
高崎市市民参加推進計画 

平成２７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 

②説明会、セミナー等の開催 

③アンケート調査、モニター調査、意向調査の実施 

  （２）政策の立案（Plan）過程 ････････････････････････････････････････ 

①審議会等の開催 

    ②審議会等の委員の募集 

    ③パブリックコメント手続の実施 

  （３）実施（Do）過程 ･････････････････････････････････････････････････ 

  （４）評価（See）過程 ････････････････････････････････････････････････ 

  （５）その他の市民参加 ･･･････････････････････････････････････････････ 

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）市民公益活動に関する情報の提供（研修会、相談事業等） ･･･ 

  （２）人材育成、交流機会の提供 ･････････････････････････････････････ 

（３）市民公益活動に対する委託、補助の実施 ･･････････････････････ 

（４）その他、市民公益活動の支援に資すると思われる事業 ･･･････ 
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平成 27 年度 市民参加の状況 

平成 27 年度は、市民参加を進める上での課題の把握と事務改善を図るため、平成 27

年度実施計画の実施状況の調査を行うとともに、平成 28 年度実施計画の策定作業を行っ

た。 

市民参加推進計画平成 27 年度実施計画に基づいて実施された事業等は、以下のとおり

である。実施事業数は 208 事業であり、平成 26 年度の 183 事業より 25 事業増加した。

なお、平成 27 年度実施計画に基づかない事業は、名称等に★が付されている。 

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 安心ほっとメール 

防災・防犯・気象・火災・市政・見守り等の

情報を担当部署において、メールで 1,056

件配信した。登録件数は 42,958 件であった。

総務部 

情報政策課 

2 
ツイッター・ 

フェイスブック 

観光、文化、イベント等の市政情報及び防災、

防犯等の情報を、ツイッターで 138 回、フェ

イスブックで 132 回発信した。 

総務部 

広報広聴課 

情報政策課 

3 

外国語ニュースレター 

（英語・中国語・ポルト

ガル語） 

行政情報や外国人向けイベント情報を多言

語で提供するニュースレターを英語、中国

語、ポルトガル語で 300 部作成し、市役所外

国人住民窓口や各支所、入国管理局等で配布

した。 

総務部 

文化課 

4 多言語ホームページ 

高崎市及び高崎市国際交流協会のホームペ

ージで、英語、中国語、ポルトガル語による

生活情報、各種イベント情報などの提供を行

った。（月 1 回程度更新） 

総務部 

文化課 

5 広報高崎 

市政に関する様々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

内全世帯に配布した。発行部数は 157,800

部/回であった。 

総務部 

広報広聴課 
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No. 事業名 実施状況 担当課 

6 高崎市ホームページ 

高崎市の公式ホームページを通じ、各課の業

務をはじめとする最新の市政情報を詳しく

発信した。月平均のアクセス数は 927,000

件であった。 

総務部 

広報広聴課 

7 番組制作・放送委託事業

ラジオ高崎に番組の制作・放送を依頼し、

様々な市政情報を 2,954 回発信した。また、

英語、中国語、ポルトガル語による情報提供

を毎日 3 回、計 1,111 回行った。 

総務部 

広報広聴課 

8 市政情報提供事業 
市政情報を広く内外へ発信するため、報道機

関へ 474 件の情報を提供した。 

総務部 

広報広聴課 

9 
★市 YouTube チャンネ

ル 

動画共有サイトの YouTube へ映像を 41 件投

稿し、市政情報やイベント情報等を発信し

た。視聴回数は 32,555 回であった。 

総務部 

広報広聴課 

10 
★広報番組制作・放映事

業 

群馬テレビへ市政番組（本編 4 分）26 本の

制作を依頼し、104 回の放送を通じて市政情

報を発信した。 

総務部 

広報広聴課 

11 
★デジタルサイネージ

等での映像配信 

JR 高崎駅構内のデジタルサイネージで 1 日

380 回、ヤマダ電機 LABI１高崎壁面のラ･ビ

ジョンで 48 回映像を放映し、市政情報等を

発信した。 

総務部 

広報広聴課 

12 
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ための情

報等が掲載された、消費生活向上のための情

報誌を 312,000 部作成し、10 月、3 月に全世

帯に配布した。 

市民部 

市民生活課 

13 
男女共同参画広報紙 

「バモス第 18 号」 

男女共同参画に関する特集記事や市の施策

を掲載した広報紙を 160,000 部作成し、全世

帯に配布した。 

市民部 

人権男女共同

参画課 

14 

認知症になっても安心

して暮らせるまちたか

さき 

高崎市もの忘れ相談医の一覧や、地域包括支

援センター窓口を掲載したパンフレットを

15,000 部作成し、市民に広く配布した。 

福祉部 

長寿社会課 
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No. 事業名 実施状況 担当課 

15 
たかさき子育て応援情

報サイト「ちゃいたか」

高崎市の子ども・子育てに関する民間及び行

政情報を発信した。月平均のアクセス数は

16,712 件であった。 

福祉部 

こども家庭課 

16 
★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

る人の情報を掲載した広報誌を 2,000 部作

成し、配布することで事業の周知を図った。

福祉部 

保育課 

17 
こども発達支援 

センターだより 

発達障害や子どもの発達に関する情報を掲

載した広報誌を 6,000 部作成し、保育園、幼

稚園、小中学校、療育機関、各公共施設等で

配布した。 

福祉部 

こども発達 

支援センター 

18 健康のしおり 

乳幼児から大人までの健康診査や予防接種

などの各種健康づくりに関する事業内容を

掲載した「健康のしおり」を 165,000 部作成

し、全世帯に配布した。 

保健医療部 

健康課 

19 
たかさき環境白書 

概要版 

高崎市環境基本計画に掲げた施策の進捗状

況を掲載した年次報告書の概要版を 300 部

作成し、窓口等で配布した。 

環境部 

環境政策課 

20 ごみかわら版 

一般家庭を対象にごみの分別や排出方法を

周知するため、ごみかわら版を 176,300 部作

成し全世帯に配布するとともに、転入者に対

しては転入時に配布した。 

環境部 

一般廃棄物 

対策課 

21 
★たかさき観光情報 

海外発信事業 

「市民みんなが観光大使」が発信した有益な

情報を 18 人の翻訳ボランティアが多言語

（英語・中国語・台湾語・韓国語・タイ語）

に翻訳し、言語毎のフェイスブックページで

131 回情報発信した。 

商工観光部 

観光課 

22 新町支所お知らせ版 

新町地域の市政情報やイベント情報などを

伝えるため、新町支所お知らせ版を毎月１日

と 15 日、計 18,555 部発行し、地域内の世帯

に回覧した。 

新町支所 

地域振興課 
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No. 事業名 実施状況 担当課 

23 よしい地域だより 

吉井地域の市政に関する情報やイベント情

報などを伝えるため、よしい地域だよりを毎

月 1 日、計 10,600 部発行し、地域内の世帯

に回覧した。 

吉井支所 

地域振興課 

24 生涯学習たかさき 

生涯学習活動を周知広報するためのリーフ

レットを 22,000 部作成し、市内各世帯に回

覧した。 

教育部 

社会教育課 

25 
子ども活動デー・ 

インフォメーション 

各施設で開催される子どもを対象とした事

業を紹介するリーフレットを年 4 回、計

141,200 部作成し、小中学校全児童生徒に配

布したほか、公共施設等で配布した。 

教育部 

社会教育課 

26 

高崎市生涯学習情報サ

イト「まなびネットたか

さき」 

「まなびネットたかさき」を運用し、市内の

生涯学習情報を提供した。月平均アクセス数

は 20,000 件だった。 

教育部 

社会教育課 

27 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 2 回、計 310,000 部作成し、全

世帯に配布した。 

水道局 

経営企画課 

下水道局 

総務課 
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②説明会、セミナー等の開催 

NO. 事業名 実施状況 担当課 

28 いきいきＩＴ教室 

高齢者や初心者など情報機器に不慣れな

方々に、情報化の恩恵を享受してもらうた

め、パソコン等の講習会を 36 回開催し、

延べ 530 人が参加した。 

総務部 

情報政策課 

29 美術館講演会 

市民の文化に対する理解を深めるため、展

覧会に関係する作家等による講演会を 3 回

開催し、延べ 226 人が参加した。 

総務部 

文化課美術館 

30 美術館ワークショップ 

市民の文化活動に対する意欲を高めるた

め、作家等によるワークショップを 12 回

開催し、延べ 367 人が参加した。 

総務部 

文化課美術館 

31 企画展講演会・講習会

市民の植物染色への認識を深めるため、企

画展関連事業で染色関係の講師による講

演会や講習会を 6 回開催し、延べ 259 人が

参加した。 

総務部

文化課

染料植物園

32 染色体験

市民の植物染色への認識を深めるため、年

間を通し染色体験を職員が講師となり 106

回実施し、延べ 776 人が参加した。 

総務部

文化課

染料植物園

33 自然観察会

園内の四季折々に変化する植物に合わせ

たテーマで専門講師によるミニ講習や散

策をしながらの植物観察等を 5 回実施し、

延べ 136 人が参加した。 

総務部

文化課

染料植物園

34 市有施設見学会 

市有施設や市政に対する理解を深めても

らうことを目的に、施設の見学会を 10 回

開催し、延べ 253 人が参加した。 

総務部 

広報広聴課 

35 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、小中学校

の児童生徒から募った標語、作文等の表

彰・発表及び講師を招いての人権講演会を

開催し、198 人が参加した。 

市民部 

人権男女共同

参画課 

36 
企業等関係者人権啓発 

研修会 

企業の立場からの人権に関する取り組み

や人権意識の高揚を図るため、企業等を対

象にした人権研修会を開催し、80 人が参加

した。 

市民部 

人権男女共同

参画課 
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NO. 事業名 実施状況 担当課 

37 人権プラザ講演会 

地域住民の人権意識高揚を図るため、「マ

ララさんが教えてくれたこと～女子教育

の現状とこれから～」をテーマに講演会を

開催し、130 人が参加した。 

市民部 

人権男女共同 

参画課 

38 
人権プラザ啓発ビデオ 

上映会 

人権課題（女性・子ども・高齢者・障害の

ある人・同和問題等）をテーマに地域住民

を対象にしたビデオ上映会を 12 回開催し、

延べ 109 人が参加した。 

市民部 

人権男女共同

参画課 

39 男女共同参画セミナー 

男女共同参画社会の実現に向けて、行政機

関やＮＰＯ法人等の市民団体とも連携し

て、女性の再就職支援、ＤＶ被害者支援、

男性の家事育児への参画などをテーマと

した講座を 9 講座 18 回開催し、延べ 276

人が参加した。 

市民部 

人権男女共同

参画課 

40 男女共同参画推進講演会

男女平等、男女共同参画に関する市民の理

解と協力を推進することを目的とした講

演会を開催し、414 人が参加した。 

市民部 

人権男女共同

参画課 

41 
男女共同参画推進映画 

上映会 

終戦後日本女性の地位向上のため、憲法の

草案作成に携わったベアテ・シロタ・ゴー

ドンの功績を描いた「ベアテの贈りもの」

を上映し、181 人が参加した。 

市民部 

人権男女共同

参画課 

42 防犯講座 
高齢者等の犯罪被害防止のため、防犯講座

を開催し、40 人が参加した。 

市民部 

防犯・青少年課

43 交通安全講座 

高齢者等の交通事故防止のため、地域単位

で交通安全講座を 16 回開催し、延べ 385

人が参加した。 

市民部 

地域交通課 

44 こころの健康講座 

「こころの健康、うつ病予防、ストレス解

消法」について学ぶ講座を 14 回開催し、

延べ 366 人が参加した。 

福祉部 

障害福祉課 

45 
自殺予防ゲートキーパー

養成講座 

自殺予防対策として、地域で自殺願望のあ

る人の心の悩みを聞き、専門機関に繋げる

役割をになうゲートキーパーの養成講座

を開催し、24 人が参加した。 

福祉部 

障害福祉課 
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NO. 事業名 実施状況 担当課 

46 
★若年者向けゲートキー

パー養成講座 

大学生や若年者を対象にゲートキーパー

の知識を普及し、自殺対策について身近な

問題として捉え、理解を深めることを目的

として養成講座を開催し、30 人が参加し

た。 

福祉部 

障害福祉課 

47 精神保健福祉講座 

民生委員・児童委員を対象に精神保健福祉

事業等についての研修会を開催し、90 人が

参加した。 

福祉部 

障害福祉課 

48 
高崎市こころの健康 

づくり講演会 

こころの健康について、広く市民へ周知す

るため、ひきこもり、うつ病、発達障害に

関する講演会を市民向けに 4 回開催し、延

べ 410 人が参加した。 

福祉部 

障害福祉課 

49 
ふれあいいきいきサロン

への講師派遣 

サロンの支援・介護予防についての啓発活

動を行うため、認知症予防・関節等の機能

向上・栄養改善・口腔機能の向上の 4 つの

介護予防について、講師を 252 回派遣し、

延べ 4,334 人が参加した。 

福祉部 

長寿社会課 

50 
認知症サポーター 

養成講座 

認知症を理解し、認知症の人やその家族を

温かく見守り、支援する人を養成するた

め、講座を 42 回開催し、延べ 1,500 人が

参加した。 

福祉部 

長寿社会課 

51 発達障害講演会 

市民に発達障害や発達に特性のある児童

について理解を深めてもらうことを目的

とした講演会を 3 回開催し、延べ 397 人が

参加した。 

福祉部 

こども発達支

援センター 

52 難病療養相談会 
実技を交えた講演と交流会を 7 回開催し、

延べ 145 人が参加した。 

保健医療部 

保健予防課 

53 予防接種説明会 

乳幼児の予防接種の正しい知識と計画的

な接種の仕方について周知するため、職員

による説明会を開催し、延べ 561 人が参加

した。 

保健医療部 

保健予防課 
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NO. 事業名 実施状況 担当課 

54 
前橋･高崎連携事業 

食育推進事業講演会 

前橋・高崎両市民が食に関した共通認識を

持つことを目的に講演会を開催し、146 人

が参加した。 

保健医療部 

健康課 

55 食品衛生講演会 
食の安全と安心について、外部講師を招い

た講演会を実施し、70 人が参加した。 

保健医療部 

生活衛生課 

56 家庭犬のしつけ方教室 

犬のしつけ方や健康管理、飼い主の義務等

を周知する講座を開催し、65 人が参加し

た。4 回の実技講習には、延べ 80 人が参加

した。 

保健医療部 

生活衛生課 

57 
★高崎市動物愛護ボラン

ティア説明会 

平成 28 年度から活動していただく動物愛

護ボランティアを募集するに当たり登録

前説明会を 3 回開催し、延べ 80 人が参加

した。 

保健医療部 

生活衛生課 

動物愛護セン

ター 

58 
新体育館建設計画住民 

説明会 

建設予定地周辺の住民を対象として、新体

育館の整備経過における夜間作業の日程

等の説明会を開催し、8 人が参加した。 

都市整備部 

都市集客施設

整備室 

59 若者のための選挙講座 

青年層の政治意識の向上や、選挙への参加

を啓発するために、選挙事務担当者が選挙

講座を開催し、22 人が参加した。 

選挙管理委員

会事務局 

60 
生涯学習まちづくり 

出前講座 

市の行っている様々な事業や専門知識を

テーマに、市民の求めに応じて市職員など

が講師となる出前講座を 262 回開催し、延

べ 10,517 人が参加した。 

教育部 

社会教育課 

61 高崎学検定講座 

検定を広く市民に周知するとともに市民

の生涯学習を支援する講座を 4 回開催し、

延べ 696 人が参加した。 

教育部 

社会教育課 

62 
耐震性貯水槽 

操作体験会 

災害時に使用する耐震性貯水槽の操作方

法を市民に広く周知するため、耐震性貯水

槽に給水装置を接続する体験会を 11 回開

催し、延べ 648 人が参加した。 

水道局 

工務課 
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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 実施状況 担当課 

63 文化事業アンケート 

文化公演終了後の感想や今後の公演に対す

る要望、ホールへの意見を把握し、事業の企

画等へ反映させるため、アンケート調査を行

い、延べ 612 件の回答があった。 

総務部 

文化課 

64 
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

ート調査を行い 2,862 件の回答があった。 

総務部 

文化課美術館 

65 
市への意見・提言 

（市民の声）制度 

市民の声を市政に反映させるため、意見や提

言を手紙・電子メール等で聴取し、258 件の

意見等があった。 

総務部 

広報広聴課 
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（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 

66 

地域審議会 

（倉渕・箕郷・群馬・ 

新町・榛名・吉井） 

倉渕、箕郷、群馬、新町、榛名、吉井の各

地域で 2 回づつ開催し、新市建設(基本)計

画の進捗状況など、各地域のまちづくりの

重要事項について審議した。 

総務部 

企画調整課 

各支所 

地域振興課 

67 高崎市立美術館協議会 

会議を 2 回開催し、美術館の運営に関し、

館長の諮問に応じるとともに意見を述べ

た。 

総務部 

文化課美術館 

68 
高崎市男女共同参画 

審議会 

会議を 2 回開催し、高崎市男女共同参画推

進条例に基づき、男女共同参画の推進に関

する重要な事項について、調査、審議を行

った。 

市民部 

人権男女共同

参画課 

69 
高崎市 

青少年問題協議会 

会議を 2 回開催し、青少年の指導、育成、

保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に

つき、必要な重要事項について調整・審議

を行うとともに、青少年健全育成施策説明

及び実施報告を行った。 

市民部 

防犯・青少年課

70 
高崎市支所地域 

交通体系検討小委員会 

支所単位で設置した小委員会の会議を各地

域 1 回開催し、各地域の生活交通手段の在

り方と利便性の向上について検討した。 

市民部 

地域交通課 

71 
高崎市国民健康保険 

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、必要な意見の交換や調査、審議を行

った。 

市民部 

保険年金課 

72 
社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会 

第 2 次地域福祉計画の実行性を確保するた

め、地域福祉推進に向けた事業等の進捗状

況を確認し、計画の進行管理を行った。 

福祉部 

社会福祉課 

73 
高崎市介護保険運営 

協議会 

会議を 3 回開催し、介護保険事業計画の進

行管理及び運営に関することや高齢者福祉

施策に関することについて協議を行った。 

福祉部 

長寿社会課 

74 
高崎市地域密着型 

サービス運営委員会 

地域密着型サービス事業者の指定等を行う

にあたり、運営委員会を 10 回開催した。 

福祉部 

長寿社会課 
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NO. 審議会等の名称 実施状況 担当課 

75 ★認知症施策推進部会 
認知症施策の推進に関する事項について協

議を行った。 

福祉部 

長寿社会課 

76 
★在宅医療・介護連携推

進部会 

在宅医療・介護連携の推進に関する事項に

ついて協議を行った。 

福祉部 

長寿社会課 

77 
★地域包括支援センタ

ー運営協議会 

会議を 2 回開催し、高崎市地域包括支援セ

ンターの運営に関する事項について協議を

行った。 

福祉部 

長寿社会課 

78 

たかさき子育て 

応援情報サイト 

ワークショップ 

会議を 5 回開催し、たかさき子育て応援情

報サイト「ちゃいたか」に掲載する情報の

企画立案等を行った。 

福祉部 

こども家庭課 

79 
高崎市子ども・子育て 

会議 

会議を 3 回開催し、幼保連携型認定こども

園の設置認可や特定教育・保育施設の利用

定員についての意見聴取を行った。 

福祉部 

こども家庭課 

80 
高崎市 

保健所運営協議会 

高崎市保健所の所管区域内の地域保健及び

保健所の運営に関する事項について審議を

行った。 

保健医療部 

保健医療総務課

81 
高崎市健康増進計画 

推進委員会 

高崎市健康増進計画に基づく施策の実施と

その推進を図るため、総合的な健康づくり

に関する事項について審議を行った。 

保健医療部 

健康課 

82 高崎市食育推進会議 

高崎市食育推進計画に基づく施策の実施と

その推進を図るため、食育に関する重要事

項について審議を行った。 

保健医療部 

健康課 

83 高崎市環境審議会 

高崎市環境基本条例に基づき、良好な環境

の保全及び創造に関する基本的事項につい

て調査、審議を行った。 

環境部 

環境政策課 

84 
たかさき環境 

パートナーシップ会議 

会議を 3 回開催し、併せて会員による環境

活動の事例発表を行ったほか、環境フェア

に共催参加した。 

環境部 

環境政策課 

85 高崎市建築審査会 

建築基準法に基づく審査請求に対する裁決

や許可に対する同意及び同法の施行に関す

る重要事項について審議を行った。 

建設部 

建築指導課 
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NO. 審議会等の名称 実施状況 担当課 

86 高崎市開発審査会 

会議を 11 回開催し、都市計画法に基づく審

査請求に対する裁決や、市街化調整区域に

おける開発許可・建築許可等に関する審議

を行った。 

建設部 

開発指導課 

87 
高崎市 

土砂等の堆積審議会 

高崎市土砂等の堆積の規制に関する条例に

基づき、土砂等の堆積の許可、土砂等搬入

禁止区域の指定に関する審議を行った。 

建設部 

開発指導課 

88 

高崎市再生可能エネル

ギー発電設備設置審議

会 

会議を 2 回開催し、再生可能エネルギー発

電設備設置の許可や、特別保全地区の指定

等に関する審議を行った。 

建設部 

開発指導課 

89 高崎市都市計画審議会 

会議を 4 回催し、都市計画法に基づき、本

市の都市計画に関する重要事項について調

査、審議を行った。 

都市整備部 

都市計画課 

90 高崎市景観審議会 
景観条例に基づき、良好な景観形成に関す

る重要事項について調査、審議を行った。 

都市整備部 

都市計画課 

景観室 

91 
高崎市 

社会教育委員会議 

全体会議 4 回と小委員会 1 回を開催し、社

会教育に関する事項について調査、審議を

行った。 

教育部 

社会教育課 

92 
高崎市 

生涯学習推進協議会 

生涯学習に関する施策について協議したほ

か、まちづくりに功績があった個人・団体

を表彰する「生涯学習まちづくり賞」を選

定した。 

教育部 

社会教育課 

93 
高崎市 

スポーツ推進審議会 

会議を 2 回開催し、スポーツの振興に関す

る重要事項について調査、審議を行った。 

教育部 

スポーツ課 

94 

高崎市教育機関の適正

配置及び設置に関する

審議会 

市立小学校・中学校等の適正配置及び設置

に関することや児童生徒の通学区域につい

て検討、審議を行った。 

教育部 

教職員課 

95 
高崎市 

公民館運営審議会 

会議を 5 回開催し、高崎市公民館連絡協議

会の諮問に応じ、公民館における各種事業

の企画実施について調査、審議を行った。 

教育部 

中央公民館 
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NO. 審議会等の名称 実施状況 担当課 

96 

高崎市水道事業及び 

公共下水道事業運営 

審議会 

水道事業と公共下水道事業の運営や経営に

関する事項について調査、審議を行った。 

水道局 

経営企画課 

97 
高崎市簡易水道事業 

運営審議会 

倉渕、箕郷、榛名地区の簡易水道事業の運

営や経営に関する事項について調査、審議

を行った。 

水道局 

経営企画課 
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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 

98 地域審議会（吉井） 
委員 3 人を 2 月に募集し、3 人の応募

があった。 

総務部 

企画調整課 

吉井支所 

地域振興課 

99 高崎市立美術館協議会 
委員 1 人を 5 月に募集し、4 人の応募

があった。 

総務部 

文化課美術館 

100
★社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会 

委員 2 人を 7 月に募集し、4 人の応募

があった。 

福祉部 

社会福祉課 

101 ★介護保険運営協議会 
委員 2 人を 2 月に募集し、4 人の応募

があった。 

福祉部 

長寿社会課 

102 高崎市子ども・子育て会議
委員 2 人を 11 月に募集し、3 人の応募

があった。 

福祉部 

こども家庭課 

103 高崎市保健所運営協議会
委員 2 人を 8 月に募集し、1 人の応募

があった。 

保健医療部 

保健医療総務課 

104 高崎市環境審議会 
委員 2 人を 1 月に募集し、7 人の応募

があった。 

環境部 

環境政策課 

105
★高崎市ラブホテル建築

審議会 

委員 1 人を 11 月に募集し、2 人の応募

があった。 

建設部 

建築指導課 

106 高崎市景観審議会 
委員 2 人を 4 月に募集し、3 人の応募

があった。 

都市整備部 

都市計画課 

景観室 

107 高崎市屋外広告物審議会 
委員 1 人を 4 月に募集し、1 人の応募

があった。 

都市整備部 

都市計画課 

景観室 

108 高崎市社会教育委員会議 
委員 2 人を 4 月に募集し、6 人の応募

があった。 

教育部 

社会教育課 

109 高崎市公民館運営審議会 
委員 2 人を 4 月に募集し、5 人の応募

があった。 

教育部 

中央公民館 

110
高崎市水道事業及び公共

下水道事業運営審議会 

委員 4 人を 5 月に募集し、4 人の応募

があった。 

水道局 

経営企画課 
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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 

111

★社会保障・税番号（マ

イナンバー）制度 特

定個人情報保護評価書

「個人住民税の賦課に

関する事務」全項目評

価書（案） 

社会保障・税番号（マイナンバー）制度 特

定個人情報保護評価書「個人住民税の賦課に

関する事務」全項目評価書（案）について、

パブリックコメント手続を実施したが意見

はなかった。 

財務部 

市民税課 

112

★社会保障・税番号（マ

イナンバー）制度 特

定個人情報保護評価書

「地方税等の徴収及び

滞納整理事務」全項目

評価書（案） 

社会保障・税番号（マイナンバー）制度 特

定個人情報保護評価書「地方税等の徴収及び

滞納整理事務」全項目評価書（案）について、

パブリックコメント手続を実施したが意見

はなかった。 

財務部 

納税課 

113

★特定個人情報保護評

価書「住民基本台帳に

関する事務」全項目評

価書（案） 

特定個人情報保護評価書「住民基本台帳に関

する事務」全項目評価書（案）について、パ

ブリックコメント手続を実施し、1 件の意見

をいただいた。 

市民部 

市民課 

114
高崎市食品衛生監視指

導計画（案） 

高崎市食品衛生監視指導計画（案）について、

パブリックコメント手続を実施し、5 件の意

見をいただいた。 

保健医療部 

生活衛生課 

115

★高崎市高浜クリーン

センター建替基本計画

（素案） 

高崎市高浜クリーンセンター建替基本計画

（素案）について、パブリックコメント手続

を実施し、85 件の意見をいただいた。 

環境部 

環境施設整備

室 



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） 

- 16 -

（３）実施（Do）過程 

NO. 事業名 実施状況 担当課 

116
たかさき市民討議会 

VOICE2015 

声を上げない多数の市民（サイレントマジ

ョリティ）の意見を市政に反映させるた

め、高崎青年会議所との協働で実行委員会

を設け、無作為抽出で選ばれた市民による

討議会を開催し、32 人が参加した。 

総務部 

企画調整課 

117
第 28 回 

高崎市平和美術展 

平和の大切さを理解してもらうことを目

的に、市内の小･中･特別支援学校の子ども

たちによる平和をテーマとした1,221点の

水彩画等の作品展示を高崎シティギャラ

リーで行い、4,484 人が来場した。 

総務部 

企画調整課 

118
たかさきスプリング 

フェスティバル 

「市民のための市民のまつり」として、市

民主体の実行委員会が事業の企画・運営を

行い、約 550 人が参加した。 

総務部 

文化課 

119 高崎市民美術展覧会 

美術に対する創作意欲と鑑賞力を高め、市

民文化の向上を図ることを目的とし、市民

主体の実行委員会が事業の企画・運営を行

い、約 150 人が参加した。 

総務部 

文化課 

120
高崎市・高崎茶道会 

合同茶会 

日本の伝統文化である茶道をより身近に

体験することを目的とした市と高崎茶道

会による合同茶会を開催し、約 100 人が参

加した。 

総務部 

文化課 

121
高校生バンド 

フェスティバル 

高校生バンドに発表の機会を提供し、コン

テスト形式で熟練度を競い、演奏技術の向

上、バンド間の交流及び市民の鑑賞の場を

提供することを目的に、若者中心の 14 人

の実行委員会の運営によるバンドフェス

ティバルを開催した。 

総務部 

文化課 
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122 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 16 人の実行委員会が事業

の企画・運営を行った。 

総務部 

文化課 

123 まちなか音楽活動 

市内のまちかどや商店などで行われる自

主的な音楽活動を促進し、あわせて賑わい

を創出するため、各地域に設けられた実行

委員会がコンサート等を 48 回実施し、延

べ 884 人が参加した。 

総務部 

文化課 

124
在住外国人のための 

日本語教室 

在住外国人支援を目的に、市民ボランティ

アの運営による日本語教室を 250 回開催

し、延べ 3,450 人が参加した。 

総務部 

文化課 

125 ★国際交流の集い 

市民と在住外国人との相互理解を目的に、

市民主体の実行委員会の企画・運営による

イベントを開催し、約 200 人が参加した。

総務部 

文化課 

126 交通安全大会 

高崎市交通対策協議会及び高崎市交通安

全母の会との共催により、市民の交通安全

意識の高揚を図るためのイベントを実施

し、500 人が参加した。 

市民部 

地域交通課 

127
介護予防 

フェスティバル 

介護予防の普及啓発を目的に、介護予防サ

ポーターを中心とした事業運営を行い、

1,500 人が来場した。 

福祉部 

長寿社会課 

128
たかさき子育て応援 

情報サイト「ちゃいたか」

市の子ども・子育てに関する民間及び行政

情報をサイトで発信するにあたり、市民ボ

ランティア 22 人が主体となり、企画・運

営を行った。 

福祉部 

こども家庭課 

129
高崎市ブックスタート 

事業 

赤ちゃんと保護者が絵本をとおして親子

のふれあいや絆を深めるためのきっかけ

づくりを目的に、市民ボランティアを中心

として企画したブックスタートを 107回実

施し、延べ 2,795 人が参加した。 

福祉部 

こども家庭課 
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130
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 131 人が会員となり、1,750 件の子

育ての相互援助を行った。 

福祉部 

保育課 

131
「ダメ。ゼッタイ。」薬物

乱用防止キャンペーン 

薬物乱用防止の啓発を目的として、市民 61

人を含む啓発隊 80 人の協力を得て、青少

年を中心とした市民に啓発グッズ等を配

布する事業を 2 回実施した。 

保健医療部 

保健医療総務課

132 食育フェスタ 

食育への理解と関心を深めてもらうため、

食をとおして健康について楽しく学ぶこ

とのできる食育イベントを開催し、約 600

人が来場した。 

保健医療部 

健康課 

133
おなかの赤ちゃんを 

みんなで守る事業 

妊娠していることを公共の場でさりげな

く周囲に知らせ、市民の温かい気づかいを

お願いし、妊婦が安心して暮らせる社会を

目指すため、マタニティ・キーホルダー及

びマタニティ・専用ステッカーを 3,287 人

に配布した。 

保健医療部 

健康課 

134 食品衛生キャンペーン 

市民の方の「食の安全と食中毒予防」の理

解度を高めるため、家庭での食中毒予防の

ポイントや、消費者の関心の高い食品の検

査について、パネル展示やスタンプラリー

を実施し、約 500 人が来場した。 

保健医療部 

生活衛生課 

135
動物愛護ふれあい 

フェスティバル 

動物愛護精神の啓発を図ることを目的に、

行政と獣医師会及び動物愛護団体等で構

成する高崎地区動物愛護実行委員会が開

催し、約 2,000 人が来場した。 

保健医療部 

生活衛生課 

136
★動物愛護講演会

－「いのち」－ 

動物愛護精神を学び市が今後「人と動物が

幸せに共生できるまち」となるよう来場者

と共に考えることを目的に、特定非営利活

動法人群馬わんにゃんネットワークの主

催による講演会を開催し、356 人が来場し

た。 

保健医療部 

生活衛生課 
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137 環境フェア 

環境配慮への意識啓発を目的に、市民団体

及び事業者の協力により、リサイクルバザ

ーやクリーンアップキャンペーンなどを

実施し、延べ 5,000 人が来場した。 

環境部 

環境政策課 

138 量目試買モニター 

市内の店に出かけ、ある特定の商品を購入

（試し買い）し、商品の重さ（量目）が正

しく量られているかの検査を 2 回実施し、

市民モニター19 人が参加した。 

商工観光部 

商工振興課 

139 ようこそ高崎人情市 

中心市街地の活性化を目的に、NPO 法人が

事業の企画・運営を行い、朝市やフリーマ

ーケットなどの「ようこそ高崎人情市」を

毎月第 4 日曜日に開催し、延べ 1,800 人が

参加した。 

商工観光部 

観光課 

140 たかさき能 

観光振興を目的に、市民主体の 27 人の実

行委員会の企画・運営による「たかさき能

（薪能）」を開催した。 

商工観光部 

観光課 

141
第 12 回たかさき雷舞 

フェスティバル 

イベント参加や集客による地域の活性化

を目的に、市民主体の実行委員会の企画・

運営による「たかさき雷舞フェスティバ

ル」を 10 月に開催し、140 人が参加した。

商工観光部 

観光課 

142 第 41 回高崎まつり 

地域の活性化や観光誘客を目的に、市民主

体の実行委員会の企画・運営による「高崎

まつり」を 8 月に開催し、2 日間で延べ 800

人が参加した。 

商工観光部 

観光課 

143 第 13 回高崎山車まつり 

地域の活性化や観光誘客を目的に、市民主

体の実行委員会の企画・運営による「高崎

山車まつり」を 8 月に開催し、2 日間で延

べ 150 人が参加した。 

商工観光部 

観光課 

144 たかさき春まつり 

地域の活性化や観光誘客を目的に、市民主

体の実行委員会の企画・運営による「たか

さき春まつり」を 4 月に開催し、2 日間で

延べ 150 人が参加した。 

商工観光部 

観光課 
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145 市民みんなが観光大使 

市民約 800 人を観光大使に任命し、民間事

業者が運営する旅サイトを活用して、高崎

の観光スポットやグルメ情報などを発信

した。 

商工観光部 

観光課 

146
★倉賀野古商家おもてな

し館運営事業 

街道を散策する観光客の休憩所として、地

元のボランティア5人が湯茶の提供や倉賀

野を案内し、2,600 人が来場した。 

商工観光部 

観光課 

147
★名所旧跡案内板設置事

業 

各町内に点在する名所旧跡などに、住民目

線の分かりやすい案内板を 183 箇所設置。

10 人のアドバイザーが説明文を精査した。

商工観光部 

観光課 

148
第 29 回 

高崎市農業まつり 

農業者、生産者団体と行政が協力し、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

ントを開催し、約 30,000 人が来場した。 

農政部 

農林課 

149 農業体験ツアー 

都市と農村の共生・交流や食と農の問題を

学習することを目的とした農業体験等ツ

アーを 8回実施し、延べ 362人が参加した。

農政部 

農林課 

150 倉渕親子自然体験ツアー 

森林の多面的な機能やその大切さなどを

喚起し、自然環境への関心を高めることを

目的とし、市内の小学生と保護者を対象と

したホタルの生息地の観察会や林業体験

及び木工クラフト体験を 4 回開催し、延べ

98 人が参加した。 

農政部 

農林課 

151 道路・河川愛護運動 

市民の道路・河川に対する関心と公共心を

一層高めるため、各地区において区域内の

道路・河川のゴミや空き缶等の収拾及び除

草作業等を 13 回行い、延べ 45,665 人が参

加した。 

建設部 

管理課 

各支所 

(農林)建設課 
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152
たかさきアダプト 

まち美化活動事業 

官民協働で道路愛護やまちづくり意識の

醸成を図ることを目的に、道路・河川等公

共的スペースの一定区域を、地域や企業等

で構成されるボランティア 26 団体が除

草・清掃等の環境美化活動を行い、延べ

4,406 人が参加した。 

建設部 

管理課 

153 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 212 人の「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、その後の管理も行った。 

都市整備部 

公園緑地課 

154 くらぶちの夏祭り 

地域住民のコミュニケーションと地域振

興を図ることを目的に、市民主体の実行委

員会の企画、運営による夏祭りを開催し、

約 130 人が参加した。 

倉渕支所 

地域振興課 

155
第 27 回烏川渓谷 

ロードレース大会 

はまゆう山荘のＰＲを行いながら健康づ

くりと仲間づくりを目的に、市民主体の実

行委員会の企画、運営によるロードレース

大会を開催し、138 人が参加した。 

倉渕支所 

地域振興課 

156
第 53 回 

くらぶちやまなみ祭 

文化意識の高揚を図り、明るく活力ある地

域づくりに寄与することを目的に、市民主

体の実行委員会の企画、運営による祭りを

開催し、約 100 人が参加した。 

倉渕支所 

地域振興課 

157 新町ふれあい盆踊り大会 

地域住民のコミュニケーションと地域の

振興を図ることを目的とし、市民主体の実

行委員会の企画、運営による大会を開催

し、約 500 人が来場した。 

新町支所 

地域振興課 

158
★新町ふるさと祭り 

「山車まつり」 

地域住民のコミュニケーションと地域の

振興を図るとともに、伝統文化を継承して

いくことを目的とし、市民主体の実行委員

会の企画、運営による祭りを開催し、約

10,000 人が来場した。 

新町支所 

地域振興課 
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159
★ふれあい健康ラジオ 

体操会 

正しいラジオ体操第一を習い、体を動かす

ことにより地域住民の健康の増進を図る

ことを目的に、スポーツ推進委員や体育振

興会役員の企画、運営によるイベントを開

催し、210 人が参加した。 

新町支所 

地域振興課 

160

第 3 回 

榛名山ヒルクライム 

in 高崎 

自転車競技を通し、市を全国にアピールす

るとともに、活力あるまちづくりのため、

市民主体の実行委員会の企画・運営による

大会を開催し、5,895 人が参加した。 

榛名支所 

地域振興課 

161

第 3 回 

榛名湖リゾート・トライア

スロン in 群馬 

全国に榛名湖をアピールするとともに、活

力あるまちづくりのため、市民と競技団体

で組織する実行委員会の企画・運営による

トライアスロン大会を開催し、604 人が参

加した。 

榛名支所 

地域振興課 

162 第 3 回榛名湖マラソン 

「榛名山・榛名湖」を全国にアピールする

とともに地域の活性化を目的に、市民主体

の実行委員会の企画・運営による日本陸上

競技連盟公認のフルマラソンを開催し、

1,432 人が参加した。 

榛名支所 

地域振興課 

163

TAKASAKI CITY  

第 25 回 

はるな梅マラソン 

市のイメージアップと地域の活性化及び

参加ランナーの健康増進を目的に、市民主

体の実行委員会の企画・運営によるマラソ

ン大会を開催し、2,709 人が参加した。 

榛名支所 

地域振興課 

164 吉井ひだまりマーケット 

吉井地域中心街の活性化に対する意識の

高揚を図るため、住民が主体となり企画・

運営するイベントを開催し、約 3,000 人が

来場した。 

吉井支所 

地域振興課 

165
高崎市生涯学習 

フェスティバル 

市民一人ひとりが主体となる地域づく

り・人づくりに活かす学習活動を推進し、

新たな生涯学習社会を創造することを目

的に、市民主体の実行委員会が事業の企

画、運営を行い、450 人が参加した。 

教育部 

社会教育課 
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166 かみつけの里古墳祭り 

郷土の歴史について理解を深めてもらう

ことを目的に、市民主体の実行委員会の企

画・運営による祭りを開催し、約 400 人が

参加、5,000 人を超える方が来場した。 

教育部 

文化財保護課 

かみつけの里

博物館 

167
プロ野球イースタン 

リーグ公式戦 

プロ野球の醍醐味と洗練されたプロのプ

レーを観戦する機会を提供して青少年の

健全育成と市民のニーズに応えることを

目的に、市民主体の実行委員会が事業の企

画・運営を行い、4,935 人が観戦した。 

教育部 

スポーツ課 

168
第 23 回 

高崎観音だるまマーチ 

市の自然と豊かな歴史文化に触れながら、

心と健康づくり、交流と親睦を深めること

を目的に、市民主体による実行委員会が事

業の企画・運営を行い、2,515 人が参加し

た。 

教育部 

スポーツ課 

169
世界エイズデー 

in たかさき 

エイズを含めた性感染症予防のための正

しい知識を身につけることの重要性や、感

染者に対する差別偏見解消の啓発を目的

に、市民 27 人を含む実行委員会が、駅前

キャンペーン、校区内キャンペーン、レッ

ドリボンパネル展示等を実施した。 

教育部 

健康教育課 

保健医療部 

保健予防課 
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170
高崎市第 3 次男女共同

参画計画 

第 3 次男女共同参画計画の平成 26 年度推進

状況と、計画の総合評価について、男女共同

参画審議会において評価し、評価結果を市ホ

ームページで公表した。 

市民部 

人権男女共同 

参画課 

171
★第 2 次地域福祉計

画・地域福祉活動計画 

第 2 次地域福祉計画・地域福祉活動計画の平

成 26 年度実績について、社会福祉従事者・

学識経験者・公募委員で構成される社会福祉

審議会地域福祉専門分科会において審議、評

価を行った。 

福祉部 

社会福祉課 

172

高崎市高齢者福祉計画 

第 5 期介護保険事業 

計画 

高崎市高齢者福祉計画及び第 5 期介護保険事

業計画の平成 26 年度実績及び総合評価につ

いて、被保険者代表・学識経験者・介護サー

ビス事業者・公募市民で構成される介護保険

運営協議会において審議、評価を行った。 

福祉部 

長寿社会課 

173
高崎市次世代育成支援

行動計画 

高崎市次世代育成支援行動計画の特定 14 事

業の平成 26 年度実績について、市ホームペ

ージで公表した。 

福祉部 

こども家庭課 

174 高崎市環境基本計画 

環境基本計画の進捗状況を取りまとめ、年次

報告書である「たかさき環境白書」を作成し、

市ホームページ等で公表した。 

環境部 

環境政策課 

175

第 2 期 

高崎市中心市街地 

活性化基本計画 

第 2 期高崎市中心市街地活性化基本計画の進

捗状況と計画の変更について、市ホームペー

ジで公表した。 

商工観光部 

産業政策課 

176
教育委員会の点検・評価

報告書 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の規定に基づき、教育委員会の権限に属する

事務の管理や執行状況に関しての点検、評価

を行い、市ホームページで公表した。 

教育部 

教育総務課 
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（５）その他の市民参加 

NO. 事業名 実施状況 担当課 

177
タカサキダンスフェス

ティバル 

ダンス文化の育成、発展を図るとともに、高

崎市発のダンス文化を全国に発信することを

目的にタカサキダンスフェスティバルを開催

し、760 人が参加した。 

総務部 

文化課 

178 消費生活展 

消費生活や食生活・環境問題に関する消費者

意識の高揚を目的とし、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イベント

を開催し、445 人が来場した。 

市民部 

市民生活課 

179 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

係団体延べ 680 人の協力を得て交通安全街頭

指導等を行った。 

市民部 

地域交通課 

180 地域人材支援事業 

優れた知識や技能を持つ市民を社会教育講師

として登録し、申請のあった団体などに講師

を派遣し、延べ 7,290 人が受講した。 

教育部 

社会教育課 
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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）市民公益活動に関する情報の提供（研修会、相談事業等）

NO. 事業名 実施状況 担当課 

181 ＮＰＯ活動相談事業 

ＮＰＯ法人格の取得に関する相談・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業務を

6 回行い、7 件の相談を受けた。 

総務部 

企画調整課 

182
市民公益活動促進の 

ためのセミナー 

市民公益活動を進めるために必要な知識や

技術の習得を図るセミナーを開催し、13 団体

18 名が参加した。 

総務部 

企画調整課 

183

日本語学習支援ボラン

ティアステップアップ

講座 

在住外国人向け日本語教室で指導にあたる

ボランティアのスキルアップを目的とした

講座を 4 回開催し、延べ 65 人が参加した。 

総務部 

文化課 

184

子ども日本語学習支援

ボランティアステップ

アップ講座 

日本語を母語としない子どもへの日本語学

習支援にあたるボランティアのスキルアッ

プを目的とした講座を開催し、8 人が参加し

た。 

総務部 

文化課 

185
語学ボランティア 

養成講座 

日本語でのコミュニケーションが困難な在

住外国人への支援を目的に、母語などで通

訳・翻訳ができる語学ボランティアを養成す

るための中国語とポルトガル語の語学ボラ

ンティア講座を各 25 回開催し、延べ 650 人

が参加した。 

総務部 

文化課 

186
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

術について学ぶ講座を 4 回開催し、延べ 54

人が参加した。 

教育部 

中央公民館 

187 なやみごと相談 

様々な悩みごとに対して、カウンセリングの

専門研修を終了したボランティア相談員 8 人

がカウンセリングを実施し、延べ 74 件の相

談があった。 

教育部 

中央公民館 

188
夏休みお話ボランティ

ア研修会 

夏休みお話会において読み聞かせをするボ

ランティアを養成するため、読み聞かせに必

要な基礎知識や技術等について学ぶ講座を

開催し、23 人が参加した。 

教育部 

中央図書館 
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（２）人材育成、交流機会の提供 

NO. 事業名 実施状況 担当課 

189
地域づくり活動協議会 

リーダー研修会 

地域づくり活動協議会の組織づくりや事業

運営を支援するため、各協議会のリーダーを

対象に、活動事例の発表等による研修会を開

催し、125 人が参加した。 

総務部 

企画調整課 

190
市民公益活動団体 

リーダー研修会 

市民公益活動団体のリーダーを対象に、本市

の市民公益活動支援施策の周知を図るとと

もに各団体間の協働の可能性などを探るた

めの研修会を開催し、24 団体が参加した。 

総務部 

企画調整課 

191
ＮＰＯ・ボランティア 

座談会 

市民公益活動団体間のネットワークづくり

のため、活動の実践発表を交えた座談会を 12

回開催し、延べ 72 団体、87 人が参加した。 

総務部 

企画調整課 

192
ＮＰＯ・ボランティア 

フェスティバル 

市内で活動している市民公益活動団体につ

いて関心を持ってもらうとともに、日頃の活

動を広く周知するために開催し、60 団体、430

人が参加した。 

総務部 

企画調整課 

193
介護予防サポーター 

養成研修 

介護予防に関する知識や技術を身につけて

もらうことを目的に、介護予防サポーターを

養成する研修会を 3 回開催し、延べ 45 人が

参加した。 

福祉部 

長寿社会課 

194
介護予防サポーター 

フォローアップ研修 

介護予防サポーターが地域で活動を行う際

に必要な知識・技術の更なる習得を目指す研

修会を 3 回開催し、延べ 231 人が参加した。

福祉部 

長寿社会課 

195
食生活改善推進員 

養成講座 

市民の保健栄養水準を高めるため、食生活改

善推進員を養成する講座を開催し、13 人が参

加した。 

保健医療部 

健康課 

196
★上野三碑解説ボラン

ティア養成講座 

上野三碑に来訪する団体等に対して、解説を

行うボランティアを養成するため、三碑の現

地解説と研究者の連続講座を 3 回開催し、延

べ 61 人が参加した。 

教育部 

文化財保護課 

（多胡碑記念

館） 
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（３）市民公益活動に対する委託、補助の実施 

NO. 事業名 実施状況 担当課 

197
高崎市地域づくり活動 

推進補助事業 

地域活動に対する参加意識の喚起と一層の推

進を図るため、小学校区を単位とする横断的

組織が行う自主・主体的な地域活動や、町内

会等が行う新規の地域づくり活動等 66 件に

ついて、事業費の一部を助成した。 

総務部 

企画調整課 

198 市民公益活動公募事業 

市民公益活動の普及・促進を図るため、市民

参加のきっかけづくりのための講演会などの

事業企画を市民公益活動団体から公募し、選

考した 2 件について、事業の実施を委託した。

総務部 

企画調整課 

199
自主防災組織 

設置・活動支援事業 

災害時における地域防災力の向上を図るた

め、町内会単位での自主防災組織の設置及び

防災訓練の実施に係る経費の一部に対し、140

件の助成を行った。 

総務部 

防災安全課 

200
高崎市 

こども基金助成事業 

地域社会全体で子どもを育てていく活動を支

援するため、高崎市こども基金を活用し、子

育て支援活動を行う 12 団体に活動費用の一

部を助成した。 

福祉部 

こども家庭課 

201 里山元気再生事業 

野生鳥獣の隠れ場になっている竹やぶ等を整

備し出没しづらい環境づくりや、里山の元気

再生を図るための整備を行う地域活動事業に

係る経費に対し、18 件の助成を行った。 

農政部 

農林課 

202
★スポーツ大会等開催

事業費補助 

新町地区のスポーツ団体が開催する市民大会

等の事業費の一部に対し、22 件の助成を行っ

た。 

新町支所 

地域振興課 

203
★かみつけの里古墳祭

り支援事業 

かみつけの里古墳祭りに関する活動を支援す

るため、事業費の助成を行った。 

教育部 

文化財保護課 

（かみつけの

里博物館） 
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（４）その他、市民公益活動の支援に資すると思われる事業 

NO. 事業名 実施状況 担当課 

204

リーフレット 

「高崎市の市民公益 

活動支援事業」 

本市の市民公益活動支援事業の内容を周知す

るため、リーフレット「高崎市の市民公益活

動支援事業」を 500 部作成し、市内で活動す

る市民公益活動団体に配布したほか、各関係

機関に提供した。 

総務部 

企画調整課 

205
寄附ボランティア活動 

情報提供事業 

福祉・介護・子育てに関する生活物品の無償

譲渡に関する制度案内を広報高崎にて行い、

市ホームページで登録物品の情報を提供し

た。 

総務部 

企画調整課 

206
市民公益活動情報の 

提供 

市民公益活動団体の概要や事業の案内をホー

ムページで紹介するほか、本庁舎及び市民活

動センターなどでチラシの配架を行った。ま

た、市民や各関係機関向けにボランティアの

参加や募集の情報を市のホームページで提供

した。 

総務部 

企画調整課 

207
ボランティア人材登録 

制度 

個人登録 18 人と団体登録 19 団体の計 856 人

に対し、3 件のボランティア募集情報を提供

した。 

総務部 

企画調整課 

208
景観・広告 

ボランティア 

「高崎市違反簡易広告物除却活動員」として

委任された市民 164 人が違反簡易広告物の除

却ボランティア活動を行い、都市景観の向上

を推進した。 

都市整備部 

都市計画課 

景観室 
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