
No. 取組事項 関係条項 内　容 備　考 担当課

1

意見交換会の実施 第5条1項
第20条1項3号

備前市意見交換会
【実施主体】備前市自治会連絡協議会
【内容】各地域が直面している課題
【時期】①令和3年11月10日(水)②令和3年11月12日(金)
【回数】①片上地区②伊部地区
【参加者数】①25人②20人(地区住民)

市民協働課

校庭・園庭芝生化の実施
【内容】学校・こども園において、校園庭の芝生化維持管理作業を地元及び
保護者会が実施
【時期】平成23年度から協働事業として実施

令和3年度は、片上小・伊
里中・片上認定こども園で
実施。

教育プロジェクト推
進課
幼児教育課

ロードサポート事業(地域ボランティア)
【内容】道路管理者と一体となって道路を守るため、通勤・通学や仕事中など
日頃通行する市管理道路について、穴ぼこなどの道路異常を発見した場
合、管理する市へ通報
【人数】市道:102人、県道:102人(備前市内)

建設課

備前焼感謝祭(ボランティアガイド)
【時期】令和2年10月1日(木)～31日(土)
【内容】町並み案内
【対象】備前市観光ボランティアガイド協会
【人数】延べ71人

※R3年度はオンラインで
開催したため、市民ボラン
ティアの活用なし

文化観光課

リフレッシュ瀬戸内(市民ボランティア)
【時期】令和3年7月4日(日)
【内容】瀬戸内海沿岸の清掃活動。「瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議
会」の呼びかけにより実施
【場所】五味の市周辺、頭島
【参加人数】30人

建設課

学校教育(外国語ボランティア登録)
【内容】児童生徒の日本語習得補助
　　　　学校と家庭との連絡補助など
【登録人数】1人

対象児童生徒がおらず令
和3年度は実施なし
学校からの要望もない。

小中一貫教育課

まちづくり基本条例の運用状況①

☆取組状況一覧
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協働事業の推進 第5条1項4号
第27条1項



No. 取組事項 関係条項 内　容 備　考 担当課

病院ボランティア活動①
【事業主体】病院ボランティア
【活動場所】備前病院
【実施状況】月14回程度午前中、患者様の車からの乗降補助や受付、移動
の介助活動など。
【活動人員】7人
※令和3年度は、新型コロナウイルス感染症蔓延防止対策のため休止。

主な活動内容
・高齢者、傷害者等の患
者様の乗降補助
・車いすの移動介助
・入退院の荷物の持ち運
びの補助
・受付時の記入補助や受
付職員への取次　　・処方
箋FAX送信補助

備前病院

病院ボランティア活動②
【事業主体】病院ボランティア
【活動場所】日生病院
【実施状況】診療受付案内等(週3回午前8時30分から11時)
【活動団体】ボランティアひなせ
※令和3年度は、新型コロナウイルス感染症蔓延防止対策のため休止。

主な活動内容
・受付機の入力補助や受
付職員への取次

日生病院

学校支援ボランティア
【時期】令和3年4月1日～令和4年3月31日
【内容】読み聞かせ、登下校安全指導、環境整備などの支援活動を行う
【延べ人数】4,941人

社会教育課

備前♡日生大橋マラソン【市民ボランティア】
【時期】3月中旬
【内容】大会運営役員(監察員ほか)
【人数】80人

※R3年度はオンラインで
開催したため、市民ボラン
ティアの活用なし

えびす駅伝競走大会
【時期】2月11日
【内容】大会運営役員(中継所審判員、監察員ほか)
【人数】約200人

令和3年度は実施なし

備前まなび塾＋土曜日・長期休業講座（市民ボランティア）
【時期】令和3年6月～令和4年2月
【内容】小中学生を対象とした学習教室
市内10会場でボランティアが支援
【登録人数】48人（R3）

緊急事態宣言等発令のた
め休講の時期有

協働事業の推進
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社会教育課

第5条1項4号
第27条1項



No. 取組事項 関係条項 内　容 備　考 担当課

備前市論語かるた大会(ボランティア）
【時期】9月～1月の期間で練習を6回実施
【内容】かるた大会の審判員
【対象】備前市観光ボランティアガイド協会会員及び備前緑陽高校の生徒
【延べ人数】約100人

令和3年度の大会はコロナ
ウイルス感染症拡大防止
のため中止

文化振興課

介護老人保健施設ボランティア活動
【事業主体】備前市ボランティアグループ「ふれあい」
【活動場所】備前さつき苑
【実施状況】第一水曜日の午前中、入所利用者のベッドシーツ交換
【活動人員】約50人

令和3年度は実施なし(コ
ロナウィルス感染予防対
策のため)

さつき苑

3

備前市議会報告会の
開催

第10条3号 市議会の活動状況等について説明責任を果たすとともに、市民との情報の
共有及び市民意見や要望等を把握するなど、市民と市議会が直接対話する
機会を図る報告・意見聴取会である。
【時期】議会だより各号発行後
【人数】延べ27人(令和2年度実績)

令和3年度は、新型コロナウ
イルス感染症対策のため実
施なし。代替策として、アン
ケートを実施、延べ18名より
ご意見を頂戴した。

議会事務局

総合教育会議の開催及び公開
【時期】令和3年6月30日(水)
【内容】備前市教育に関する大綱の見直しの進め方について
【傍聴】1人

総合教育会議の開催及び公開
【時期】令和3年7月19日(月)
【内容】備前市教育に関する大綱の見直し(骨子)について
【傍聴】2人

総合教育会議の開催及び公開
【時期】令和3年8月19日(木)
【内容】備前市教育に関する大綱の見直し(案)について
【傍聴】0人

総合教育会議の開催及び公開
【時期】令和3年10月25日(月)
【内容】備前市教育に関する大綱の見直し(案)について
【傍聴】1人

企画課

第5条1項4号
第27条1項

協働事業の推進

2

4

備前市総合教育会議 第12条1項1号



No. 取組事項 関係条項 内　容 備　考 担当課

5

ボランティア活動への
後援

第12条1項6号
第26条

道路清掃ボランティア活動
【事業主体】各種ボランティア団体
【支援内容】後援、活動支援
【内容】国道・市道等の清掃活動
【人数】1,662人(62団体)

建設課

「第3次備前市総合計画兼第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定
【時期】令和3年7月1日～31日
【内容】第3次備前市総合計画兼第2期まち・ひと・しごと
　　　　創生総合戦略（案）
【意見】42件

「備前市過疎地域持続的発展計画」の策定
【時期】令和3年9月1日～30日
【内容】備前市過疎地域持続的発展計画（案）
【意見】2件

「備前市教育に関する大綱」の策定
【時期】令和3年9月1日～9月30日
【内容】備前市教育に関する大綱（案）
【意見】21件

「備前市地域防災計画」の策定
【時期】令和4年2月22日～3月22日
【内容】備前市地域防災計画（素案）
【意見】0件

危機管理課

備前市スポーツ推進計画の策定
【時期】7月1日～7月30日
【内容】備前市スポーツ推進計画(案)
【意見】31件

社会教育課

備前市文化財保存活用計画の策定
【時期】令和3年7月26日～8月25日
【内容】備前市文化財保存活用計画
【意見】2件

文化振興課

企画課第16条1項2号
第20条1項2号

パブリックコメントの実
施
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No. 取組事項 関係条項 内　容 備　考 担当課

備前市パートナーシップ宣誓制度の導入
【時期】令和3年8月10日～9月10日
【内容】「備前市パートナーシップ宣誓制度」への
　　　　考え方(案)
【意見】0件

第4次備前市男女共同参画基本計画の策定
【時期】令和3年12月1日～28日
【内容】第4次備前市男女共同参画基本計画
【意見】0件

第16条1項2号
第20条1項2号

備前市ケアラー支援の推進に関する条例の制定
【時期】令和3年10月1日～10月29日
【内容】備前市ケアラー支援の推進に関する条例(案)
【意見】0件

子育て支援課

備前市都市計画マスタープランの改訂
【時期】11月17日～12月17日
【内容】用途地域の変更：工業区域の増(案)
【意見】0件

縦覧の実施
【時期】12月3日～12月17日
【内容】用途地域の変更：工業区域の増(案)
【意見】0件

改定令和４年２月

備前市立地適正化計画の策定
【時期】11月17日～12月17日
【内容】居住誘導区域、都市機能誘導区域の設定(案)
【意見】0件

策定令和４年４月

第16条3項
第20条2項

備前市スマート自治体戦略および備前市情報通信技術を活用した行政の推
進等に関する条例の策定
【時期】2月1日～2月18日
【内容】条例(案)
【意見】0件

デジタル推進課

都市計画課

市民協働課

第16条2項
第20条2項
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パブリックコメントの実
施

第16条1項2号
第20条1項2号



No. 取組事項 関係条項 内　容 備　考 担当課

施策評価
　施策目的の明確化を行い、政策を実現するための手段(事務事業)の最適
性の検証を行い、行政経営資源の適正配分を行うための取組み
【時期】令和3年8月31日(火)　　　 　　議会報告

施策評価は市ホームペー
ジに公開中

事務事業評価
　事業の担当者が、事業の目的を確認し、実施している事業を、コストや成
果指標などの客観的数値を用いながら現状分析を行うことによって、目的を
達成するために解決すべき課題を発見し、具体的な改善につなげていくため
の取組み

市民意識調査
  平成25年度から隔年実施で行うこととなった施策に対する市民の重要度・
満足度を問う意識調査。結果や意見は施策評価や将来ビジョンの作成に活
用している。
※隔年実施（R3実施）

市民意識調査報告書は市
ホームページに公表中

備前市行政評価市民委員会設置及び運営
　行政評価における外部評価として、公募委員、有識者委員を構成員として
開催
【構成委員】公募委員5名、有識者委員1名　計6名
【開催日】①令和3年9月27日(月)、②令和3年10月27日(水)、
　　　　　③令和3年11月17日(水)、④令和3年12月22日(水)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計4回
【内容】開催日②～④で1日2施策、計6施策の評価を行った。

町内会長・区長等永年勤続表彰
【時期】令和3年8月18日(水)
【内容】地域リーダーとしての活動に対する表彰
　　　　表彰状:8年以上(継続中)
　　　　感謝状:6年以上(退職)
【人数】表彰状:1名、感謝状:2名

ボランティア活動感謝状
【時期】令和2年7月2日
【内容】地域ボランティア活動に対する表彰
　　　　活動　5年以上
【人数】個人4人

令和3年度は該当なし

9

パートナーシップ推
進会議

第29条2項 パートナーシップ推進会議の開催
【時期】①令和3年6月4日(書面)②令和4年3月17日(木)
【内容】条例の運用状況、提案制度についての協議、
　　　　協働事業の審査
【人数】12人(委員数)

市民協働課

財政課

市民協働課

8

市民活動への表彰 第26条

7

行政評価システムの
運用

第17条


