイント」などをテーマにした講演

会を 2 月に開催し、70 人の参加があった。 

農政政策課 

20 グリーンツーリズム 地元農業への理解を深めてもらうことを目

的に、野菜の収穫や加工などの農業体験がで

きる日帰りバスツアーを 3 回開催し、96 人

の参加があった。 

農政政策課 

21 景観まちづくり講演会 景観まちづくりに対する理解を深めてもら

うことを目的に、講師を招き「長浜、黒壁、

まちづくり」をテーマにした講演会を 2 月に

開催し、330 人の参加があった。 

都市計画課 

22 高崎経済大学 公開講

座 

地域文化の向上と生涯学習の一助とするこ

とを目的に、「観光とまちづくり」をテーマ

にした、本学教員による公開講座を 12 回開

催し、117 人の参加があった。 

経済大学事務

局庶務課 
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NO. 事業名 実施状況 担当課 

23 高崎経済大学 経済学

部リレー講義 

「新地場産業に挑戦する地域の企業と経営」

をテーマに、各界で活躍する専門家等を講師

に迎え、リレー方式の公開講義を 15 回開催

し、7,598 人の参加があった。 

経済大学事務

局教務課 

24 市民開放講演会 講師を招き、「魅力ある都市のサービス空間」

をテーマにした講演会を 11 月に開催し、35

人の参加があった。 

経済大学附属

図書館事務室 

25 市民公開シンポジウム 「近代群馬のあけぼの－近代群馬の地域特

性を考える－」をテーマに、基調講演のほか、

パネリストを招いてのディスカッションを

11 月に開催し、112 人の参加があった。 

経済大学附属

図書館事務室 

 

26 学術文化講演会 講師を招き、「人口減少社会の到来で地域間

格差は縮小するか？」をテーマにした講演会

を 11 月に開催し、17 人の参加があった。 

経済大学附属

図書館事務室 

 

27 生涯学習まちづくり出

前講座 

職員等が講師となり、市の様々な仕事や専門

知識を内容とした各種出前講座を 67 回開催

し、3,095 人の参加があった。 

社会教育課 

28 若者のための選挙講座 職員が講師となり、若者の投票参加を啓発す

るための講座を 12 月に開催し、15 人の参加

があった。 

選挙管理委員

会事務局 

  

③アンケート調査、モニター調査、意向調査の実施 

NO. 事業名 実施状況 担当課 

29 各種団体等提言依頼 第 5 次総合計画の策定にあたり、市内で活動

する 18 の団体から「これからの高崎市のま

ちづくり」に対する提言をいただいた。 

総合計画策定

室 

30 学生と語る会 第 5 次総合計画の策定に学生の意見を反映

させるため、「これからのまちづくり」をテ

ーマに、高校生 9 人、大学生 50 人の参加に

よる意見交換会を行った。 

総合計画策定

室 

31 市政モニター 市政モニターとして委嘱した公募市民ら 23

人から、市政に対する意見や要望を 46 件寄

せていただいた。 

広報広聴課 
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NO. 事業名 実施状況 担当課 

32 美術館展覧会入館者ア

ンケート調査 

展覧会の企画や広報活動などの参考とする

ため、入館者に対するアンケート調査を行

い、1,742 人から回答をいただいた。 

文化課美術館 

33 男女共同参画に関する

市民アンケート調査 

男女共同参画計画の改定にあたり、男女共同

参画に対する市民の意向を把握するため、18

歳以上の市民 5,000 人を対象としたアンケ

ート調査を行い、2,422 人から回答をいただ

いた。 

人権男女共同

参画課 

34 商工情報モニター 市内企業の生産・販売状況や商工行政に対す

る意見を把握するため、企業 70 社をモニタ

ーとするアンケート調査を 4 半期毎に行っ

た。 

産業課 

35 景観計画策定アンケー

ト調査 

景観計画の策定にあたり、景観まちづくりに

対する市民の意向を把握するため、20 歳以

上の市民 4,000 人を対象にアンケート調査

を行い、1,341 人から回答をいただいた。 

都市計画課 

 

 

（２）政策の立案（Plan）過程 

①審議会等の開催  

NO. 審議会等の名称 実施状況 担当課 

36 たかさき地球市民環境

会議 

市民・企業・教育・行政の 4 部会会議と、代

表者で構成する委員会を各 1 回開催し、「地

球市民環境会議」や「地球市民の日」の企画・

運営などについて検討を行った。 

秘書課 

37 まちづくり市民会議 高崎・倉渕・箕郷・群馬・新町・榛名の各地

域の市民会議を計 61 回開催し、市民が各地

域のまちづくりについて主体的に検討を行

い、その成果を第 5 次総合計画への提言とし

てとりまとめた。 

総合計画策定

室 

各支所地域振

興課 

38 男女共同参画推進懇話

会 

会議を 3 回開催し、男女共同参画計画に基づ

く、男女共同参画社会形成のための施策の推

進について協議、検討を行った。 

人権男女共同

参画課 
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NO. 審議会等の名称 実施状況 担当課 

39 安全なまちづくり協議

会 

会議を 1 回開催し、安全なまちづくり基本指

針の策定について協議、検討を行い、提言の

とりまとめを行った。 

交通地域安全

課 

40 国民健康保険運営協議

会 

会議を 2 回開催し、国民健康保険の運営に関

して必要な事項の調査、審議を行った。 

保険年金課 

41 障害者福祉計画策定懇

話会 

会議を 4 回開催し、障害者の自立と社会参加

を支援するための施策に関する提言のとり

まとめを行った。 

障害福祉課 

42 箕郷第一保育園建設検

討委員会 

会議を 2 回開催し、保育園の設計等に留意す

る事項や、事業の進捗状況について協議を行

った。 

保育課 

43 介護保険運営協議会 会議を 4 回開催し、介護保険事業計画の策定

及び進行管理等に関する事項や、その他高齢

者保健福祉に関する施策について協議を行

った。 

長寿社会課 

44 環境審議会 会議を 1 回開催し、「たかさき環境白書」に

基づき、環境基本計画の進捗状況について審

議を行った。 

環境政策課 

45 高崎市商工業振興審議

会 

会議を 2 回開催し、本市の商工施策の実施状

況について審議を行った。 

産業課 

46 都市計画審議会 会議を 3 回開催し、本市の都市計画に関する

事項について調査、審議を行った。 

都市計画課 

47 都市景観審議会 会議を 1 回開催し、魅力ある都市景観を形成

するための景観行政のあり方について審議

を行った。 

都市計画課 

48 バリアフリー基本構想

推進会議 

会議を 1 回開催し、交通バリアフリー基本構

想に基づく施策の進捗状況について協議を

行った。 

都市計画課 

49 緑化審議会 会議を 1 回開催し、本市の緑化施策に関する

事項について審議を行った。 

公園緑地課 

50 倉渕地域審議会 会議を 3 回開催し、新市建設（基本）計画の

進捗状況など、市町村合併後の倉渕地域のま

ちづくりについて審議を行った。 

倉渕支所地域

振興課 
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NO. 審議会等の名称 実施状況 担当課 

51 箕郷地域審議会 会議を 3 回開催し、新市建設（基本）計画の

進捗状況など、市町村合併後の箕郷地域のま

ちづくりについて審議を行った。 

箕郷支所地域

振興課 

52 群馬地域審議会 会議を 4 回開催し、新市建設（基本）計画の

進捗状況など、市町村合併後の群馬地域のま

ちづくりについて審議を行った。 

群馬支所地域

振興課 

53 新町地域審議会 会議を 3 回開催し、新市建設（基本）計画の

進捗状況など、市町村合併後の新町地域のま

ちづくりについて審議を行った。 

新町支所地域

振興課 

54 榛名地域審議会 会議を 3 回開催し、新市建設（基本）計画の

進捗状況など、市町村合併後の榛名地域のま

ちづくりについて審議を行った。 

榛名支所地域

振興課 

55 社会教育委員会議 小委員会及び全体会議を計 6 回開催し、地域

における「子ども教室」と「子育てサークル

支援」の充実方策について調査、審議を行な

った。 

社会教育課 

56 スポーツ振興審議会 会議を 1 回開催し、本市で開催された国体冬

季大会アイスホッケー競技会の視察を行っ

た。 

スポーツ課 

57 高崎市公民館運営審議

会 

会議を 3 回開催し、市町村合併後を踏まえた

公民館のあり方と事業の展開について調査、

審議を行った。 

中央公民館 

58 水道事業及び公共下水

道事業運営審議会 

会議を 2 回開催し、水道事業と公共下水道事

業の運営と経営に関すること等について調

査、審議を行った。 

上下水道事業

総務課 

※ 区画整理審議会については、特定の区域の市民を対象とした審議会であることから、掲載を省略しています。 

 

②審議会等の委員の募集 

NO. 審議会等の名称 実施状況 担当課 

59 総合計画審議会 総合計画審議会の委員 8 人を 3 月に募集し、

16 人から応募があった。 

総合計画策定

室 

60 

 

国民健康保険運営協議

会★ 

国民健康保険運営協議会の委員2人を 3月に

募集し、5 人から応募があった。 

保険年金課 
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NO. 審議会等の名称 実施状況 担当課 

61 介護保険運営協議会 介護保険運営協議会の委員 3 人を 12 月に募

集し、7 人から応募があった。 

長寿社会課 

62 

 

医療保健センター建設

懇話会★ 

医療保健センター建設懇話会の委員 2人を 3

月に募集し、2 人から応募があった。 

保健施設整備

室 

63 

 

新図書館建設市民懇談

会★ 

新図書館建設市民懇談会の委員3人を 3月に

募集し、16 人から応募があった。 

図書館 

64 

 

簡易水道事業等運営審

議会★ 

簡易水道事業等運営審議会の委員 2 人を 11

月に募集し、8 人から応募があった。 

上下水道事業

総務課 

※ 審議会等の名称に★が付されている事業は、計画期間中に新たに実施されたものです。 

 

③パブリックコメント手続の実施 

NO. 政策等の名称 実施状況 担当課 

65 国民の保護に関する高

崎市計画 

武力攻撃事態等における国民の保護のため

の措置に関する法律に基づく高崎市計画案

を 11 月に公表し、1 人から 1 件の意見をい

ただいた。 

総務部庶務課 

66 

 

経営改革実施計画★ 市民中心の簡素で効率的な行政運営を推進

するための経営改革実施計画見直し案を 1

月に公表し、4 人から 22 件の意見をいただ

いた。 

行政管理課 

67 第 8 次交通安全計画★ 交通安全に関する施策の方向性を定める交

通安全計画案を 12 月に公表し、2 人から 2

件の意見をいただいた。 

交通地域安全

課 

68 障害者福祉計画 すべての人が共に支えあう社会の実現を目

指すための障害者福祉計画素案を 3 月に公

表し、5 人から 14 件の意見をいただいた。 

障害福祉課 

※ 政策等の名称に★が付されている事業は、計画期間中に新たに実施されたものです。 
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（３）実施（Do）過程 

NO. 事業名 実施状況 担当課 

69 第 16回国際交流の集い 市民の国際交流を目的として、「ようこそ！姉

妹友好都市の皆さん」をテーマに、延べ 300

人のボランティアの協力を得て、世界各国の

文化に触れることができるイベントを 10 月

に開催した。 

秘書課 

70 在住外国人との交流会 在住外国人との交流を目的として、延べ 60 人

のボランティアが主体となり、国際交流バス

ツアー、バーベキュー、ニューイヤーパーテ

ィーなどのイベントを 4 回開催した。 

秘書課 

71 前 橋 ･ 高 崎連携事業 

市民ミュージカル「母

をたずねて三千里」 

前橋・高崎の両市民から公募で選ばれた 76 人

の出演者による、市民手作りのミュージカル

を 3 月に開催した。 

文化課 

72 榛名バンドフェスティ

バル 

地域の音楽文化の振興を目的として、市民に

よる実行委員会が主体となり、地域で活動す

るバンドが出演するコンサートを 1 月に開催

した。 

文化課 

73 ふれあいコンサート 音楽によるまちづくりを進めるため、市民に

よる実行委員会が主体となり、新町地域内の

音楽団体が一堂に会するコンサートを 11 月

に開催した。 

文化課 

新町文化ホー

ル 

74 「声の広報」の制作と

配布 

毎月 2 回の広報高崎の発行に合わせて、ボラ

ンティア団体が広報高崎の紙面を朗読してテ

ープに収め、市内の視覚障害者に配布した。 

広報広聴課 

75 新高崎市誕生記念イベ

ント 

新市のスタートを祝うことを目的に、12 の青

年団体で構成する高崎市青年団体連絡協議会

が主体となり、「参加と交流」をテーマとした

各種イベントを 10 月に開催した。 

地域づくり推

進課 

76 合併記念市民ふれあい

ウォークラリー 

市民の一体感の醸成と各青少年団体間の交流

を促すことを目的に、青少年団体で構成する

実行委員会が主体となり、「ふれあい・体験・

高崎再発見」をテーマとしたイベントを 10 月

に開催した。 

地域づくり推

進課 
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NO. 事業名 実施状況 担当課 

77 ボランティア人材登録

制度 

あらかじめ登録を行った個人や団体に対し、

市などが実施する行事でのボランティア募集

情報を 7 件（募集人数 502 人）提供した。 

市民生活課 

78 生活関連物資価格等調

査 

市民の消費生活の安定向上のため、消費者団

体への委託により、生活関連物資価格調査及

び食品表示の確認を 6 回行った。 

市民生活課 

市民相談室 

79 消費生活展 市民の消費者意識の高揚を目的として、消費

者 6 団体で構成する高崎市消費者団体連絡協

議会が主体となり、「知恵と勇気で消費者被害

を防ごう」をテーマとしたイベントを 10 月に

開催した。 

市民生活課 

市民相談室 

80 冬の県民交通安全運動 高崎市交通対策協議会の主催により、各種関

係団体の協力を得て、交通安全街頭指導及び

広報活動を 12 月に実施した。 

交通地域安全

課 

81 ファミリーサポートセ

ンター事業 

安心とゆとりを持って育児ができるよう、育

児の援助を頼みたい市民と援助を提供できる

市民が会員となる相互援助活動を市が支援

し、1,041 回の利用があった。 

社会福祉課 

総合福祉セン

ター 

82 高崎フィルム・コミッ

ション 

本市のＰＲや地域の活性化を図るため、市民

エキストラを 13 件（募集人数 1,900 人）募集

し、映画やドラマ等の撮影支援を行った。 

観光課 

83 ようこそ高崎人情市 中心市街地の活性化を目的として、ＮＰＯ法

人やボランティア団体が主体となり、朝市や

フリーマーケットなどのイベントを毎月第 4
日曜日に開催した。 

観光課 

84 たかさき能 本市の観光振興を目的として、市民による実

行委員会が主体となり、源氏物語を題材とし

た「たかさき能」を 10 月に開催した。 

観光課 

85 第３回たかさき雷舞フ

ェスティバル 

イベントへの集客による地域の活性化を目的

として、市民による実行委員会が主体となり、

ダンスイベントである「たかさき雷舞フェス

ティバル」を 10 月に開催した。 

観光課 
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NO. 事業名 実施状況 担当課 

86 第２０回高崎市農業ま

つり 

「新たな出発 喜びの秋」をテーマに、多く

の農業者や生産者団体の協力を得て、「食」の

大切さを考え、高崎生まれの農産物を紹介す

るためのイベントを 11 月に開催した。 

農政政策課 

87 高崎都市内地域連携体

験交流事業 

高崎・倉渕両地域の市民交流を深めるため、

地域住民の協力を得て、「くらぶち桜の郷づく

り交流」を 3 月に開催した。 

都市計画課 

88 花の里親事業 花と緑のまちづくりを目的として、公募市民

の「花の里親」140 人に、シンフォニーロー

ドへの花の植栽と管理を実施していただい

た。 

公園緑地課 

89 高崎市緑化運動推進委

員会 

花と緑のまちづくりを市民運動として推進す

るため、342 人の緑化運動推進委員に、公共

施設や市民の緑化活動に対する支援を実施し

ていただいた。 

公園緑地課 

90 全国都市緑化ぐんまフ

ェアにおける高崎会場

開催準備事業 

平成 20 年 3 月 29 日～6 月 8 日を期間とする

全国都市緑化ぐんまフェアの高崎会場の開催

に向けて、市民や企業が参加する実行委員会

や各種専門部会を開催し、フェア事業の検討

などを行った。 

公園緑地課 

緑化フェア推

進室 

91 たかさき花と緑の人材

バンク 

全国都市緑化ぐんまフェア高崎会場の開催に

向けて、「たかさき花と緑の人材バンク」の登

録者を対象に、緑化ボランティアに必要な研

修会を 6 回開催した。 

公園緑地課 

緑化フェア推

進室 

 

 

（４）評価（See）過程 

NO. 事業名 実施状況 担当課 

92 第 4 次総合計画前期実

施計画 

第 4 次総合計画前期実施計画に位置付けられ

た事務事業の実施状況について、行政評価シ

ステムに基づく自己評価結果を市ホームペー

ジで公表した。 

総合計画策定

室 
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NO. 事業名 実施状況 担当課 

93 高崎市男女共同参画計

画 

男女共同参画計画に基づく各施策の実施状況

について、男女共同参画推進懇話会からの意

見聴取を行うとともに、市ホームページで公

表した。 

人権男女共同

参画課 

 

 

（５）その他 

NO. 事業名 実施状況 担当課 

94 2006 ふるさと高崎写真

展コンテスト 

本市の観光振興を目的として、「四季の風景」

や「名所」、「催事」等を題材にした写真を募

集し、316 点の応募があった。 

観光課 

95 新高崎市の美しい景観

写真展作品募集 

景観計画の策定に生かすため、新市全体の良

い景観の写真を募集したところ、72 点の応募

があり、2 月にはシティギャラリーで作品展

を開催した。 

都市計画課 

96 広域圏ふれあいフォト

コンテスト 

広域圏内の魅力を再発見してもらうことを目

的に、「広域圏の四季」をテーマに写真を募集

したところ、246 点の応募があり、1 月から市

役所ロビー等で巡回展示を行った。 

広域企画課 
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２ 地域における市民主体の公益活動への支援（市民公益活動への参加） 

（１）情報の提供 

NO. 事業名 実施状況 担当課 

97 市民公益活動情報の提

供 

市民公益活動団体やボランティア受入施設等

からの依頼に基づき、団体のプロフィールや

ボランティア募集情報を市ホームページで提

供した。 

市民生活課 

98 ハンドブック「市民公

益活動を始めよう」 

ボランティア活動などを始める際の参考図書

として「市民公益活動を始めよう（1 冊 100

円）」を 2,000 部発行し、市民情報センターで

販売した。 

市民生活課 

99 市民公益活動促進印刷

物の発行 

本市の市民公益活動支援事業を周知するため

のリーフレット「高崎市の市民公益活動支援

事業」を 100 部発行し、支所等で提供した。 

市民生活課 

100 寄付ボランティア活動

情報提供制度 

福祉・介護・子育てに関する生活物品に関す

る寄付ボランティアの情報を広報高崎や市ホ

ームページで提供し、101 件の成立があった。 

市民生活課 

 
 

（２）人材育成、交流機会の提供 

NO. 事業名 実施状況 担当課 

101 国際交流ボランティア

講座 

外国人に対して日本語指導を行うボランティ

アの資質向上のための講座を 2 回開催し、28

人の参加があった。 

秘書課 

102 市民公益活動相談事業 市民公益活動団体の運営などに関する相談業

務を 93 回開催し、77 件の利用があった。 

市民生活課 

103 市民公益活動促進のた

めのセミナー 

市民公益活動の自立支援のための「助成金獲

得上達セミナー」と「ボランティア入門セミ

ナー」を各 1 回開催し、計 68 人の参加があっ

た。 

市民生活課 

104 NPO・ボランティア交流

会 

市民公益活動団体間のネットワークづくりの

ための交流イベントを 2 月に開催し、25 人の

参加があった。 

市民生活課 
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NO. 事業名 実施状況 担当課 

105 秋の県民防犯運動の実

施 

高崎警察署、高崎行政事務所と共催し、自主

防犯団体等への表彰式及び防犯講演会を 10

月に開催し、300 人の参加があった。 

交通地域安全

課 

106 図書ボランティア研修

会 

図書ボランティアに必要な専門的知識や技術

等について学ぶ講座を 28 回開催し、784 人の

参加があった。 

中央公民館 

図書館 

107 人間を考える市民講座 講師に江戸家子猫さんを招き、自分の生き方

を見つめ直すための講座を 11 月に開催し、

170 人の参加があった。 

中央公民館 

 


