
協働のアクション実施状況と今後の事業計画（案）

平成24年度 担当課等

実施状況（Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31） 実施状況（～Ｈ25.9.30） 事業計画（Ｈ25.10.1～）

説明会の開催
協働推進アクションプラン説明会を地域ごとに開
催します。

・協働推進アクションプラン説明会（各地域ごとに
自治会など）（協働推進課、各支所地域振興課） ※アクションプラン説明会の開催予定は特になし

（必要に応じて開催する）。
※アクションプラン説明会の開催予定は特になし
（必要に応じて開催する）。

協働推進課
各支所地域振興課

「協働のまちづくりをしよう」リーフレットを配布し、Ｐ
Ｒします。

・協働リーフレットの作成
（協働推進課、各支所地域振興課）

・協働リーフレットの配布（市民活動センター）
　⇒配布先：各公民館、地域振興課、l協働推進課

協働推進課
各支所地域振興課
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第１節　協働のための人づくり

小節 アクション 内容
平成25年度

市民、自治会等へ協働活動事例集を配布します。
・協働活動事例集の作成
（協働推進課、各支所地域振興課）

・市民活動センター広報「イデア」配布 （各自治会
1回/月）
・「輪っしょい」の配布（8/15広報）

・定期的に事例集を配布する。
・「輪っしょい」の配布（12/15広報）

協働推進課
各支所地域振興課

・元気な地域づくり事業の事業内容を地域団体や
全戸に配布（協働推進課、各支所地域振興課）

・事業紹介、事業募集48団体 （自治会他各種団
体）（東地振）

事業募集と併せてこれまでの事業一覧を配布す
る。（東地振）

協働推進課
各支所地域振興課

事業看板に「協働の取り組み」であることを表示し
ます。

・元気な地域づくり事業などで表示
（協働推進課、各支所地域振興課）
・アドプト看板等の設置（協働でつくるきれいなまち
推進事業）（生活環境課）

・アドプト看板等の設置継続（協働でつくるきれい
なまち推進事業）（生活環境課）

・アドプト看板等の設置継続（協働でつくるきれい
なまち推進事業）（生活環境課）

各課等

広報「いちのせき」で協働の取り組みなどを特集し
ます。

協働の取組みの掲載について検討
（市政情報課、協働推進課、各支所地域振興課）

・地域広報「せんまや」の活用（千厩支所地域振興
課）
・広報と一緒に「輪っしょい」配布。

・地域広報「せんまや」の活用（千厩支所地域振興
課）
・定期的に事例集を配布する。

市政情報課
協働推進課
各支所地域振興課

・公民館報の活用
（各公民館）

・公民館報の活用(山公」)
・いちのせき元気な地域づくり事業のＰＲおよび実

・随時公民館報に掲載し、協働の意識付けを図っ
ていく。（一関公）
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協働リーフレ
ツト等の配布

公民館報等を活用し、協働事業などをＰＲします。

施状況を報告した。協働事業の地区民大運動会
の実施報告を行った。（狐公）
・随時公民館報に掲載して意識付けを図ってい
る。（摺公）
実施した事業について、毎月発行する公民館報で
情報提供した。（興公）
・協働事業について、随時公民館報に掲載してい
る。（渋公）
随時、公民館報で情報提供した。（曽慶公）
「地域協働体」登録の紹介や千厩地域の取り組み
を随時紹介（千厩公）
地域の協働についての取り組みを随時紹介（小梨
公）
・公民館報の活用（藤沢公民館）

・公民館報の活用(山公)
・館報の掲載スペースを考慮しながら協働事業の
PR等に努める。（弥公）
・随時公民館報に掲載し、協働の意識付けを図っ
ていく。（摺公）
実施する事業について、毎月発行する公民館報で
情報提供する。（興公）
・随時公民館報に掲載し、協働の意識付けを図っ
ていく。（渋公）
随時、公民館報で情報提供する。（曽慶公）
地域協働についての情報提供（随時）（千厩公）
地域の協働について随時紹介（小梨公）
・公民館報の活用（藤沢公民館）

各公民館

市ホームページに、協働のページを設けます。
・協働の取り組み掲載検討
（市政情報課、協働推進課）

・協働の取り組み掲載検討
（市政情報課、協働推進課）

市ホームページに、協働のページを設ける。
市政情報課
協働推進課

広報紙等の活
用

ボランティア団体やＮＰＯ等のまちづくり情報とのリ
ンクを進めます。

・市民活動センターとの情報共有の検討
（協働推進課、各支所地域振興課）

・市民活動センターHPと市HPとのリンク ・市民活動センターHPと市HPとのリンク
協働推進課
各支所地域振興課

パソコンなどのメール機能を利用し、協働をＰＲし
ます。

・元気な地域づくり事業による携帯メール配信サー
ビスでタウンミーティングなどを周知（花泉支所地
域振興課）

市民協働の事業など周知（いわてモバイルメール）
花泉支所地域振興課

市民協働の事業など周知（いわてモバイルメール）
花泉支所地域振興課 各課等

図書資料等の
活用

協働関係図書資料並びにＤＶＤの貸し出し、閲覧
ができるようにします。

・関係資料等の準備
（協働推進課、各支所地域振興課）

協働関係図書資料の収集（各図書館） 協働関係図書資料の収集（各図書館）

各課等

ポスター、コン
クールなど

協働のまちづくりをＰＲするためのポスター、標語
などのコンクールを行います。

・となりきんじょ防災会議の日制定
一関市防災会議により「となりきんじょ防災会

議の日」を３月11日に決定した。（消防本部）

3/11防災フォーラムを開催予定（川崎公民館）

消防本部防災課

ホームページ
などの活用
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平成24年度 担当課等

実施状況（Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31） 実施状況（～Ｈ25.9.30） 事業計画（Ｈ25.10.1～）
小節 アクション 内容

平成25年度

市民組織のリーダー、サブリーダー、スタッフなど
を対象とした研修会を開催します。

・リーダー研修（各課、各公民館）
・市民活動スタッフ研修（協働推進課）
・生涯学習推進員合同研修会・市長講話
（千厩地区内公民館合同）

・5/9千厩公民館運営審議会で協働推進について
説明（千厩公）
・5/22 生涯学習推進員会議 協働について講話
（千厩公民館）
・7/15 まちづくり講演会（千厩地区まちづくり協議
会・千厩公民館共催）
・8/31千厩地域生涯学習推進員合同研修会（千厩
地区内公民館合同、いちのせき市民活動センター
共催）（小梨公）
・市民活動スタッフ研修（市民活動センター）

・摺沢地区自治会リーダー研修会開催（大東支所
地域振興課、摺沢地区自治公民館等連絡協議
会）
・リーダー研修（藤沢公民館）
・市民活動センターによる研修会の開催（11月）

各課等

２
　
地
域
の
人
材
育
成

１

‐
 
人
材
育
成

リーダー、サ
ブリーダー等

の養成

リーダーなどを対象として、先進的な取り組みの研
修視察を行います。

・先進的な取組の研修視察
（協働推進課、各支所地域振興課）
・地域づくり先進地視察研修
（奥玉公民館）

・公民館職員研修（先進地視察）（生文課）
・9/20～21 まちづくり先進地視察（山形県川西
町・宮城県大崎市）千厩地区まちづくり協議会・千
厩公民館共催

・先進地研修会開催（室根支所地域振興課、室根
まちづくり協議会）
・2013/11/30～12/1あすの川崎を考える懇談会
委員による視察研修（白石市越河公民館、会津坂
下町NPO法人NIVO）（川地新）
・11/20.21まちづくり先進地視察研修（小梨自治振
興協議会、小梨公民館共催）

各課等

市民組織の活動を専門的な知識でマネージメント
するスタッフを養成します。

・まちづくり講座（各公民館）
・協働のまちづくり実践体験事業（各公民館）

・公民館職員研修（ワークショップ形式）（生文課） ・市民活動センターによる研修会の開催(11月)

各課等

市民誰もが参加できる協働のまちづくり講演会や
まちづくりの集いなどを開催します。

・地域おこし事業並びに元気な地域づくり事業実
践発表会（協働推進課、各支所地域振興課）

・自治会活動、地域おこし事業、元気な地域づくり
事業などの実践者発表会の開催（1/26）

H24地域おこし事業実践団体による発表（千厩支・H24地域おこし事業実践団体による発表（千厩支
所地域振興課）
　日時　11月22日（木）15時～17時
　会場　マリアージュ
　発表　３団体

コメンテーター 前地域づくり編集長 原田和義
氏
　参加者　100名

・まちづくり市民講演会（千厩支所地域振興課）
　日時　６月29日（金）
　会場　マリアージュ　　参加者　50名

講演 被災体験を乗り越え再起に向けて力強く
歩む～東日本大震災からの復興～

講師 酔仙酒造株式会社代表取締役社長 金野
靖彦氏

・まちづくり市民講演会（千厩支所地域振興課）
　日時　６月７日（金）
　会場　サンプラザ及善　　参加者　80名
　講演　ふるさとは負けない
　講師　（株）八木澤商店会長　河野和義氏

各課等

市民組織では、次のリーダーとなる人材を育てま
す。

・市民組織のリーダー研修（自治会など）
（自治会等地域づくり講座支援事業）
（各公民館）

・IHクッキング教室、庭園教室、社交ダンス教室を
実施した（一関公）
6/5、8/22小梨自治振興協議会役員による協働の
まちづくりについての勉強会（小梨公民館共催）

・庭園教室、社交ダンス教室、ステンドグラス教室
を実施する（一関公）

・成人教育事業
（まちづくり活動促進事業）
（各公民館）

・成人教育事業
（まちづくり活動促進事業）
（各公民館）

・成人教育事業
（まちづくり活動促進事業）
（各公民館）

・青年事業として若い世代の自主企画事業
（青年によるまちづくり入門事業）
（各公民館）

・室根公民館における青年塾事業（生文課）
・一関や東山等で、ジュニアリーダー講座等を実施
（生文課）

・室根公民館における青年塾事業（生文課）
・一関や東山等で、ジュニアリーダー講座等を実施
（生文課）

各課等
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平成24年度 担当課等

実施状況（Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31） 実施状況（～Ｈ25.9.30） 事業計画（Ｈ25.10.1～）
小節 アクション 内容

平成25年度

リーダー向け
手引書の配布

講座やワークショップなどを開催するためのリー
ダー向け手引書を配布します。

地域づくりハンドブックの作成（市民活動センター）
1000部

地域づくりハンドブックの配布（市民活動センター）
⇒配布先：区長、各公民館、協働推進課、地域振
興課 各課等

行動指針の徹
底

協働をより具体的に推進するための職員行動指
針を配布し、徹底します。

・指針の配布と説明会の実施（８会場：３８０人）
（協働推進課、各支所地域振興課）

・協働推進職員研修会の開催（1/17～18）

協働推進課
各支所地域振興課

・公民館職員研修 ・公民館職員研修（先進地視察＝花巻・北上 並
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協働のまちづくり研修会を開催します。

(11月21日49名参加：山形県川西町事例）
（生涯学習文化課）
・公民館事業等調査検討チーム先進地視察
(7月24日花巻市、北上市の指定管理者を施設）
（生涯学習文化課）

びに ワークショップ形式による研修会 ※再掲）
（生文課）

各課等

・協働のまちづくり視察研修（千厩支所地域振興
課）
　日時　10月20日（土）～21日（日）
　視察先　秩父市

参加者 元気な地域づくり事業千厩実行委員会
委員　15名
　高齢化社会に対応した地域づくり

みやのかわ商店街振興組合「ボランティアおた
すけ隊」の取り組み
　元気な地域づくりについて
　　みやのかわナイトバザール視察

・協働のまちづくり視察研修（千厩支所地域振興
課）
　日時　11月７日（木）～８日（金）
　視察先　日立市・つくば市

参加者 千厩町まちづくり団体連合会役員、元気
な地域づくり事業千厩実行委員会委員　14名

・日立市「塙山学区住みよいまちをつくる会の取
り組み」

・つくば市「高エネルギー加速器研究機構（KEK）
視察」

各課等
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「協働のまちづくり」についての派遣研修、伝講を
行います。

・市町村アカデミー等への職員派遣
各課等

協働での取り組み事業発表会を開催します。

・地域おこし事業並びに元気な地域づくり事業実
践発表会（1月26日:川崎公民館）
（協働推進課、各支所地域振興課）
・公民館事業事例発表研修会
（生涯学習文化課）

・公民館職員研修として事例発表研修会を開催
6/7（生文課）

・協働推進職員研修会の開催（1/17～18）

各課等

・H24地域おこし事業実践団体による発表（千厩支
所地域振興課）
　日時　11月22日（木）15時～17時
　会場　マリアージュ
　発表　３団体

コメンテーター 前地域づくり編集長 原田和義
氏
　参加者　100名

協働のまちづくり視察研修報告会（千厩支所地域・協働のまちづくり視察研修報告会（千厩支所地域
振興課）
　日時　11月22日（木）15時～17時
　会場　マリアージュ

報告 千厩町まちづくり団体連合会副会長 千葉
行雄氏

内容 秩父市みやのかわ商店街振興組合「ボラ
ンティアおたすけ隊」の取り組みほか

研修会等の開
催
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平成24年度 担当課等

実施状況（Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31） 実施状況（～Ｈ25.9.30） 事業計画（Ｈ25.10.1～）
小節 アクション 内容

平成25年度
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・　コミュニケーション研修
  日時　10月22日（月）10時～16時
　場所　一関市役所会議室棟第１会議室

受講対象者 一般職員研修基礎Ⅰ修了者（採用
後１年以上）及び受講希望者
　受講人数　20人

実施内容 コミュニケーションにおける基礎的知
識の習得（講義・グループワーク）

・　プレゼンテーション研修
日時 ８月３日（金）10時 16時

・　プレゼンテーション研修
　日時　７月19日（金）10時～16時
　場所　一関市役所会議室棟第３会議室

受講対象者 職員研修中級課程修了者（採用後
２年以上）及び受講希望者
　受講人数　15人

実施内容 企画提案能力等の習得（講義・グ
ループワーク）

・　ファシリテーション研修
日時 ９月27日（金）10時 16時

・コミュニケーション研修
  日時　10月22日（火）10時～16時
　場所　一関市役所会議室棟第１会議室

受講対象者 一般職員研修基礎Ⅰ修了者（採用
後１年以上）及び受講希望者
　受講人数　24人

実施内容 コミュニケーションにおける基礎的知
識の習得（講義・グループワーク）

育
成

コミュニケーション能力等を養う研修を行います。

日時　８月３日（金）10時～16時
　場所　一関市役所会議室棟第１会議室

受講対象者 職員研修中級課程修了者（採用後
２年以上）及び受講希望者
　受講人数　17人

実施内容 企画提案能力等の習得（講義・グ
ループワーク）

・　ファシリテーション研修
　日時　６月28日（木）10時～16時
　場所　一関市役所会議室棟第３会議室

受講対象者 一般職員研修基礎Ⅲ修了者（採用
後８年以上）及び受講希望者
　受講人数　24人

実施内容 合意形成技術の習得（講義・グルー
プワーク）

・ 通信教育

日時 ９月27日（金）10時～16時
　場所　一関市役所会議室棟第３会議室

受講対象者 一般職員研修基礎Ⅲ修了者（採用
後８年以上）及び受講希望者
　受講人数　11人

実施内容 合意形成技術の習得（講義・グルー
プワーク）

・　通信教育
コミュニケーション能力等向上のための科目を取

り入れて実施。

職員課

　通信教育
コミュニケーション能力等向上のための科目を取

り入れて実施。

・社会教育指導員等研修会
（4月11日18名参加：協働推進課）
(11月21日49名参加：山形県川西町事例）
（生涯学習文化課）

生涯学習文化課

・奥玉地区生涯学習懇談会
7/13、9/7　各３５名参加　地域課題の掘り起こし
・奥玉の未来を語る発表会
2/16 １２０名参加 小学生による発表・地域の聴
講

奥玉公民館

平成24年度 担当課等
実施状況（Ｈ24 4 1～Ｈ25 3 31） 実施状況（～Ｈ25 9 30） 事業計画（Ｈ25 10 1～）

第２節　協働のための環境づくり

小節 アクション 内容
平成25年度

実施状況（Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31） 実施状況（～Ｈ25.9.30） 事業計画（Ｈ25.10.1～）
１
　
協
働
の
主
体
の
充
実

２

‐
 
組
織
等
の
充
実

役割分担の見直しなど組織体制を充実し、地域内
の課題解決に取り組みます。

・地域協働体等の組織化（協働推進課、各支所地
域振興課）
・住民との懇談組織の設置（各支所地域振興課）
・公民館事業等調査検討チームの設置（生涯学習
文化課）

・地域協働推進チーム（会議）設置（3地区）（東地
振）
・一関市東山町地域づくり懇談会委員の委嘱（東
地振）
・公民館事業等調査検討チームを設置し、地域の
活動拠点としての施設や事業のあり方等について
検討
・5/21、6/7、7/4、9/4　４回開催（生文課）
・5/17　協働体の届け出（千 地区まちづくり協議
会）（千厩公）
・地域協働体の登録（25.4.2小梨自治振興協議会）
（小梨公）

・地域協働体の設置に向けて検討。（東地振）
・公民館事業等調査検討チームを設置し、地域の
活動拠点としての施設や事業のあり方等について
継続検討（生文課）
・11/25　千厩地区地域課題検討会（千厩地区まち
づくり協議会）（千厩公）

各課等

組織体制の充
実
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平成24年度 担当課等

実施状況（Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31） 実施状況（～Ｈ25.9.30） 事業計画（Ｈ25.10.1～）
小節 アクション 内容

平成25年度

男女共同参画に配慮します。

・7月10日付け副市長名により「審議会等委員への
女性の参画促進指針について」を各課等へ通知。
（企画調整課）
・.総合計画審議会委員選定の際、男女比率への
配慮　委員27人（うち女性13人）
・一関市防災会議の委員　女性委員を２名から３
名に増（消防本部）
・奥玉振興協議会組織等検討委員会協議（奥玉公
民館）

・一関市健康づくり推進協議会委員20名のうち女
性委員を7名から10名に増（健康づくり課）
・一関市食育推進協議会委員の半数以上を女性
委員で構成　20名中女性委員12名（健康づくり課）
・9/7　千厩地域男女共同参画推進研修（男女共
同参画のエッセンスを協働推進に・二戸市視察）
千厩公民館

・各種研修会への参加（東地振）
・各事業への参加呼びかけ（東地振）
・一関市東山町地域づくり懇談会委員の委嘱（東
地振）

各課等

１
　
協
働
の
主
体
の
充
実

２

‐
 
組
織
等
の
充
実

地域の連携、交流を図り、他地域などとの交流促
進に努めます。

・他地域への先進地研修（協働推進課、各支所地
域振興課）

・2013/11/30～12/1あすの川崎を考える懇談会
委員・川崎まちづくり協議会会員による研修と懇談
（川地新）
　白石市越河公民館、会津坂下町NPO法人NIVO

各課等

他主体との協力、連携や相談に応じ、課題解決の
ための提案を行います。

・千厩まちづくり団体連合会の自治会などへの地
域課題の点検活動の実施（千厩支所地域振興課）
・自治会連絡協議会主催事業などへの参加（各支
所地域振興課）

・千厩まちづくり団体連合会の自治会などへの地
域課題の点検活動の実施（千厩支所地域振興課）

各課等

専門的知識の
活用

協働の取り組みを行う場合に、必要な専門的なア
ドバイスを受けることができるネットワークをつくり
ます。

・市民活動センターとの連携（協働推進課
各支所地域振興課）
・協働と共同交流研修会（男女共同参画推進グ
ループと市民活動センター）

・市民活動センターとの連携（東地振）
　①地域協働チーム会議　4回
　②田河津地区地域協働懇談会　8月29日
　　　自治会長等5人　集落支援員、市活セ3人
　　　田河津公民館、東山支所地域振興課
小梨自治振興協議会と協働を進めるために市民
活動センターとの連携（小梨公民館）

・市民活動センターとの連携（東地振）
・市民活動センターとの連携（藤沢公民館）

各課等

他地域等との
交流連携

・市民活動センターとの連携（藤沢公民館）

地域の一員としての公共的、公益的な活動への意
識の高揚を図ります。

協働推進課及び関係課と連携しながら検討を進め
る。（東地振） 各課等

ボランティア休暇の導入に努めます。 各課等

社会貢献などの取り組みのため社内の環境整備
に努めます。

・一事業所として周辺の美化活動の実施 一事業所として周辺の美化活動の実施（生活環境
課）

一事業所として周辺の美化活動の実施（生活環境
課） 各課等

情報の提供、共有により市民ニーズの把握に努
め 施策に反映します

・一関地域中心市街地活性化施設愛称選考委員
会の設置
　 役割　一関地域市街地活性化施設愛称につ
いて選考
　 委員　市民25人
　 会議開催　全2回
　 期間　10月26日～11月8日
（企画調整課）
・一関保健センター移転整備事業意見交換会の開

・市広報や防災無線を使って、情報の提供を行っ
た。（東地振）
・一関保健センター移転整備事業住民説明会の開
催（健康づくり課）
・小児・成人夜間救急当番医制事業に関するアン
ケート調査（回答者1,098名）（健康づくり課）

・市広報やFMあすも、モバイルメールを使って、情
報の提供を行う。（東地振）
・一関保健センター整備事業に関する施設案内表
示等についての意見聴取開催予定（健康づくり課）

各課等

企業の地域、
市民活動への
参加等

め、施策に反映します。 催
（計　27回、409人）（健康づくり課）
・「健康づくり」と「医療・介護」等に関する調査
（調査対象者3,060名）（健康づくり課）
・公民館利用者・団体のニーズ調査（生涯学習文
化課）
・スポーツカレンダーの掲載（体育課）

各課等

・元気な地域づくり事業に併せた実施計画への意
見聴取（各支所地域振興課）
・防災行政無線による情報提供（各支所地域振興
課）

・6/27　一関市東山町地域づくり懇談会を開催し
た。（東地振）　委員10名　支所各課長等
・6/25　あすの川崎を考える懇談会委員との実施
計画川崎地域事業に係る懇談会の開催（川地新）

・一関市東山町地域づくり懇談会を開催する。（東
地振）

各支所地域振興課市民ニーズの
把握と施策へ
の反映
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平成24年度 担当課等

実施状況（Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31） 実施状況（～Ｈ25.9.30） 事業計画（Ｈ25.10.1～）
小節 アクション 内容

平成25年度

・新一関図書館整備計画委員会の開催
（10月30日：13名）
・新一関図書館整備計画委員会視察研修
（12月8～9日：茨城県
　笠間図書館、見和図書館：８名参加）
・選書委員会の開催
（5月23日：９名）

・新一関図書館整備計画委員会の開催
（８月３日：９名）

・一関市立図書館協議会準備委員会の開催
（１１月14日：15名）
・新一関図書館整備計画委員会の開催
・選書委員会の開催 図書館開設準備室

・行財政改革推進審議会の開催（財政課）
・公民館利用者・団体のニーズ調査結果からの事
業展開の促進（生涯学習文化課）

・いちのせき元気な地域づくり事業を、住民及び関
係団体と協議し、市民ニーズを取り入れながら実
施した。（東地振）
・協働の基礎となる意見交換の場として住民との

・市民ニーズを把握しながら実施する。（東地振）
・公民館運営審議会委員や利用者からの意見をも
とに事業を企画実施する。（生文課）

１
　
協
働
の
主
体
の
充
実

２

‐
 
組
織
等
の
充
実

協働の視点による事務事業の見直しなど、行財政
改革を推進し、新たな市民ニーズに対応します。

・協働の基礎となる意見交換の場として住民との
懇談を実施した。（東地振）
　(1)名称：一関市東山町地域づくり懇談会
　(2)開催日：平成25年6月27日
　(3)委員数：16人（うち出席10人）
　(4)所掌事項：元気な地域づくり事業及び東山地
域の地域計画等について意見を述べること。
・行財政改革推進審議会の開催（財政課）
・公民館運営審議会委員や利用者からの意見をも
とに事業を企画実施している。（生文課）

各課等

自治会の活動の拠点となる集会施設を整備充実
します。

・自治会等活動費総合補助金（予算額1,500万円） ・自治会等活動費総合補助金（花泉支所地域振興
課）
自治会等活動費総合補助金（6件、2,413千円、大
東支所地域振興課）

・自治会等活動費総合補助金（花泉支所地域振興
課）
・自治会等活動費総合補助金（施設整備）により、
集会施設の改修等を希望する自治会に対して補
助金を交付する。（東地振）

協働推進課
各支所地域振興課

市民活動に利用する市の施設を整備充実します。 ・市街地活性化センターの設置(商業観光課) ・一関市保健センター移転整備にあたり新施設内
づ

市有財産活用推進事業により、必要な施設改修を

２

‐
 
　
施
設

拠点 整

２
　
協
働
を
進
め ・一関市保健センター移転整備にあたり新施設内

に市民活動交流室の設置を検討（健康づくり課）
に市民活動交流室の設置を検討（健康づくり課） 行う。（東地振）

・一関市保健センター移転整備にあたり新施設内
に市民活動交流室の設置を検討（健康づくり課）

各課等

協働の取り組みの情報交換のため、市役所支所
にサロンの設置を促進します。

・川崎支所庁舎建設時に検討（川崎支所地域振興
課）

協働推進課及び関係課と連携しながら検討を進め
る。（東地振） 各課等

活動拠点の整
備充実

市民の学習支援、情報提供の拠点となる施設を整
備充実します。

・公民館施設の充実（各公民館） ・市有財産活用事業等により、エアコン設置や各
種修繕等施設整理に努めている。（生文課）
・複合的な機能を集約した市民活動の拠点施設で
あるなのはなプラザへの移転（一関公）
・公民館施設の充実（藤沢公民館）

市有財産活用推進事業により、必要な施設改修を
行う。（東地振）
・市有財産活用事業等により、耐震補強や各種修
繕等施設整理に努める。（生文課）
・公民館施設の充実（藤沢公民館）

各課等

市民活動情報の発信提供及び活動支援の拠点と
なるＮＰＯが設置する市民活動センタ などの施

・市民活動センターの市街地活性化センター４階
への移転整備（協働推進課）

市民活動センターによる情報提供、啓発、検収
等。

市民活動センターによる情報提供、啓発、検収
等。 協働推進課

・
機
会

活動拠点の整
備充実

め
る
た
め
の
場
づ
く
り

なるＮＰＯが設置する市民活動センターなどの施
設を整備充実します。

への移転整備（協働推進課） 等。 等。 協働推進課

小グループや若者が自由に使える活動交流拠点
の確保のため、空き店舗等の活用を促進します。

・市街地活性化センターの活用（商業観光課）
・おやこ広場の設置
なのはなプラザ（旧ダイエー一関店）で実施
　月～金の10：00～16：00に開設
　開催日数：176日（24年４～11月）
　利用者数：5,568人（24年４～11月）
（児童福祉課）

・おやこ広場の設置
　なのはなプラザで実施
　月～金の10：00～16：00に開設
　開催日数：151日（25年４～10月）
　利用者数：6,812人（25年４～10月）
　　（児童福祉課）

・おやこ広場の設置
　なのはなプラザで実施
　月～金の10：00～16：00に開設
　開催日数：151日（25年４～10月）
　利用者数：6,812人（25年４～10月）
　　（児童福祉課）

各課等

市民活動セン
ター等の整備
充実
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平成24年度 担当課等

実施状況（Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31） 実施状況（～Ｈ25.9.30） 事業計画（Ｈ25.10.1～）
小節 アクション 内容

平成25年度

２
　
協
働
を
進
め
る
た
め
の

２

‐
 
　
施
設
・
機
会

市民が、協働について理解を深めるための教室、
講演会を開催します。

・講演会の開催（協働推進課、各支所地域振興
課）
・ボランティア講座の開催（各支所保健福祉課）
・まちづくり講座の開催（各公民館）

・各公民館において、まちづくり講座やワークショッ
プ、講演会やチーム会議等　77回実施（生文課）

・各公民館において、まちづくり講座やワークショッ
プ、講演会やチーム会議等を継続実施　（生文課）
興田地区振興会と共催で、いちのせき市民活動セ
ンター職員を講師に、講演会を開催予定。（Ｈ26年
1月頃））（興公）
・移動研修（二戸市浄法寺町）10/25
「住みよいむらを目指して」（渋公）
新春講演会において、地区民を対象とした「協働
のまちづくり」に関する研修会の実施（曽慶公）
・10/4　千厩長生会連合会まちづくり研修（大迫）
（千厩公）

各課等
の
場
づ
く
り

講演会を開催します。 （千厩公）
・11/7　千厩長生会長生講座（防災への高齢者参
加）（千厩公）
・11/28、2/6千厩長生講座（まちづくりワークショッ
プ）千厩長生会連合会・千厩公民館共催（千厩公）
・12/15　協働・共同講座（木六自治会）千厩公民
館
・1/11まちづくり講演会（小梨自治振興協議会）
（小梨公）

協働の取り組みの成果の共有と新たな事業展開
の契機とするため、実践事例発表会を開催しま
す。

・地域おこし事業並びに元気な地域づくり事業実
践発表会（協働推進課、各支所地域振興課）
・千厩まちづくり団体連合会と共催による「地域づく
りの集い」の開催（千厩支所地域振興課）

・千厩まちづくり団体連合会と共催による「地域づく
りの集い」の開催（千厩支所地域振興課）
・自治会活動、地域おこし事業、元気な地域づくり
事業などの実践者発表会の開催（1/26）

各課等

協働活動の体
験学習

子供たちのキャリア教育の一環として、地域活動
に参加する協働体験の機会づくりを進めます。

・花泉高校インターアクトクラブによる花泉駅前フラ
ワータワーの植栽・水やり（花泉支所地域振興課）

元気な地域づくり事業おいて実施されている”未来
にかける橋事業”で地域活動に参加している。（東
地振）

元気な地域づくり事業おいて実施されている”未来
にかける橋事業”で地域活動に参加している。（東
地振）

各課等

協働のまちづ
くり教室等の
開催

平成24年度 担当課等
実施状況（Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31） 実施状況（～Ｈ25.9.30） 事業計画（Ｈ25.10.1～）

市広報及びホームページにより市の施策を情報提
供します。

・市広報、市ホームページによる周知
・図書館建設だよりの発行（Ｈ24.7～）毎月１回

・市広報、市ホームページによる周知
・図書館建設だよりの発行毎月１回(図書館)

・市広報、市ホームページによる周知
・図書館建設だよりの発行毎月1回(図書館) 市政情報課・各課

報道機関へのプレスニュースリリースやＣＡＴＶ、有
線放送、防災行政無線、携帯電話端末などを活用
します。

・報道機関へのプレスリリース（市政情報課）
・防災行政無線の活用（災害情報、各事業等）
（消防本部、市政情報課、各支所地域振興課）
・ＦＭあすもの活用（市政情報課）
・携帯電話端末による災害情報提供
（消防本部、市政情報課）

・防災行政無線による各事業等の周知（東地振）
・ＦＭあすもの活用（市民課）
・防災行政無線の活用（災害情報、各事業等）
（消防本部、市政情報課、各支所地域振興課）
・携帯電話端末による災害情報提供
（消防本部、市政情報課）
FMアスモの番組に出演。（山目公民館創立３０周
年記念事業及び協働のまちづくりの取り組みにつ
いて）計３回(山公)

・新たな媒体については、市全体の動向を踏まえ
て関係課等と協議しながら検討する。（東地振）
・ＦＭあすもの活用（市民課）
・防災行政無線の活用（災害情報、各事業等の提
供）
（消防本部、市政情報課、各支所地域振興課）
・携帯電話端末による災害情報提供（消防本部、
市政情報課）
・FMアスモの番組に出演。（山目公民館創立３０周
年記念事業及び協働のまちづくりの取り組みにつ

） 回を予定(山公)

１
　
情
報
の
共
有
と
意
見
の
反
映

３

‐
 
情
報
の
共
有
と
意
見
反
映

行政情報の提
供

各課等

第３節　協働のための仕組みづくり

小節 アクション 内容
平成25年度

いて）１回を予定(山公)

・千厩地域限定まちづくりメール配信事業開始
　実施主体　千厩町まちづくり団体連合会

・千厩地域限定まちづくりメールによる情報配信
（千地振）

・千厩地域限定まちづくりメールによる情報配信
（千地振）

パソコン、携帯電話を使用したＥメールで意見等の
集約を行います。

・市長へのひとこと ・市長へのひとこと ・市長へのひとこと
市政情報課

モニター制度などで意見等の集約を行います。
・広報モニターの設置 ・広報モニターの設置（9人） ・広報モニターの設置（9人）

市政情報課

市民が参画する市の各種計画づくりにあっては、
ワークショップ等を開催します。

・山目小学校改築計画検討委員会の開催（教育総
務課）

・平成24年度で建設計画策定完了したことに伴
い、平成25年度中の開催はなかった。 各課等

ワークショップは、公募などのメンバーで構成しま
す。

・山目小学校改築計画検討委員会の開催（教育総
務課）

・工事進捗に合わせ開催した。（教育総務課）
※仮設校舎完成内覧会を実施。７月：１回開催 各課等

Ｅメール等に
よる意見集約

ワークショツプ
等の開催とメ
ンバー公募
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平成24年度 担当課等

実施状況（Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31） 実施状況（～Ｈ25.9.30） 事業計画（Ｈ25.10.1～）
小節 アクション 内容

平成25年度

市の各種審議会委員は、法令で定めのない限り
公募や地域代表等の委員で構成します。

・総合計画審議会委員（企画調整課）
　①公募委員　３人　②支所推薦　７人
・行財政改革推進審議会（財政課）
　①公募[まちづくりスタッフバンク]　２人
　②本庁支所推薦　　　　　　　　　　  ８人
・骨寺村荘園遺跡指導委員会委員へ本寺地区地
域づくり推進協議会長を委嘱（骨寺荘園室）
・一関市景観審議会委員を各地区から選任（支所
推薦等）（都市計画課）
・健康づくり推進協議会（健康づくり課）

・行財政改革推進審議会（財政課）
　①公募[まちづくりスタッフバンク]　２人
　②本庁支所推薦　　　　　　　　　　  ８人
・一関市子ども・子育て会議委員の公募（３名）（児
童福祉課）
・一関健康づくり推進協議会委員のうち約半数を
支所推薦等で構成（健康づくり課）
　①支所推薦8名　②まちづくりスタッフバンク1名
 ・任期満了に伴い、骨寺村荘園遺跡指導委員会
委員へ本寺地区地域づくり推進協議会長を委嘱し
た

各課等

１
　
情
報
の
共
有
と
意
見
の

３

‐
 
情
報
の
共
有
と
意
見 た。

（H25.8.1～2年間）（骨荘園）

市の各種計画等の策定にあたっては、市民の意
見を反映するため、パブリックコメントを実施しま
す。

・八幡町、あおば統合保育園基本設計、実施設計
基本設計に係る保護者等を対象とした意見交換
会を、７月に２回開催し、のべ123人が参加（児童
福祉課）
・食育推進計画（健康づくり課）
・特定健康診査等実施計画（第２期）（国保年金
課）
・・地域主権改革一括法関連の条例の制定及び一
部改正に係るパブリックコメントを実施12/25～
1/15（建設課、維持課、建築住宅課、都市計画課）
・八幡町、あおば統合保育園基本設計、実施設計
（児童福祉課）
・景観計画変更(都市計画課）
・一関市工業振興計画（案）に係るパブリックコメン
トを1/15～1/28に実施（工業課）

・景観計画の変更（藤沢地域を含めた見直し）5/1
～5/20(都市計画課）

・都市計画の変更（都市計画道路の廃止）(都市計
画課）
・景観計画の変更（景観重要公共施設の指定）(都
市計画課）

各課等

歴史の小道事業整備事業に係る住民懇談会の 関市バス交通に係る懇談会の開催 4/1 19 10/31 旧門崎小学校の跡地利用に係る経過報

の
反
映

見
反
映

各種審議会委
員の公募等

個別施策に係
る地域説明会
の実施

市の個別施策について、市民との共通理解、意見
交換等のため、地域説明会を実施します。

・歴史の小道事業整備事業に係る住民懇談会の
開催10／19、12/18,景観計画の変更に係る公聴
会の開催、釣山公園拡張整備に関する住民懇談
会の開催5／21（都市計画課）
・一関公民館移転に伴う利用者・区長説明会
　利用者説明会（10月16日：61団体参加）
　区長説明会（10月17日：19名参加）（生涯学習文
化課）

・一関市バス交通に係る懇談会の開催 4/17～19
日各地区公民館（自治会長20名）（東地振）
・元気な室根づくり懇談会の開催（室地振）
・7/16　旧門崎小学校跡地利用に係る川崎まちづ
くり協議会との検討会（参加者19名）（川地新）
・7/17　旧門崎小学校の跡地利用に係る川崎町自
治会連絡協議会との検討会（参加者23名）（川地
新）
・7/31　上記団体への旧門崎小学校跡地利用に
係る説明会（参加者46名）（川地新）
・4/16 　砂鉄川旧河道敷地の土地利用に係る針
山自治会役員との懇談会（参加者7名）（川地新）
・4/19　同上全体会議（参加者26名）（川地新）
・6/27・6/28・7/4・7/8　同上に係る4団体への説
明会開催（参加者延べ41名）（川地新）
・歴史の小道整備事業に係る住民懇談会の開催
5/30(都市計画課）
・永井公民館整備事業に係る「施設の機能強化と

・10/31 旧門崎小学校の跡地利用に係る経過報
告会（川地新）

・（川崎まちづくり協議会・川崎町自治会連絡協議
会）参加者31名（川地新）

・11/13　砂鉄川旧河道敷地の土地利用に係る針
山自治会役員との懇談会（参加者11名）（川地新）

・景観計画の変更に関する公聴会の開催(都市計
画課）
・都市計画の変更に関する公聴会の開催(都市計
画課）
・歴史の小道整備事業に係る懇談会の開催(都市
計画課）
・永井公民館整備事業に係る「施設の機能強化と
有効活用に係る会議」を継続開催（生文課）

各課等

永井公民館整備事業に係る「施設の機能強化と
有効活用に係る会議」を開催　4/23・5/7（生文課）

有効活用に係る会議」を継続開催（生文課）

まちづくり懇談
会の開催

市民や市民組織の関係者などが一堂に集い、ま
ちづくりについて話し合うまちづくり懇談会を開催し
ます。

・まちづくり市民懇談会の開催
　（千厩町まちづくり団体連合会共催）（千地振）
・元気な室根づくり懇談会及び地域づくり講演会の
開催（室根まちづくり協議会と共催）（室地振）
・川崎地域まちづくり懇談会の開催（川崎まちづく
り協議会主催）（川地振）

・大原地区まちづくり懇談会の開催（大地振、大原
公民館、大原自治公民館等連合会）
・まちづくり市民懇談会の開催（千地振）
　（千厩町まちづくり団体連合会共催）
・元気な室根づくり懇談会の開催（室地振）

・地域づくり講演会の開催（室根まちづくり協議会
共催（室地振）
・10/18　千厩地区まちづくりワークショップ①（千
厩地区まちづくり協議会・千厩公民館共催）
・12/13　千厩地区まちづくりワークショップ②（千
厩公）
・10/14小梨・清田地区の明日を考えるワーク
ショップの開催（子供会と育成会参加）（小梨自治
振興協議会と共催）（小梨公）

各課等
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平成24年度 担当課等

実施状況（Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31） 実施状況（～Ｈ25.9.30） 事業計画（Ｈ25.10.1～）
小節 アクション 内容

平成25年度

組織的に地域課題を集約し、解決策を考えます。

・地域協働体等の組織づくりの推進し、課題の集
約、解決策の検討（協働推進課、各支所地域振興
課）
・千厩町まちづくり団体連合会による地域課題点
検活動の実施（千地振）

・室根まちづくり協議会によるアンケート調査の実
施（室根まちづくり協議会と共催）（室地振）
・行政区長と自治会長を構成メンバーとする情報
交換会を隔月で実施し、曽慶地区全体や各自治
会の課題などを自由に話し合った。（曽慶公）

・千厩町まちづくり団体連合会による地域課題点
検活動の実施（千地振）
・地域課題を集約するための組織である地域協働
体の設置に向けて検討。（東地振）
・  重要文化的景観に所在する「小区画水田」の保
存活用に関する方針を策定するためのワーク
ショップを開催する。（骨荘園）
　行政区長と各自治会長を構成メンバーとする情
報交換会を継続して実施する。（曽慶公）

各課等

・千厩町まちづくり団体連合会から広域的な課題 ・松川地区区長 自治会長 自主防災会連名によ ・千厩町まちづくり団体連合会から広域的な課題

市民組織によ
る地域課題の
集約、要望取
りまとめ

２
　
行
政
等
の
支
援
策

３

‐
 

‐
１
お
金
の
支
援

行政に対し要望等を行う場合は、意見集約の方
法、経過を加えて具体的に提案します。

・千厩町まちづくり団体連合会から広域的な課題
について、市の施策に反映するように要望（千地
振）
・市政座談会（地域要望1件）（市政情報課）
・請願、要望（市政情報課）

・松川地区区長、自治会長、自主防災会連名によ
る水害対策に対する要望（東地振）

・千厩町まちづくり団体連合会から広域的な課題
について、市の施策に反映するように要望（千地
振） 各課等

自治会等の活動や地域づくり活動に対して、補助
金等を交付します。

・自治会等活動費総合補助金（一般活動、予算額
7,000万円）
・地域おこし事業費補助金（予算額2,000万円）

・自治会等活動費総合補助金（一般活動、予算額
7,000万円）
・地域おこし事業費補助金（予算額2,000万円）

・同左
・同左 協働推進課

各支所地域振興課

行政に対し要望等を行う場合は、意見集約の方
法、経過を加えて具体的に提案します。

・防犯灯維持管理費補助等（予算額1,676万円）
・資源リサイクル事業費（予算額1,146万円）

・防犯灯維持管理費補助等（予算額3,069万円）
・資源リサイクル事業費（予算額1,060万円）

・同左
・同左 生活環境課

・商店街街路灯電気料補助（予算額595万円）
・商店街街路灯修繕等補助（予算額730万円）

・商店街街路灯電気料補助
・商店街街路灯修繕等補助
・商店街低炭素街路灯導入促進補助

・同左
・同左
・同左

商業観光課

・景観まちづくり事業補助金　２件　587千円 ・景観まちづくり事業補助金２件675千円(都市計画
課）

・同左　１件1,000千円
都市計画課自治会等の活動や地域づくり活動に対して、補助 課）

・自主防災組織結成報奨金（予算額60万円）
　新たに結成された団体数　18団体（結成率
89.56％）
・自主防災組織活動助成金（予算額6,150万円）
　助成金の申請　289団体（清算済　289団体）

・自主防災組織結成報奨金（予算額60万円）
　新たに結成された団体数6団体（結成率90.89％）
・自主防災組織活動助成金（予算額600万円）
　助成金の申請　4団体（清算済　4団体）

・自主防災組織結成報奨金
・自主防災組織活動助成金

消防本部

地域活動に必要な備品の整備やコミュニティセン
ター建築の助成金などの活用を積極的に促しま
す。

・コミュニティ助成事業補助金 ・コミュニティ助成事業補助金（申請中1件） ・同左
協働推進課
各支所地域振興課

地域づくりアドバイザーの指導助言を受ける講師
等派遣費用の助成金の活用を奨励します。

・地域づくりアドバイザー事業（財団助成）の奨励 ・地域づくりアドバイザー事業（財団助成）の奨励 ・同左 協働推進課
各支所地域振興課

各種財団のまちづくり助成金情報を提供します。
・地域団体等へ随時提供 ・地域団体等へ随時提供 ・同左 協働推進課

各支所地域振興課

３

‐
 

・出前講座（生涯学習文化課）
・消防防災指導者派遣
　消防防災セミナーの開催　228回（受講者7,207
名）

・自治会等主催行事への職員派遣（一関市消費生
活センター）
　（1）開催月日　4月～9月

（2）回 数 10回

・自治会等主催行事への職員派遣（一関市消費生
活センター）　内容：消費生活出前講座（悪質商法
等対処法）
老人クラブ 自治会への職員派遣(生活環境課）

補助金等 金等を交付します。

‐
２
人
の
支
援 市民組織の要請に応じて、職員を説明員や講師と

して派遣します。

名）
（消防本部）
・健康づくりに関する講師派遣（健康づくり課）
・公民館職員による指導（奥玉公民館）
・老人クラブ、自治会への職員派遣(生活環境課）
　（1）開催月日　4月～3月
　（2）回　　　数　述べ147回
　（3）参加人数　3,669名
　（4）場　　　所　各地域公民館、集会所ほか
　（5）内　　　容　交通安全教室への交通指導員派
遣

（2）回 　　数 10回
　（3）参加人数　272名
　（4）内　　　容　消費生活出前講座（悪質商法等
対処法）

・老人クラブ、自治会への職員派遣(生活環境課）
　（1）開催月日　4月～9月
　（2）場　　　所　各地域公民館、集会所ほか
　（3）内　　　容　交通安全教室への交通指導員派
遣
・健康づくりに関する講師派遣（健康づくり課）
・消防防災指導者派遣
　消防防災セミナーの開催　64回（受講者2,952名）
（消防本部）

・老人クラブ、自治会への職員派遣(生活環境課）
　内　容：交通安全教室への交通指導員派遣
・消防防災指導者派遣
　消防防災セミナーの開催　（消防本部）

各課等

市職員の派遣
等
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平成24年度 担当課等

実施状況（Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31） 実施状況（～Ｈ25.9.30） 事業計画（Ｈ25.10.1～）
小節 アクション 内容

平成25年度

共催事業など協働事業の形態に応じて、支援する
職員を派遣します。

・ふるさと花泉会主催事業への支援（花泉支所地
域振興課）
・がん征圧イベント「リレーフォーライフ」の開催支
援
（9月15・16日　のべ53名）（健康づくり課）

・ふるさと花泉会主催事業の開催支援（花地振）
・東山町自治会連絡協議会主催事業への支援
（東地振）
①H25.9.12　花壇づくり研修会
・がん征圧イベント「リレーフォーライフ」の開催支
援（9月14・15日　のべ45名）（健康づくり課）

・ふるさと花泉会主催事業の開催支援（花地振）
・東山町自治会連絡協議会主催事業への支援
（東地振）H25.11.20　地域づくり研修会

各課等

共催事業など協働事業の形態に応じて、支援する
職員を派遣します。

1　老人クラブによる介護予防事業への職員派遣
　（１）開催月日　　４月～11月
　（２）回　  　数　　延べ29回

（３）参加人数　　延べ550人

1　老人クラブによる介護予防事業への職員派遣
　（１）開催月日　　４月～9月
　（２）回　  　数　　延べ28回

（３）参加人数 　延べ456人

1　老人クラブによる介護予防事業への職員派遣
　（１）開催月日　　10月～3月
　（２）回　  　数　　延べ30回

（３）参加人数　　延べ500人

２
　
行
政
等
の
支
援
策

３

‐
 

‐
２
人
の
支
援

（ ）参 数
　（４）場　　　所 　 千厩老人センター
　（５）内　　　容　　介護予防事業に保健師等派遣
２　老人クラブによる世代間交流事業への職員派遣
　（１）開催月日　　11月2日
　（２）参加人数　　13人（老人クラブ）
　（３）場　　　所 　 千厩こひつじ幼稚園
　（４）内　　　容　　世代間交流事業に保健師派遣
３ サロンによる介護予防事業への職員派遣
　（１）開催月日　　４月～11月
　（２）回　  　数　　延べ23回
　（３）参加人数　　延べ336人
　（４）場　　　所 　 千厩地域内（各集落集会所など）
　（５）内　　　容　　介護予防事業に保健師等派遣
４　自治会等による事業への職員派遣
　（１）開催月日　　10月～11月
　（２）回　  　数　　延べ６回
　（３）参加人数　　延べ107人
　（４）場　　　所 　 清田小学校、新町自治会ほか
　（５）内　　　容　　健康教育事業に栄養士等派遣

（ ）参 数
　（４）場　　　所 　 千厩老人福祉センター
　（５）内　　　容　　介護予防事業に保健師等派遣
2 サロンによる介護予防事業への職員派遣
　（１）開催月日　　４月～9月
　（２）回　  　数　　延べ14回
　（３）参加人数　　延べ170人
　（４）場　　　所 　 千厩地域内（各集落集会所など）
　（５）内　　　容　　介護予防事業に保健師等派遣
3　自治会等による事業への職員派遣
　（１）開催月日　　6月～7月
　（２）回　  　数　　延べ7回
　（３）参加人数　　延べ134人
　（４）場　　　所 　 各集会所
　（５）内　　　容　　健康教育事業に栄養士等派遣
4　企業等による事業への職員派遣
　（１）開催月日　５月～８月
　（２）参加人数　　63人
　（３）場　　　所 　 公民館等
　（４）内　　　容　  保健師による健康講話

（ ）参 数
　（４）場　　　所 　 千厩老人福祉センター
　（５）内　　　容　　介護予防事業に保健師等派遣
２　老人クラブによる世代間交流事業への職員派遣
　（１）開催月日　　11月21日
　（２）参加人数　　20人（老人クラブ）
　（３）場　　　所 　 千厩こひつじ幼稚園
　（４）内　　　容　　世代間交流事業に保健師派遣
３ サロンによる介護予防事業への職員派遣
　（１）開催月日　　10月～3月
　（２）回　  　数　　延べ15回
　（３）参加人数　　延べ200人
　（４）場　　　所 　 千厩地域内（各集落集会所など）
　（５）内　　　容　　介護予防事業に保健師等派遣
４　自治会等による事業への職員派遣
　（１）開催月日　　10月～3月
　（２）回　  　数　　延べ10回
　（３）参加人数　　延べ150人
　（４）場　　　所 　 新町自治会ほか
　（５）内　　　容　　健康教育事業に栄養士等派遣

千厩支所保健福祉課
市職員の派遣
等

５　企業等による事業への職員派遣
　（１）開催月日　　11月２日
　（２）参加人数　　29人
　（３）場　　　所 　 農村環境改善センター
　（４）内　　　容　  保健師による健康講話
６　共催事業での職員従事
　（１）開催月日　　４月～11月
　（２）回　  　数　　延べ７回
　（３）参加人数　　延べ507人
　（４）場　　　所 　 勤労福祉センターほか
　（５）内　　　容　　各種団体との共催事業に従事

5　共催事業での職員従事
　（１）開催月日　　6月～9月
　（２）回　  　数　　延べ8回
　（３）参加人数　　延べ384人
　（４）場　　　所 　 保健センター、公民館
　（５）内　　　容　　各種団体との共催事業に従事

５　企業等による事業への職員派遣
　（１）開催月日　　１０月～３月
　（２）参加人数　　　45人
　（３）場　　　所 　 農村環境改善センター
　（４）内　　　容　  保健師による健康講話
６　共催事業での職員従事
　（１）開催月日　　10月～3月
　（２）回　  　数　　延べ5回
　（３）参加人数　　延べ100人
　（４）場　　　所 　 勤労福祉センターほか
　（５）内　　　容　　各種団体との共催事業に従事

自治会等の地域の市民組織を支援するため、職
員が自主的に参画する機運を醸成します。

・自治会活動、地域おこし事業、元気な地域づくり
事業などの実践者発表会の開催（1/26）

協働推進課
各支所地域振興課

ファシリテー
ター、サポー
ター等の派遣

市民組織の話し合い支援のため、市民活動セン
ター等でファシリテーター、サポーター等を派遣し
ます。

・各地域へ、市民活動センターの職員を派遣する。 ・協働のまちづくり懇談会（３回実施）対象：区長
会、商工会、各種団体）、山目公民館創立３０周年
記念事業座談会を展開(山公)

協働推進課
各支所地域振興課

・本寺地区地域づくり推進協議会及び骨寺村ガイ ・がん征圧イベント「リレーフォーライフ」の開催支 ・稲刈り体験交流会 本寺地区米納め及びガイダ

公用車の貸し
出し

共催事業や環境美化活動など、必要に応じて公用
車を貸し出します。

本寺地区地域づくり推進協議会及び骨寺村ガイ
ダンス運営協議会活動への支援（骨寺荘園室）

がん征圧イベント「リレ フォ ライフ」の開催支
援（9月14・15日のべ45名）（健康づくり課）
 ・田植え体験交流会及びガイダンス運営協議会
の各種事業に際して公用バスの貸出を行った。
（骨荘園）

稲刈り体験交流会、本寺地区米納め及びガイダ
ンス運営協議会の各種事業に際して公用バスの
貸出を行う。（骨荘園） 各課等

資材の供給等
道路整備などを地域で行う場合、資材等の供給や
重機等の派遣を行います。

・防災資機材（発電機等）の配備
市所有の避難所168施設に170台を配備済み。
民間避難所施設用に15台を配備済み。（消防本
部）
・ＰＴＡ等の学校施設補修実施の際の原材料供給
（教育総務課）

・一関市ＰＴＡ連合会から８月７日に提出された「材
料等支給要望」に対して９月９日までに支給対応
を完了した。（教　総務課）

・学校からの資材供給等については、学校単位で
個別対応を実施する。（教　総務課）

各課等
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平成24年度 担当課等

実施状況（Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31） 実施状況（～Ｈ25.9.30） 事業計画（Ｈ25.10.1～）
小節 アクション 内容

平成25年度

市民活動セン
ター等による
支援

市民組織に対し、自主活動や地域おこし事業等の
中間支援を行います。

・事業相談の実施 ・がん征圧イベント「リレーフォーライフ」の開催支
援
（9月14・15日　のべ45名）（健康づくり課）
 ・田植え体験交流会及びガイダンス運営協議会
の各種事業に際して公用バスの貸出を行った。
（骨荘園）

協働推進課
各支所地域振興課

資材の供給等

市民活動の先導を担い、協働のまちづくりの支援
をする市民活動センタ の事業を充実します

・市民活動団体への情報提供、広報紙の発行 ・自治会等への情報提供。 ・自治会等への情報提供。

協働推進課
各支所地域振興課

３
　
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

等
の
中
間
支
援

３

‐
 
中
間
支
援

をする市民活動センターの事業を充実します。 各支所地域振興課

共催

主催者の一員として、単に経済的な役割分担に止
まらず、人的な役割分担も担いながら、円滑な事
業の実施に努めることにより、信頼関係の構築に
結びつけます。

・重要文化的景観保全活動（骨寺荘園室）
・磐井川堤防桜樹再生活動、厳美公園清掃活動
（都市計画課）
・ふるさと花泉会主催事業への支援（花地振）
・地域づくりの集い（千地振）
・市民懇談会（千地振）
・各種事業（健康づくり課）
・各種事業（各公民館）
・各種事業（藤沢図書館、藤沢文化センター）

・ふるさと花泉会主催事業の開催支援（花地振）
地域づくりの集い（千地振）
事業趣旨を踏まえ、必要に応じて実施する。（東地
振）
・厳美公園清掃活動 10/13(都市計画課）
・磐井川堤防桜樹再生活動　磐井町側桜植樹祭
(都市計画課）
・秋季土水路整備及び小区画水田を活用した稲刈
り体験などの景観保全活動を行う。（骨荘園）
・各公民館において、芸能祭、文化イベント等、地
域と共催して実施した。（生文課）
・各種事業（藤沢公民館、藤沢図書館、藤沢文化
センター）

各課等

・本寺地区地域づくり推進協議会及び骨寺村ガイ
ダンス運営協議会主催事業の周知等各種支援

・後援承認事業開催周知等について、市広報や防
災無線を使って 情報の提供を行った。（東地振）

・事業趣旨を踏まえ、必要に応じて実施する。（東
地振）

４
　
事
業
形
態
の
選
択
活
用

３

‐
 
事
業
形
態
の
活
用

後援
広報周知など後援団体として可能な支援に自発的
に取り組むことにより、事業の成功と社会的信頼
の確保に結びつけます。

ダンス運営協議会主催事業の周知等各種支援
（骨寺荘園室）
・事業の周知、ポスター等掲示（各課、各公民館）
・事業の周知、ポスター等掲示（藤沢図書館）

災無線を使って、情報の提供を行った。（東地振）
 ・機会を捉え、ホームページやフェイスブックを活
用した情報提供を行った。（骨荘園）
・事業の周知、ポスター等掲示（藤沢公民館、藤沢
図書館）

地振）
・引き続き、機会を捉えてホームページやフェイス
ブックを活用した情報提供を行う。（骨荘園）
・事業の周知、ポスター等掲示（藤沢公民館、藤沢
図書館）

各課等
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平成24年度 担当課等

実施状況（Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31） 実施状況（～Ｈ25.9.30） 事業計画（Ｈ25.10.1～）
小節 アクション 内容

平成25年度

４
　
事
業
形
態
の
選
択
活
用

３

‐
 
事
業
形
態
の
活
用

・一関夏まつり実行委員会
・せんまやひなまつり実行委員会
・千厩夜市実行委員会
・千厩地域市民劇場実行委員会
・成人式企画実行委員会
・もちくらべバイキング実行委員会
・磐井清水若水送り実行委員会
・唐梅館絵巻実行委員会
・むろね夏まつり実行委員会
・一関市むろね産業文化祭実行委員会
かわさき夏まつり実行委員会

○一関地区-商業観光課
・一関夏まつり実行委員会
・全国地ビールフェスティバル一関実行委員会
・ご当地もちサミット実行委員会
・一関・平泉バルーンフェスティバル実行委員会
・黄金王国推進委員会
・一ノ関駅周辺クリスマスイルミネーション実行委
員会
・一関春まつり実行委員会
・一関地方産業まつり実行委員会
○ 関地区 その他

○一関地区-商業観光課
・同左
○一関地区-その他
・成人式企画実行委員会（生文課）
山目公民館創立３０周年記念事業実行委員会(山
公)
・実行委員会（含む各種部会会議：５回
○藤沢地区
・60歳同年の集い実行委員会
・明日を築く藤沢町産業文化祭実行委員会

関藤沢市民劇場実行委員会用

実行委員会
より多くの協働の主体が結集し、これまで実施でき
なかった事業の実現に結びつけます。

・かわさき夏まつり実行委員会
・北上川流域交流Eボート大会実行委員会
・全国地ビールフェスティバル一関実行委員会
・中東北ご当地もちサミット実行委員会
・一関・平泉バルーンフェスティバル実行委員会
・黄金王国推進委員会
・一ノ関駅周辺クリスマスイルミネーション実行委
員会
・一関春まつり実行委員会
・藤沢野焼祭実行委員会
・一関地方産業まつり実行委員会
・60歳同年の集い実行委員会
・明日を築く藤沢町産業文化祭実行委員会
・一関藤沢市民劇場実行委員会
・ではってみっぺす・みでみっぺす素人演芸会実行
委員会

○一関地区-その他
・成人式企画実行委員会（生文課）
・山目公民館創立３０周年記念事業実行委員会
(山公)準備委員会（３回開催）、実行委員会（含む
各種部会会議：２５回）
○千厩地区
・せんまやひなまつり実行委員会
・千厩夜市実行委員会
・千厩地域市民劇場実行委員会
○東山地区
・磐井清水若水送り実行委員会
・唐梅館絵巻実行委員会
○室根地区
・むろね夏まつり実行委員会
・一関市むろね産業文化祭実行委員会
○川崎地区
・かわさき夏まつり実行委員会
・北上川流域交流Eボート大会実行委員会

・一関藤沢市民劇場実行委員会

各課等（関係課）

北上川流域交流Eボ ト大会実行委員会
○藤沢地区
・ではってみっぺす・みでみっぺす素人演芸会実行
委員会
・高校生集まれ！バンドフェスティバル in Fujisawa
実行委員会

公の施設の指定管理制度(関係課) 公の施設の指定管理制度(関係課) 公の施設の指定管理制度(関係課) 各課等

・市内にある17の放課後児童クラブのうち6クラブ
を指定管理しており、24年度整備中の２クラブにつ
いても、指定管理に向けて手続中。（児童福祉課）
・真滝児童館を指定管理している。（児童福祉課）

・市内にある16の放課後児童クラブのうち8クラブ
を指定管理している。（児童福祉課）
・真滝児童館を指定管理している。（児童福祉課） 各課等

･藤沢公民館黄海分館日直委託（藤沢公民館）
・藤沢文化センター舞台操作技術管理業務委託
(藤沢文化センター)

･藤沢公民館黄海分館日直委託（藤沢公民館）
・藤沢文化センター舞台操作技術管理業務委託
(藤沢文化センター)

・藤沢公民館黄海分館日直委託（藤沢公民館）
・藤沢文化センター舞台操作技術管理業務委託
(藤沢文化センター)

各課等

自治会等活動費補助 自治会等活動費補助 自治会等活動費補助 協働推進課
各支所地域振興課

いわゆる「丸投げ」とならないよう協働の主体とし
ての責任を果たしながら委託することにより、効率
的できめ細やかなサービスの提供に結びつけま
す。

委託

各支所地域振興課
地域おこし事業補助 地域おこし事業補助

地域おこし事業補助（川地新）
H25　新観光拠点事業:「さくらんぼ産地いちのせ
き」実施団体:川崎さくらんぼ作り隊隊長千葉琢也

地域おこし事業補助

協働推進課
各支所地域振興課

協定、アドプト

協定の相手方となる協働の主体が能動的に取り
組むことができる約束を取り交わすことにより、確
実な事業の実施に結びつけます。
アドプト制度では、道路や公園などの公共材を地
域資源と捉えて、親身になって育てることにより、
長期的な取り組みに結びつけます。

自治会及び企業とのアドプト協定（生活環境課） 自治会及び企業とのアドプト協定（生活環境課） 自治会及び企業とのアドプト協定（生活環境課）

各課等

単なる財政援助を目的とせず、補助事業であるか
らこそ実施可能な事業内容とすることにより、大き
な成果の達成に結びつけます。

補助
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平成24年度 担当課等

実施状況（Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31） 実施状況（～Ｈ25.9.30） 事業計画（Ｈ25.10.1～）
小節 アクション 内容

平成25年度

情報提供、意
見交換

情報提供は、誰に伝えたいのか対象を的確に捉え
て行い、意見交換は、相手の考えを否定する発言
よりも、改善提案となるよう努めることにより、建設
的で中身の濃いものに結びつけます。

市広報や防災無線を使って、情報の提供を行っ
た。（東地振ほか）

市広報や防災無線を使って、情報の提供を行う。
（東地振ほか）

各課等

政策提言
個人的な考えよりも、むしろ地域で集約された考え
や具体的な代替案を示すことにより、多くの市民
の共感を呼ぶことに結びつけます。

地域協働体の設立に向けて話し合いを行った。
（協働推進課、各支所地域振興課）

地域協働体の設立に向けて話し合いを行った。
（協働推進課、各支所地域振興課）

地域協働体の設立に向けて話し合いを行う。（協
働推進課、各支所地域振興課） 各課等

一関　１２事業
花泉　１３事業

一関　６事業
花泉 １４事業

・一関公民館エリアにおいては、「ふれあい交流事
業」を更に進めていく。（一関公）

５
　

３

‐

４
　
事
業
形
態
の
選

択
活
用

３

‐
 
事
業
形
態
の

活
用

元気な地域づ
くり

地域ごとに、市民と市職員がアイデアを出し合い、
共同企画する元気な地域づくり事業を実施しま
す。

大東　１３事業
千厩　１０事業
東山　１９事業
室根　１７事業
川崎　１８事業
藤沢　１１事業

大東　１２事業
千厩　１１事業
東山　１９事業
室根　２１事業
川崎　２１事業
藤沢　１４事業

・『山目地区の歴史探訪』マップづくり事業(山公)
・市民による「元気な地域づくりワークショップ」開
催（藤沢公民館）
・引き続き事業を実施する。

各課等

※とりまとめ
協働推進課
各支所地域振興課

地域の基礎的な自治組織である自治会がまだ結
成されていない地域で、組織化を促進します。

一関地域で結成促進 ・自治会の結成促進を進める。
協働推進課

住民の総意で作った自治会等の規約がないなど、
組織としての体制が整っていない基礎的な地域
（集落等）の組織体制の整備を進めます。

説明会・研修会の開催 ・自治会の結成促進を進める。

協働推進課

公民館等単位による説明会の開催 ・地域協働体の設立に向けて各地区で話し合いを
行った。
・協働のまちづくり懇談会（３回実施）対象：区長
会、商工会、各種団体）、山目公民館創立３０周年

・地域協働体の設立に向けて話し合いを進める。
・萩荘地区及び山目地区では、地域協働体の”準
備会”設立に向けた地域懇談会を数回開催し、こ
のうち山目地区では12月末に準備会を設立する

協働推進課

地
域
協
働
の
仕
組
み
づ
く
り

 
地
域
協
働

自治会等の組
織づくり

市内31の公民館の管轄区域を基本として、地区内
の自治会と各種団体等で構成し、地域協働のまち
づくりを市民が主体となって進めるための組織
（「地域協働体」といいます。）づくりを促進します。

記念事業座談会を展開(山公) 予定である。

・花泉地区集落公民館連絡協議会での説明・懇談
・チーム会議7地区10回（うち1回は合同）開催

・チーム会議　7地区で適宜開催
・地区単位で研修会、懇談会を開催 花泉支所地域振興課

渋民振興会（地域共同体届出済）による活動 まちづくり講演会、まちづくり懇談会の実施（大原
地区）、協働の紙芝居の上演（摺沢地区）、既存団
体役員との意見交換実施（興田、猿沢地区）、地
域を考えるワークショップの実施（渋民、曽慶地
区）

準備会設立に向けた懇談会の実施（大原、曽慶地
区）、自治会リーダー研修会の実施（摺沢地区）、
協働のまちづくり講演会を開催予定（興田地区）、
既存団体役員との懇談実施（猿沢地区）、地域協
働体強化のための視察研修の実施（渋民地区）

大東支所地域振興課

地域協働体（届出済）
　千厩地区まちづくり協議会、小梨自治振興
協議会、奥玉振興協議会

千厩支所地域振興課

協働推進課及び関係課と連携し、公民館と協議し
ながら“地域協働体”の設置に向けて検討を進め
る。

田河津地区地域協働懇談会の開催。 ・田河津地区地域協働懇談会の開催と、協働体の
前身としての“田河津を語る会”の開催。
・長坂・松川地域は地域や公民館・各課等と協議
のうえ開催する。

東山支所地域振興課

室根まちづくり協議会による活動 室根まちづくり協議会による活動 室根まちづくり協議会による活動
室根支所地域振興課

川崎まちづくり協議会による活動
○川崎まちづくりビジョンの策定
○元気な地域づくり事業の事業提言並びに事業
評価

川崎まちづくり協議会による活動（川地新）
○川崎まちづくりビジョン短期計画に係るチーム会
議の開催
○元気な地域づくり事業の事業提言並びに事業
評価

川崎支所地域振興課

地域協働体の
組織づくり
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平成24年度 担当課等

実施状況（Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31） 実施状況（～Ｈ25.9.30） 事業計画（Ｈ25.10.1～）
小節 アクション 内容

平成25年度

・地域づくりフォーラムにおけるアクションプラン説
明会の開催
・藤沢地域在住市職員を対象とした「藤沢地域自
治会活動推進員」の募集

・藤沢地域在住市職員を対象とした「藤沢地域自
治会活動推進員」の決定（45名）
・自治会協議会と協働のまちづくり意見交換会の
開催
・地域計画（ミニ計画）策定に係る会議の開催
・藤沢地域自治会活動推進員会議の開催
・各自治会による地域計画（ミニ計画）の策定

・各自治会による地域計画（ミニ計画）の策定
・「秋の選抜・ミニ計画発表会」の開催
・各地区自治会協議会における地域づくり計画の
策定
・地域協働推進員の配置
・地域づくり計画の公開「初場所」の開催（地域づく
りフォーラムでの発表）
・藤沢地域づくり計画策定説明会

藤沢支所地域振興課

・地域協同体設立準備会発足について関係団体
間で合意があ た (山公)

・地域協同体設立準備会のメンバー選定を経て同
会を発足させる (山公)

５
　
地
域
協
働
の
仕
組
み
づ

３

‐
 
地
域
協
働

間で合意があった。(山公) 会を発足させる。(山公)
・曽慶地区地域協働体設立準備委員会発足のた
めの準備を進める。（曽慶公）

各公民館

公民館を、地域住民の活動の拠点とします。

・地域住民の活動拠点としての活用がなされている・地域住民の活動拠点としての活用がなされてい
る。（各公民館）

・今後も地域住民の活動拠点としての活用をさら
に進めていく。（各公民館）
・協働推進課及び関係課と連携し、公民館と協議
しながら共通理解と意識の醸成をはかる。

協働推進課
各支所地域振興課
各公民館

・地域協働体設立に向け説明会を実施した。（狐
公）
・地域振興課と連携し、地域協働体設立に向け自
治会リーダー等の意識改革等の条件整備を進め
ている。（摺公）
・地域振興課と連携し、地域協働体の設立に向け
興田地区振興会との協議の場を設けた。（興公）
・渋民振興会は、地域振興課や市民活動セン

・協働推進課及び関係課と連携し、公民館と協議
しながら“地域協働体”の設置に向けて検討を進
める。
・地域協働体づくりをはじめ、公民館の管理運営及
び協働のまちづくりについてどのようなアプローチ
を行うべきかを検討していく。（一関公）
・市民活動センター、協働推進課と共に地域協働
体設立に向けて活動を進める。（狐公）

づ
く
り

公民館の管理

地域協働体は、公民館の管理運営を担うと共に協
働のまちづくりを推進します。

ター、渋民公民館と連携し、毎月チーム会を開催
しながら活動している。8/28事業計画推進懇談会
開催（渋公）

・地域振興課と連携し、地域協働体設立に向け自
治会リーダー等の意識改革等の条件整備をさらに
進めていく。（摺公）
・今後も地域振興課と連携し、地域協働体の設立
に向け興田地区振興会と協議の場を設け地域づく
りに関しての意識付けを高める。（興公）
・地域協働について移動研修（10月）、渋民地区民
にアンケート実施（11月）
・今後も、地域振興課や市民活動センター、渋民
公民館と連携し、活動していく（渋公）

協働推進課
各支所地域振興課
各公民館

行政は、施設管理に必要な費用を負担し、協働の
まちづくりに必要な費用を支援します。

・地域協働体の進捗状況を踏まえながら検討す
る。

・地域協働体の進捗状況を踏まえながら検討す
る。

・地域協働体の進捗状況を踏まえながら検討す
る。

協働推進課
各支所地域振興課
各公民館

公民館の管理
運営等
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