
行動計画骨子（案）

提言Ⅰ
新たな時代にふさわしいコミュニティ組織

提言Ⅱ
市民が求めるコミュニティ活動

提言Ⅲ
市民意識の醸成

役員の期数制限（例：２期４年）や
定年制（７５歳）などの導入を検討
し、役員経験者が組織内に残ったま

ま、次の世代にバトンをつなぐ仕
組みを作る。

市とコミュニティの協働推進の在り

方について、行動計画の内容を次期
総合計画に位置付ける。

コミュニティ活動を行う目的や目標
を明確にするため、コミュニティ活

動のより所となるコミュニティ憲
章を策定する。

各学区コミュニティにおいて実施し
ている事業を洗い出し、防災や・防

犯、福祉など、全学区共通で行う
べき事業を明確にし、全市的に取
り組む。

住民がコミュニティに何を求めてい
るのかアンケートを行い、その結果
をもとに課題を解決するための各地

域のコミュニティプランを改訂す
る。

交流センターの地域の相談窓口とし
ての体制を整え、相談役である交流

センター職員の接遇力の向上を図
る。

交流センターに、予約なしでも使え

るフリースペースや学習室を設
置し、誰でも気軽に立ち寄れる親し
みやすい施設にする。

電話や窓口で申請している交流セン
ターの施設予約について、ホーム

ページ等で空き状況の確認や予約が
できるシステムを導入する。

マッチング機能を活用し、コミュ
ニティで必要とするボランティアと、
市職員が協力できるボランティアを
登録し、効率的に活動の担い手を確
保する。

新採職員等を対象に実施しているコ
ミュニティ体験研修の対象範囲を拡

大し、全職員が体験研修を実施す
ることによって協働への意識を高め
る。

活動に参加することでポイントが付
与され、貯まったポイントに様々な

特典のあるアプリポイント制を導
入する。

学校再編で統合が予定されているコ

ミュニティ間において、学校運営
協議会との連携を図りながら、児
童・生徒たちへの支援策について情
報共有を図る。

児童・生徒がコミュニティについて
学ぶ環境を整えるため、授業の教材

として活用できる子ども版のコ
ミュニティ活動ハンドブックを
作成する。

（仮称）ひたち若者かがやき会議と

連携し、若者が地域とのつながり
を持つため、コミュニティへの参画
し、歴史や関わり方について学ぶ機
会を創出する。

（仮称）ひたち若者かがやき会議と

連携し、若者人材バンクを活用す
ることによって、若者の発想やスキ
ルをコミュニティ活動に取り入れる。

災害が発生した際の初期対応や避難

支援などを確立し、自主防災組織
の活動を学区内の全住民を対象とし
て行う。

自治会・町内会を中心とした組織体
制の見直しを行い、各種団体も含め

た全住民を対象とした組織を目指
す。

交流センターの指定管理について、
貸館だけでなく、各種事業の展開も
視野に入れた業務委託について検討
する。

コミュニティ活動全体の調整・支援

を行うため、（仮称）まちづくり
コーディネーターの配置を検討す
る。

地域内外のＮＰＯ、ボランティ
ア団体へ協力を依頼することにより、
新たな連携体制を構築し、担い手不
足の解消を図る。

その他
第１次提言、各種計画、懸案事項

コミュニティ活動の意義やこれから
のコミュニティと市の在り方などに

ついて理解を深めるため、コミュニ
ティ活動ハンドブックを改訂する。

自分の地域を良く知り、地域への愛
着を育むため、学区ごとに作成して
いる地域の歴史やシンボルをまとめ

たコミュニティマップを改訂する。

転入手続きの際に市民課等で配布す

る転入セットに、自治会・町内会
活動の大切さやコミュニティ活動に
ついてのパンフレットを同封する。

“コミュニティ活動をなぜするのか”

という疑問に対し、様々な媒体
（ホームページ、市報、パンフ
レットなど）を活用して積極的に
ＰＲする。

交流センターがコミュニティ活動の
拠点施設であるという原点について、

交流センターのパンフレットを
作成してＰＲする。

各学区コミュニティの年間行事や活
動内容を継続して周知するため、ひ
たちナビなどのアプリやホームペー

ジなどＩＣＴを活用した積極的な
情報発信を行う。
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避難行動要支援者の支援（声掛け、
避難）に町内会を活用する仕組みを
構築する。

総会資料作成やコピー機、環境
美化活動に必要な刈払い機など
を貸出しするなど、町内会・自治会
の負担軽減を図る。

コミュニティの独自業務の検証や
見直しを行い、負担軽減を図る。

学区コミュニティ組織内に青年部を
設置し、若い世代だけで行う活動を
企画するなど、これまで参加してい
ない世代の参加を促進します。

ＩＣＴ専門員の配置やＬＩＮＥの公
式アカウント開設、YouTubeの動画

配信など、コミュニティにおけるデ
ジタル化を推進します。

コミュニティ活動事例集を作成し
て、コミュニティが具体的にどのよ
うな活動をしているかイメージして
もらい、興味のある活動へ参加する
きっかけを作ります。

パソコンやタブレット型ＰＣ、ス
マートフォンなどを使用する機会が
今後増えていくことから、快適な通
信環境とするため交流センター全館

にWi-Fi環境を整備します。

市職員のコミュニティ活動に対する
理解を深めるため、防災ハンドブッ

クのようなポケット版の市職員向
けコミュニティハンドブックを
作成し、意識の啓発を図ります。

市で行う地域集会所建設等補助につ

いて、身近な地域の活動場所とし
て維持するため引き続き周知すると
ともに、補助割合や補助金額の見直
しを検討します。

重点とすべき取組事項
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自治会・町内会の役員になることへの負担感
が大きいため、役員向けのマニュアルを作成
し、問合せ先や他の取り組み事例などを紹介
することによって負担軽減を図ります。

学区コミュニティの役員選考基準や選考結果
を公表し、自分たちの代表がどのように選ば
れているのか住民にお知らせします。

地域内にある事業所について、社会貢献活動
の一環として、コミュニティ活動に協力して
いただくことが可能かどうか調査し、可能な
範囲で協力体制を構築します。

「きらりよしじまネットワーク」の人材育成
を参考に、地域に埋もれている人材を発掘し、
参加、参画、行動とステップアップしながら、
人を巻き込んでいく仕組みを作ります。

仕事などが忙しく、なかなか参加できない住
民に対し、活動メンバーの拡大を図るため、
ZOOMやグループLINEを活用した会議の開
催を促進します。

自治会・町内会の存在意義やメリットなどを
啓発するパンフレットを作成し、地域でつな
がることの大切さを継続してＰＲしていきま
す。

役員会や会長会議の開催方法を見直し、
ZOOMによるオンライン会議や、事前に資料
を配布するなど、効率的かつ効果的に会議を
開催します。

日立市における新しいコミュニティ組織の定
義及び役割を明確にし、様々な媒体（ホーム
ページ、市報、パンフレットなど）で啓発し、
市民に浸透させます。

学校運営協議会において協議された事項につ
いて、会長会議等で報告するなど情報共有し、
共通する課題に対して協働で解決に向けた取
組を行います。

地域の出来事に関心を持ち、地域愛を育むた
め、学区コミュニティの広報紙やこみこみな
どの記事を依頼し、児童・生徒が自分たちで
取材した内容を掲載します。

コミュニティ活動における事務局の強化を図
るため、事務処理などを中心に行う職員の人
件費補助について検討します。

提言Ⅰ
新たな時代にふさわしいコミュニティ組織

北部、中部、南部と地区ブロックごとの会長
会議や事務局長会議を開催し、地域の情報共
有や課題解決に向けた話し合いを行うl機会を
設けます。

市とコミュニティにおいて、行動計画を令和
３年９月までに策定します。その後、取組内
容、運用の検証・試行・制度設計の見直しを
繰り返し行いながら取組が定着するよう推進
します。また、広く市民に対してお知らせが
出来るように、行動計画ダイジェスト版を作
成します。

市職員がコミュニティ活動などにボランティ
アとして参加した実績を評価する仕組みを作
り、活動への積極的な参加を促します。

提言Ⅱ
市民が求めるコミュニティ活動

市からのコミュニティ活性化事業の補助金に
ついて、補助メニューを実施する事業に応じ
て選択制にするなど、地域の実情に合わせた
補助の仕組みについて検討します。

ボランティア活動におけるモチベーションを
維持するため、公益性、拘束性、地域貢献度
などに応じて、有償化することを含めた仕組
みについて検討します。

コミュニティ活動としてボランティアとして
やるべきことと、交流センターの業務として
やるべきことの区別があいまいになっている
ため、事業の棚卸しを行い整理します。

提言Ⅲ
市民意識の醸成

新たに設置するフリースペースにカフェを併
設し、住民にくつろいでもらう空間とすると
ともに、コミュニティビジネスによる事業化
を検討します。

新たに設置するフリースペースや学習室にお
いて、スマートフォンなどの充電器を無料で
開放し、誰でも気軽に立ち寄ってもらえる親
しみやすい施設にします。

コミュニティ活動に参加すると公共施設など
の優待券がもらえる、といった特典をつける
ことによって、子育て世代が活動に参加する
きっかけを作ります。

地域ごとにばらつきがある交流センターの利
用の決まりを統一し、市民が利用しやすい施
設を目指します。

その他
第１次提言、各計画、懸案事項種

市職員が業務に関することや得意分野に関す
ることについて、研修講師として出前講座を
行い、コミュニティの人材育成を図ります。

学区コミュニティごとに行っている会計処理
について、統一したルールを作って運用する
ことによって、組織の透明性を高めます。

小学校区と範囲と学区コミュニティの範囲が
異なることから、自治会・町内会からの情報
を基に学区コミュニティ区域図を作成し、活
動の対象範囲を明確にします。

資源ごみ回収などについて、現状における問
題点を洗い出し、改善方法について検討しま
す。

防犯灯の市への移管について、円滑に手続き
が進むように支援するとともに、移管後の見
守り体制について周知します。

市報の全戸配布に向けた取組について、学区
コミュニティによる配布や業者ポスティング
など、23学区それぞれの対応が円滑に進むよ
うに支援します。

学区コミュニティごとに自治会・町内会への
加入状況調査を行い、地域の現状を把握しま
す。

大規模宅地の造成やマンションの建設におい
て、不動産業者と連携・協力し、自治会・町
内会活動の大切さやコミュニティ活動の重要
性についてのパンフレットの配布を依頼する。

市にとってコミュニティが大切な存在である
ということを住民に理解してもらうため、市
役所内や各駅、公共施設などへ懸垂幕や看板、
のぼり旗などの設置を検討します。

コミュニティへの補助金と、交流センター運
営委員会への委託料の会計処理方法について、
ルールを統一することによって透明性を高め
ます。

事業提案型補助金の創設や、市の各課から交
付される様々な補助金の統合など、補助金等
の在り方について検討し、地域の実情に応じ
て使いやすい制度となるように検討します。

新たな自主財源を模索するため、地域資源を
活かして課題を解決するコミュニティビジネ
スへの取組について、先進的な成功事例を紹
介するなど、積極的に支援をします。

インターネット環境を利用した「スマホ教
室」や「タブレット教室」などを開催し、住
民（特に高齢者）がＩＣＴを有効に活用でき
るよう支援します。

交流センター同士の連携を図り情報を共有す
るため、定期的に運営委員長会議、事務長会
議を開催します。

学習室などを利用する子どもたちの保護者が、
地域のことや子育てのことなどを気軽に相談
できる窓口として役割を果たす。

コミュニティと地元にある大学などが連携し、
地域課題の解決に向けたプロジェクトに学生
とともに取り組む。

地域ごとに行っている事業の見える化を行い、
どのような活動をおこなっているか住民に知
らせる。

専門性が高い活動に従事するために必要な講
習会や研修、資格取得支援などを行い、活動
する人材のスキルアップを図る。

その他の取組事項


