
協働推進・男女平等推進担当 

 

１ 行政協力員会議 

  行政事務の普及及び徹底のため行政協力員会議を開催し、市の各種事務・事業への協力を依頼した。 
 
 （１） 行政協力員  34人 
 
 （２） 行政協力員会議  ９回開催 

 
（３） 主な業務内容 

交通安全運動の協力 防犯運動の協力 市行事への参加及び協力 ごみ減量推進運動の協力

各種広報等回覧の協力 各種募金の協力 ほか 
 

２ 町会等関係 

（１） 町会活動補助金状況 

    34 の町会又は自治会の地域住民の福祉の増進を図り、市行政の円滑な運営に資する活動に対

し、交付した。 

・交付金額  3,801,620円 

・交付対象  34町会・自治会及び町会長協議会 

・主な活動 

行政連絡事項の周知に関する活動 関係機関等との協調に関する活動 

町会の運営に関する活動 

   

（２） 会館建設費補助金状況 

・交付金額  2,990,000円 

・交付件数  １件 
 
（３） 会館修繕費補助金状況 

・交付金額  585,000円 

・交付件数  ２件 
 
（４） 会館等備品費補助金状況 

・交付金額  736,000円 

・交付件数  ６件 

 
 （５） 会館運営費補助金状況 

・交付金額  2,728,448円 

・交付件数  29件 

 

（６） 地域活性化交付金状況 

    地域社会における住民の福祉の増進及び連帯意識の高揚を図るため、町会・自治会が行う各

種事業に対し、交付した。 

・交付金額  9,014,528円  

・交付対象  34町会・自治会 
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・主な事業 

環境衛生事業 健康の増進事業 交通安全及び防犯事業 教養及び親睦事業 

広報及び広聴事業 福祉増進事業 

 

３ 市民活動推進  

   市政出前講座 

より身近で、開かれた市政の実現を進めるため、市民で構成する団体が開催する学習活動の場に、

市職員を講師として派遣し、市政の現状を学ぶ機会や行政情報の提供の機会拡充を図った。 

  31 回実施 延べ 799 人受講 

  

４ 男女共同参画推進事業 

 （１） 男女共同参画情報誌｢あなたとわたし」の発行 

男女共同参画社会の実現に向けて、市民編集員との協働により、男女共同参画情報誌「あなたと

わたし」を発行し、市民への啓発及び情報提供を行った。 

 ・市民編集員５人  第 45・46・47号 各号 28,500 部発行 各戸配布 

 発行月 テーマ 

45号 26年８月 男と女のグッドコミュニケーション 

46号 26年11月 ズバリ！家事は負担ですか？ 

47号 27年２月 おとうさん、いっしょに遊ぼう！ 

 

（２） 男女共同参画推進市民啓発 

開 催 日 講 演 内 容 

平成 27 年３月 29 日（日）

  

男女共同参画セミナー 

「ブラッシュアップで輝く！」 

～手間をかけずに健康素肌～ 

講師 石川 隆行氏（ヘアメイクアップアーティスト） 
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５ 輝き市民サポートセンター運営 

（１） 輝き市民サポートセンター利用状況 

区 分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

       開館日数（日） 26 27 25 27 27 25 27 26 

センター全体利用者数（人） 330 365 285 323 388 246 339 353 

会議室 
利用件数（件） 21 33 25 26 16 27 22 43 

利用者数（人） 152 195 131 145 110 134 147 194 

交流スペース利用者数（人） 118 81 72 73 41 45 82 76 

コピー機・印刷機 利用件数（件） 52 36 33 40 27 21 26 38 

コピー機・印刷機 利用料（円）  25,660 6,235 13,995 8,749 5,844 5,385 7,799 7,255 

 

区 分 12月 27年１月 ２月 ３月 合計  前年度合計 

開館日数（日） 24 24 24 26 308  305 

センター全体利用者数（人） 273 243 418 366 3,929  4,170 

会議室 
利用件数（件） 21 18 34 22 308  352 

  利用者数（人） 146 114 207 201 1,876  2,053 

 交流スペース利用者数（人） 67 66 118 119 958  909 

コピー機・印刷機 利用件数（件） 26 25 23 37 384  380 

コピー機・印刷機 利用料（円）  5,390 9,036 4,733 14,700 114,781  111,602 

 

（２） 登録団体数 101団体 （平成 27年３月 31日現在） 

 

（３） 活動分野別分類（複数登録） 

活動分野 登録件数 

１ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 23 

２ 社会教育の推進を図る活動 23 

３ まちづくりの推進を図る活動 32 

４ 観光の振興を図る活動 ４ 

５ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 １ 

６ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 39 

７ 環境の保全を図る活動 15 

８ 災害救援活動 ３ 

９ 地域安全活動 ９ 

10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 11 

11 国際協力の活動 8 

12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 ７ 

13 子どもの健全育成を図る活動 34 

14 情報化社会の発展を図る活動 ５ 

15 科学技術の振興を図る活動 ４ 

16 経済活動の活性化を図る活動 ６ 

17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 ４ 

18 消費者の保護を図る活動 ３ 

協働推進課 

- 231 -



活動分野 登録件数 

19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 ７ 

20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 ２ 

合   計 240 

 

６ 福東会館利用状況 

 

 

 

 

月 

開

館

日

数 

会議室 休養室 学習室 集会室 合計 

件数 

(件) 

人数 

（人） 

件数 

(件) 

人数 

（人） 

件数 

(件) 

人数 

（人） 

件数 

(件) 

人数 

（人） 

件数 

(件) 

人数 

（人） 

使用料 

件数 

(件) 

金額 

（円） 

４ 26 27 198 15 87 22 175 32 950 96 1,410 46 54,000 

５ 27 32 325 13 74 24 227 29 529 98 1,155 52 42,300 

６ 25 27 214 12 74 20 187 30 646 89 1,121 40 45,300 

７ 27 38 335 12 65 24 242 33 625 107 1,267 49 35,400 

８ 27 31 222 7 71 19 199 39 882 96 1,374 42 49,500 

９ 25 33 270 14 108 20 154 32 668 99 1,200 44 43,800 

10 27 39 297 14 113 25 226 31 595 109 1,231 65 67,400 

11 26 43 319 20 170 21 173 36 874 120 1,536 67 58,000 

12 22 31 251 14 100 18 154 29 775 92 1,280 52 51,000 

27年１ 24 32 214 14 99 25 229 28 589 99 1,131 54 43,900 

２ 24 30 223 16 107 24 238 30 571 100 1,139 43 46,400 

３ 26 33 245 20 104 30 242 40 943 123 1,534 65 57,700 

合計 306 396 3,113 171 1,172 272 2,446 389 8,647 1,228 15,378 619 594,700 

 

前年度 

 合計 
300 386 3,087 131 921 212 1,703 323 6,347 1,052 12,058 389 411,650 

 

区分 
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