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２ 協働ミーティングの実施状況 

【担当部所】地域政策部 協働推進室 

テ ー マ 男女共同参画団体交流事業 

協働の相手方 管内男女共同参画団体等 

意見聴取状況 第１回： ５月１３日 研修会：１２月１１日 
第２回： ６月２６日 
第３回： ７月３１日 
第４回： ９月 １日 
第５回：１０月 ８日 
第６回： ２月 ２日 

テ ー マ 地域づくり団体等交流推進事業 

協働の相手方 地域づくり団体、市町等 

意見聴取状況 第１回： ４月 ２日 第７回：１０月 ６日 
第２回： ５月 ８日 第８回：１１月１０日 
第３回： ６月 ３日 第９回： １月１３日 
第４回： ７月 ７日 第１０回： ２月１０日 
第５回： ８月 ４日 第１１回： ３月１０日 
第６回： ９月 １日 全体交流会：１１月２２日 

テ ー マ 青少年交流・体験事業「白石島サマーキャンプ」 

協働の相手方 白石・島づくり委員会、笠岡市 

意見聴取状況 第１回： ５月１３日 
第２回： ６月１３日 
第３回： ７月 ９日 

テ ー マ 備中地域の広域観光コースの造成 

協働の相手方 管内の商工会議所・商工会、観光協会、 
観光関係団体、企業、大学、市町等 

意見聴取状況 第１回： ７月 ２日 第２回：１０月２２日 

テ ー マ 地域間交流促進モデル事業 

協働の相手方 高梁市中央高原三地域懇談会、高梁市成羽町観光協会吹屋支部 
高梁市成羽町中野地区、高梁市等 

意見聴取状況 第１回： ６月 ６日 第５回：１０月２９日 
第２回： ６月２７日 第６回：１１月１０日 
第３回： ７月１５日 第７回：１１月２８日 
第４回： ８月２８日 第８回：１２月 ８日
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【担当部所】環境課 

テ ー マ イベントグリーン化・岡山ルール策定 

協働の相手方 備中國地域づくり交流会、グローカルネット吉備、岡山県環境保全事 
業団 

意見聴取状況 第１回： ４月 ９日 第５回： ８月２２日 
第２回： ５月 ９日 第６回： ９月１９日 
第３回： ６月１３日 第７回：１０月１６日 
第４回： ７月１１日 第８回：１２月 ４日 
エコマニュアル試行 
第１回： ４月１９日 第３回： ８月１０日 
第２回： ６月 １日 

【担当部所】税務部 

テ ー マ 租税教育推進事業（租税教室開催） 

協働の相手方 税務署、市町、小学校及び税務関係団体 

意見聴取状況 第１回：１０月１日 第２回：１０月 ２日 

【担当部所】健康福祉部 

テ ー マ 子育てカレッジの実現事業 

協働の相手方 新見公立短期大学、新見幼児クラブ交流事業実行委員会、新見子ども 
センター協議会、新見市保育協議会、新見市主任児童委員連絡部会、 
新見市愛育委員会、新見市栄養改善協議会、新見商工会議所、新見市 
社会福祉協議会、新見保育所、井倉幼稚園、新見市 

意見聴取状況 第１回： ４月２１日 第５回： ８月 ８日 
第２回： ５月２２日 第６回： ９月２９日 
第３回： ６月２４日 第７回： ３月 ５日 
第４回： ７月２８日 

テ ー マ 晴れ晴れ子育て応援事業（高梁地域） 

協働の相手方 ＮＰＯ法人保育サポート「あいあい」、ファミリーサポートセンター、 
たかはしレクリエーション協会、高梁保育子育て支援センター、おは 
なしたまてばこ、川上子育てサポーター、高梁市子供会連合会、高梁 
の福祉を考える会、主任児童委員、親子クラブ、地域の子育てボラン 
ティア 

意見聴取状況 第１回： ８月１９日 第５回：１１月１３日 
第２回： ９月 ３日 第６回：１１月２２日 
第３回：１０月１０日 第７回：１１月２８日 
第４回：１１月 ５日
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テ ー マ 晴れ晴れ子育て応援事業（矢掛地域） 

協働の相手方 ＮＰＯ法人子ども劇場笠岡センター、親子クラブ、子育てサークル 
tomato クラブ、絵本の会「ゆめ」、読み語りサークル「コロボックル」、 
人形劇サークル「じゃんけん・ぽん」 、主任児童委員、備中西商工会 
矢掛支部婦人部、矢掛高校ボランティア部、矢掛町子育て支援センタ 
ー、ＮＰＯ法人ゆめ２１やかげ、ＮＰＯ法人倉敷子育てネットワーク 
たんぽぽファミリー 

意見聴取状況 第１回： ８月２２日 第５回：１２月 ２日 
第２回： ９月１９日 第６回：１２月 ７日 
第３回：１０月２３日 第７回：１２月１８日 
第４回：１１月１２日 

テ ー マ 中山間ＳＵＮ・山プロジェクト 

協働の相手方 健康の森学園、神郷の郷、ワークセンター阿新、ＮＰＯ法人風の音、 
ＮＰＯ法人１００万回のサーアたいへん、ＮＰＯ法人ハートフルあし 
ん、新見障害児者と共に歩む会、新見市連合婦人会、新見市栄養改善 
協議会、新見子どもセンター協議会、神郷町長寿会、地元町内会、新 
見市自立支援協議会 

意見聴取状況 第１回： ７月１５日 第７回：１２月 ３日 
第２回： ９月 １日 第８回： １月１９日 
第３回： ９月２９日 第９回： １月１９日 
第４回：１０月 ７日 第１０回： ２月 ６日 
第５回：１０月１６日 第１１回： ２月１５日 
第６回：１１月 ７日 

テ ー マ 地域食育推進活動 

協働の相手方 山手地域づくり協議会、山手地区社会福祉協議会、山手地区栄養改善 
協議会、山手地区愛育委員協議会、山手小学校、山手小学校ＰＴＡ、 
総社東学校給食共同調理場、山手幼稚園、山手幼稚園ＰＴＡ、山手保 
育園、たんぽぽクラブ、備南食品衛生協会、総社吉備路商工会、きび 
の華やまて、 ＪＡ岡山西山手支店、 総社市老人クラブ連合会山手支部、 
総社市栄養改善協議会、総社市 

意見聴取状況 第１回： ５月１９日 第７回： ９月２４日 
第２回： ６月１７日 第８回：１１月１７日 
第３回： ７月３０日 第９回：１２月１２日 
第４回： ８月 ５日 第１０回： ２月 ６日 
第５回： ９月 ９日 第１１回： ３月 ４日 
第６回： ９月１１日 

【担当部所】農林水産事業部 

テ ー マ 都市住民との交流による中山間地域の活性化 

協働の相手方 都市住民、ＮＰＯ法人、新見・高梁・笠岡地域住民、民間旅行業者、 
新見市、高梁市、笠岡市 

意見聴取状況 新見地域 高梁地域 
第１回：１２月 ８日 第１回： １月１９日 
笠岡地域 
第１回： ２月２６日
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テ ー マ 新見市神郷における新規参入者受入体制づくり 

協働の相手方 ＪＡ阿新トマト部会神郷支部、地元農業委員、地元市会議員、ＪＡ阿 
伸、新見市 

意見聴取状況 第１回：９月 ５日 第３回：２月１０日 
第２回：１月２８日 

【担当部所】新見支局 

テ ー マ 夢づくり新見健やかネット会議にいみ食育推進隊 

協働の相手方 新見小・中学校会、新見地区保育協議会、新見市幼稚園教育研究会、 
小・中・高校養護教諭、神郷学校給食共同調理場養護教諭、新見市Ｐ 
ＴＡ連合会、新見市老人クラブ連合会、新見食品協会、新見市環境衛 
生連合協議会、岡山県栄養士会新見支部、にいみ後継者クラブ、ＪＡ 
阿新女性部、ＮＰＯ法人きらめき広場、新見保健所管内愛育委員会、 
新見保健所管内栄養改善協議会、新見市、新見市教育委員会 

意見聴取状況 第１回： ９月 ５日 第２回 ２月２７日 

テ ー マ 精神障害者・家族と地域の協働による心のユニバーサルデザイン推進 
プログラム 

協働の相手方 ＮＰＯ法人ハートフルあしん、精神障害者家族会（わかば会） 、回復 
者クラブつつじの会、共同作業所つつじ憩いの家、新見保健所管内愛 
育委員会、新見保健所管内栄養改善協議会、新見市民生児童委員協議 
会、ＮＰＯ法人ハートフルあしん・ボランティアの会、新見公立短期 
大学、 岡山県看護協会新見支部、 新見市障害者地域活動支援センター、 
新見市 

意見聴取状況 第１回： ９月２２日 第２回：１０月３１日 

テ ー マ 安全・安心の確保 安全で心優しい道づくり 
（県道 大佐日野線の整備） 

協働の相手方 大佐日野線三部落道路愛護会 

意見聴取状況 第１回： １月２７日 

テ ー マ 高梁川源流の森を活かし、守ろう 

協働の相手方 高梁川源流地域の住民、阿新地域美しい森づくりの会、婦人林業グ 
ループ、新見市森林組合、高梁川下流域企業、有識者、新見市 

意見聴取状況 第１回： ７月 ３日


