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 本実施計画は、市民参加推進計画に基づいて市が実施する事業の予定を、体
系的にまとめたものです。 

 

 平成 18 年度については、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 月までの間に実施する事業を掲載しています。各事業

の内容については、変更となる場合があります。 

 

 本実施計画の実施状況については、平成 19 年度にその成果を取りまとめ、そ
の結果を公表するとともに、以降の取り組みの改善・推進に生かします。 
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 体系別事業数 
全事業数 109 事業 

 行政への参加 98 事業 

【内訳】市政情報の提供、市民ニーズの把握 36 事業 

政策の立案 35 事業、政策の実施 22 事業、政策の評価 2 事業、 

その他 3 事業 

 市民公益活動への参加 11 事業 

    【内訳】情報の提供 4 事業、人材育成・交流機会の提供 7 事業
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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 概要 実施予定時期 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） 

税や社会保険制度などに関

する行政情報や外国人向け

イベント情報を多言語で提

供する。希望する外国人に

郵送するほか、市役所外国

人登録窓口や公民館、入国

管理局等で配布。 

毎月 秘書課 

2 広報高崎 市政に関するさまざまな情

報を市民に伝えるための広

報紙を毎月１日と１５日に

発行し、市内全世帯に配布

する。 

通年 広報広聴課 

3 高崎市ホームページ 高崎市の公式ホームページ

を開設し、各課の業務をは

じめ、イベント情報、観光

情報、施設紹介などの様々

な市政情報を配信する。 

通年 広報広聴課 

4 情報公開制度パンフレ

ット 

高崎市の情報公開制度を周

知するためのパンフレット

を作成し、本庁及び各支所

で配布する。 

10 月 市民生活課 

5 個人情報保護制度パン

フレット 

高崎市の個人情報保護制度

を周知するためのパンフレ

ットを作成し、本庁及び各

支所で配布する。 

10 月 市民生活課 

6 消費生活センターニュ

ース 

市民が悪質商法による消費

者被害に遭わないよう防止

のための情報誌を年３回発

行し、市内全世帯に配布す

る。 

10 月、3 月 市民生活課 

市民相談室 
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7 バモス第９号 男女共同参画の意義や、男

女平等、女性の人権等につ

いて、市民に正しい認識や

理解を深めてもらうための

情報誌を年１回発行し、市

内全世帯に配布する。 

3 月 15 日 男女共同参画

課 

8 水のめぐみ 水道局と下水道局からのお

知らせを掲載した情報誌を

年４回発行し、市内全世帯

に配布する。 

11 月、2 月 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、圏

域内の全世帯に配布する。

3 月 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、ボランティア募集

情報を紹介する情報誌を国

際交流協会会員向けに定期

的に発行する。一般市民向

けに市役所国際交流コーナ

ーでも配布。 

隔月 

（偶数月） 

秘書課 

11 観光たかさき 高崎観光協会の情報発信事

業の１つとして、観光施設

やイベント等を紹介する情

報誌を年４回発行する。市

民情報センターで配布。 

12 月、3 月 観光課 

 

②説明会、セミナー等の開催 

NO. 事業名 概要 実施予定時期 担当課 

12 国際理解講座 市民の国際理解を目的に、

外国語や海外料理の講座

や、専門家を招いての講演

会を開催する。 

語学講座：10

～12 月 

海 外 料 理 教

室：毎月 1 回 

講演会：10 月

に 4 回開催 

秘書課 
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NO. 事業名 概要 実施予定時期 担当課 

13 地域懇談会 高崎市第 5 次総合計画の策

定について広く市民に周知

し、本市のまちづくりの基

本方針について理解してい

ただくため、市内各所で懇

談会を開催する。 

10 月～11 月 企画調整課 

14 市有施設見学会 市民に市政への理解や関心

を深めてもらうことを目的

に、無料で市有施設見学会

を開催する。  

通年 広報広聴課 

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

を市民向けに展示を行い、

あわせて解説も行う。 

10 月 12 日 

～10 月 16 日 

総務部庶務課 

16 男女共同参画セミナー

「キャリアアップ」 

女性で起業をした方に成功

法を聞くセミナー。 

12 月 男女共同参画

課 

17 男女共同参画セミナー

「子育て支援」 

お父さんと子どもが一緒に

できる遊びを学ぶためのセ

ミナー。 

2 月 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、作文等の表彰・発表及

び人権講演会を開催する。

11 月 6 日 人権擁護課 

19 食と農を育むセミナー

（仮） 

生産者と消費者が今後の農

業について相互理解の場と

するため講演会を実施す

る。 

2 月 農政政策課 

20 グリーンツーリズム 都市と農村の共生、対流を

目的に、グリーンツーリズ

ムを実施する。 

11 月～3 月 農政政策課 

21 景観まちづくり講演会 景観まちづくりに関する市

民啓発事業として、シティ

ギャラリー・コアホールに

て毎年開催する講演会。 

2 月 都市計画課 
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NO. 事業名 概要 実施予定時期 担当課 

22 高崎経済大学 公開講

座 

大学が社会に対し、広く学

習の機会を提供して、地域

文化の向上と生涯学習の一

助となることを目的に、本

学教員が市民を対象に公開

の講座を行う。 

10 月～11 月 

（ 12 日 間 開

催） 

経済大学事務

局庶務課 

23 高崎経済大学 経済学

部リレー講義 

実務的な立場で研究してい

る専門家や各界の第一線で

活躍されている方を講師に

迎え、リレー方式で行う市

民公開の講義を行う。 

通年 経済大学事務

局庶務課 

24 市民開放講演会 年2回開催している講演会。

毎回講師をお招きし、経

済・産業等をテーマに講演

会を実施する。 

11 月 6 日 経済大学附属

図書館事務室

（主催：附属産

業研究所） 

25 市民公開シンポジウム 年 1 回開催しているシンポ

ジウム。基調講演のほか、

多くのパネリストを招きデ

ィスカッション等を実施。

11 月 17 日 経済大学附属

図書館事務室 

（主催：附属産

業研究所） 

26 学術文化講演会 年2回開催している講演会。

毎回講師をお招きし、地域

政策についての先進的な研

究や実践的な活動をテーマ

に講演会を実施する。 

10 月～12 月 経済大学附属

図書館事務室 

（主催：地域政

策学会） 

27 生涯学習まちづくり出

前講座 

市民の求めに応じ、市の行

っている様々な仕事や専門

知識を市職員などが講師に

なって届ける学習活動。 

通年 社会教育課 

28 若者のための選挙講座 青年層の政治常識の向上と

選挙への参加を啓発するた

めに、選挙実務担当者が説

明を行う。 

12 月 選挙管理委員

会事務局 
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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 概要 実施予定時期 担当課 

29 各種団体等提言依頼 「高崎市第 5 次総合計画」

の策定にあたり、「これから

の高崎市のまちづくり」等

について、市内各種団体に

対し提言を依頼する。 

10 月 

 

企画調整課 

30 学生と語る会 「高崎市第 5 次総合計画」

の策定に高校生や大学生の

意見を反映させるため、「こ

れからのまちづくり」をテ

ーマに意見交換会を行う。

10 月～11 月 企画調整課 

31 市政モニター制度 「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

望を寄せてもらい、市政に

反映させる。 

通年 広報広聴課 

32 美術館展覧会入館者ア

ンケート調査 

展覧会に対する入館者の意

向を把握し、今後の企画や

広報活動の参考とするた

め、アンケート調査を行う。

通年 文化課美術館 

33 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、生活関連物資価格

調査及び食品表示の確認を

行う。 

毎月 市民生活課 

市民相談室 

34 （仮称）男女共同に関

する市民アンケート調

査 

「高崎市男女共同参画計

画」改定のための基礎調査。

11 月 男女共同参画

課 

35 商工情報モニター事業 産業構造の転換や経済情勢

の変化に対応するため、市

内企業から四半期ごとに生

産・販売状況や商工行政に

対する率直な意見を定期的

に寄せてもらい、商工施策

に反映させる。 

10 月～3 月 産業課 
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36 景観計画策定アンケー

ト調査 

高崎市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、アンケート調査を行

う。 

10 月 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 概要 実施予定時期 担当課 

37 たかさき地球市民環境

会議 

市民、企業、教育、行政の

各分野からメンバーで構成

し、協働して環境問題に取

り組む会議を開催する。 

12 月 秘書課 

38 まちづくり市民会議 高崎・倉渕・箕郷・群馬・

新町・榛名の各地域のまち

づくりについて市民が主体

的に調査・検討し、その成

果を「高崎市第 5 次総合計

画」への提言としてまとめ

る。 

10 月～12 月 企画調整課 

倉渕支所地域

振興課 

箕郷支所地域

振興課 

群馬支所地域

振興課 

新町支所地域

振興課 

榛名支所地域

振興課 

39 高崎市男女共同参画推

進懇話会 

男女共同参画社会の形成の

ための施策の推進を目的と

し意見、提言を行う。 

2 回予定 男女共同参画

課 

40 高崎市安全なまちづく

り協議会 

安全なまちづくりの推進の

ための基本施策について協

議、検討を行う。 

11 月 交通地域安全

課 

41 高崎市国民健康保険運

営協議会 

国民健康保険の運営に関し

必要な意見の交換や調査、

審議、さらに市長への意見

の具申等を行う。 

2 月 保険年金課 
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NO. 審議会等の名称 概要 実施予定時期 担当課 

42 高崎市障害者福祉計画

策定懇話会 

障害のある人の自立及び社

会参加の支援等のための施

策について提言をまとめ

る。 

10 月、2 月 障害福祉課 

43 箕郷第一保育園建設検

討委員会 

箕郷第一保育園の改築にあ

たり、設計等に留意する事

項の意見等を取り入れると

ともに、事業の進捗状況に

ついて確認する。 

12 月 児童保育課 

44 高崎市介護保険運営協

議会 

介護保険事業計画の策定、

見直しや進行管理、運営状

況に関する事項その他高齢

者保健福祉に関する施策に

ついて必要な事項等に関し

調査・検討を行う。 

随時 長寿社会課 

45 高崎市環境審議会 「たかさき環境白書」によ

り環境基本計画の進捗状況

を報告し、意見等を求める。

また、市長の諮問に応じ、

環境保全や一般廃棄物の減

量等に関して審議する。 

2 月 環境政策課 

46 高崎市商工業振興審議

会 

高崎市商工業振興条例に基

づき、市内の商工業の振興

に関わる重要事項について

調査、審議を行う。 

11 月 産業課 

47 都市計画審議会 都市計画法に基づき、本市

の都市計画に関する事項に

ついて調査、審議を行う。

12 月、3 月 都市計画課 

48 都市景観審議会 景観行政のあり方について

調査、審議を行う。 

2 月 都市計画課 

49 景観計画策定委員会 高崎市景観計画の策定を行

う。 

10 月、3 月 都市計画課 
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NO. 審議会等の名称 概要 実施予定時期 担当課 

50 バリアフリー基本構想

推進会議 

バリアフリー基本構想に基

づく整備内容、進捗状況に

対する意見聴取を行う。 

10 月、3 月 都市計画課 

51 高崎駅東口駅前広場再

編成検討委員会 

駅前広場の交通体系や広場

再編成整備について検討を

行う。 

10 月、2 月 都市計画課 

52 高崎駅周辺まちづくり

会議 

高崎駅周辺の人の流れとニ

ーズの変化に対応する戦略

的なまちづくりの検討を行

う。 

10 月、2 月 都市計画課 

53 都市計画マスタープラ

ン素案策定委員会 

合併に伴う各都市計画マス

タ－プランの統合等や、各

地域の個性や資源等を生か

した、新市の都市計画マス

タープランを策定する。 

10 月、3 月 都市計画課 

54 観音山土地利用市民懇

談会 

高崎市の貴重な自然環境を

残す観音山丘陵の土地利用

について、今後の保全、活

用の仕方を検討する。 

3 月 都市計画課 

55 城址周辺土地区画整理

事業審議会 

仮換地指定変更等について

審議を行う。 

11 月 市街地整備課 

56 高崎駅周辺（西口）土

地区画整理事業審議会 

仮換地指定変更等について

審議を行う。 

11 月 市街地整備課 

57 西口線周辺土地区画整

理事業審議会 

仮換地指定変更等について

審議を行う。 

2 月 市街地整備課 

58 浜尻北土地区画整理事

業審議会 

仮換地指定変更等について

審議を行う。 

3 月 区画整理１課 

59 中央第二土地区画整理

事業審議会 

仮換地指定変更等について

審議を行う。 

3 月 区画整理１課 

60 高崎市緑化審議会 市長の諮問に応じ、緑化に

関する重要事項について、

調査、審議を行う。 

2 月 公園緑地課 

61 高崎操車場跡地周辺区

画整理審議会 

仮換地指定変更等について

審議を行う。 

10 月 拠点整備課 
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NO. 審議会等の名称 概要 実施予定時期 担当課 

62 地域審議会 住民の意見を市政に反映さ

せ、きめ細やかな行政サー

ビスを提供するために、支

所の区域に設置された市長

の付属機関であり、新市建

設(基本)計画の進捗状況な

ど、まちづくりの重要事項

について定期的に審議す

る。 

10 月 倉渕支所地域

振興課 

箕郷支所地域

振興課 

群馬支所地域

振興課 

新町支所地域

振興課 

榛名支所地域

振興課 

63 高崎市社会教育委員会

議 

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、

審議を行ない、平成 19 年度

に答申を行う。 

随時 

（月 1 回程度） 

社会教育課 

64 高崎市スポーツ振興審

議会 

スポーツの振興に関する重

要事項について調査、審議

を行うもので、体育施設の

視察など行う。（国体冬季大

会アイスホッケー競技会の

視察を行う） 

2 月 スポーツ課 

65 高崎市公民館運営審議

会 

高崎市公民館連絡協議会の

諮問に応じ、公民館運営に

関する事項について調査、

審議を行う。 

10 月、1 月、3

月 

中央公民館 

66 高崎市水道事業及び公

共下水道事業運営審議

会 

市長の諮問に応じ、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、審議を行う。 

2 月 上下水道事業

総務課 
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②審議会等の委員の募集 

NO. 審議会等の名称 概要 実施予定時期 担当課 

67 高崎市総合計画審議会 「高崎市第 5 次総合計画」

の策定にあたり、市長の諮

問に応じて調査、審議を行

う。 

3 月 企画調整課 

68 高崎市介護保険運営協

議会 

介護保険事業計画の策定、

見直しや進行管理、運営状

況に関する事項その他高齢

者保健福祉に関する施策に

ついて必要な事項等に関し

調査・検討を行う。 

2 月 長寿社会課 

69 景観計画策定委員会 高崎市景観計画の策定を行

う。 

10 月 都市計画課 

 

③パブリックコメント手続の実施 

NO. 事業名 概要 実施予定時期 担当課 

70 高崎市国民保護計画 武力攻撃事態等における国

民保護のための措置に関す

る法律に基づき、市国民保

護計画を策定する。 

11 月 総務部庶務課 

71 高崎市障害者福祉計画 ノーマライゼーションの理

念の下、障害者の自立支援

のため、障害者福祉計画を

策定する。 

2 月 障害福祉課 
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（３）実施（Do）過程 

NO. 事業名 概要 実施予定時期 担当課 

72 第 16回国際交流の集い 在住外国人との交流、国際

理解を目的とした市国際交

流協会のメインイベント

を、公募ボランティアとと

もに企画・運営を行う。 

10 月 28 日 秘書課 

73 在住外国人との交流会 国際交流バスツアー、バー

ベキュー、ニューイヤーパ

ーティーなどをボランティ

アスタッフが企画・運営を

行う。 

11 月、1 月、3

月 

秘書課 

74 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・高崎の両市民から出

演者を公募し、市民参加の

ミュージカルを作る。 

3 月 4 日 文化課 

75 榛名バンドフェスティ

バル 

地域の音楽文化の振興と青

少年の健全育成などを目的

として、市民主体の実行委

員会が事業の運営を行う。

1 月 21 日 文化課 

76 ふれあいコンサート 地域で活動する音楽団体の

合同演奏を通じて、世代や

団体を超えた交流を促すた

め、市民主体の実行委員会

が事業の企画・運営を行う。

11 月 26 日 新町文化ホー

ル 

77 「声の広報」の制作と

配布 

広報高崎の発行に併せ、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

配布する。 

通年 広報広聴課 

78 新高崎市誕生記念イベ

ント 

市民の一体感の醸成と新市

のスタートを祝うことを目

的とし、１２の青年団体で

構成する高崎市青年団体連

絡協議会が事業の企画・運

営を行う。 

10 月 1 日 地域づくり推

進課 
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NO. 事業名 概要 実施予定時期 担当課 

79 合併記念市民ふれあい

ウォークラリー 

参加する子どもたちに高崎

市民であることを認識して

もらい、地域の一体感の醸

成や、各青少年団体間の交

流を促すことを目的とし、

青少年団体で構成する実行

委員会が事業の企画・運営

を行う。 

10 月 1 日 地域づくり推

進課 

80 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、市等の行

事におけるボランティアの

募集情報を提供する。 

通年 

（行事主催者

から依頼があ

る都度） 

市民生活課 

81 消費生活展 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、食生活や環境問題など

に関する消費者意識の高揚

等を目的に開催する。 

10 月 21 日 市民生活課 

市民相談室 

82 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

協力を得て街頭指導を実施

する。 

12 月 15 日 交通地域安全

課 

83 ファミリーサポートセ

ンター事業 

育児の援助を頼みたい人と

援助を提供できる人が会員

となり、子育ての相互援助

を行う組織。 

通年 児童保育課 

84 高崎フィルム・コミッ

ション 

国内外の映画等のロケーシ

ョンを誘致することで、本

市のＰＲや地域の活性化を

図る。撮影に協力する市民

のエキストラ登録は 1,300

人を超えた。 

通年 観光課 

85 ようこそ高崎人情市 朝市やフリーマーケットに

より中心市街地の活性化を

目的とした「ようこそ高崎

通年 

（毎月第 4 日曜

日） 

観光課 
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NO. 事業名 概要 実施予定時期 担当課 

人情市」の開催にあたり、

NPO 法人高崎やるき堂が

事業の企画・運営を行う。

86 たかさき能 今年度より、これまでの「た

かさき薪能」を「たかさき

能」に名称変更し、市民主

体の実行委員会が事業の企

画・運営を行う。 

10 月 7 日 観光課 

87 第３回たかさき雷舞フ

ェスティバル 

イベントへ参加や集客によ

る地域の活性化を目的とし

た「たかさき雷舞フェステ

ィバル」の実施にあたり、

市民主体の実行委員会が企

画・運営を行う。 

10 月 14 日、15

日 

観光課 

88 第２０回高崎市農業ま

つり 

生産者団体、農業者と行政

が協力し、生産者と消費者

が直接顔を合わせ、安心・

安全な「食」について一緒

に考えるためのイベントを

開催する。 

11 月 18 日、 

11 月 19 日 

農政政策課 

89 高崎都市内地域連携体

験交流事業 

高崎、倉渕両地域の市民が、

双方の地域を行き来し、「生

産現場体験ツアー」や「郷

のくらし体験ツアー」等を

通じて交流を深め、新市の

一体感の醸成を図る。 

11 月 都市計画課 

90 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」が、春と秋の年２回、

市から配布される花の苗を

家庭で育て、育った花をシ

ンフォニーロードに植栽

し、その後の管理も行う。

通年 公園緑地課 



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） 

 - 14 -

NO. 事業名 概要 実施予定時期 担当課 

91 高崎市緑化運動推進委

員会 

緑と花に囲まれたまちづく

りを市民運動として推進

し、地域社会の発展に寄与

するために、公共施設や市

民等の緑化活動を支援する

環境緑化事業を行う。 

随時 公園緑地課 

92 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

日まで開催される全国都市

緑化ぐんまフェアの高崎会

場の推進にあたり、実行委

員会や各種専門部会へ市

民・企業に参加してもらい、

フェア事業の検討・実施を

行う。 

通年 公園緑地課 

緑化フェア推

進室 

93 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

高崎会場の開催にあたり、

「たかさき花と緑の人材バ

ンク」の登録者を募集する

とともに、フェアに携わる

緑化ボランティアを育成す

る研修会を行う。 

通年 公園緑地課 

緑化フェア推

進室 
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（４）評価（See）過程 

NO. 事業名 概要 実施予定時期 担当課 

94 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、平

成17年度の評価結果を公表

する。 

12 月 企画調整課 

95 高崎市男女共同参画計

画 

男女共同参画計画の進捗状

況の把握とフォローアップ

を行い、市ホームページに

て実施結果報告書を掲載す

る。 

10 月 男女共同参画

課 

 

 

（５）その他 

NO. 事業名 概要 実施予定時期 担当課 

96 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、市民

から写真を募集する。 

1 月～2 月 観光課 

97 新高崎市の美しい景観

写真展作品募集 

市民から新市全体の良い景

観の写真を公募し、景観計

画の策定に生かす。応募作

品は、シティギャラリーで

展示を行う予定。 

10 月～11 月 都市計画課 

98 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、圏

域内で撮影された風景や行

事の光景など、四季を感じ

る写真を募集する。入賞作

品は、市役所ロビー等で巡

回展示を行う予定。 

10 月～11 月 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 概要 実施予定時期 担当課 

99 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

供する。また、市民情報セ

ンターに、市民公益活動に

関する書籍や報告書等を閲

覧用として提供する。 

通年 市民生活課 

100 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市民

公益活動に関心がある市民

に、活動を始める際の参考

図書として「市民公益活動

を始めよう」を１冊 100 円

で、市民情報センターで販

売。 

通年 市民生活課 

101 市民公益活動促進印刷

物の発行 

広く市民に本市の市民公益

活動支援事業の内容等を知

ってもらうためのリーフレ

ット「高崎市の市民公益活

動支援事業」を作成し、支

所やその他の機関で提供す

る。 

通年 市民生活課 

102 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

る生活物品の無償譲渡に関

する情報を、広報高崎や市

ホームページで提供する。

通年 市民生活課 
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（２）人材育成、交流機会の提供 

NO. 事業名 概要 実施予定時期 担当課 

103 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

の向上を目的として開催す

る。 

12 月 秘書課 

104 市民公益活動相談事業 NPO 法人格取得に関する相

談・情報提供及び市民公益

活動団体の運営、経理税務

等の基礎的相談・協働事業

に関する相談を行う。 

通年 市民生活課 

105 市民公益活動促進のた

めのセミナー 

助成金を獲得する知識の向

上を図るために助成金獲得

上達セミナーを11月に開催

する。また、団塊の世代に

よる大量退職時代を見据え

て、主にシニア向けにボラ

ンティア入門セミナーを開

催する。 

11 月、1 月 市民生活課 

106 NPO・ボランティア交流

会 

市民公益活動団体間の主と

してネットワークづくりの

ため、交流の場となる行事

を開催する。 

2 月 市民生活課 

107 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キャ

ンペーンを開催する。 

10 月 11 日 交通地域安全

課 

108 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

て学ぶ講座を開催する。 

10 月 13 日 

～12 月 8 日 

中央公民館 

図書館 

109 人間を考える市民講座 優れた講演を聞くことによ

って「人間のあるべき姿」

を考え、自分の生き方を見

つめ直す講座を開催する。

11 月 18 日 中央公民館 



 

 

 


