
 

 

 

基本目標４ 市民と共に創るまちづくり 
（政策９）地域が結び，笑顔あふれるまち 

（政策 10）女性も男性も輝くまち 

 



基本計画 

基本目標４ 

102  KASHIMA CITY 
 

政策９ 地域が結び，笑顔あふれるまち 
第１節 共創のまちづくりの推進 

10 年後のまちの姿を「市民・事業者・行政がそれぞれの役割と責任を果たし，創意と工夫に満

ちた協働のまちづくりが実践されています。」として，「①まちづくり情報の共有化」「②市民参画

の推進」といった各施策を展開してきました。これまで進めてきた「協働のまちづくり」の成果の

上に，更に一歩進んだ「共創のまちづくり」を推進し，より良いまちづくりを行っていきます。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 広く市政への意見を求めるために各種事業を実施し，出された意見の共有化が必要です。ま

た，SNSの普及への対応等，多様な媒体を利用して情報を共有していくことも必要になって

います。 

○ 定期発行の広報かしま以外に，FMかしまや市ホームページ・SNS等を活用して，幅広い対

象者に，新鮮かつ充実した行政情報・イベント情報・災害情報等を提供しています。 

○ 広聴業務として，電子メールで意見をもらう「ご意見メール」，市内 18か所に設置したポス

トへ意見を投函できる「市長への手紙」等を実施しています。また，市内 101 地区へ市長が

直接出向き意見を交換する「車座懇談会」を開催し，市民からの意見を広聴しています。 

 

○ まちづくりへの市民参加の拡充及び市民活動の活性化のために，平成 24（2012）年度には

市民活動支援制度を創設し，これまで 15 事業を採択し，市民と市の協働事業を実施してい

ます。より市民団体の活動に合った制度とするため，現状を考慮して制度の改善・見直しを

図る必要があります。 

○ 安心してまちづくりに参画していただくための支援策として，市民活動保険制度を活用し，

公共的な市民活動中に起こる事故や病気の保障に対応しています。 

○ 平成 24（2012）年度に県からNPO法に関する事務の権限移譲を受け，市内 NPO法人の

設立認証等の支援を行っており，現在市内 NPO 法人数は 29 法人となっています。更なる

市民活動の広がりには，NPO 法人の育成が不可欠であり，本市では設立支援のほか，NPO

法人等を対象とした研修の案内や，市内 NPO 法人等による団体交流会を開催するなどの支

援を行っています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①まちづくり情報の共有化 

� 「市長への手紙」や「ご意見メール」，アンケート調査，パブリック・コメントにより市民意

向を把握し，また多くの市民と語り合い，意見をうかがう場を設けるなどの積極的な広聴を

進め，市民の声が市政に的確に反映されるよう広聴活動の充実に努めます。 

� 広報かしまをはじめ，各種小冊子やパンフレット，FM かしま，市ホームページ等，多様な

媒体を活用し，積極的な広報を図るとともに，各種内容の充実に努めます。 

� 個人情報保護に十分留意しながら，行政情報を積極的に公開していくため，「鹿嶋市情報公開

条例」及び「鹿嶋市個人情報保護条例」の適正な運用に努めます。 

 

 

②市民参画の促進 

� 市民と行政が一体となって，積極的な情報共有を図り，課題解決に向けて共に目標を設定し，

その解決や新たな価値を創造することで，「共創のまちづくり」を進めていきます。 

� 市民の声を市政に反映させていくため，各種審議会における公募委員の登用や計画策定にお

ける市民組織との連携等，市民参画の機会を充実します。 

� 地域課題の解決に向けた市民の提案の公募や，市民や市民活動団体等が新たな目的を持って

まちづくりに取り組む事業を行うことで，市民活動の活性化を図る市民活動支援制度の推進

を図ります。 

 

 

③市民活動団体育成事業 

� NPO法人を含む市民活動団体を活性化させるため，講座や研修会等を開催して団体等の支援

を行い，公益的な活動につなげます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

まちづくり委員会 

委員数 

人 856 900 95.1％ 1,000 

市民提案制度の 

採択数 

件 5 6 83.3％ 10 

 

 

  

改
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基本目標４ 
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第２節 コミュニティ活動の活性化 
10 年後のまちの姿を「市民一人ひとりが積極的に地域づくりに参加し，連帯感あふれる地域社

会が形成されています。」として，「①コミュニティ意識の啓発」「②コミュニティ活動の育成・支

援」「③活動拠点の整備・充実」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 本市への転入者が転入届を提出する際，窓口で加入パンフレットを配布するとともに，区長・

自治会長へ地区転入者に対しての区・自治会加入を働きかけるようお願いしています。 

○ 地区まちづくり活動における市とのパイプ役や地域課題の解決を担う地域活動支援員を，各

地区まちづくりセンターへ配置しています。 

 

○ 高齢化や地区との関係の希薄化等により，区・自治会への加入率が低下してきています。区・

自治会の育成のために，平成 26（2014）年８月に作成した「自治会活性化事例集」を配布

し，活用していくことで，区・自治会へ加入することの意義の啓発を進めています。 

○ 定期的に行政委員の研修等を行っています。例年，定例会を開催し，市の主要事業について

研修を行うとともに，県外の先進地視察を行い，行政委員業務の参考としています。 

○ まちづくり連絡協議会主催による階層別研修会の開催により，各まちづくり委員会関係者等

の資質向上に努めています。また，定期的な情報交換並びに諸課題の検討により効果的な事

業運営が図られました。 

○ コミュニティ活動におけるリーダーや参加者の固定化が進み，一部の市民に負担が集中する

という課題が生じています。 

 

○ 各地区に対し，地域活動育成交付金を交付し，地区活動の充実が図られるように支援してい

ます。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①コミュニティ意識の啓発 

� まちづくり市民大会をはじめ，あらゆる場や機会を通して，コミュニティの重要性を広く PR

し意識の啓発に努めるとともに，区・自治会等の地域組織への参加を促進します。 

� 区・自治会加入に向けて，自治会活動の内容や自分の住んでいる地域を知ってもらう機会を

増やすなど，自治会活動に参加しやすい仕組みづくりに取り組みます。 

 

 

②コミュニティ活動の育成・支援 

� コミュニティ活動の主体である行政区や地区まちづくり委員会の活動を支援するとともに，

コミュニティ活動のリーダーとなる人材の発掘・育成・支援のための研修の機会等の充実に

努めます。 

� 各地区まちづくり委員会相互の連携を図るため，まちづくり連絡協議会の活動を支援します。 

� コミュニティ活動の活性化を図るため，地域コミュニティと市民活動団体等の連携を支援し，

地域課題の解決を図ります。 

� コミュニティ活動における担い手育成のため，若者の意見を聞く機会等をつくり，施策に生

かせるように努めます。 

 

 

③活動拠点の充実 

� コミュニティ活動の拠点となるまちづくりセンターの機能充実に努めます。 

� 各地区まちづくりセンターへ配置した地域活動支援員を中心に，地区住民と行政による「共

創のまちづくり」を推進し，まちづくり活動の充実に努めます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

行政区への加入率 ％ 52.0 65.0 80.0％ 55.0 

まちづくり市民 

センター利用者数 

人 98,768 105,000 94.1％ 110,000 

各地区まちづくり 

センター利用者数 

人 248,971 240,000 103.7％ 250,000 

各地区まちづくり 

センター定期利用団体数 

団体 385 380 101.3％ 400 

地縁団体認可数 
団体 26 30 86.7％ 40 

 

 

  



基本計画 

基本目標４ 
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第３節 人権の尊重 
10 年後のまちの姿を「誰もがかけがえのない個人として尊重されるまちが実現しています。」と

して，「①人権意識の高揚」「②人権教育の推進」「③人権擁護体制の充実」といった各施策を展開

してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 女性・子ども・高齢者・障がい者等の人権についての課題に加え，インターネットによる人

権侵害等社会構造の変化に伴う課題の多様化，複雑化が見られます。 

○ すべての市民の人権が尊重される社会の実現に向けて，人権問題を正しく理解し，認識でき

るよう，人権教育及び人権啓発を更に推進する必要があります。 

○ 年間を通じて，法務局等と協力して特設人権相談や常設人権相談を開設するほか，茨城県と

連携し，人権講演会を開催しています。 

○ 日常生活における人権侵害に対して，関係機関や関係団体との連携のもと，人権擁護委員等

による相談に対応していますが，高齢化の進行や地域社会の希薄化等，地域を取り巻く状況

の変化から，人権擁護委員の担い手不足が課題となっています。 

 

○ 人権擁護委員による人権教室や人権の花運動，全国中学生人権作文コンテストを通じて人権

尊重の重要性や理解を深めることで，相手への思いやりやこころ・生命の尊さを体得できる

よう，人権教育の推進を図っています。 

○ 法務省及び法務局と人権擁護委員が組織する人権擁護委員連合会及び人権擁護委員協議会と

協力して人権擁護活動を行っています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①人権意識の高揚 

� 人権意識の高揚と正しい理解を進めるため，関係機関との連携・協力のもと，あらゆる場や

機会を通して啓発活動を推進します。 

 

 

②人権教育の推進 

� 人権問題について理解を深め，いのちの大切さや人を思いやる気持ちを育むため，成長段階

に応じた人権教育の充実を図ります。 

� 身近な地域や事業所において講演会や研修会を開催し，人権の正しい理解の普及に努めます。 

 

 

③人権擁護体制の充実 

� 日常生活において生じる人権侵害に対して，関係機関や関係団体との連携のもと，人権擁護

委員等による相談体制の充実を図ります。 

� 虐待やいじめ等の人権侵害に対して，関係機関との密接な連携を図り，早期発見・早期対応

に努めます。 

 

 

 

  



基本計画 

基本目標４ 
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政策 10 女性も男性も輝くまち 
第１節 男女共同参画社会の推進 

10 年後のまちの姿を「男女が互いの人権を尊重しつつ，責任を分かち合い，個性と能力を十分

に発揮しています。」として，「①男女共同参画の意識づくり」「②男女共同参画の環境づくり」「③

女性が活躍するまちづくり」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 本計画策定に係る市民意識調査では，「女性よりも男性が優遇されている」との質問に対し，

過半数以上の女性が，「家庭」でも「職場」においても女性よりも男性が優遇されていると回

答するなど，未だに男女共同参画の意識は浸透していない傾向にあります。 

○ 標語・シンボルマークを作成し，クリアファイルのデザインとして作製・配布することによ

り，効果的な啓発活動を行っています。 

○ 毎年，男女共同参画推進大会（フォーラム）を開催し，男女共同参画意識の啓発を進めてい

ます。また，平成 24（2012）年度から男女共同参画情報誌「ウィング」を年１回発行する

など市民への意識付けを行っています。 

 

○ 自分らしく，希望する仕事と生活の調和を実現するためには，世代を問わず自分のこととし

て男女の格差を認識することができるような意識や社会的環境を整えていくことが必要です。

平成 27（2015）年 4 月には，市民活動支援課内に女性支援室を設置し，より一層の推進

体制を構築しています。 

 

○ 市民・事業者と共に男女共同参画社会のあり方を考え，連携・協力し，それらの実現に向け

た体制構築の検討をしています。 

○ ワーク・ライフ・バランスについて，男女共同参画計画概要版，パンフレット等で周知して

います。 

○ ドメスティック・バイオレンス

※24

やセクシュアル・ハラスメント

※25

対策は，相談機関の周

知及び関係部署との連携を図っています。 

 

 

  

                                                   
※24：配偶者や恋人等，親密な関係にある人からふるわれる暴力のこと。殴る，蹴るという「身体的暴力」

だけでなく，言葉による｢精神的暴力｣，親・兄弟姉妹や友人との付き合いや行動を制限する「社会的

暴力」，生活費を渡さないといった「経済的暴力」，避妊に協力しないなどの「性的暴力」も含まれま

す。 

※25：「職場において，労働者の意に反する性的な言動が行われ，それを拒否するなどの対応により解雇，

降格，減給等の不利益を受けること」または「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なもの

となったため，労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」をいい，男女雇用機会均等法により事業

者にその対策が義務付けられています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①男女共同参画の意識づくり 

� 男女共同参画を正しく理解し，誰もが身近な問題として関心を持ち，行動に移せるように，

意識啓発を進めていきます。 

� パンフレットの発行や講演会の開催等により，男女共同参画に関する意識啓発や情報提供を

行います。 

� 関係団体との連携のもと，生涯を通じた各段階で，家庭・学校・地域といったあらゆる場に

おける男女共同参画に関する教育・学習機会の提供に努めます。 

 

 

②男女共同参画の環境づくり 

� 男女が平等な社会の構成員として就労することができるよう，性別による格差是正のための

意識啓発や，個人のニーズ・生活スタイルに応じた就労環境づくりを事業所等に働きかけま

す。 

� 男女が共に仕事や家事・育児・介護・地域生活との両立を図ることができるよう，ワーク・

ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の普及啓発に努めます。 

� 男女の多様な価値観が市政にバランスよく反映されるように，政策・方針決定過程への女性

の参画を促進します。 

� 男女共同参画の視点が反映された市政運営となるよう，市職員に対する意識啓発に努めます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

各種審議会における 

女性委員の登用率 

％ 30.1 35.0 86.0％ 35.0 

啓発セミナー 

実施回数 

回 2 2 100.0％ 4 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第 2 次鹿嶋市男女共同参画計画（平成 28～32 年度） 

  



基本計画 

基本目標４ 

110  KASHIMA CITY 
 

第２節 市民が活躍する社会の形成 
市民が，性別やその置かれている環境に関わらず，一人ひとりが自分らしくいきいきと生活でき

る社会の実現に向けて，男性にとっても女性にとっても暮らしやすい社会であるよう，男女共同参

画の意識の浸透に向けた取り組みを推進していきます。併せて，市民一人ひとりが社会の一員とし

て，多様性に富んだ豊かな活力あふれる社会の構築を推進します。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 家庭や学校，職場，地域等，男女が共に参画できる社会を実現するため，社会の様々な分野

における女性参画を促進し，女性が活躍する社会づくりを推進する必要があります。 

○ 女性を中心として活躍している団体を集め，鹿嶋市女性ネットワーク会議を，年 7 回程度開

催し，研修等を通じて，女性が活躍するまちづくりを推進しています。併せて若年女性を対

象とした講習会を開催し，働きたい，あるいは働いている若年女性がライフプランニングを

学び，自分自身で人生設計できる力を身につける機会を提供しています。 

 

○ 学習講座での託児サービスの提供等，女性が積極的に社会活動に参加しやすい環境づくりに

努めています。 

○ 様々な価値観を持つ市民一人ひとりが自由に社会に参画でき，誰もが安全・安心な生活を送

れる，豊かな社会を構築することが求められています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①女性が活躍するまちづくり 

� 男女共同参画の理解を深めるための広報・啓発に努めます。 

� 広報紙等，市が発信する文書等における男女共同参画の視点に立った表現を促進します。 

� 男性にとっての，男女共同参画の意義についての広報・啓発に努めます。 

� 女性の社会進出を促進するためのイベント等を実施し，啓発活動を行っていきます。 

 

 

②市民の社会参画の推進 

� 市民が年齢や性別，障がいの有無等を問わず，誰もが尊重され，自由に社会に参画できる社

会の構築のために，意識啓発を進めていきます。 

� ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントに対しては，各種媒体による

防止に向けた意識啓発に努めるとともに，関係機関と連携した見守り・相談体制の充実を図

ります。 

� あらゆる人のニーズに対応したユニバーサルデザインの考え方の普及・促進を図ります。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

女性支援イベント 

参加者数 

人 650 700 92.9％ 800 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第 2 次鹿嶋市男女共同参画計画（平成 28～32 年度） 

改



 

 

  


