
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 平成26年7月31日までの実績及び8月以降の計画 計画 計画 計画

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）

・地域協働推進チーム（会議）の開催。
・地域協働体の設立に向けた話し合い。
・千厩地区まちづくり協議会の構成員として、市民活動
支援を定款で掲げる「ＮＰＯ響生」が加入。（千厩公）
・設立準備会の開催（東山地区予定）
・一関市東山町地域づくり懇談会委員の委嘱
・藤沢地域協働体準備会議5／9設置以降の取り組み
状況
　　　チーム会議　～9／8　24回
　　　準備会議　　8／29
　　　理事会　　　7／24、8／26
　　　藤沢地域づくり計画書の発刊（3，100部）8／1
　　　地域協働説明会　6／23
　　　10月協働体設立予定
・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
　6/2、8/11　２回開催（生文課）

・地域協働体の設立。 ・地域協働体の活動。 各課等

男女共同参画に配慮しま
す。

・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）

・協働推進会議委員20名のうち女性を9名とした。
・一関市健康づくり推進協議会委員20名のうち半数を
女性委員で構成　20名中女性委員10名（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）
・大原公民館運営審議委員５名のうち、女性委員を１
名から２名に増員した。（大原公民館）
・中里地区まちづくり協議会（仮称）設立準備会委員に
男女各1名の委員公募　（中里公）
・「きょうどうを男女の共同で」パンフレットを配布。（一
関市男女共同参画推進グループ・結ふる　さざほざ）

・意思決定過程への女
性の参画促進（企画調
整課）
・各種研修会や各事業
への参加呼びかけ

各課等

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。

・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（川崎支所地
域振興課）
　白石市越河公民館、会津坂下町NPO法人NIVO

・自治会長等先進地視察研修（宮城県石巻市　10／
19～20実施、藤沢町自治会協議会）
・藤沢町自治会女性部長研修（南三陸町、10／3）

・研修の開催 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）

・秋田県潟上市からの視察受け入れ（10／30）(藤沢支
所)
・千厩町まちづくり団体連合会による地域課題の点検
活動の実施（千厩支所地域振興課）

・他地域との交流 各課等
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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（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（藤沢公民館）

・地域協働体の設立に向けた話し合い等を市民活動
センターと連携して進める。
・市民活動センターとの連携（東山支所）
　①地域協働チーム会議　（概ね1回/月）
　②田河津のこれからを語る会にファシリテータ依頼。
　③松川の地域協働を考える懇談会講師依頼。
　④田河津GG大会、たこコン（婚活）事業検討への協
力。
　⑤設立準備会等に講師、ファシリテータ依頼予定。
・FMあすもとの連携（東山支所）
　①PR等の協力依頼。
　②進行役としてアナウンサーの事業への協力依頼
（たこコン）。
・地域協働支援員委嘱状交付（6／1）(藤沢支所)
・地域協働説明会での講師説明（6／23）(藤沢支所)

・市民活動センターと
の連携
・FMあすもとの連携

各課等

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。

・地域協働体設立とあわせ、協力体制の検討を行う。
・企業紹介を市民活動センター広報”イデア”に掲載し
た。

・地域協働体設立とあわせ、協力体制の検討を行う。
・企業紹介を市民活動センター広報”イデア”に掲載し
た。

・地域協働体設立状況
に応じ、協力体制の確
立を図る。
・イデアへの企業情報
の掲載。

・地域協働体（設立後
は）活動紹介、参加呼
びかけ。
・イデアへの企業情報
の掲載。

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（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）
美化活動を引き続き実
施する。

各課等

・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）
・一関地域づくり懇談会を開催した（6/26、11/15、
3/28）。
・新一関図書館整備計画委員会の開催（8/3　９名）
・一関市立図書館協議会準備委員会の開催（11/14、
15名）
・選書委員会の開催

・一関地域づくり懇談会を開催する。
・次期総合計画策定にあたり、市民、中高生、企業ア
ンケートを実施（6/20～7/4）（企画調整課)
・一関保健センター移転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）
・市広報や防災無線を使って、情報の提供を行った
（東地振）

・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。

各課等

・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（川崎支所地域振
興課）

・各地域において、”地域づくり懇談会””地域づくり協
議会”等を開催する。
・一関市東山町地域づくり懇談会の開催（11月）

・各地域において”地
域づくり懇談会””地域
づくり協議会”を開催。

各支所地域振興課

１

協
働
の
主
体
の
充
実

２

‐

組
織
等
の
充
実

企業の地域、
市民活動への
参加等

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。

市民ニーズの
把握と施策へ
の反映



平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 平成26年7月31日までの実績及び8月以降の計画 計画 計画 計画

協働のアクション実施状況と今後の事業計画 第２節　協働のための環境づくり

小節 内容 担当課等アクション

市民ニーズの
把握と施策へ
の反映

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。

・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：6/27
　(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）

・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す
る。
・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）
・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。（東山支所）
・協働の基礎となる意見交換の場として住民との懇談
（一関市東山町地域づくり懇談会）を実施する（11
月）。
・東山支所元気な地域づくりプロジェクトチームの立ち
上げ（支所職員10人）
・行財政改革推進審議会の開催（財政課）

・事務事業の見直し
と、市民ニーズを把握
しながら実施する。

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（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
交付した。（全市：55事業、18,192千円）

・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。

・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。

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。

・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）
・市有財産活用推進事業により、必要な施設改修を
行った。（東地振）

・市有財産活用推進事業により、必要な施設改修を行
う。
・一関市保健センター移転整備にあたり、新施設内に
団体交流室を設置予定（健康づくり課）

・市民ニーズの把握に
努め、総合計画実施
計画で必要な改修等
を行う。

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。

・本庁及び各支所には、協働の取り組み事例等の冊
子を備え付けているとともに、市民活動センターにそ
の場を設けた。

・本庁及び各支所には、協働の取り組み事例等の冊
子を備え付けているとともに、市民活動センターにそ
の場を設けている。

・協働の取り組み事例
を紹介する。

各課等

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。

・市有財産活用事業等により、エアコン設置、耐震補
強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）

・市有財産活用推進事業により、公民館の耐震補強
工事を行っている。（大原公民館、10月下旬完成予
定。）
・公民館施設の充実　屋上防水シート改修工事10月
以降予定（藤沢公民館）
・市有財産活用事業等により、エアコン設置、耐震補
強や各種修繕等施設整理に努めている。（生文課）

・田河津公民館を旧田
河津小学校跡地に移
転。

・総合計画実施計画で
必要な改修等を行う。

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
動センターなどの施設を整
備充実します。

平成25年4月から、なのはなプラザ4階に市民活動セ
ンターを設置し、情報提供、啓発、研修等を行った。

市民活動センターによる情報提供、啓発、研修等を行
う。

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。

・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：252日（25年4月～26年3月）
　利用者数：11,129人（25年4月～26年3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：88日（26年4月～7月）
　利用者数：3,544人（26年4月～7月）
　　（児童福祉課）

・おやこ広場の設置
場所：なのはなプラザ
月～金、
10：00～16：00
（児童福祉課）

各課等
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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。

・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実施　77回（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）
・1/7　新春講演会「咲かせよう協働の花　みんなで地
域協働のまちづくり」　講師　中川文志協働推進課長
（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）
・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）

・各公民館において、まちづくり講座やワークショップ、
講演会実施　（生文課）
・7/3移動市長室で、老人クラブと懇談会実施。（千厩
公）
・12/20、老人クラブを対象に「まちづくりワークショッ
プ」を開催予定。（千厩公）
・地域のことをもっと知ろうと、「郷土の歴史を学ぶ講
座」開催。年7回（千厩公）
・10/21、老人クラブを対象に、県立大学で地域づくり
講座受講、学生とのワークショップ開催予定。（千厩
公）
・4/22　東山公民館地域づくり研修会　各自治会へ案
内30名参加（東山公）
・6/24　中央婦人学級移動研修　車内研修で協働推
進計画説明（東山公）
・6/25　長坂婦人会研修（秋田・増田町）　車内研修で
協働について勉強会（東山公）
・7/8　高齢者教室　講話「協働のまちづくりについて学
ぶ」（東山公）
・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）
・藤沢地域協働体準備会議5／9設置以降の取り組み
状況
　　　チーム会議　～9／8　24回
　　　準備会議　　8／29
　　　理事会　　　7／24、8／26
　　　藤沢地域づくり計画書の発刊（3，100部）8／1
　　　地域協働説明会　6／23
　　　10月協働体設立予定

・協働について理解を
深めるための教室、講
演会を検討する。

各課等

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。

・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（3/5）（千厩支所地域振興課）
　期日及び場所：3/5、マリアージュ（参加者：80名）
　内容：講演会「三陸鉄道　震災から復興へ」
・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）

・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（11/27予定）（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月）

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。

元気な地域づくり事業に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た。（東地振）

元気な地域づくり事業に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）

・地域活動に参加する
協働体験の機会づくり
を検討する。

各課等

協働のまちづ
くり教室等の
開催

２

‐

施
設
・
機
会

２

協
働
を
進
め
る
た
め
の
場
づ
く
り


