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基本構想でめざす姿や状態に近づくために考えられる「望ましい取組」とその「担い手」
　　※担い手・役割の検討【まとめ】
Ａ　班
１（１）コミュニティで支え合う特色ある地域づくり

役割（望ましい取組）（…をする（とめざす姿や状態に近づく））
高校生・若者 長期休暇を利用した地域活動（ボランティア活動）
地域住民 祭りに若者を参加させる

自治会 誰が読んでもわかる地区防災マニュアルの作成
自治会連合会 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の報告等、活動の周知に努める

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会 青年会の連携
個人のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを支える仕組みづくり

市 個人のボランティアを支える仕組みづくり
県 高校生にボランティア単位を与える仕組みづくり
学校 少子化対策として、婚活や子づくり支援の補助等に取り組む

市民に対してわかりやすい情報提供を行う
リーダーの育成

Ａ　班
１（２）学び合い高め合って地域に活かす生涯学習

若い世代 若い人の意識が低いため、スタート地点での位置付けを行う
現役（働いている）世代

青年会 若い人の意識が低いため、スタート地点での位置付けを行う
自治会
ＰＴＡ

市 生涯学習リーダーの認定制度
学校 子ども会に対する支援

Ａ　班
１（３）地域で育み社会で支える子育て・子ども支援

地域住民 世代間の交流
交通安全、子どもの見守り

子育てサークル 交通安全、子どもの見守り
自治会 世代間の交流
子供会 男女共同参画の成熟
ＰＴＡ

老人クラブ
職場環境の改善
母親に対する支援

国 子どもを増やす政策が必要
県 ２４時間体制の保育施設
市 北高跡地への交流エリア

男女共同参画の成熟
ファミリーサポートセンターの広報

市民

各種団体等

事業者等

行政機関

市民

各種団体等

事業者等

行政機関

市民

各種団体等

事業者等

行政機関

担い手（…（誰）が）



Ａ　班
１（４）次代を担う子どもの成長を支える学校教育

地域の高齢者 伝統芸能の継承
学校と地域の交流

ＰＴＡ 不審者対策（見守り活動等）
ボランティア団体
見守り隊

学校 子どもたちに関する情報の共有
教育委員会 イジメを無くする
警察 学校と地域の交流

学校の積極的な活用
学校開放日の周知
体験学習の復活（キャンプなど）
異動の間隔を長くし、子どもと触れ合う時間を増やす
不審者対策（見守り活動等）

Ｂ　班
１（５）子どもも大人も心と体の健康づくり

ガン撲滅運動
　運動習慣
　減塩を心がける
　禁煙運動
　飲酒は適量を心がける
　食生活の改善
検診の受診
自然の中で暮らすライフスタイルへの転換
家庭内の会話を多くする

健康推進員 検診受診率の向上
民生委員 ガン撲滅運動
自治会 悩みごと相談

自死対策ボランティア
ＰＴＡ

健康づくりサークル
新聞社 検診の受診を勧める
医療機関

市 事業所への助成
食生活の改善（家庭のみそ汁調査）
ガン撲滅運動
検診受診率の向上
ガン検診、ピロリ菌の検査
ガン患者団体への援助

市民

各種団体等

事業者等

市民

各種団体等

事業者等

行政機関

行政機関



Ｂ　班
１（６）地域で活躍する元気な高齢者

清掃活動等の高齢者による地域ボランティア活動の推進
高齢者が児童公園等に草花を植える

自治会 高齢者の孤立化を防ぐ
いきいきサロン 自治会の活性化

気軽に集まれる場の開放

市 高齢者の孤立化を防ぐ
生きがいを持てる活動の場の紹介
空き地（個人所有地）の積極活用
高齢者が参加できる軽作業を考える
空き地（個人所有地）の積極活用
（サロン）リーダーの育成

Ｂ　班
１（７）地域で社会で自立する障害者

障がい者 清掃活動

社会福祉協議会 障がい者人材センターを作る

公共交通機関のノンステップ化
障がい者団体への仕事の提供

市 バリアフリー化のさらなる推進
県 相談窓口のPR
国 親の育成講座

とらいあんぐる 障がい者人材センターを作る
障がい者団体への仕事の提供
公共交通機関のノンステップ化

障がい者に対する理解を深める（障がい者福祉大会、ス
ポーツ大会、であいのコンサート）

傾聴・点訳等のボランティア

市民

各種団体等

事業者等

行政機関

市民

各種団体等

事業者等

行政機関



Ｃ　班
１（８）ふるさとの誇りを受け継ぐ文化・芸術

子供会 学習発表会
地域の小中学生

檜山歴史ガイド 草刈作業
ボランティア 観光客に対する土日の対応
民俗芸能連合会 民俗調査
芸術文化協会 民俗編の報告書を発行する
文化財保護協会 古文書の発掘・解読者の育成
飲食業者 イベント時の食事の斡旋

市 檜山城趾・大館跡の発掘調査（10カ年計画）
県 歴史資料館・美術展示館の整備
国 史跡公園トイレの整備
学校 檜山崇徳館の展示物の充実

財政・人的支援
民俗芸能への助成
伝承民俗支援基金の創設
古文書の発掘・解読者の育成
古文書館を図書館に併設

Ｃ　班
１（９）だれもが気軽に楽しめるスポーツ

父母 バスケサマーキャンプの検討
審判員 統合型スポーツクラブを増やす
スター選手
体育協会 一般参加が可能なバスケ大会を年４回開催

スポーツ少年団 スポーツリーダーバンクの創設
自治会 バスケサマーキャンプの検討
ＯＢ・ＯＧ会 統合型スポーツクラブを増やす

学校・教員 指導者の組織化
アリナスの有効活用
統合型スポーツクラブを増やす

Ｃ　班
１（１０）認め合い支え合う社会づくり

外国語指導者になる

ボランティアセンター 国際交流ホームステイの実施
日本語学習会 外国語指導者の養成

商工会 女性の起業セミナーの開講
ハローワーク

市 ＡＬＴと市民との交流会を開催
教育委員会 外国語指導者を育成する
ＡＬＴ ボランティア養成講座を開催
教員 複数の言語による表示を行う（米・中・韓）

市民

各種団体等

事業者等

行政機関

事業者等

行政機関

市民

各種団体等

事業者等

行政機関

市民

各種団体等



Ｄ　班
２（１）環境を核とした活力ある産業創出

資源リサイクル、ごみの分別（回収BOX、生ごみ堆肥等）

林家・木材事業者
風力発電所
商工業者 商品案内ができる場所を作る

リサイクル起業
能代港リサイクルセンター

起業者
市 能代の特徴がわかる地域産業カタログの作成

地域の口コミを利用したＰＲ
リサイクル港としての活用

Ｄ　班
２（２）雇用を産み出す企業立地

市民の総力を投じた企業誘致活動
地域資源を活用した加工品の開発、農産物の商品化

関東能代会 リスク分散による企業立地

企業 農産物の加工・商品化
銀行 地域資源（農産・林産物）を活用した加工品の開発

融資等による企画のサポート
外部資金を活用し、地場産品との連携を図る
アンテナショップを作り、地域外への情報発信や雇用に繋げる

市 起業しやすい環境づくり
県 起業受付窓口のような総合案内書の設置
議員 大学・専門学校を誘致する

若者が集まる場所を作る
情報発信

Ｄ　班
２（３）力強くて持続する農業

地場産品を購入する

ＪＡ 農商工連携による６次産業化を進める
農家 高付加価値の農作物を作る

加工組合 農産物加工品の開発
道の駅 流通の簡素化

商工会議所 地産地消の推進
トップセールスを積極的に行う
規格外品の加工・販売

市 農商工連携による６次産業化を進める
学校 トップセールスを積極的に行う

土地改良区 地産地消の推進
学校給食へ地場産品を活用
区画整理率の向上を図る
農地の集積を図る

再生可能エネルギー産業の創出（太陽光・バイオマス・小水
力・風力・もみがらペレット　等）

市民

各種団体等

リサイクルに関する先進的な取組を行い、関連する企業集
積を図る

市民

各種団体等

事業者等

行政機関

事業者等

行政機関

市民

各種団体等

事業者等

行政機関



Ｄ　班
２（４）山・川を生かす林業・木材産業・水産業

木造住宅を選択する
杉の名刺を活用する

森林組合 間伐残材等をバイオマス発電やペレット等に活用する
木材関連事業者 杉を構造材として活用できる工法の開発

木の良さに親しめるような商品開発・販売
杉デスくんなどを気軽に購入できるようにする

市 学校を木造にする
県 杉を構造材として活用できる工法の開発
国 木を使用した街なみ

木材高度加工研究所

Ｅ　班
２（５）まちのにぎわいをつくり出す商業

各団体のネットワーク構築

商店街 起業を望む人に空き店舗を貸し出す
商店主 小規模でも通年でイベントを多く開催し、賑わいを創出する

　キャンペーンや割引販売
各分野における後継者の育成
能代・二ツ井地域双方で利用できる振興券の拡大

各分野における後継者の育成支援
能代・二ツ井地域双方で利用できる振興券の拡大

Ｅ　班
２（６）豊かな自然とその恵みを活かす観光

観光協会 旧天神小を活用したカヌー製作
観光ガイド 小友沼のラムサール条約登録

檜山歴史ガイドの会 能代七夕の常設展示体験場
茶畑ボランティア 史跡・自然探訪を目的としたガイド研修

風の松原に守られる人々の会 風の松原で（ノルディック）ウォーキング・マラソン大会
地域活性化協議会 自然観察会

おとも自然の会・土地改良区

旅行会社 観光資源の活用（白神クルーズ、海上花火大会、自然探訪）
バス会社
商工会議所
ＪＲ

商工会議所青年部

市 地域と連携したイベント（桜まつり、納豆まつり、茶摘体験等）
教育委員会（学校） 体験学習の促進

市民

各種団体等

市民

各種団体等

事業者等

行政機関

事業者等

行政機関

市民

各種団体等

事業者等

行政機関



Ｅ　班
２（７）自然と共生し地域で支える環境保全

山の会（能代・二ツ井） 登山・トレッキング等のコースマップの作製、案内板設置
観光、歴史等のガイドの会 自然観察会を通じて環境学習に取り組む

老人クラブ 街なか、松原、海・川などのごみ巡回指導
婦人会 街路樹の剪定

自治会・町内会 花を植える運動
米代川を守る会 クリーンアップ活動

おとも自然の会・土地改良区 ガイドの研修
風の松原に守られる人々の会

黒松の会
ボランティア団体

国土交通省 自然観察会を通じて環境学習に取り組む
国・県・市 登山・トレッキング等のコースマップの作製、案内板設置

Ｅ　班
２（８）資源を大切にし社会を持続できる環境衛生

資源ごみの分別の徹底
マイバッグ運動

サークル連合会 資源ごみの分別の徹底
商工会女性部 マイバッグ運動
婦人会
老人クラブ

企業 資源ごみの回収（紙類、アルミ、ペットボトル、トレー等）
ごみ回収業者 電化製品の回収
リサイクルショップ 廃食油回収を徹底し、BDFの製造を行う
ｽｰﾊﾟｰ・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ BDFをエコバス等に活用する
BDF製造業者

市 資源を大切にする指導教育
保健所 上下水道の整備
学校

市民

各種団体等

事業者等

行政機関

市民

各種団体等

事業者等

行政機関



Ｆ　班
３（１）安全な暮らしを守る防災・防犯体制

譜難訓練の実施
避難場所の確認

自治会 【防災】
火災予防組合 住宅用火災報知器の設置率を高める
交通安全協会 地域のコンビニ等と連携して非常時の協力体制を
交通安全母の会 【防犯】

ＰＴＡ 行政機関と連携して通学路の点検・パトロールを行う
婦人会

【交通事故】
高齢者の免許返納の推進、経歴（生涯）証明書を発行
自転車や自動車のマナー向上のため街頭指導を行う

事業所 【防災】
コンビニエンスストア 非常時の食料・水の確保のための協力体制（協定締結）

【防犯】
オレオレ詐欺等の防止のため声かけを行う

国・県・市 【防災】
学校 女性消防団員・機能別消防団員の確保
警察 各行政機関で防災計画の見直し

住宅用火災報知器の設置率を高める
ハザードマップの作成（標高・距離・時間等の表示）
防災教育を行う
防災無線の設置
【防犯・交通事故】
地域と連携して通学路の点検を行う（街灯設置、ﾊﾟﾄﾛｰﾙ等）
詐欺や訪問販売等のトラブルに関する勉強会や声かけを行う

広報、メール、回覧板等を活用した情報共有の強化

Ｆ　班
３（２）機能的で利用しやすい道路・交通ネットワーク

土地所有者 排雪場所の確保に協力する
中高生 除雪ボランティア

自治会 排雪場所の確保のため地域で協力する
ボランティア 高齢世帯への除雪ボランティア

自治会での定期的な除排雪活動
バス会社 バス利用者アンケートで運行時間や路線を見直す
タクシー会社 介護タクシーの導入

国・県・市 排雪場所の確保のため土地所有者へ打診
自治会に対して除雪用重機を貸し出す
有償ボランティアの導入の検討
高齢世帯への支援

市民

各種団体等

事業者等

行政機関

市民

各種団体等

事業者等

行政機関



Ｆ　班
３（３）効果的で調和のとれた土地利活用

自治会 空き家に関する情報収集に協力する（市）

NPO 耕作放棄地対策として農産物の商品価値を高める
ベンチャー企業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　販路開拓

市 空き家に関する情報提供を行う
定住人口を増やすため全国から募集を行う

Ｆ　班
３（４）快適で暮らしやすい住環境

公園の清掃などを行う

自治会 公園の清掃などを行う
ボランティア

通信業界 光通信地域を拡大する

市 上下水道の加入率向上のため水質や衛生面の向上をPRする

学校 子どもに対して生活環境教育を行う
情報・通信環境の充実

Ｇ　班
３（５）安心でき健康を保てる医療体制

かかりつけ医・薬局の意義を理解する
救命技能を修得する
献血に協力する

市民ボランティア 患者の意識改革
献血運動の推進

医師会 地域医療体制の再構築
薬剤師会 中核病院や開業医の役割分担
開業医
中核病院
国・県・市 地域医療体制の再構築
消防 医師育成のための奨学金制度の創設

ＡＥＤの設置促進
救命技能講座
献血の啓発

事業者等

行政機関

市民

各種団体等

事業者等

行政機関

市民

各種団体等

市民

各種団体等

事業者等

行政機関



Ｇ　班
３（６）不安のない生活を支える社会保障制度

制度を理解する

医師会 医療と福祉の連携を図る
病院 介護予防対策

民間福祉施設
ＮＰＯ
市 社会保障制度のＰＲを徹底する

地域包括支援センター 介護予防対策

Ｇ　班
３（７）効率的で住民サービスに資する行財政基盤

国・県・市 広域的な滞納整理に取り組む

市民

各種団体等

事業者等

行政機関

市民

各種団体等

事業者等

行政機関


