
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

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。

・実施なし。
※アクションプラン説明会は、平成23年～平成25年に
実施済（8地域25会場。延961人参加）。

・必要に応じて実施。
※地域住民に協働の説明会を開催予定（11月。猿沢
公民館）

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、ＰＲし
ます。

・協働リーフレットの作成(2,000部)（市民活動ｾﾝﾀｰ）
　⇒配布先：各公民館、地域振興課、協働推進課

・市民活動センター広報紙イデア、協働パンフレット
輪っしょいで、協働の情報提供をする。
・地域協働推進計画概要版を作成（53,700部）し、6月1
日広報で全戸配布。
・地域協働に対する理解を深めるための漫画冊子を
作成予定。

市民活動センター広
報紙イデア、協働パン
フレット輪っしょいで、
協働の情報提供をす
る。

協働推進課
各支所地域振興課

市民、自治会等へ協働活
動事例集を配布します。

・市民活動センター広報紙「イデア」配布　（各自治会
1回/月）
・協働パンフレット「輪っしょい」の配布（8/15、12/15広
報）
・事業紹介、事業募集48団体　（自治会他各種団体）
（東地振）

・市民活動センター広報「イデア」配布　（各自治会　1
回/月）
・協働パンフレット「輪っしょい」の配布（広報とともに3
回配布予定）

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。

・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。

・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（8/15、12/15広報）
・元気な地域情報発信事業を使い情報誌“かわさき”
の作成　地域内毎戸配布(川崎支所)

・協働パンフレット「輪っしょい」の配布（広報とともに3
回配布予定）
・広報Ｉ－stile地域版への掲載（各支所地域振興課）

市政情報課
協働推進課
各支所地域振興課

公民館報等を活用し、協働
事業などをＰＲします。

・協働事業や地域協働体の取り組みについて、随時公
民館報に掲載（各公民館）

・協働事業や地域協働体の取り組みについて、随時公
民館報に掲載（各公民館）

各公民館

市ホームページに、協働の
ページを設けます。

・市ホームページ協働について設定済。新たに、協働
のページ”輪っしょい！ＷＥＢ”を設けた。（3/28）

協働のページ”輪っしょい！ＷＥＢ”によるＰＲ。
・随時公民館報に掲載して意識付けを図っている　（舞
川公）

市政情報課
協働推進課

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。

市民協働の事業など周知（いわてモバイルメール 市民協働の事業など周知（いわてモバイルメール） 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。

各図書館には、協働関係資料を揃えており、貸し出す
ことができる（各図書館）

各図書館には、協働関係資料を揃えており、貸し出す
ことができる（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。

3/11防災フォーラムを開催（川崎公民館） ※予定なし。
必要に応じて実施す
る。

各課等

協働のアクション実施状況と今後の事業計画 第１節　協働のための人づくり
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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。

・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）
・3/16 第2回摺沢地区自治会リーダー研修会(大東コ
ミセン)

・公民館職員研修（県公民館大会）（生文課）
・市民活動スタッフ研修（市民活動センター）
・市民活動センターによる研修会の開催（11月）
・７／28  渋民地区自治会等連絡協議会による先進地
視察研修（北上市　藤根自治振興会、黒石自治振興
会）（渋民公・曽慶公）
・10/14　曽慶地域協働体「結いネット　そげい」視察研
修（西和賀町小繋沢集落　繋ぎの郷づくり委員会」
・千厩公民館運営審議会で、今年度の協働推進につ
いて説明をした。主催：千厩地区まちづくり協議会（千
厩公）
・まちづくり講演会を実施（9/27）。（千厩公）
・地域協働体で取り組みたい事業を実践（田河津、2事
業実施）。予算はいちのせき元気な地域づくり事業を
活用。
・地域づくり研修会（東公、長坂地区区長、自治会長
等）参加者30人
・高齢者を対象にしたリーダー研修会を11月に予定
（藤沢公民館）

研修会の開催。 各課等

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。

・11/6協働推進会議先進地視察研修（八戸市）
・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）
・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）（川崎支所地域振興課・川崎まちづくり協議会）
・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）

・11/5協働推進会議先進地視察研修（北上市へ）
・8/22中里地区まちづくり協議会（仮称）設立準備会と
中里大学運営委員会合同で、仙台市生涯学習支援セ
ンター及び仙台市片平市民センターを視察　（中里公）
・千厩町自治会長等視察研修
　9/4～5　秋田県鹿角市
　指定管理の事例研修　鹿角市　花輪市民センター
　廃校活用事例　八幡平市
・11/11にまちづくり先進地視察として大崎市を訪れる
予定。（千厩公）
・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）
・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）

研修視察の実施。 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。

・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)

・市民活動センターによる研修会の開催(11月)
・地域協働推進員を設置　1名(室根地域)
・地域協働推進員を設置　1名(藤沢地域)

研修会を開催。 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。

・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
　期日及び場所：1/26、川崎公民館ホール
　参加者：80名
　内容：事例発表（自治会、地域おこし事業、元気な地
　　　　域づくり事業）、ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

・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）
・4/25  曽慶地域協働体設立準備委員会において一
関市協働推進計画を説明（大東支所地域振興課・曽
慶公）
・5/19 渋民地区自治会等連絡協議会による一般住民
も対象とした地域づくり講演会「もっと笑顔で楽しく面
白く　川崎のまちづくり」　講師　川崎まちづくり協議会
小山亜希子さん（渋民公・曽慶公）
・7/17 渋民２区自治会において一関市協働推進計画
等の説明会（大東支所地域振興課・曽慶公）
・地域づくりフォーラムの開催（2月予定）(藤沢支所)
 縄文ホール

講演会や街づくりの集
い等の実施。

各課等

リーダー、サ
ブリーダー等
の養成
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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。

・まちづくり市民講演会（千厩支所地域振興課）
　日時　6/7（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

・まちづくり講演会（千厩支所地域振興課）
　日時　6/3（火）
　会場　マリアージュ　参加者　70名
　講演　震災からの復興
　講師　さいとう製菓（株）代表取締役　齊藤俊明氏
・地域づくりの集い（予定）
　日時　11/27（木）
　会場　マリアージュ
　講演　ご当地グルメでまちおこし（仮題）
　講師　いちのせきハラミ焼きなじょったべ隊
　　　　　　鶏総裁　山本　郷　氏
　実践発表　奥玉振興協議会
　　　　　　　　「飛ヶ森音楽水車プロジェクト事業」
　　　　　　　一関スマートフォンマーケティング協会
　　　　　　　　「スマートフォン活用体験事業」

講演会や街づくりの集
い等の実施。

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。

・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）
・川の楽校、川の大楽校講座による社会教育活動（川
崎公民館）
・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）

・夏バテ防止！免疫力を高める料理教室、ステンドグ
ラス教室、初めての大正琴教室を実施　（一関公）
・ステンドグラスで作るクリスマスツリーランプ教室、○
○に添える一品料理教室を実施予定　（一関公）
・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）

講座等の開催 各課等

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(1,000部)（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

平成25年度に配布済。 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。

・協働推進職員研修会の開催（1/17～18） ・協働推進職員研修会の開催（1月） 研修会の開催。
協働推進課
各支所地域振興課

協働のまちづくり研修会を
開催します。

・公民館職員研修（先進地視察＝花巻・北上　並びに
ワークショップ形式による研修会　※再掲）（生文課）・
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」
・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）

・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）

研修会の開催。 各課等

「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 ・市町村アカデミー等への職員派遣 各課等
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リーダー、サ
ブリーダー等
の養成

研修会等の開
催
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協働での取り組み事業発
表会を開催します。

・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）
・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）

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）

発表会の開催。 各課等

コミュニケーション能力等を
養う研修を行います。

・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
　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。
・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）

・プレゼンテーション研修
　日時　７月29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　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　24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　10月9日（木）10時～16時
　場所　一関市役所大会議室
　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
　受講予定人数　16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。
・コミュニケーション研修
  日時　11月5日（水）10時～16時
　場所　一関市役所大会議室
　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
　受講予定人数　40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）

研修の実施。 職員課

研修会等の開
催


