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第１章  総 論 

 

１ 羽村市市民活動基本計画 

   

（１） 基本理念 

         「ふれあう・つながる・元気になる 市民活動」 

                                

（２） 計画の内容 

市民活動の現状と課題、市民活動促進の基本的な考え方、市民活動促進に向け

た施策について定めています。 

 

（３） 市民活動促進に向けた施策 

      市民活動の促進に向けて、活動への関心を高め、市民活動を活性化させていく

ために、市は平成 27年 3月に定めた「羽村市市民活動促進にあたっての基本方

針」の５つの柱と「計画を推進するための取組み」に沿って、施策を進めていき

ます。 

 

     「羽村市市民活動促進にあたっての基本方針」の５つの柱 

       １．市民活動参加機会の創出 

       ２．市民活動団体への支援 

３．市民活動団体間の連携 

４．活動拠点の整備 

５．協働事業の拡充 

「計画を推進するための取組み」 

        計画の推進に向けて 

 

  （４）計画の期間（羽村市市民活動基本計画） 

      平成３０年度から令和３（２０２１）年度までの４年間 

 

２ 実施計画 

 

     本実施計画は、基本計画に掲げた基本理念「ふれあう・つながる・元気になる 市

民活動」の実現に向けて、基本計画に定めた基本的な考え方や施策に基づき、令和

３年度に市が実施する事業を１３の施策ごとに定めたものです。 
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第２章 施策の体系別計画 

 

１ 施策の体系図 

 

理念 基本方針で定める５つの柱 施   策 

ふ
れ
あ
う
・
つ
な
が
る
・
元
気
に
な
る 

市
民
活
動 

１.市民活動参加機会の創出 
施策 1. 市民意識の啓発 

施策 2. 参加機会の橋渡し 

２．市民活動団体への支援 

施策 3. 人材確保 

施策 4. 人材育成 

施策 5. 市民活動団体の活動支援 

３．市民活動団体間の連携 
施策 6. 情報交換機会の提供 

施策 7. 連携協議会の設置・運営 

４．活動拠点の整備 
施策 8. 活動場所の提供 

施策 9. 成果発表場所の提供 

５．協働事業の拡充 
施策 10. 協働事業の促進 

施策 11. 市民提案型協働事業の活性化 

 

計画を推進するための取組み 

計画の推進に向けて 
施策 12. 職員意識の向上 

施策 13. 情報発信の強化 
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計画の見方について 

 

 

 

1

　１．市民活動参加機会の創出

 施策１　市民意識の啓発

市民が市民活動に興味を持ち、そのイメージアップを図り、身近に感じられるように、講座や情報
提供を行い、市民活動の意識向上に努めます。

（1）広報によるイメージアップ

広報啓発活動による意識啓発

長期総合計画(実計) 施策12-2

市民活動情報紙「きずな」の発
行 4回

市民活動団体の把握と活動情報
等の発信
（市公式サイト「市民活動の
ページ」の充実　12回更新）

市民活動情報紙「きずな」の発
行 4回

市民活動団体の把握と活動情報
等の発信
（市公式サイト「市民活動の
ページ」の充実　12回更新）

内容・今後の方針 担当課

市民活動情報紙「きずな」や市公式サイト「市民活動のページ」
における市民活動に関する意識啓発記事や市民活動団体の活動紹
介等について情報発信を行います。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

基本方針で

定める5つの

柱に沿った

施策を示し

ています。

具体的な実施
事業を示して
います。

計画事業

主な取組み 長期総合計画実施計

画に該当する施策事

業を示しています。

（輝〇）とは、上記

計画におけるはむら

輝プロジェクト事業

を表しています。担当課

（関連課を含む）
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2

市民活動講座の実施　2回

団体が実施する講座の後援
　1回

市民活動講座の実施　2回

団体が実施する講座の後援
　1回

市民の地域活動への参加を促すため、市民活動に役立つ内容の講座を
実施し、意識啓発に努めます。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

（2）市民活動講座の充実

市民活動講座の実施

長期総合計画(実計) 施策12-2

　１．市民活動参加機会の創出

 施策１　市民意識の啓発

市民が市民活動に興味を持ち、そのイメージアップを図り、身近に感じられるように、講座や情報提供
を行い、市民活動の意識向上に努めます。

（1）広報によるイメージアップ

広報啓発活動による意識啓発

長期総合計画(実計) 施策12-2

内容・今後の方針 担当課

市民活動情報紙「きずな」の発行
4回

市民活動団体の把握と活動情報等
の発信
（市公式サイト「市民活動のペー
ジ」の充実　12回更新）

市民活動情報紙「きずな」の発行
4回

市民活動団体の把握と活動情報等
の発信
（市公式サイト「市民活動のペー
ジ」の充実　12回更新）

内容・今後の方針 担当課

市民活動情報紙「きずな」や市公式サイト「市民活動のページ」にお
ける市民活動に関する意識啓発記事や市民活動団体の活動紹介等につ
いて情報発信を行います。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

4 
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5

中高年向けの講座の充実　2講座2
公演

同左　2講座以上

内容・今後の方針 担当課

社会参加などのきっかけづくりを行うため、健康維持や地域での活躍
を目指そうとするアクティブシニアを応援する講座、趣味などを通し
た生きがいづくりのための講座等を開催します。

生涯学習センターゆとろぎ
高齢福祉介護課

令和2年度（現況） 令和3年度

大学と連携した講座の実施　3事
業

同左　3事業以上

アクティブシニア向け講座等の充実

長期総合計画(実計) 施策7-6(輝④）

内容・今後の方針 担当課

大学と連携・協力し、大学の知的資源を活用した、質の高い学習機会
を提供します。

生涯学習センターゆとろぎ
企画政策課

令和2年度（現況） 令和3年度

はむら若者“輝”会議の実施
◆新型コロナの影響により中止・
リモート開催の検討

都立羽村高等学校との連携事業の
実施

杏林大学との連携事業の実施

はむら若者“輝”会議の実施
　6回

都立羽村高等学校との連携事業の
実施及び事業内容の充実

同左

大学との連携による講座の充実

長期総合計画(実計) 施策5-12（輝⑥）

内容・今後の方針 担当課

若い世代がまちづくりや地域コミュニティを担う人材として活躍でき
るよう、まちづくりへの参加の機会の検討・提供に取り組みます。

地域振興課
企画政策課

令和2年度（現況） 令和3年度

若い世代のまちづくりへの参加の機会の検討・提供

長期総合計画(実計) 施策12-3

5 
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令和2年度（現況） 令和3年度

市民活動相談　47件
（団体紹介相談　13件）
※令和3年2月28日現在

市民活動相談　100件
（団体紹介相談　60件）

相談窓口の充実

長期総合計画(実計) 施策12-2

内容・今後の方針 担当課

市民と市民活動団体との懸け橋となるよう、適切な情報を提供するな
ど、コーディネート機能の充実を図ります。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

市民活動団体の登録制度の
周知
（市民活動団体登録数　188団体
※令和3年2月28日現在）

市民活動団体登録情報の更新

市民活動団体の登録制度の
周知

市民活動団体登録制度の充実

長期総合計画(実計) ―

内容・今後の方針 担当課

市民の参加希望に応じた市民活動を紹介できるよう、未登録の団体に
対して、市民活動団体の登録をしていただくよう制度の周知を行うな
ど、市内で活動する市民活動団体・活動状況を把握します。

地域振興課

 施策２　参加機会の橋渡し

だれでも、どこでも気軽に市民活動に参加できるように、活動情報等の紹介などのパイプ役の強化と新
たな団体の立ち上げの設置支援など、市民活動センターの橋渡し機能の充実を図ります。

（1）コーディネート機能の充実

6 



8

9

新たな市民活動団体を立ち上げるために必要な設立の手続きや団体運
営の方法、会員の集め方などについて相談に応じるとともに、的確な
アドバイスに努めます。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

市民活動相談　47件
（団体設立相談　1件）
※令和3年2月28日現在

市民活動相談　100件
（団体設立相談　5件）

（3）新たな団体設立の支援

相談窓口の充実（再掲）

長期総合計画(実計) 施策12-2

内容・今後の方針 担当課

市民が希望する団体や活動、事業に気軽に参加できるよう、市民活動
団体として登録された団体を一覧にまとめた「市民活動団体ガイド」
や「ボランティア活動一覧（メニュー）」等を発行します。

生涯学習総務課
スポーツ推進課
地域振興課

生涯学習センターゆとろぎ
企画政策課

令和2年度（現況） 令和3年度

市民活動団体ガイド・サークルガ
イドの発行　1回

ボランティア活動一覧の発行
　1回

「はむらまなび便り」の発行
　2回

市民活動団体ガイド・サークルガ
イドの発行　1回

ボランティア活動一覧の発行
　1回

「はむらまなび便り」の発行
　4回

（2）市民活動一覧（メニュー）の作成・配備

市民活動団体ガイド等の発行

長期総合計画(実計) ―

内容・今後の方針 担当課

7 
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　２．市民活動団体への支援

 施策３　人材確保

市民活動団体の継続発展・活性化に不可欠な新たな人材を確保するため、市民に団体の活動や会員募集
情報などを幅広く提供します。

（1）市民活動情報紙の活用と内容の充実

市民活動情報紙「きずな」等による情報発信

長期総合計画(実計) 施策12-2

市民活動情報紙「きずな」の発行
4回

市公式サイト
「市民活動のページ」の充実
　12回更新

市民活動情報紙「きずな」の発行
4回

市公式サイト
「市民活動のページ」の充実
　12回更新

（2）新しい情報発信手段の構築

SNSなどの新しい情報発信手段の検討・構築

長期総合計画(実計) ―

内容・今後の方針 担当課

市民活動情報紙「きずな」や市公式サイト「市民活動のページ」にお
いて、市民活動団体の活動内容や会員募集などについて、わかりやす
く掲載し、幅広く提供します。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

SNSなどの新しい情報発信手段の
検討

SNSなどの新しい情報発信手段の
検討

内容・今後の方針 担当課

SNSなどの新しい情報発信媒体を検討するとともに、羽村駅・小作駅
の掲示板やFree-Wi-Fiを利用した周知方法など、新しい情報発信手段
を検討・構築します。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

8 
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 施策４　人材育成

安定した団体運営ができるように、リーダー育成と人材の活用促進を図るとともに、団体運営に必要な
知識等を学習する機会を提供します。

（1）リーダーの育成と人材活用の促進

令和2年度（現況） 令和3年度

市民活動講座の実施 市民活動講座の実施

市民活動講座の実施（再掲）

長期総合計画(実計) 施策12-2

内容・今後の方針 担当課

安定した団体運営ができるよう、リーダー育成や人材のスキルアップ
に関する講座を実施します。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

ファシリテーター養成講座の
実施　1回

ファシリテーター養成講座の
実施　1回

ファシリテーター養成講座の実施

長期総合計画(実計) ―

内容・今後の方針 担当課

市民活動の促進を図るため、話し合いの場で役立つスキル「ファシリ
テーション」を学ぶファシリテーター養成講座を実施します。

地域振興課

9 
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令和2年度（現況） 令和3年度

市民活動情報紙「きずな」の発行
4回

市公式サイト
「市民活動のページ」の充実
　12回更新

市民活動情報紙「きずな」の発行
4回

市公式サイト
「市民活動のページ」の充実
　12回更新

広報啓発活動による意識啓発（再掲）

長期総合計画(実計) 施策12-2

内容・今後の方針 担当課

市民活動情報紙「きずな」や市公式サイト「市民活動のページ」等に
おいて、団体の担い手の育成につながるよう、意識啓発記事を掲載し
ます。

地域振興課

市民活動団体の組織運営に関する講座などを実施し、安定した組織運
営に必要な知識を学ぶ機会を提供します。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

市民活動講座の実施 市民活動講座の実施

（2）団体運営の充実

市民活動講座の実施（再掲）

長期総合計画(実計) 施策12-2

内容・今後の方針 担当課

令和2年度（現況） 令和3年度

市民活動団体交流会の実施
◆新型コロナの影響により中止

市民活動団体交流会の実施
　1回

市民活動団体交流会の実施

長期総合計画(実計) ―

内容・今後の方針 担当課

市民活動団体同士が連携を図りながら、安定した活動運営ができるよ
う、団体同士が情報交換し、交流する場「団体交流会」を実施しま
す。

地域振興課

10 
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内容・今後の方針 担当課

市民活動団体からの活動や組織運営に関する相談に迅速・的確にアド
バイスできるよう、相談窓口の充実を図ります。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

 施策５　市民活動団体の活動支援

市民活動団体が活発に活動できるように、市民活動センターの相談機能の拡充を図るとともに法人化を
目指す団体に対する支援などを行います。

（1）市民活動センター機能の拡充

相談窓口の充実（再掲）

長期総合計画(実計) 施策12-2

NPO法人や一般社団法人などの法人化を目指す団体に対して、情報提
供や相談などの支援を行います。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

市民活動相談　47件
（団体設立相談　1件）
※令和3年2月28日現在

市民活動相談　100件
（団体設立相談　30件）

（2）法人化の支援

相談窓口の充実（再掲）

長期総合計画(実計) 施策12-2

NPO支援講座の実施
◆新型コロナの影響により中止

NPO支援講座の実施　1回

内容・今後の方針 担当課

NPO法人や一般社団法人などの団体が、運営活動に役立つ情報を提供
するほか、スキルアップを図る講座を実施します。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

市民活動相談　47件
（NPO法人設立相談　0件）
※令和3年2月28日現在

市民活動相談　100件
（NPO法人団体設立相談　5件）

NPO支援講座の実施

長期総合計画(実計) ―

内容・今後の方針 担当課

11 
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　３．市民活動団体間の連携

 施策６　情報交換機会の提供

団体間での円滑な情報交換により、共通認識や共同意識などが醸成され、交流・連携が深められるよう
に、団体同士が一緒に取り組める事業を実施するなど情報交換の機会の提供を図ります。

市民活動団体交流会の実施
◆新型コロナの影響により中止

市民活動団体交流会の実施
　1回

（1）団体交流会の充実

市民活動団体交流会の実施（再掲）

長期総合計画(実計) ―

内容・今後の方針 担当課

市民活動団体同士の交流を深めるとともに、新たな連携が図られるよ
う、交流会やワークショップを実施します。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

市民活動まつり（仮称）等の
検討

市民活動まつり（仮称）等の
実施

（2）市民活動まつり（仮称）の実施

市民活動まつり（仮称）等の実施

長期総合計画(実計) ―

内容・今後の方針 担当課

市内で活動する市民活動団体が市民に対してその活動をPRするととも
に、団体の連携が深められるように、市民活動まつり（仮称）等を実
施します。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度
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（2）連携協議会の設置

市民活動団体連携協議会の運営支援

 施策７　連携協議会の設置・運営

市民活動団体の活性化と連携、団体の意見集約が図れるように、市民活動団体などで構成する連携協議
会を設置し、円滑な運営を支援します。

（1）ネットワークの構築

市民活動に関するネットワークの構築

長期総合計画(実計) ―

市民活動団体連携協議会の
運営支援
（協議会の開催　2回）

市民活動団体連携協議会の
運営支援
（協議会の開催　3回）

内容・今後の方針 担当課

市民活動団体やNPO法人、事業所等との団体交流や連携して行う市民
活動などを促進していくため、関係団体等による協議会の運営を支援
します。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

長期総合計画(実計) 施策12-6(輝④）

内容・今後の方針 担当課

市民活動団体の登録有無に関わらず、より多くの市民活動団体が連携
ができるよう、市民活動団体連携協議会や団体交流会等の事業によ
り、多種多様な団体で構成するネットワークを構築していきます。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

市民活動団体連携協議会の
運営支援
（協議会の開催　2回）

市民活動団体交流会の実施
◆新型コロナの影響により中止

市民活動に関するネットワークづ
くりの検討

市民活動団体連携協議会の
運営支援
（協議会の開催　3回）

市民活動団体交流会の実施
　1回

市民活動に関するネットワーク
づくりの検討

13 
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　４．活動拠点の整備

 施策８　活動の場の提供

市民や市民活動団体がいつでも、どこでも活動に取り組めるように、活動場所の確保に努めます。

市民活動拠点の設置検討

コミュニティセンターにおける
「市民活動に関する情報コー
ナー」の充実

市民活動拠点の設置検討

コミュニティセンターにおける
「市民活動に関する情報コー
ナー」の充実

（1）市民活動センターの整備

市民活動センターの整備・充実

長期総合計画(実計) 施策12-2

内容・今後の方針 担当課

市民活動団体がより充実した活動が展開できるよう、コミュニティセ
ンターを市民活動に関する情報入手の場や市民と市民活動団体が交流
できる場、活動発表ができる場など、市民活動センターとしての機能
の整備・充実を図ります。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

市民活動情報紙「きずな」の発行
4回

市公式サイト
「市民活動のページ」の充実
　12回更新

市民活動情報紙「きずな」の発行
4回

市公式サイト
「市民活動のページ」の充実
　12回更新

（2）公共施設の利用促進

広報啓発活動による活動場所の周知

長期総合計画(実計) 施策12-2

内容・今後の方針 担当課

市民活動団体がそれぞれの活動に適した場所を広く活用できるよう、
市民活動情報紙「きずな」や市公式サイト「市民活動のページ」など
において、活動場所となる公共施設の周知を行います。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

14 



26

27

 施策９　成果発表の場の提供

市民へのＰＲと団体のモチベーション向上を図るため、市民活動団体の成果が発表できる場を提供しま
す。

（1）展示場所の提供

成果発表場の整備・提供

長期総合計画(実計) ―

長期総合計画(実計) ―

内容・今後の方針 担当課

市民活動団体の活動成果が広く発表できる場として、市内公共施設に
展示発表ができる場の整備・充実に努め、周知を図ります。

地域振興課
生涯学習センターゆとろぎ

令和2年度（現況） 令和3年度

市内公共施設の成果発表場に
おける機能（展示スペース）
の充実

広報紙等による成果発表の場
の情報発信

市内公共施設の成果発表場に
おける機能（展示スペース）
の充実

広報紙等による成果発表の場
の情報発信

（2）各種イベントにおける展示ブースの提供

各種イベントにおける展示ブース等の設置

各種イベントでの展示ブース等
の提供
◆新型コロナの影響により中止

各種イベントでの展示ブース等
の提供

内容・今後の方針 担当課

市民活動団体がそれぞれの活動について展示発表ができるよう、市民
活動まつり（仮称）などの各種イベント時において、専用ブースを設
けるなど、市民へのPRの場の提供に努めます。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

15 
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　５．協働事業の拡充

 施策１０　協働事業の促進

市民活動団体等がもつ柔軟性・専門性を活かし、市との協働を促進します。

協働事業調査（全庁）　1回
（協働事業数　105件）
　※令和元年度実績

協働事業調査（全庁）　1回

（1）市単独事業の協働実施

協働事業調査の実施

長期総合計画(実計) ―

内容・今後の方針 担当課

全庁を対象に、既存・新規事業における市民・市民活動団体・事業所
等との協働事業の有無について調査・点検を行い、より充実した事業
を展開していくため、協働事業の提案および協働事業の充実に努めま
す。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

（2）市民活動団体等への情報提供

市民活動情報紙「きずな」等による情報発信（再掲）

長期総合計画(実計) 施策12-2

内容・今後の方針 担当課

市民活動団体等が協働事業に取り組む契機となり、市と市民活動団体
等との事業がマッチングすることができるよう、市民活動情報紙「き
ずな」や市公式サイト「市民活動のページ」などを活用し、情報収
集・情報提供に努めます。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

市民活動情報紙「きずな」による
情報発信　4回

市公式サイト
「市民活動のページ」の充実　12
回更新

市民活動団体向けリーフレット
（協働事業ガイドブック等）の検
討

市民活動情報紙「きずな」による
情報発信　4回

市公式サイト
「市民活動のページ」の充実　12
回更新

市民活動団体向けリーフレット
（協働事業ガイドブック等）の発
行

16 
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提案型協働事業の募集と事業の協
働実施（応募3件：実施2件）

広報紙（市民活動情報紙きずな、
市公式サイト、リーフレット）等
による制度の周知

協働事業の結果報告会の実施
◆新型コロナウイルスの影響によ
り市公式サイトにて実施

提案型協働事業の募集と事業の協
働実施

広報紙（市民活動情報紙きずな、
市公式サイト、リーフレット）等
による制度の周知

協働事業の結果報告会の実施

内容・今後の方針 担当課

市民活動団体が事業を企画し、市と協働して実施する提案事業を募集
し、実施します。また、市民提案型協働事業制度について分かりやす
く周知するとともに、幅広い団体が提案しやすい制度となるよう充実
を図ります。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

 施策１１　市民提案型協働事業の活性化

協働の契機となる市民提案型協働事業を市民活動団体から提案しやすくなるように工夫し活性化を図り
ます。

（1）提案しやすさを重視した制度の周知と工夫

市民提案型協働事業の実施

長期総合計画(実計) 施策12-5(輝④）
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（1）職員研修の実施

職員研修の実施

長期総合計画(実計) ―

内容・今後の方針 担当課

　計画の推進に向けて

 施策１２　　職員意識の向上

市民活動や協働事業の重要性を職員一人ひとりが認識し、協働について理解を深めたうえで統一的な対
応がとれるようにします。
また、職員同士の横の連携がとれる体制整備のため、市民活動に関する総合窓口を検討します。

職員による関係会議への出席

長期総合計画(実計) ―

内容・今後の方針 担当課

市民活動を促進するための体制整備として、市民活動センター職員の
知識の向上やスキルアップのための関係会議・講座等に出席します。

地域振興課

市職員が協働事業や市民活動の必要性・重要性を認識するとともに、
連携意識の向上を図るため、職員研修を実施します。

地域振興課
職員課

令和2年度（現況） 令和3年度

市民活動・市民協働に関する
職員向け研修の検討

研修の実施
　書面開催（庁内研修 1回）

市民活動・市民協働に関する
職員向け研修の検討

研修の実施

令和2年度（現況） 令和3年度

関係会議・講座等への出席 同左

18 
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（2）協働マニュアルの改正

協働事業ハンドブック等の改正・周知

長期総合計画(実計) ―

内容・今後の方針 担当課

（3）市民活動の窓口統一化の検討

相談窓口の充実（再掲）

長期総合計画(実計) 施策12-2

内容・今後の方針 担当課

協働事業や市民活動に関する理解を深め、統一的な対応をするため、
協働事業ハンドブックなどのマニュアルを改正し、市職員への周知に
努めます。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

協働事業ハンドブックなどの検討 協働事業ハンドブックなどの
改正・周知

さまざまな相談や申請に対応できるよう、他部署との連携を図りなが
ら、サービスの向上に努めます。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

市民活動相談　47件
※令和3年2月28日現在

市民活動に関する窓口の
統一化の検討

市民活動相談　100件

市民活動に関する窓口の
統一化の検討
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 施策１３　　情報発信の強化

市民や市民活動団体に対して、あらゆる媒体を利用し充実した市民活動情報を提供します。

（1）市民活動情報紙の活用と内容の充実（再掲）

市民活動情報紙「きずな」等による情報発信（再掲）

長期総合計画(実計) 施策12-2

市民活動情報紙「きずな」の発行
4回

市公式サイト
「市民活動のページ」の充実　12
回更新

市民活動情報紙「きずな」の発行
4回

市公式サイト
「市民活動のページ」の充実　12
回更新

（2）新しい情報発信手段の構築（再掲）

SNSなどの新しい情報発信手段の検討・構築（再掲）

長期総合計画(実計) ―

内容・今後の方針 担当課

市民活動情報紙「きずな」や市公式サイト「市民活動のページ」にお
いて、市民活動団体の活動内容や会員募集などについて、わかりやす
く掲載し、幅広く提供します。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

SNSなどの新しい情報発信手段の
検討

SNSなどの新しい情報発信手段の
検討

内容・今後の方針 担当課

SNSなどの新しい情報発信媒体を検討するとともに、羽村駅・小作駅
の掲示板を利用した周知方法などを活用することで、新しい情報発信
手段を検討・構築します。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

20 
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（3）公式サイトの充実

市公式サイト「市民活動のページ」の充実

長期総合計画(実計) ―

市公式サイト「市民活動の
ページ」の充実　12回更新

市公式サイト「市民活動の
ページ」の充実　12回更新

（4）補助金情報の提供

補助金・助成金に関する資料の収集・提供

長期総合計画(実計) ―

内容・今後の方針 担当課

市民活動に関する基礎知識や市民活動団体の活動紹介、会員募集な
ど、わかりやすく掲載するとともに、ニーズに合わせた情報発信に努
めます。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度

関係機関・関係団体等による補助
金・助成金情報の入手

市民活動情報紙「きずな」や市公
式サイトによる情報発信

関係機関・関係団体等による補助
金・助成金情報の入手

市民活動情報紙「きずな」や市公
式サイトによる情報発信

内容・今後の方針 担当課

市民活動団体が活動資金等に役立てられるよう、関係機関・関係団体
等による補助金や助成金に関する情報について収集し、広報紙等によ
る情報提供を行います。

地域振興課

令和2年度（現況） 令和3年度
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