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＝ 用語説明 ＝ 
 
新しい時代の公 
  県民しあわせプランにおける「公共」のあり方の考え方。県民しあわせ 
  プランでは，１人ひとりができることから参加し，みんなで力を合わせ 
  て地域をより良くしていくことや，その実現に向けた活動のことを意味 
  する。 
 
コミュニティ活動 
  生活の場で起こる様々な課題を，そこに住む人々が，共に支えあい協力 
  しながら解決していく活動のこと。 
 
資金 
  事業の運営や特定の活動に必要な費用。 
 
住民自治 
  住民一人ひとりの意思と責任において，まちをつくること。 
   
説明責任 
  組織において，権限のある者が自分のしたことや，そのことで招いた結 

果について，合理的な説明を行う責務のこと。 
 
地域づくり委員会 
  名張市ゆめづくり地域予算制度における，地区ごとに住民主体の地域づ 
  くり活動を行う組織の名称。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2005/11/18～25
特定非営利活動法人
　　コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」
　　　　　　　　　　http://www.hyouka.org/

名張市ゆめづくり地域予算制度

　　　　　聞き書きシート

地域づくり委員会編

ゆめづくり地域予算制度 聞き取り対象者：　地域づくり委員会代表・副代表

記入日時： 　：　　　　～　　　　　：月 日（　　　　）

担当者：



１．導入・経緯について　（地域づくりの歴史） （１0分）

（１）　平成15年度（導入）までの地域の状況について教えてください。 Ｈ

01ポイント：地域予算制度導入以前に、地域住民は地域づくりに関心をいだいて
いたか。

★導入以前に・・・
　　□　地域の特徴を把握していましたか　【強み・弱み】
　　□　地域で認識・共有されている課題はありましたか　【問題意識】
　　□　どのような地域にしたいか話し合いが行われていましたか　【ビジョン】
　　□　自発的に地域づくりを行う人や参加する人がいましたか　【人材・リーダー】
　　□　「地域づくりの組織」が存在しましたか　【組織化】

01 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



２．導入・経緯について　（導入過程） （１５分）

Ｈ（２）　ゆめづくり地域予算制度の導入が決定された際について教えてください。

02ポイント：地域予算制度導入時、地域住民はどの程度了解して制度を受け入
れたか。

★導入時の住民の関与
　　□　いつ地域予算制度のことを知りましたか。
　　□　検討過程に参加していましたか。
　　□　どのような形で説明を受けましたか。
　　□　導入前（平成14年度）に行われた説明は十分なものでしたか【理解度】

★制度導入を受けた住民側の対応
　　□　（市から説明を受け）地域内で話し合いが持たれましたか。　【住民の了解】
　　□　制度導入について、住民からどのような反応がありましたか。　【能動・受動】
　　□　交付金と今まで受けていた補助金との違い（継続や削減）を確認しましたか。
　　　　　Ex. どのような違いがありましたか。【メリット感・デメリット感】

02 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



３．導入・経緯について　（委員会立ち上げ） （１０分）

Ｈ（１）　地域づくり委員会の立ち上げの際について教えてください。

03ポイント：制度の具体的な施行で委員会が発足するにあたり、地域が果たした
役割と行政（市）の果たした役割はどのようであったか。

★地域における委員会の立ち上げ
　　□　どのように中心メンバーを集めました。
　　□　既存のグループ（企業・機関）と連携を取りましたか。　【連携】
　　□　委員会のメンバーはバランスがとれていましたか。　　【多様性】
　　　　　※名張・薦原のみ→　メンバーは設立時点から変わっていますか。　【参加意欲】

★委員会立ち上げの際の名張市の関わり
　　□　市から地区住民に説明がありましたか　【導入時の行政支援】
　　□　事業や組織の運営に関して、サポートを受けましたか　【導入時の行政支援】
　　　　　Ex. 導入時に必要と思えるサポートがあれば教えてください。
　　□　現在、受けているサポートがあれば教えてください。　　【行政の役割】
　　　　 Ex. 事業・人材育成（リーダー研修、講演会、説明会等）への関与など
　　　　 Ex. （今後）必要と思えるサポートがあれば教えてください。

03 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



４．地域づくり事業について　（地域計画） （５分）

（１）　平成14～15年度の地域づくり計画（事業計画）を決めていた時のことを教えてください。 Ｈ

0４ポイント：地域づくりのビジョンや計画の策定を住民合意のもとで進めたか。

★ビジョン・計画策定段階で・・・

　　□　地域がどのようになるといいか、地域（あるいは委員会メンバー間）で話し合い
　　　　 ましたか。　【地域のヴィジョン】

　　□　地域づくりのために、どのような事業が必要か諮りましたか。　【ニーズ】
　　□　地域づくり計画は地域で共有されていましたか。

★地域の特色を活かした取り組みがあれば教えていただく。

04 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



５．地域づくり事業について　（事業プロセス） （１０分）

Ｈ（２）　現在、どのように企画から実施まで進めているのか教えてください。

0５ポイント：予算確保～計画～実施～検証までのプロセスを確認し、それらが住
民に情報共有・合意がなされているか。

★現在・・・

　　□　事業について、年度ごとに意見聴取や検討を行っていますか？
　　□　予算について、委員会メンバー・地域の方に説明されていますか？
　　　　　　Ex. 予算配分に委員会メンバー・地域の方の声が反映されていますか？
　　□　事業実施の優先順位をつけていますか？
　　□　どのように決めていますか？　★手法（多数決、対話等）
　　□　作成された事業計画書・収支計画書は委員会内で共有されていますか？
　　　　　　Ex. 地域の方に公開されていますか？／一般にも公開されていますか？
　　□　実施はどのような役割分担で行っていますか？　★手法（任意・固定等）
　　□　委員会メンバー・地域の方に資金調達をする動きがありましたか？
　　□　事業の結果や成果などの検証を行っていますか？
　　　　　　Ex. 事業の検証を行う予定はありますか？　★方法

05 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



６．地域づくり事業について　（連携） （５分）

Ｈ（１）　他の事業（事業体）との連携について教えてください。

06ポイント：委員会独自で進めているか、または、他の事業体・ＮＰＯなどとも連
携して行っているか。

★事業企画～実施に関して・・・

　　□　自治会事業との関係　★役割分担／連携・参加
　　□　伊賀地域を中心に活動するＮＰＯ事業との関係　★役割分担／連携・参加
　　□　市事業との関係　★役割分担／連携・参加
　　□　県事業との関係　★役割分担／連携・参加
　　□　その他

06 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



７．組織・人材について　（組織運営） （１５分）

Ｈ（１）　まちづくり委員会がどのように運営されているのか教えてください。

0７ポイント：組織運営にかかる負荷をどのように感じているか、また、どのような
方法で運営を行っているか。

★委員会の組織・機能
　　□　多様性（年齢、性別、職業、経歴等）
　　□　部会の種類・人数と任期、権限、役割分担
　　□　参加の方法　＊任意参加／参加のしやすさ
　　□　委員会・部会の頻度と実績

★事務を担う担当者の有無
　　□　事業の運営に専従の担当者（事務局など）を置いておられますか？
　　　　　　Ex. [専従職員がいる場合] 有償ですか？　★金額／拠出元
　　　　　　　 　[委員会内で役割を分担している場合] 無償ですか？　★どう感じているか

★財産管理の方法
　　□　共有財産（モノ・お金）の管理をどのように行っていますか？
　　□　管理は誰（どこ）が行っていますか？
　　□　棚卸し、役員の監査、監査委員の設置などの仕組みはありますか？
　　□　コストが大きく膨らむ（赤字になる）ことはないですか？　★手法
　　□　交付金以外にも地域づくりの資金源をお持ちですか？　★補助金・事業収入
　　□　トラブル（金銭、個人情報等）はありませんか？

★役員会の組織・機能　
　　□　多様性（年齢、性別、職業、経歴等）
　　□　役職の種類・人数と任期、権限、役割分担
　　□　選出の方法　★民主主義的決定
　　□　役員会の頻度と実績

07 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



８．組織・人材について　（役割分担） （５分）

Ｈ（１）組織内部（役員会、委員会、部会等）の役割分担について教えてください。

08ポイント：一部の委員のみに負荷がかかっていないか、情報は共有されている
か、地域における効率的、民主的な運営についての秘訣はあるか。

★まちづくり委員会内の役割分担

　　□　組織内部の情報共有　＊方法・工夫／情報公開
　　□　組織内部の議案検討と意志決定の方法　＊民主主義的プロセスの確保
　　　　　　Ex. メンバーが意見を言いやすいように工夫されていますか？
　　　　　　Ex. 対等な関係で意見を出し合い、話し合いができますか？

08 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



９．組織・人材について　（住民の参画） （１０分）

Ｈ（１）　地域住民の方の関わりについて教えてください。

09ポイント：地域住民の合意をもとに進めているか。後継者の育成をどのように
行っているか。

★まちづくり委員会内の役割分担

　　□　地域づくり委員会への参加者は増えていますか？　★要因
　　□　地域づくり委員会への参加以外に参加のカタチを提供していますか？
　　　　　　Ex. 役員会、委員会に住民の意見を取り入れる仕組みはありますか？
　　□　無関心な方へのアピールをどのようにされていますか？　★取り込みの工夫

★まちづくりのための人材の確保や育成
　　□　地域づくりに参画する人材の発掘や育成をどのように考えていますか？

09 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



１０．導入の結果について　（事業の成果） （５分）

Ｈ（１）　地域予算制度の実施によって、地域に何か変化があったか教えてください。

10ポイント：地域づくり委員会と地域予算制度の成果（2年経過時点での）は何か。
成果への意識はあるか。

★地域づくり委員会としての成果

　　□　地域づくりは委員全員・地域住民の方全員に浸透しましたか？　【周知】
　　□　最初に見込んだ（予算に見合う）だけの成果がありましたか？
　　□　今までの補助金と違い（いいこと）はありましたか？
　　□　地域にとってこれからあるべき姿は見えてきましたか？ 【新しい地域の創造】

★地域へのインパクト

　　□　地域住民の方の地域づくりの意欲（自主性・自立性）が高まってきましたか？
　　□　新たな活動を始めた人、新たな地域リーダーが生まれましたか？

★継続
　　□　継続の秘訣を教えてください。

10 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



１１．導入の結果について　（事業の課題） （５分）

Ｈ（１）　地域予算制度を行っていく上でどのような課題があったか教えてください。
　　　　　 Ex. どのように解決されましたか？　★市の関与／秘訣

11
ポイント：住民による地域づくりにおける課題とは何か。

★地域での住民間の合意形成に関する課題

　　□　委員間で意見が対立するようなことがありましたか？
　　　　　　Ex. どのように解決されましたか？　★市の関与／秘訣
　　□　地域の住民間で意見が対立するようなことがありましたか？
　　　　　　Ex. どのように解決されましたか？　★市の関与／秘訣

11 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



１２．今後について （５分）

Ｈ（１）　今後、住民主体（地域づくり委員会）で事業を実施していく上で、必要と思う行政の
　　　　サポートはありますか？　【行政の支援】

12
ポイント：今後の地域づくりの継続の見通しと行政に期待すること。

★新しい時代の公

　　□　今後、住民主体で行われる地域づくりにおいて、行政（市／県）・住民が担う
　　　　　役割にはどのようなものがあると思いますか？

★代表者の満足度

　　□　ご自身（代表・副代表）は、事業に関わってどういういいことがありましたか？

　　□　やってよかったと思いますか？

12 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



2005/11/22
特定非営利活動法人
　　コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」
　　　　　　　　　　http://www.hyouka.org/

名張市ゆめづくり地域予算制度

　　　　　聞き書きシート

名張市編

ゆめづくり地域予算制度 聞き取り対象者：　名張市まちづくり支援室

記入日時： 　：　　　　～　　　　　：月 日（　　　　）

担当者：



１．導入・経緯について　（地域づくりの歴史） （１0分）

（１）　平成15年度（導入）までの名張市の状況を教えてください。 Ｈ

01地域予算制度導入以前に、地域住民は地域づくりに関心をいだいていたか。

★導入以前に・・・

　ａ．名張市の特徴について教えてください。【強み・弱み】
　ｂ．名張市で認識・共有されている地域課題がありましたか？【問題意識】
　ｃ．どのような地域づくりをしていくか、住民と話し合いが行われていましたか？【ビジョン共有】
　ｄ．各地域で自発的に地域づくりを行う人や参加する人がいましたか？【人材】
　ｅ．導入以前、地域が策定したマスタープランは進んでいましたか？【組織化】

01 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



２．導入・経緯について　（導入過程） （２０分）

Ｈ（２）　ゆめづくり地域予算制度の導入が決定された際のことを教えてください

02導入時点で行政が気をつけるべきポイントとはどのようなものか？ 。

★導入時の住民の関与

　　ａ．どのような経緯から地域予算制度が導入されることになりましたか？
　　ｂ．検討過程に地域住民の意見聴取や参加を求めましたか？
　　ｃ．地域住民にどのような形で説明を行いましたか？（項目など）

★制度制定における行政の対応

　　ａ．区割りで、どのような配慮を行われましたか？
　　ｂ．今まで地域に配分されていた補助金との整理をどのように整理しましたか？
　　　　Ex. 今までの補助金を包括して交付金にしたものか。　★違い、算出方法
　　ｃ．制度導入時点で、地域づくり委員会と協定や協約などを結ばれましたか？
　　ｄ．市と各地区、または行政と住民で、役割分担を話し合われましたか？
　　ｅ．既存団体との整理・住み分けをどのように図られましたか？

02 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



３．導入・経緯について　（委員会立ち上げ） （１０分）

Ｈ（１）　地域づくり委員会の立ち上げの際の地域の反応や行政の対応を教えてください

03制度の具体的な施行で委員会が発足するにあたり、地域が果たした役割と行
政（市）の果たした役割はどのようであったか。

★制度導入時における住民のモチベーション

　　ａ．導入が決定した時点での地域住民の反応はいかがでしたか？
　　ｂ．どのように地域づくりへのモチベーションを高めましたか？
　　ｃ．地区の既存のグループと連携を取って進められましたか？

★委員会立ち上げの際の名張市の関わり

　　ａ．市から地区住民にどのように説明をしましたか？【導入時の行政支援】
　　ｂ．事業や組織の運営に関して、サポートをされましたか？【導入時の行政支援】
　　　　　Ex. 導入時に必要と思えるサポートがあれば教えてください。

03 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



４．導入・経緯について　（他地域への助言） （５分）

Ｈ（１）　他地域でも本制度は導入可能だとお考えになりますか？

04今後導入をはかる他地域・行政が気をつけること

★他地域への助言

　　ａ．本制度は、名張市の地域性によるものとお考えですか？

★今後導入する地域へのアドバイスをお願いします。

04 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



５．地域づくり事業について　（地域計画） （５分）

（１）　平成14～15年度の各地域での地域づくり計画（事業計画）策定の状況について
　　　　教えてください

Ｈ

05
各地区が策定した事業計画は、名張市が想定していたものであったか？
危惧されたことは何か？

05 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



６．地域づくり事業について　（事業プロセス） （１０分）

Ｈ（２）　現在の地域づくり委員会の事業の実施状況について、どのようにお考えですか？

06事業の実施状況について、行政としてどのように見ているか。

★実施状況

　　ａ．事業

　　ｂ．組織運営
　　ｃ．地域の特色や地域力の違い
　　ｄ．各地区の連携／地域住民の参画
　　ｅ．他事業との連携
　　　　　・自治会事業との関係
　　　　　・伊賀地域を中心に活動するＮＰＯ事業との関係
　　　　　・市事業との関係
　　　　　・県事業との関係
　　ｆ．その他

★注目している地域や取り組みがあれば教えてください。

06 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



７．地域づくり事業について　（行政サポート） （１０分）

Ｈ（１）　現在、実施されているサポートがあれば教えてください。

07住民主体での地域づくりが軌道に乗るまで（中間時点）、行政が行うべきサポー
トとは何か。

★事業企画～実施に関して・・・

　　ａ．事業へのサポート（人材派遣、財産管理、交付金以外の予算付け等）
　　ｂ．人材育成（リーダー研修、講演会、説明会等）への関与
　　ｃ．現在、導入時からサポートは減っていますか？

★（今後）必要と考えているサポートがあれば教えてください。

07 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



８．組織・人材について　（組織運営） （１０分）

Ｈ（１）　組織運営の仕組みについては地域独自のものですか？

08各地域の組織運営を行政としてどのように見て、対応しているか。

★委員会の組織・機能

　　ａ．１４地区での運営スタッフの状況（有償／無償）
　　ｂ．共有財産（モノ・お金）の管理の仕組み
　　ｃ．役員会
　　ｄ．委員会
　　ｅ．地域住民の関わり方／参画の状況
　　ｆ．トラブル・課題

★地域づくりに参画する人材の発掘や育成をどのように考えていますか？

08 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



９．導入の結果について　（事業の成果） （１０分）

Ｈ（１）地域予算制度の実施によって、地域に変化がありましたか？

09制度を導入した立場として、結果・成果をどのように見ているか。
交付金事業の成果（2年経過時点での）は何か。

★地域の変化

　　ａ．地域づくりは名張市全体・全員に浸透しましたか？
　　ｂ．地域住民の方の地域づくりの意欲（自主性・自立性）が高まってきましたか？
　　ｃ．新たな活動を始めた人、新たな地域リーダーが出てきましたか？
　　ｄ．今までの補助金と違うという感触はありますか？
　　ｅ．住民の力についてどのようにお考えですか？
　　ｆ．最初に見込んだ（予算に見合う）成果がありましたか？

★（行政から見て）公平・公正なサービスが提供されていると感じますか？

★地域づくり継続の秘訣を教えてください。　★継続

09 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



１０．導入の結果について　（課題） （１０分）

Ｈ（１）　地域予算制度を行っていく上でどのような課題が見えてきましたか？
　　　　　Ex. どのように解決されましたか？　★市の関与／秘訣 　　　

10
住民による地域づくりにおける課題とは何か。

★地域での住民間の合意形成に関する課題

　　ａ．　地域の住民間で意見が対立するようなことがありましたか？
　　　　　　Ex. どのように解決されましたか？　★市の関与／秘訣

★市の関与・秘訣

　　ａ．地域づくり委員会内や住民との意見対立に介入するようなことがありましたか？
　　　　　Ex. どのように解決されましたか？　

10 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



１１．今後について　（今後のヴィジョン） （１０分）

Ｈ（１）　地域予算制度は今後も続けていかれますか？

11
民の領域を広げていくようなビジョンがあるか。【制度の限界等】

★今後の予定

　　ａ．民の領域を広げていくようなビジョンがありますか？
　　ｂ．どういうステップをお考えですか？
　　ｃ．今後想定される取り組みの温度差など、調整についてお考えでしょうか？
　　ｄ．地域間格差が生じた場合、どこまで許容範囲であるかあらかじめ決めて
　　　　ありますか？

　　ｅ．今後生じそうな課題について
　　　　　　Ｅｘ．住民組織による地区の合併や区分の再編など

★行政の支援
　　ａ．今後、住民主体（地域づくり委員会）で事業を実施していく上で、
　　　　必要と考えられる行政側のサポートはありますか？

11 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



１２．県の役割について　（役割分担） （１０分）

Ｈ（１）　今後、住民主体で地域づくり事業を実施していく上で、必要と思う県のサポート
　　　　はありますか？ 【県の支援】

12
今後の地域づくりの継続の見通しと県に期待すること。

★新しい時代の公

　　ａ．今後、住民主体で行われる地域づくりにおいて、市・県・住民がそれぞれ担う
　　　　べき役割とはどのようなものであるとお考えですか？【新しい時代の公】

12 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.































































「新しい時代の公」研究会　活動経過

日　　付 会　場 名　称　等 議　題　等 出席者

H17.8.3 県鈴鹿庁舎
第１回
新しい時代の公研究会

１　挨拶
２　自己紹介
３　進め方

・鈴鹿市助役
・県民局長
・研究会メンバー

H17.9.16 鈴鹿市役所
第２回
新しい時代の公研究会

１　研究会のテーマ選定とその理由
２　名張市ゆめづくり地域予算制度概要説明
　　及び鈴鹿市の現状
３　テーマに対する課題の抽出の例
４　課題に対する目標と対策についての方法
５　ベンチマークを実施する代表者の選定
６　今後の計画

・研究会メンバー

H17.9.28
第１回
作業部会（名張市調査）

１　作業部会設立
２　進め方検討
３　成果物イメージ共有

H17.10.7
第２回
作業部会（名張市調査）

１　調査目的・成果確認
２　調査地の選定
３　調査の進め方

H17.10.14
第３回
作業部会（名張市調査）

１　名張市への調査打診の結果報告
２　調査項目の検討

H17.10.20
第４回
作業部会（名張市調査）

１　調査計画（案）策定
２　調査項目の精査

H17.10.28 県鈴鹿庁舎
第３回
新しい時代の公研究会

１　ベンチマーキング　ヒアリング質問項目
　（案）の検討
２　ベンチマーキング　ヒアリング先の選定
３　ベンチマーキング　ヒアリング班の編成
４　ベンチマーク実施の注意事項等

・研究会メンバー
・評価みえ

H17.11.18 調査実施 名張地区

H17.11.21 調査実施 百合が丘地区・薦原地区

H17.11.22 調査実施 名張市

H17.11.25 調査実施 つつじが丘地区

H17.11.28 鈴鹿市役所
第４回
新しい時代の公研究会

１　名張市各地区ベンチマーク　情報共有
２　今後の研究会進め方およびとりまとめ

・研究会メンバー
・評価みえ

H17.12.26 県鈴鹿庁舎
第５回
新しい時代の公研究会

１　名張市ベンチマーキング報告書（案）
　　の検討
２　研究会　報告書作成

・研究会メンバー
・評価みえ

H18.1.16 鈴鹿市役所
第１回
作業部会（研究会報告書）

１　報告書の進め方確認
２　報告書作成のスケジュール
３　報告書の現在状況の発表と共通課題の
　検討
４　報告書執筆の方向性

・研究会メンバー
・評価みえ

H18.1.25 鈴鹿市役所
第６回
新しい時代の公研究会

・報告書　執筆の方向性について ・研究会メンバー

H18.2.3 鈴鹿市役所
第２回
作業部会（研究会報告書）

・報告書の構成について
・研究会メンバー
・評価みえ

H18.2.10 鈴鹿市役所
第７回
新しい時代の公研究会

１　研究会としての考察
２　研究会としてのまとめ

・研究会メンバー
・評価みえ

県鈴鹿庁舎
・研究会メンバー
・評価みえ

調査地区内
公民館及び
名張市役所

・研究会メンバー
・評価みえ



「新しい時代の公」研究会　メンバー名簿

職　名 氏　　名

企画課 政策企画G 主幹兼GL 鈴木　謙治

地域課 市民活動G 副主幹 高崎　知奈美

防災安全課 防災G 副主幹 船入　公孝

生涯学習課 生涯学習G 副主幹 梅本　秀明

スポーツ課 管理G 主幹兼GL 白塚山　隆彦

企画調整部鈴鹿総務室 主幹 伊庭　徳和

鈴鹿保健福祉部保健衛生室 衛生指導G 主査 水野　正宏

鈴鹿建設部用地調整室 主事 東川　祐樹

農政商工部農政・普及室 農政G 主査 牧田　充弘

企画調整部地域計画・防災室 企画調整G 主査 竹尾　和彦

企画調整部地域計画・防災室 企画調整G 主事 大久保　裕香

事務局長 亀山　裕美子

所　　属　　等　　名

アドバイザー

特定非営利活動法人コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」
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