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自主的に公益性のある活動を行う団体に関する事業（第 7条第 3項） 

事業名 関係する条例、要綱等 令和元年度の取組み 今後の方向性 担当課 

羽島市市民活動団体

登録制度 

羽島市市民活動団体登

録要綱 

令和元年度までに 7団体の

登録があり、市ホームページ上

で団体について紹介し、団体間

の連携や情報交流の促進に努

めた。 

他市の登録制度などの先

進事例の研究を継続して行

い、登録件数の増加に努め

る。 

市民協働課 

地域介護予防活動支

援事業 

羽島市地域介護予防活

動支援事業補助金交付

要綱 

一般介護予防事業として、地

域住民が主体となり介護予防

活動等の「通いの場」を提供す

るため、団体の設立や指導者

等の担い手（ボランティア）育成

や運営の支援等を社会福祉協

議会と連携して行った。7団体

（曲利、新井、三ツ柳、上大浦、

大浦、市場、上中）で事業を実

施した。 

社会福祉協議会と連携し、

地域住民が活動の主体とな

って、自主的に介護予防に取

り組む「通いの場」の運営や

市内各地域への拡充に向け

た団体の設立の支援（運営

費補助）を継続する。 

高齢福祉課 

健幸づくり推進員活動

事業 
羽島市健幸づくり条例 

健幸づくり推進員研修会（年

間 6 回）に参加し、羽島市の健

健幸づくり推進員研修会を

継続的に実施する。また、健
子育て・健幸課 

（市民の役割及び責務） 

第７条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、自ら進んでまちづくりに参画するよう努めます。 

２ 市民は、まちづくりに参画するにあたり、お互いに多様な価値観を認め合いながら、地域全体や次世代のことも考慮し、

自らの発言及び行動に責任を持つよう努めます。 

３ 自主的に公益性のある活動を行う団体は、それぞれの特性を活かした活動を実施するとともに、その活動が広く社会に理

解されるよう努めます。 
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羽島市健幸づくり推進

員設置要綱 

幸づくり事業や生活習慣病予

防等について学び、自らや家族

の健幸づくりに取り入れ、食事・

運動をはじめとした健幸づくりを

実施した。地域へは、健幸教室

参加の呼びかけを行った。 

幸づくり推進員研修会に 3 回

以上出席した方の中で、地域

への健幸づくり啓発に興味の

ある方を募り、健幸づくりサポ

ーター学習会を実施するとと

もに、地域の老人クラブ等の

健幸教室に出向き、体操や

健幸づくりを広める活動を行

う。 

羽島市食生活改善連

絡協議会 

羽島市健幸づくり条例 

羽島市食生活改善連絡

協議会補助金交付要綱 

自分たちの勉強会として総会

を含めて研修会を 10回行い、

延べ 224人が参加した。 

食育活動は、15か所のこど

も園、保育園、幼稚園に食改員

71名が訪問し、572名の園児

に対して食育の大切さを伝える

活動を行った。 

県の委託事業では、成人に

対しての事業として、食改員 33

名による「バランスの摂れた調

理実習」を 5回開催し、66名が

参加した。 

 「私たちの健康は 私たちの

手で」をスローガンとし、ボラ

ンティア精神に徹しながら、ス

ローガンの実現に努める。 

 

 組織の強化・会員増加 

 子どもから大人まで各年代

にあった食育活動 

 地域に根ざした活動を推進 

子育て・健幸課 
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地域コミュニティに関する事業（第 8条） 

団体名 関係する条例、要綱等 令和元年度の取組み 今後の方向性 担当課 

羽島市自治委員会   

従来の自治会加入促進チラ

シや自治会運営の手引きの作

成及び配布を実施。 

自治会はその地域に住む

人たちが安全・安心で暮らす

ために重要な役割を担ってい

る。 

今後は自治会加入マニュ

アルの更新を図るとともに、

自治会や関係機関と一体と

なり、転入者などに自治会加

入に関する呼びかけを積極

的に行う。また、コロナ禍で自

治会活動等の希薄化が懸念

されるため、この状況下で地

域活動が減退しない方法や

手段を支援する。 

市民協働課 

岐阜羽島地区交通安

全協会羽島市 10支部

会 

岐阜羽島地区交通安全

協会羽島市 10支部会

会則 

人波作戦、市内各地の交差

点における街頭啓発を実施。 

高齢者宅へ交通安全啓発を

目的とした家庭訪問を実施。 

交通道徳の普及・交通事

故防止に向けた取組みを今

後も継続する。 

生活交通安全課 

羽島市交通安全女性

連絡協議会 

羽島市交通安全女性連

絡協議会会則 

人波作戦、市内各地の交差

点における街頭啓発を実施。 

 高齢者宅へ交通安全啓発を

目的とした家庭訪問を実施。 

交通道徳の普及・交通事

故防止に向けた取組みを今

後も継続する。 

生活交通安全課 

（地域コミュニティの役割及び責務） 

第８条 地域コミュニティは、自らの地域の特性を活かした個性豊かで住み良いまちづくりに努めます。 
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地域自主防犯パトロー

ル隊（市内 10団体） 
 

徒歩若しくは青色回転灯装

備車両を用いて防犯パトロール

を実施。 

地域の特性に合った手法

で今後も継続する。 
生活交通安全課 

羽島市スポーツ推進委

員会 

スポーツ基本法 

羽島市スポーツ推進委

員に関する規則 

羽島市チャレンジデー、ファミ

リースポーツ広場、ソフトバレー

ボール大会の運営に携わり、各

地区のスポーツ振興及び地域

交流に貢献した。 

今後も地域に根ざすことを

念頭に置き、市民が日常的

にスポーツを行う機会の創出

に努める。 

スポーツ推進課 

羽島市立学校体育施

設開放運営委員会 

羽島市立学校体育施設

の開放に関する規則 

羽島市立学校体育施設

開放運営委員会規程 

学校体育施設の開放に関す

る施設予約調整、鍵の管理、施

設の管理等を行い、地域住民

のスポーツ活動を支援した。 

今後も適切な施設の管理

等を行い、良好な環境づくり

に努める。 

スポーツ推進課 
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議会（第 9条第 3項） 

関係する条例、要綱等 令和元年度の取組み 今後の方向性 担当課 

・地方自治法 

・羽島市議会会議規則 

・羽島市議会傍聴規則 

・羽島市議会基本条例 

傍聴の機会を得やすくするため、次回定例

会の初日については、「議会だより」で周知

し、会議日程については、議会運営委員会で

決定したものをホームページに掲載。また、

手話通訳者の派遣事業を活用し、耳の不自

由な方が傍聴できる機会の創出に努めるとと

もに、会議録検索システム及びインターネット

録画中継にて定例会、臨時会の会議録の閲

覧及び録画映像の視聴ができる環境を整え

た。 

市民の多様な意見を把握することを目的と

した「羽島市議会意見交換会」を開催した。 

今後も市民に開かれた議会運

営を目指すため、これまでと同様

に周知を図るとともに、機会の創

出に努める。 

また、羽島市議会基本条例に

基づき、市民福祉の向上及び羽

島市の発展に寄与するため、市

民に信頼され、活力のある議会

の構築に努める。 

議会事務局 

議会総務課 

 

 

 

 

 

 

 

（議会の役割及び責務） 

第９条 議会は、選挙で選ばれた代表者が構成する議決機関として、この条例の基本理念及び基本原則に基づいた意思決定に

取り組みます。 

２ 議会は、市民の意見を広く求め、まちづくりに反映させるよう努めます。 

３ 議会は、常に市民の視点に立ち、市民に開かれた議会運営を目指します。 
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効率的な組織体制整備（第 10条第 2項） 

関係する条例、要綱等 令和元年度の取組み 今後の方向性 担当課 

羽島市行政組織規則 

男女共同参画の推進のため、部長級、課

長級に女性職員を登用するとともに、課長補

佐級、係長級へも積極的な登用を行い、性差

などにとらわれず、全ての職員が理解しあい

協働できる組織体制の活性化を図った。 

市民ニーズや社会情勢に合わせた組織体

制の充実を図るため、マイナンバーカード交

付などに対応する市民課職員の増員等を行

った。 

今後も新たな行政需要や課題

の発生に対し、適切な対応を図

るための組織体制を適宜整備す

る。 

また、ワーキンググループ等

の庁内横断的な組織を編成・活

用し、喫緊の課題解決や将来に

向けた新たな政策の企画立案に

取り組む。 

職員課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市長等の役割及び責務） 

第１０条 市長は、市民の信託に応え、市政の代表者としてこの条例の基本理念及び基本原則に基づいた市政運営に努めます。 

２ 市長は、課題に適切に対応するため、横断的な連携が図られるよう効率的な組織体制を整備します。 

３ 市長等は、所管する事務の企画立案、実施、効果及び評価について、市民に対し分かりやすい説明に努めます。 
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職員は地域活動を担う一員（第 11 条第 2項） 

関係する条例、要綱等 令和元年度の取組み 今後の方向性 担当課 

職員意識調査の実施 

羽島市まちづくり基本条例第 25条に規定

する同条例の見直しを行うにあたり、市民の

意識を把握する「市民意識調査」に加え、職

員の意識の浸透を図る「職員意識調査」を実

施した。 

（消防・病院を除く一般職員 319人を対象と

し、回収は 241人、回収率は 75.5％） 

同条例では、職員も「市民」と

定義されており、地域活動を担う

重要な一員である。 

職員の役割及び責務への理

解や地域活動を担う一員として

の自覚がまだまだ不足している

ことが調査結果として浮き彫りと

なったことから、より一層の自覚

の醸成に努めていく。 

市民協働課 

羽島市地域担当職員制度実施

要綱 

 地域担当職員制度を導入している先進地自

治体の状況を調査研究するとともに、これま

で活動した地域担当職員、地域へのアンケー

トを行うなど、現制度の課題や地域の抱える

問題について分析した。地域担当職員として

各地区 3～4名、計 42名を配置するとともに

地域割り振り職員として各地区 30名程度配

置。 

 成果としては、地域の会合や行事に参加し

たことで、地域の方との信頼関係の向上に繋

がったことが挙げられる。 

地域が抱える課題は、地域ご

とに事情が異なり様々である。ま

た、コロナ禍のもとイベント・行

事・会合等の地域活動が制限さ

れ、地域の絆の希薄化が懸念さ

れる。 

このことから、今後一層、地域

課題の多様化・複雑化が予測さ

れる。そのため、地域担当職員

は、地域の事情や課題を自分ご

とと捉え、その解決に向け必要な

市民協働課 

（職員の役割及び責務） 

第１１条 職員は、市民全体のために働く者としての自覚を持ち、法令等を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行します。 

２ 職員は、地域活動を担う一員であることを自覚し、協働によるまちづくりの推進に努めます。 

３ 職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に努めます。 
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【活動状況】 

① 参加要請日数 

平成 30年度 107日（平均 9.7日/地区） 

令和 元年度 94日（平均 8.5日/地区） 

② 活動時間 

平成 30年度 846時間（平均 20.1時間/人） 

令和 元年度 639時間（平均 15.2時間/人） 

助言等を行えるような知識の習

得やスキルの向上に努め、積極

的に地域づくり・人づくりに関わっ

ていく。 

 

職員の能力向上（第 11条第 3項） 

関係する条例、要綱等 令和元年度の取組み 今後の方向性 担当課 

・羽島市職員研修規程 

・羽島市職員人事評価実施規程 

・羽島市人材育成基本方針 

職員研修の実績 

【派遣研修】 

市町村研修センター 145人 

その他研修 44人 

【市主催研修】 

新規採用職員研修 12人 

庁内研修 117人 

E ラーニング研修 432人 

【実務研修】 

岐阜県 3人 

総務省 1人 

【その他】 

・自主的参加討論型職員研修（羽島フュー

チャーセンター）の実施 

・資格取得等助成金制度の活用 

コロナ禍を踏まえた研修のリ

モート化へ適応しつつ、職員の

勤務能率の発揮及び増進のた

め、引き続き研修受講を推進す

る。具体的には、職場外研修、Ｏ

ＪＴ、自己啓発等の方法により、

職務上で必要とされる専門性の

向上や個々の能力の向上を図

る。 

職員課 
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住民説明会の開催（第 12条第 2項） 

住民説明会名 実施時期 実施場所 実施回数 参加人数 参加募集方法 担当課 

市民公開セミナー 
令和元年 4月 1日～ 

令和 2年 3月 31日 

羽島市民病

院 
5回 83人 

羽島市民病院ホ

ームページ、広報

誌 

市民病院事務局 

総務課 

羽島市新庁舎建設実施設計

（案）に関する市民説明会 

1.令和元年 6月 14日 

2.令和元年 6月 15日 

不二羽島文

化センター 
2回 46人 

市ホームページ、

広報誌 

新庁舎 

建設推進課 

わが家の終活セミナー 
1.令和元年 5月 25日 

2.令和元年 10月 19日 

羽島市福祉

ふれあい会

館 2階 

2回 138人 

市ホームページ、 

自治会回覧、 

公共施設掲示 

生活交通安全課 

羽島市公共下水道事業説明

会 

1.令和元年 5月 27日 

 

2.令和元年 5月 31日 

 

3.令和元年 6月 7日 

1.正木町不破

一色公民館 

2.正木町須賀

公民館 

3.福寿町間島

公会堂 

3回 

地権者

140名 

自治委員

3名 

市から案内文書を

送付 
下水道課 

市街化区域と市街化調整区

域との区分の見直しについて

の地権者説明会 

1.令和元年 5月 24日 

2.令和元年 5月 27日 

3.令和元年 5月 28日 

市役所本庁

舎 4階第 1

会議室 

3回 71名 郵便案内 都市計画課 

岐阜羽島インター南部地区

の今後のまちづくりについて 

1.令和 2年 2月 26日 

2.令和 2年 2月 27日 

1.市役所本庁

舎 4階第 1

会議室 

2回 51名 郵便案内 都市計画課 

（市民参画の推進） 

第１２条 市民、議会及び市長等は、市民参画によるまちづくりの推進に努めます。 

２ 議会及び市長等は、市民がまちづくりに参画できる機会を確保するため、その環境の整備に努めます。 

３ 議会及び市長等は、市民参画に関する制度の周知を図り、市民の意識を高めるよう努めます。 
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2.資源物スト

ックヤード 

【タウンミーティング①】

家庭ごみ処理の課題 令和元年 5月 

各町コミュ

ニティセン

ター等 

12回 302人 

市ホームページ、 

自治会回覧、 

フェイスブック 

生活環境課 

国民健康保険の安定運営 保険年金課 

【タウンミーティング②】

お年寄りの福祉 
令和元年 7、8月 

各町コミュ

ニティセン

ター等 

12回 346人 

市ホームページ、 

自治会回覧、 

フェイスブック 

高齢福祉課 

地域とともにある学校づく

り 
学校教育課 

【タウンミーティング③】 

地域による避難所運営 

～地域防災力の強化に向け

て～ 
令和元年 11月 

各町コミュ

ニティセン

ター等 

12回 273人 

市ホームページ、 

自治会回覧、 

フェイスブック 

危機管理課 

市内公共施設の「いま」と

「これから」 
総合政策課 

 

意向調査（市民アンケート）の実施（第 12条第 2項） 

アンケート名 実施時期 発送人数 回答人数 回収率 担当課 

まちづくり基本条例に関する

市民意識調査 

令和元年 11月 26日～ 

令和元年 12月 23日 
1,000人 379人 37.9％ 市民協働課 

住宅用火災警報器の設置調

査 
令和元年 6月 152人 152人 100％ 消防本部予防課 

生涯学習に関するアンケート 
平成 31年 3月 28日～

令和元年 5月 10日 

・郵送 500人 

・窓口 

1.団体 57件 

2.放 105人 

326人 49.2％ 生涯学習課 



- 11 - 

羽島市の環境に関する市民

アンケート調査 

令和元年 9月 11日～ 

令和元年 10月 31日 
1,000人 519人 51.9％ 生活環境課 

羽島市公共施設に関する市

民意識調査 

令和 2年 3月 2日～ 

令和 2年 3月 23日 
2,000人 897人 44.8％ 総合政策課 

転入に関する市民アンケート

調査 

令和 2年 1月 22日～ 

令和 2年 2月 25日 
1,500人 333人 22％ 総合政策課 

岐阜羽島インター南部地区

の土地利用に関するアンケ

ート 

令和元年 8月 9日～ 

令和元年 8月 28日 
100人 80人 80％ 都市計画課 

羽島市障害福祉計画・障害

児福祉計画策定に関するア

ンケート調査 

令和 2年 1月 15日～ 

令和 2年 1月 31日 
1,000人 485人 48.5％ 福祉課 

高齢者と介護保険に関する

アンケート調査① 

《介護予防・日常生活圏域ニ

ーズ調査》 

令和 2年 1月 10日～ 

令和 2年 1月 27日 
1,573人 1,026人 65.2％ 高齢福祉課 

高齢者と介護保険に関する

アンケート調査② 

《在宅介護実態調査》 

令和 2年 1月 10日～ 

令和 2年 1月 27日 
1,827人 874人 47.8％ 高齢福祉課 

高齢者と介護保険に関する

アンケート調査③ 

《介護支援専門員実態調査》 

令和 2年 1月 10日～ 

令和 2年 1月 27日 
84人 72人 85.7％ 高齢福祉課 

 

市長へのたより（第 12条第 2項） 

事業名 
関係する条例、 

要綱等 

令和元年度 

件数 
今後の方向性 担当課 

市長へのたより  20件 
 市ホームページへの掲載等で周知に努め、ご意見を

伺いながら、市政運営の参考とする。 

生活交通安全課 

市民相談室 
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市民の持つ豊かな社会経験、知識等の活用（第 13条第 2項） 

事業名 
関係する条例、 

要綱等 

令和元年度 

登録者数 

令和元年度 

実施（派遣）回数 
今後の方向性 担当課 

事業仕分け  
市民判定人 

応募者数 26名 
1回 

令和元年度は、1 日開催とし、3

事業 3 項目について事業仕分けを

実施した。 

令和元年度をもって、事業仕分け

は終了とし、次年度からは市民参画

の推進に向けた新たな手法を検討

する。 

総合政策課 

はしま市民教授  69人 
0件 

3人増 

人材を紹介する制度であるため、

派遣回数ではなく、生涯学習課へ

の問い合わせ件数を記載。 

（※名簿配布施設等への問い合わ

せ件数については把握していない） 

市民教授制度を廃止し、はしまシ

ティカレッジという養成講座を受講し

た市民が講師となって講座を行う制

度を構築し、実施に向けての準備を

進めている。 

生涯学習課 

はしまエルボラン

ティア連絡協議会 
 22人 

11回 

1人増 

令和元年度は、7 人の講師が中

心となり、はしまエルボランティア市
生涯学習課 

（協働の推進） 

第１３条 市民、議会及び市長等は、相互の役割と責務を認め合いながら、協力、連携してまちづくりに取り組むよう努めま

す。 

２ 議会及び市長等は、市民が持つ豊かな社会経験、知識及び創造性を活かし、まちづくりを進めます。 
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民活き活き塾 12 講座を計画し、11

講座を実施することができた。今後

も協議会の運営及び講座の実施等

が円滑に進むように事務局として支

援していく方向である。 

羽島観光ボラン

ティアガイド 

羽島観光ボラン

ティアガイド会則 
18人 19回 

高齢化に伴い会員数が減少して

いるため、はしま観光交流センター

での活動を継続し、更なる利用促進

を図る。 

商工観光課 

女性人材バンク

登録事業 

羽島市女性人材

バンク登録事業

実施要綱 

35人 3人増 

啓発用チラシを作成し、市内コミ

ュニティセンターに掲示するととも

に、市ホームページや広報紙への

掲載を行った。今後も事業の啓発に

努め、登録者の増強を図る。 

市民協働課 
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自治会への加入（第 14条第 1項） 

事業名 令和元年度の取組み 今後の方向性 担当課 

自治会加入促進事

業 

自治会加入のメリットや呼びかけ方法等を

まとめたマニュアルを作成し、自治委員へ配

布。市役所窓口では転入者に自治会加入促

進チラシを配布し、加入の呼びかけを行っ

た。 

自治会はその地域に住む人たちが安全・安

心で暮らすために重要な役割を担っている。 

今後は自治会加入マニュアルの更新を図る

とともに、転入者などに自治会加入に関する

呼びかけを自治会や関係機関と一体となって

積極的に行う。 

市民協働課 

 

地域コミュニティへの支援（第 14 条第 2項） 

事業名 関係する条例、要綱等 令和元年度の取組み 今後の方向性 担当課 

地域づくり一括交

付金交付事業 

地域づくり一括交付金

交付要綱 

従来の 3種の補助金・交付金

を統合した地域づくり一括交付

金制度を実施。その結果として、

地域コミュニティにおいてその交

付額の中で柔軟な運用が可能

な自主財源が確保され、地域コ

ミュニティ活動の活性化のため

の一助となった。コロナ禍で地

域コミュニティ活動が中止となっ

今後も地域づくり一括交付金制

度の活用により、各地区における

地域コミュニティ活動がコロナ禍

においても特色のある活動となる

よう支援する。 

市民協働課 

（地域コミュニティ活動への関わり） 

第１４条 市民は、地域コミュニティへ参画し、自らの地域の課題解決や共通の目標達成に向けて行動するよう努めます。 

２ 市長等は、地域コミュニティ活動の自主性を尊重するとともに、その活動の促進を支援します。 

３ 市長等は、市民と連携し、協働によるまちづくりを担う人材の育成に努めます。 

 



- 15 - 

た一部地域においては本制度

の事業計画を変更した。 

羽島市公共施設 

アダプトプログラム 

羽島市公共施設アダプ

トプログラム（公共施設

里親制度）実施要綱 

令和元年度新たに 1 団体の

登録があり、活動団体につい

て、市ホームページ上で活動写

真を掲載するなどし、制度の促

進に努めた。 

都市環境及び居住環境に対す

る市民意識の高揚を図るため、登

録件数の増加に努める。 

市民協働課 

羽島市公園美化管

理活動報奨金事業 

羽島市公園美化管理

活動報奨金要領 

22団体が 29箇所で実施。 今後も登録団体増加に向けて

取り組む。 
都市計画課 

市道修繕活動報償

金 

市道修繕活動報償金

支給要綱 

12,903 世帯、79 自治会が実

施。 

今後も地域の生活環境の維持

及び向上を図るため、活動を支援

する。 

土木監理課 

羽島市自治会によ

るボランティア活動

支援報償金 

羽島市自治会によるボ

ランティア活動支援報

償金支給要綱 

400世帯、1自治会が実施。 

今後も地域の生活環境の維持

及び向上を図るため、活動を支援

する。 

土木監理課 

羽島市ボランティ

ア清掃活動支援事

業 

羽島市ボランティア清

掃活動支援事業実施

要綱 

延べ 219団体が実施。 

今後も環境美化に対する意識

高揚及びごみの散乱防止のた

め、活動を支援する。 

環境事業課 
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審議会等での女性の登用率（第 15 条第 1項） 

R2.4.1現在での 

審議会等の数 

R2.4.1現在での 

審議会等の委員数 

R2.4.1現在での 

女性委員数 

R2.4.1現在での 

女性委員登用率 
担当課 

70 1,077 313 29.1％ 市民協働課 

 

審議会等での公募委員の登用率（第 15条第 2項） 

※上記審議会等の数より、市議会及び地方自治法第 180 条の 5に基づく行政委員会を除いた数 

R2.4.1現在での 

審議会等の数 

R2.4.1現在での 

審議会等の委員数 

R2.4.1現在での 

公募委員数 

R2.4.1現在での 

公募委員登用率 
担当課 

※64 1,026 30 2.9％ 市民協働課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（審議会等） 

第１５条 市長等は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）の規定に基づく附属機関として設置される審議会等（以下「審議

会等」といいます。）の委員を選任する場合、市民の多様な意見が反映されるよう、男女の比率等を考慮した適正な構成に努

めます。 

２ 市長等は、審議会等の委員の一部に公募による市民を含めるよう努めます。 
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会議の公開（第 16条） 

関係する条例、要綱等 
R2.4.1現在での 

審議会等の公開数 

R2.4.1現在での 

審議会等の非公開数 
今後の方向性 担当課 

羽島市審議会等の会議の

公開に関する要綱 
70（一部非公開を含む） 15 

市民との情報共有を図

るため、原則審議会等の

公開を進める。 

総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会議の公開） 

第１６条 市長等は、法令等に特別な定めがある場合を除き、原則として、審議会等の会議を公開します。 
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パブリックコメントの実施（第 17 条） 

実施した条例、計画の名称等 募集期間 意見数 担当課 

羽島市新庁舎建設実施計画案 
令和元年 6月 14日～ 

令和元年 7月 16日 
8件 新庁舎建設推進課 

都市再生整備計画事後評価原案 
令和元年 10月 7日～ 

令和元年 11月 5日 
0件 区画整理課 

羽島市行政改革プラン（案） 
令和元年 10月 25日～ 

令和元年 11月 25日 
13件 総合政策課 

第二次羽島市教育大綱（案） 
令和元年 11月 1日～ 

令和元年 12月 2日 
3件 総合政策課 

羽島市第六次総合計画 後期実施計画（案） 
令和元年 11月 22日～ 

令和元年 12月 23日 
46件 総合政策課 

羽島市男女共同参画プラン（案） 
令和元年 11月 25日～ 

令和元年 12月 24日 
9件 市民協働課 

羽島市生涯学習都市づくり 5 カ年計画（案） 
令和元年 12月 10日～ 

令和 2年 1月 8日 
35件 生涯学習課 

羽島市地域公共交通網 形成計画（案） 
令和 2年 1月 6日～ 

令和 2年 2月 5日 
7件 生活交通安全課 

第 2期子ども・子育て支援事業計画（案） 
令和 2年 1月 6日～ 

令和 2年 2月 5日 
29件 子育て・健幸課 

（パブリックコメント） 

第１７条 市長等は、重要な政策等の立案過程において、別に定めるところにより、事前にその案を公表し、広く市民の意見を

求めます。 

２ 市長等は、市民から提出された意見を考慮し、政策等についての意思決定を行うとともに、提出された意見のあらましと

その意見に対する市の考え方を公表します。 
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羽島市空家等対策計画（案） 
令和 2年 1月 8日～ 

令和 2年 2月 7日 
10件 生活交通安全課 

羽島市地域防災計画修正案 
令和 2年 1月 8日～ 

令和 2年 2月 7日 
0件 危機管理課 

羽島市公共下水道事業経営戦略（案） 
令和 2年 2月 1日～ 

令和 2年 3月 2日 
1件 下水道課 
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情報の共有及び公開（第 19条） 

関係する条例、要綱等 
令和元年度の 

情報公開請求件数 

令和元年度の 

情報公開件数 
今後の方向性 担当課 

・羽島市情報公開条例 

・羽島市情報公開施行規則

等 

271 267（部分公開を含む） 

情報公開制度の適切な運

営を推進するとともに、積極的

な情報提供に努めていく。 

総務課 

 

出前講座の実施（第 19条） 

令和元年度 

申し込み件数 
今後の方向性 担当課 

81件 

(中止講座含む) 

市職員が講師となり、広く市民に対して学びの場を提供するものである。より多くの年齢層

の利用を促進するため、関係課と連携し、ニーズの把握と開設講座の新設やリニューアルを

行う。 

生涯学習課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（情報の共有及び公開） 

第１９条 市長等は、まちづくりに関する情報が共有の財産であるとの認識に立ち、これを市民に積極的に提供します。 

２ 市長等は、別に条例で定めるところにより、公文書の公開を行います。 
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個人情報の保護（第 20条） 

関係する条例、要綱等 令和元年度の取組み 今後の方向性 担当課 

・羽島市個人情報保護条例 

・羽島市個人情報保護条例施行規

則 

・羽島市個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例等 

個人情報の適正な管理を行うととも

に、個人情報の開示請求に対応した。 

また、厳格な管理が求められる特定

個人情報を含む情報についても条例等

に基づき管理を行った。 

個人情報及び特定個人情報につ

いては、条例等に基づき適正な管理

を行う。 

総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個人情報の保護） 

第２０条 市長等は、市民の権利及び利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、個人情報の収集、利用、提供、管

理等を適正に行います。 
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行政手続き（第 21条） 

関係する条例、要綱等 令和元年度の取組み 今後の方向性 担当課 

・羽島市行政手続条例 

・羽島市行政手続条例施行規則 

申請に対する許可などの事務や強化

などを取り消したりする不利益処分にお

ける手続などを公正で透明なものとする

ため、行政手続条例等を定めている。 

市政運営の公正の確保と透明性

の向上を図るため、今後も行政手続

条例に即した事務を執行する。 

総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（行政手続） 

第２１条 市長等は、市政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条例で定めるところにより、適正な処分、行政指

導及び届出に関する手続を行います。 
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総合計画（第 22条） 

関係する条例、要綱等 令和元年度の取組み 今後の方向性 担当課 

・羽島市総合計画審議会条例 

・羽島市総合計画基本構想の議会

の議決に関する条例 

・羽島市総合計画審議会運営規則 

・羽島市総合計画調整委員会設置

規程 

令和元年度総合計画審議会におい

て、羽島市第六次総合計画後期実施計

画策定に向けた審議を行い、羽島市第

六次総合計画基本構想の一部改訂及

び羽島市第六次総合計画後期実施計

画の策定を行った。 

事業概要、年度別の事業費、活動

指標・成果指標、事務事業の評価等

で構成される「事務事業評価シート」

で進捗管理を行う。 

総合計画審議会において進捗状

況の報告等を行う。 

総合政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（計画的な市政運営） 

第２２条 市長等は、総合的で計画的な市政運営を行うため、基本構想及びその実現を図るための計画（以下「総合計画」とい

います。）を定めます。 

２ 市長等は、総合計画の策定や見直しにあたっては、進捗状況等を確認し、その検証結果を踏まえるとともに、広く市民参画

の機会を設けます。 
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危機管理（第 23条第 1項） 

関係する条例、要綱等 令和元年度の取組み 今後の方向性 担当課 

・羽島市防災会議条例 

・羽島市地域防災計画 

・羽島市国民保護協議会条例 

・羽島市国民保護計画 

地域防災計画は、県が修正した内

容に基づいて修正を行った。 

国民保護計画については、修正が

なかったため、変更はしていない。 

前年度同様、県の修正箇所と照らし

合わせ、適宜修正を行う。 
危機管理課 

 

危機管理（第 23条第 2項） 

関係する条例、要綱等 
R1自主防

災組織数 

その他の防災に関する 

団体名・参加者数 
令和元年度の取組み 今後の方向性 担当課 

羽島市地域防災計画 137 

・羽島市防災研究会 

196 名(令和 2 年 4 月 1

日現在) 

 

・防災訓練参加者数 

約 2,400名 

（※地域の自主防災活

動に参加された人数） 

令和元年 7 月 14 日に、自主

防災組織リーダーを対象に、研

修会を開催した。研修会では、

岐阜大学地域減災研究センター

特任准教授を迎え、集中豪雨時

において、市民の迅速かつ的確

な避難行動を促すための、防災

に関する知識の習得及び防災

意識の向上を図ることを目的と

した講演を行った。 

今後も年１回

は自主防災組織

リーダー研修会

を実施し、少しで

も多くの地域が

自主的に防災活

動に取り組める

よう支援する。 

危機管理課 

（危機管理） 

第２３条 市長等は、自然災害、重大な事故等の様々な緊急事態に備え、機動的な危機管理体制の確立に努めるとともに、災害

等の発生時には、市民、議会及び関係機関と相互に連携を図り、協力して対応します。 

２ 地域コミュニティは、日頃から防災訓練等を行い、自らの地域における防災体制を整えるとともに、災害等の発生時には、

自らの地域の中で互いに助け合うよう努めます。 

３ 市民は、日頃から災害等の発生に備えるとともに、災害等の発生時には、自らの安全を確保するよう努めます。 
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また、「自主防災活動の手引

き」も改訂し、各地区の自主防

災リーダーへ配布した。 

 

危機管理（第 23条第 3項） 

関係する条例、要綱等 令和元年度の取組み 今後の方向性 担当課 

羽島市地域防災計画 

出前講座『防災を学ぼう！』にて、過去の気象情報

やハザードマップ等を用いて水害時の防災対策や、

地震災害時における身を守る準備等についての説

明を行った。 

出前講座の啓発については、関

係各課と連携しながら今後も引き続

き行っていく。 

危機管理課 
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国、県等との連携（第 24条） 

連携名 連携団体名 連携の概要 担当課 

岐阜地域広域圏協議会 

岐阜市、各務原市、 

山県市、本巣市、瑞穂市、

笠松町、岐南町、北方町 

岐阜県域の広域行政を推進し、圏域の一体的発展を

図ることを目的として、広域的な行政課題についての研

究、意見交換等を行う。 

総合政策課 

海津市との包括連携協定 海津市 
包括的な連携協定を締結し、西小薮簡易水道連結や

海津市コミュニティバスの乗り入れを行う。 
総合政策課 

円空連合 

山県市、笠松町、海津市、

養老町、輪之内町、揖斐川

町、美濃市、郡上市、美濃

加茂市、富加町、川辺町、

七宗町、白川町、下呂市、

高山市、飛騨市 

岐阜県の生んだ偉人、円空上人にかかる史実及び文

化的遺産の顕在化並びに観光的活用を図るため、県内

の市町村により構成し、情報交換、文化的、観光的事業

を行う。 

商工観光課 

円空路（ロード）プロモーシ

ョン事業 

関市、郡上市、下呂市、 

高山市、飛騨市 

円空上人・円空仏を共通の観光資源として、飛騨と美

濃をつなぐ広域観光ルートを設定するとともに共同 PRを

展開する。 

商工観光課 

長良川流域環境ネットワー

ク協議会 

岐阜市、郡上市、美濃市、

美濃加茂市、瑞穂市、 

関市、海津市、賛助企業等 

長良川流域の総合的な環境改善策を推進するととも

に環境保全活動を継続することを目的とする。 
生活環境課 

岐阜県環境推進協会 
岐阜市外県内 40 市町村、

法人 

岐阜県内の公害防止の促進及び環境への負荷の低

減を図り、もって健康で文化的な社会環境を確保するこ

とを目的とする。 

生活環境課 

（国、県等との連携） 

第２４条 市長等は、共通する課題に対して、国、県、他の自治体等との連携と協力により、その解決に努めます。 
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岐阜羽島衛生施設組合 岐阜市、岐南町、笠松町 
し尿及びごみ処理並びに、これらの処理施設の建設

及び維持管理に関する事務を共同処理する。 
生活環境課 

岐阜県市町村廃棄物処理

事業対策協議会 
岐阜県の全市町村 

廃棄物処理事業について調査研究し、相互協力等に

より市町村の廃棄物処理事業の円滑な運営を図ること

を目的とする。 

環境事業課 

岐阜県浄化槽推進市町村

協議会 
岐阜県内の市町村 

岐阜県内市町村の浄化槽行政の円滑な運営を支援

するとともに、浄化槽の普及を促進し並びにその設置及

び維持管理の適正化等を図り、もって生活環境の保全

及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 

環境事業課 

岐阜地域廃棄物不適正処

理対策連絡会議 

岐阜県、警察署、 

岐阜地域市町、 

各市町消防本部 

廃棄物の不法投棄等の不適正処理事案を早期に発

見し、必要な措置を講ずるとともに、監視活動等を強化し

て不適正処理事案の未然防止を図ることにより、廃棄物

の適正処理を推進し、健全な生活環境の保全に資する

ことを目的とする。 

環境事業課 

岐阜地域広域圏協議会 

健康プロジェクト会議(健康

分野連携推進連絡会） 

構成市町（岐阜市・山県市・

瑞穂市・本巣市・岐南町・ 

笠松町・北方町） 

オブザーバー（羽島市・ 

各務原市・大野町） 

近隣の市町村と連携し、圏域住民の健康寿命の延伸

につながる取組や、医療需要に対応した体制の確保な

ど、地域医療の充実に向けて取り組む。 

子育て・健幸課 

岐阜県戸籍住基協議会 岐阜県内全市町村 

戸籍並びに住民基本台帳に関する法令の運用及び

事務について研究し、岐阜地方法務局、大垣支局、高山

支局、八幡支局、多治見支局、美濃加茂支局、 中津川

支局管内の 42 市町の連絡を緊密にして事務の統一向

上を図ることを目的とする。 

市民課 

岐阜地方法務局直轄管内

戸籍住民基本台帳事務協

議会 

岐阜市、関市、美濃市、各

務原市、山県市、瑞穂市、

本巣市、岐南町、笠松町、

北方町 

岐阜地方法務局直轄管内の 11 市町が戸籍及び住民

基本台帳に係る事務並びに関係法令等の研究を行い、

もって当該事務処理の統一を図ることを目的とする。 

市民課 
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広域相互発行連絡会 

岐阜市、大垣市、山県市、

各務原市、瑞穂市、 

本巣市、海津市、関市、 

美濃市、笠松町、岐南町、

北方町、養老町、垂井町、

関ケ原町、神戸町、 

安八町、輪之内町、 

揖斐川町、大野町、池田町 

岐阜圏域、西濃圏域、中濃圏域（一部）22 市町で各種

証明書の発行を相互に委託し、住民サービスの向上に

努める。 

市民課 

岐阜県国民健康保険連携

会議 

岐阜県、県内市町村、 

岐阜県国民健康保険団体

連合会 

岐阜県における国民健康保険制度の安定的かつ円

滑な運営を図るため、情報の共有及び意見の調整を行

う。 

保険年金課 

羽島市公共交通会議 
国土交通省、岐阜県、 

岐阜県警察 
公共交通の利便性の向上に関する事項を協議する。 生活交通安全課 

羽島市地域公共交通協議

会 

国土交通省、岐阜県、 

岐阜県警察 

地域公共交通網形成計画及び生活交通確保維持改

善計画に関する事項を協議する。 
生活交通安全課 

羽島市交通安全対策推進

協議会 
岐阜県警察 

交通事故を防止するため道路交通環境の整備並びに

交通安全思想の普及を徹底し、関係機関、関係団体等

が相互に連絡調整を図り、効果的な交通安全対策を推

進する。 

生活交通安全課 

羽島市交通安全対策会議 岐阜県、岐阜県警察 

羽島市交通安全計画を作成し、その実施を推進する。

また、市の区域における陸上交通の安全に関する総合

的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推

進する。 

生活交通安全課 

岐阜羽島地区防犯協会連

合会 

岐阜市、岐南町、笠松町、 

岐阜羽島警察署 

地域安全、防犯広報資料を作成・配布するとともに、

市で行う交通安全教室において防犯に関する講和を実

施。 

生活交通安全課 

美濃路エリアセーフティ連

絡協議会 
小牧市、一宮市、大垣市 

行政区域内にインターチェンジが所在する市が相互に

協力し、後続道路の利便性を悪用した広域犯罪の抑止
生活交通安全課 
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に向けた活動を推進し、安全・安心で住みよい地域社会

の実現を目指す。 

岐阜県地域公共交通協議

会 

国土交通省、岐阜県、 

県内市町村 

岐阜県内の公共交通に係る確保・維持・改善について

協議する。 
生活交通安全課 

公共交通の確保等に係る

連携 
海津市 

西小薮地区における公共交通の確保を目的とし、海

津市コミュニティバス・デマンドバスの運行経費について

一部負担する。 

生活交通安全課 

木曽三川公園建設促進上

流域連絡協議会 
各務原市、笠松町、岐南町 

会議の開催、関係機関への要望活動、先進地視察を

行う。 
都市計画課 

岐阜県水道事業広域連携

研究会 
岐阜県及び県下 42市町村 

 水道事業の経営環境が厳しくなる中、経営健全化を図

り、将来にわたり安全で良質な水を安定的かつ効率的に

供給していくための方策として、水道事業の広域連携に

関する研究を行う。 

水道課 

岐阜県公立学校施設整備

期成会 
岐阜県、県内市町村 

公立学校の施設及び社会体育施設等の完全整備の

実現を期し、教育の振興、文化の向上を図ることを目的

とする。 

教育総務課 

長良川用水推進協議会 

東海農政局、岐阜県、 

輪之内町、海津市、 

高須輪中土地改良区 

長良川用水施設の機能保全と耐震化整備を一体的に

行う。 
農政課 

岐阜地区消防連絡協議会 
岐阜地区内にある消防団

長及び消防本部の消防長 

消防情報の交換に関することや岐阜地区相互の連絡

協調に関することを行う。 
消防総務課 

(一社 )岐阜県危険物安全

協会 
岐阜県内 22地区協会 

消防法に定める危険物に起因する災害を防止し、危

険物を製造し、貯蔵し又は取り扱う者に対する防災思想

の普及高揚をはじめ、保安に関する教育指導等の公益

に資する事業を行うことにより、その自主的な保安体制

の確立を推進し、もって社会公共の福祉の増進と事業の

健全な進行に寄与することを目的とする。 

消防本部 

予防課 
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岐阜県女性防火クラブ運営

協議会 
県内 3１クラブ 

女性防火クラブの健全な育成並びにクラブ相互の親

睦をはかり、もって火災予防思想の普及に寄与すること

を目的とする。 

消防本部 

予防課 

岐阜県無電柱化推進協議

会 
岐阜県内 24市町村 

良好な景観の形成と交通の分野における高度情報化

の推進を図るために必要な無電柱化の促進を図ることを

目的とする。 

土木監理課 

東海環状自動車道建設促

進岐阜県西部協議会 
岐阜県内 21市町 

東海環状自動車道の早期建設を推進し、地域の一体

的な発展を図ることを目的とする。 
土木監理課 

東海環状地域整備推進協

議会 

岐阜県、愛知県、 

三重県、名古屋市、 

東海環状自動車道関係地

域の市町村及び経済団体 

東海環状自動車道を軸とした沿線の地域整備の在り

方及び地域整備計画の推進のための基盤整備の在り方

についての調査・研究、啓発活動等を図ることを目的と

する。 

土木監理課 

岐阜圏域市町土木協会 
岐阜土木事務所管轄区域

の市町 
土木事業の円滑なる遂行を期することを目的とする。 土木監理課 

岐阜県市町村道整備促進

期成同盟会 
岐阜県内 42市町村 

市町村道整備を強力に促進するため道路財源の確

保、道路予算の拡大等について積極的な活動を行うこと

を目的とする。 

土木監理課 

岐阜県国道協会 岐阜県内 42市町村 
国道の整備推進、適正な道路管理への支援、道路愛

護心の涵養・啓発等を図ることを目的とする。 
土木監理課 

日本道路協会 

道路及び交通に関係のあ

るもので本協会の目的に賛

同して入会したもの等 

道路に関する知識の普及啓発に努め、道路及び交通

の発達を推進し、公共の福祉の増進に寄与することを目

的とする。 

土木監理課 

岐阜県道路協会 
岐阜県内 42市町村 

及び道路利用者 

県内道路の整備改善を推進し、産業交通の発展を図

ることを目的とする。 
土木監理課 

岐阜県街路事業促進協議

会 
岐阜県内 26市町 

県内の街路事業を強力に促進するため街路財源の確

保、街路予算の拡大等について積極的な活動を行うこと

を目的とする。 

土木監理課 
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県道大垣江南線道路建設

促進期成同盟会 
大垣市、安八町 

大垣市・安八町・羽島市間の広域幹線道路の建設促

進を図ることを目的とする。 
土木監理課 

主要地方道羽島養老線改

修促進期成同盟会 

大垣市、海津市、 

養老町、輪之内町、安八町 

主要地方道羽島養老線の道路改良の促進を図ること

を目的とする。 
土木監理課 

新濃尾大橋架橋促進期成

同盟会 
一宮市、稲沢市 

新濃尾大橋架橋の促進を図るため必要な事項を推進

することを目的とする。 
土木監理課 

岐阜県河川協会 岐阜県内 42市町村 
河川に関する知識の普及徹底を図り、治水利水事業

の完璧を期することを目的とする。 
土木監理課 

岐阜県砂防協会 岐阜県内 42市町村 砂防事業の普及発展を図ることを目的とする。 土木監理課 

岐阜県木曽三川改修工事

促進期成同盟会 
岐阜県内 20市町 

木曽川、長良川及び揖斐川の改修工事の完成を促進

するとともに水防体制の促進強化することを目的とする。 
土木監理課 

境川改修促進期成同盟会 
岐阜市、各務原市、 

岐南町、笠松町 

境川の抜本的改修の促進を図るとともに、流域住民

の生活の安定に寄与することを目的とする。 
土木監理課 

長良川流域市町連絡協議

会 

岐阜県内 13市町、 

自治会、及び水防関係団

体等 

長良川本川及び支派川にかかる治水事業の推進と、

長良川流域の豊かな自然環境の保全に資することを目

的とする。 

土木監理課 

新丸山ダム建設促進期成

同盟会 
岐阜県内 11市町等 新丸山ダム建設事業の促進を図ることを目的とする。 土木監理課 

岐阜県国土調査協議会 
岐阜県内の地籍調査を実

施する市町村 

国土調査に関する事業の推進を図ることを目的とす

る。 
土木監理課 

岐阜県水防協会 
岐阜県、県下の指定水防

管理団体及び水防団等 

指定水防管理団体相互の連絡を緊密にし、水防体制

の強化、充実を図ることを目的とする 
土木監理課 

  


