資料１

平成28年度 蕨市市民参画と協働の実施状況（案）
分野

項目

根拠条項

Ｈ27実施状況

指標

Ｈ27

Ｈ28

将来ビジョ
ン目標値
(Ｈ30)

市の考え

審議会等に 第7条第1項 審議会等：71(職員のみで構成する審議会等を除く)
・開催した審議会等：43
よる審議
第1号
（公開：28、非公開又は一部非公開：15）
・開催した審議会等の傍聴人数合計：8人

審議会等：73(職員のみで構成する審議会等を除く)
・開催した審議会等：45
（公開：29、非公開又は一部非公開：16）
・開催した審議会等の傍聴人数合計：6人

公開した審議
会等１回あたり
の傍聴人数

審議会等の 第8条
公開と委員
の選任

公募委員を含めるものとする審議会等：11
うち公募委員が含まれる審議会等：11

公募委員を含めるものとする審議会等：11
うち公募委員が含まれる審議会等：11

審議会等の公
募委員の割合

20.5%

20.9%

パブリック・ 第7条第1項 (1) 蕨市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)【1件】
(2) 蕨市個人情報保護条例の一部を改正する条例(案)
コメント
第2号

(1) 第10次蕨市交通安全計画【1件】
(2)わらびシティプロモーション指針（案）【7件】
(3)蕨市公共施設等総合管理計画（案）【7件】

パブリック・コメ
ント1回あたり
の意見数

4.25件

5件

意向調査

(1) コミュニティバスアンケート【回答率 48.7.％】
(2) 在宅介護実態調査及び介護予防・日常生活圏域ニーズ
調査
【回答率 86.9％】
(3) 市民意識調査【回答率 47.4％】

市民意識調査
の回答率

42.5%

47.4%

45%

・市民意識調査について、28年度はお礼状
兼協力依頼の送付などを実施し、回答率が
過去最高となった。
・意向調査については、引き続き、計画の策
定など、意向調査が効果的と思われる場合
の実施を促す。

483人

490人

500人

・市長タウンミーティングの参加者は増加し
ており、市民参画の機会として、今後も多く
の市民に参加を促す。
・意見交換会の特性を周知し、効果的と思
われる場合の実施を促す。

なし

13回
281人

【意見なし】
(3) (仮称)蕨市まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)【6件】
(4) 蕨市ＤＶ防止基本計画」(第2次)【10件】

市

Ｈ28実施状況

第7条第1項 (1) 配偶者からの暴力に関する調査【回答率 34.4％】
(2) 市民意識調査【回答率 42.5％】
第3号

民

0.17人 0.13人

―

20%

市ホームページやケーブルテレビなどで、
審議会等の開催を周知しているが、傍聴人
は依然として少ない。引き続き、周知の方法
を工夫するとともに、会議の開催日時につ
いても検討していきたい。
公募委員の割合は「審議会等の委員の公
募に関する要綱」で規定する20％以上を維
持している。今後も、新規の審議会等を立ち
あげる場合や委員の任命替えを行う場合に
公募枠の確保を呼びかけていく。

3件 28年度は27年度に比べて、条例の制定や

計画の策定件数が少なかったため、パブ
リック・コメントの実施件数・意見総数ともに
減っているが、パブリック・コメント1回あたり
の意見数については、昨年度より多くなって
いる。引き続き、パブリック・コメントの目的
や実施を広く市民等に周知していくととも
に、各案件の意見募集の際には、募集期間
の確保や周知方法の工夫に努めていく。

参
画

意見交換会 第7条第1項 (1) 市内５地区で市長タウンミーティングを開催し、市長との質 (1) 市内５地区で市長タウンミーティングを開催し、市長との質 市長タウンミー
疑応答（意見交換）を行った【483人参加】
疑応答（意見交換）を行った【490人参加】
ティングの参加
第4号
者

ワークショッ 第7条第1項 開催実績なし
プ
第5号

（1）住民座談会（介護保険室と社会福祉協議会の共催）
【全10回・延べ260人参加】
（2）末広公園改修ワークショップ
【全3回・延べ21人参加】

ワークショップ
の開催回数・
人数

―

・住民座談会は、地域住民が把握する高齢
者の在宅生活における課題の共有、課題
解決に向けて地域で出来ることの検討、解
決策の共有を目的に開催した。
・末広公園改修ワークショップは、末広公園
を幅広い世代が交流する親近感と魅力ある
地域拠点とすることを目指し、地域のニーズ
を把握するべく、子育て世代や町会及び商
店会推薦の住民等で構成するワークショッ
プを開催した。
・今後も庁内への周知に努め、実施を促し
ていきたい。

資料１

平成28年度 蕨市市民参画と協働の実施状況（案）
分野

項目

根拠条項

協働の環境 第10条
づくり

Ｈ27実施状況

Ｈ28実施状況

指標

(1) 蕨市協働推進月間（毎年8月）を定め、これにあわせて蕨
市独自の協働のシンボルマーク・キャッチフレーズを公募によ
り決定。キャッチフレーズは、「想いをカタチにともに創るまち
わらび」
(2) 主査・係長級を対象とした協働の職員研修を実施し、職員
の協働意識の向上に努めた。
(3) わらびネットワークステーションにおいて、市民活動の支援
となる以下の事業を実施。
① 市民活動に関する各種情報の収集及び提供事業
・活動団体情報のファイル閲覧
・ホームページの充実
・情報紙の発行【年4回】
② 市民活動に関する相談事業【65件】
③ わらび市民活動人材ネットつながるバンク
【登録25件、マッチング23件】
④ 市民活動団体等の交流及び連携事業
・市民活動ネットワークフォーラム【65人参加】
・登録団体新春交流会【38人参加】
⑤ NPO法人等市民活動団体及びボランティア等の育成事業
・ちょこっとセミナー開催【6講座】

(1)蕨市協働推進月間（毎年8月）にあわせて懸垂幕を庁舎に
掲出するともに、わらびネットワークステーション情報紙に「シ
ンボルマーク」と「キャッチフレーズ」を活用し、周知に努めた。
(2)係長級以下の職員と市民が合同で協働のまちづくり研修を
実施し、協働意識の向上に努めた。
(3)わらびネットワークステーションにおいて、市民活動の支援
となる以下の事業を実施。
①市民活動に関する各種情報の収集及び提供事業
・活動団体情報のファイル閲覧
・ホームページの充実
・情報紙の発行【年4回】
②市民活動に関する相談事業【78件】
③わらび市民活動人材ネットつながるバンク
【登録74件、マッチング31件】
・「スキルアップ研修会」開催による資質向上
・「ちょこっとセミナー」（28講座）及び「つながるバンク＆市民
活動登録団体プレゼンテーション会」（発表10名、44名参加）
による周知
④市民活動団体等の交流及び連携事業
・つながるバンク「スキルアップ研修会」【36名参加】
・ぷち交流会【7回開催】
⑤ＮＰＯ法人等市民活動団体及びボランティア等の育成事業
・ぷち交流会【７回開催】
・アクティブシニアの社会参加支援事業
「ボランティア・市民活動見本市」【600人参加】
「はじめてのボランティア・市民活動（体験会）」
【30団体で企画、23団体で実施、65名参加】
(4)市民活動の支援として市立病院ギャラリーやコミュニティバ
ス等で展示を実施

わらびネット
ワークステー
ションの登録団
体数

協

わらびネット
ワークステー
ションの利用者
数合計

Ｈ27

228
団体

Ｈ28

将来ビジョ
ン目標値
(Ｈ30)

市の考え

236
団体

250 ・わらびネットワークステーションの登録団
団体 体・利用者数は年々増加しており、着実に
協働の環境づくりは進んでいるといえる。引

774人 1,704人

き続き、協働の拠点として、施設の周知と機
能強化に努める。
・つながるバンク及び登録団体の活性化に
つながるよう、可能な支援を行いつつ、さら
なる周知、マッチングに努めていく。
・28年度から3か年、県委託事業であるアク
ティブシニアの社会参加支援事業を受託
し、元気なシニア世代の市民活動・ボラン
ティア活動への参加を支援する活動に積極
的に取り組んでいく。

―

働
協働事業提 第11条
案制度

平成27年度（26年8月に募集）
平成28年度（27年8月に募集）
蕨市協働事業
自由テーマ4件の提案があり、以下3件の事業が採択となった 自由テーマ5件の提案があり、以下5件の事業が採択となった 提案制度への
応募件数
１．団体名：ＮＰＯ法人ふうせん
１．団体名：ＮＰＯ法人ふうせん
事業名：楽しく子育て笑（び）ってフェスタ2015
事業名：笑（び）ってフェスタ2016！（2年目）
２．団体名：わらてつ倶楽部
２．団体名：わらてつ倶楽部
事業名：大荒田交通公園のＳＬ整備による郷土と鉄道の
事業名：大荒田交通公園ＳＬ整備による文化財保護と
関わり地域貢献（2年目）
地域貢献（3年目）
３．団体名：わらてつまつり実行委員会
３．団体名：わらてつまつり実行委員会
事業名：蕨と鉄道にぎわい創出ＰＪ
事業名：蕨と鉄道にぎわい創出ＰＪ（2年目）
４．団体名：蕨防災士会
事業名：わらび防災大学校
※平成26年度（26年4月に募集）
５．団体名：蕨市男女平等推進市民会議
指定テーマ1件については、平成27年度に実施した。
事業名：デートＤＶ防止啓発事業（2年目）

4件

5件

25件 ・継続申請する団体が多いため、新規応募
団体が出るように、発案・企画から実施の
場面まで積極的にサポートしていきたい。
【参考：29年度実施事業】
１．団体名：蕨防災士会
事業名：わらび防災大学校（2年目）
２．団体名：蕨市男女平等推進市民会議
事業名：デートＤＶ防止啓発事業（3年目）
３．団体名：わらてつまつり実行委員会
事業名：蕨と鉄道にぎわい創出ＰＪ～鉄道
を中心とした地域貢献～（3年目）

１．団体名：蕨市男女平等推進市民会議
事業名：デートＤＶ啓発防止事業 ※実施は27年度
（指定テーマ：男女共同参画推進事業）

市民への支 第12条
援

(1)安全安心きれいなまちづくりポイント事業奨励費【13,333枚
のくらしの商品券を地域貢献活動参加者に配布】、公園・歩
道緑地帯自主管理団体助成金など、市民との協働に係る取
り組みに対して、財政的な支援を行った。

(1) 安全安心きれいなまちづくりポイント事業奨励費【13,333
枚のくらしの商品券を地域貢献活動参加者に配布】、公園・
歩道緑地帯自主管理団体助成金など、市民との協働に係る
取り組みに対して、財政的な支援を行った。

(2)蕨市ふるさとわらび応援基金条例に基づいて、ふるさと納 (2) 蕨市ふるさとわらび応援基金条例に基づいて、ふるさと納
税（ふるさと応援寄附）を受け入れ、6つの使途に対して基金 税（ふるさと応援寄付）を受け入れ、6つの使途に対して基金
を積み立てた。
を積み立てた。また、蕨市ふるさとわらび応援基金に寄附して
いただいた方への返礼品の贈呈を9月30日から開始した。

ふるさとわらび
応援基金の寄
附件数

11件

536件

―

・市民との協働の取り組みに係る財政的な
支援については、対象事業の効果を見定め
ながら、今後も必要な支援を継続する。
・返礼品制度を導入したふるさと納税は大
幅に増え、蕨の魅力発信と地域活性化の効
果も期待される。

