
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

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毎月１回(図書館)

・市広報、市ホームページによる周知
・市ホームページの更新を行い、わかりやすい内容と
した。（市民課）
・市広報、市ホームページによる情報提供を行った。
（放線対策室）
・国保だよりの発行（年３回）（国保年金課）
・図書館建設だよりの発行毎月１回(図書館)
・次期総合計画策定にあたり、総合計画審議会の資
料及び審議内容について、ホームページでの公開の
ほか、各地域の公民館等で閲覧できるように配架（企
画調整課)

市広報及びホーム
ページにより市の施策
を情報提供する。

市政情報課
各課等

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。

・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）
・防災行政無線を活用し、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。（例：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)１回を予定(山公)
・ＦＭあすも番組「医療と介護の窓～みんなで育てよう
地域医療～」を制作（再放送を含む計８回放送）（健康
づくり課）
・千厩地域限定まちづくりメールによる情報配信（千地
振）

・プレスニュースリリースやホームページ、岩手モバイ
ルなどを活用し、情報提供を行う。（市政情報課）
・防災行政無線による各事業等の周知（花泉）
・ＦＭあすも番組「医療と介護の窓～みんなで育てよう
地域医療～」を制作（７月末まで再放送を含む計４回
放送、８月以降同じく計32回放送）（健康づくり課）
・防災行政無線による各事業等の周知（東地振）
・防災行政無線を活用し、災害情報、各事業等の提供
（消防本部）
・携帯電話端末による災害情報提供（消防本部）
・FMアスモの番組に出演し情報提供(水、上下水)
・千厩地域限定まちづくりメールによる情報配信（千厩
支所地域振興課）

・ホームページやプレ
スリリース、防災行政
無線等を活用し、情報
を発信する。

各課等

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。

・市長へのひとことの実施（受付：165件）。 ・市長へのひとことの実施。 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（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。

・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。（教育総務課）

・地域計画策定のためのワークショップ開催予定。（千
厩公）
・総合計画基本構想策定にあたりワークショップを開
催
（8/9.10.11.12　４日間）（企画調整課)

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
を開催を検討する。

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。

・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

・総合計画基本構想策定ワークショップ開催に当たり、
参加者を公募。（企画調整課)

ワークショップは、公
募などを検討する。

各課等

アクション

協働のアクション実施状況と今後の事業計画 第３節　協働のための仕組みづくり

小節 内容 担当課等
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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



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
アクション

協働のアクション実施状況と今後の事業計画 第３節　協働のための仕組みづくり

小節 内容 担当課等

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。

・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。
（H25.8.1～2年間）（骨荘園）
・水道料金審議会　16人(水、上下水)

・協働推進会議委員20人のうち、支所推薦を16名、ま
ちづくりスタッフバンクから2名、職員を2名の構成とし
た。
・任期満了に伴い、新たに一関市総合計画審議会委
員を委嘱（企画調整課）（8/25～　２年間）
　①公募2名②各部、各支所推薦6名③継続19名
・中里地区まちづくり協議会（仮称）設立準備会委員の
公募女性1名応募あり　（中里公）
・一関健康づくり推進協議会委員のうち約半数を本
庁・支所推薦等で構成（健康づくり課）
　①本庁・支所推薦8名　②まちづくりｽﾀｯﾌﾊﾞﾝｸ1名
・一関市子ども・子育て会議委員の公募（３名）（児童
福祉課）
・高齢者福祉計画策定委員会（社会福祉課）
　①公募2名　②関係団体推薦17名
・一関市東山町地域づくり懇談会の設置において、地
域代表の委員等で構成している。（東山支所）
　①地域代表委員数16名
・水道事業経営審議会　16人以内(水道)
・下水道受益者負担金等審議会（下水道課）
　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

各種審議会委員を公
募や地域代表等の委
員で構成するように検
討する。 ・高齢者福祉計画策定

委員会（社会福祉課）
　①公募2名
　②関係団体推薦17
名

各課等

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。

・一関市地域公共交通総合連携計画の策定12/26～
1/31
・一関市地域協働推進計画の策定3/10～3/24
・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）
・景観計画の変更（景観重要公共施設の指定）11/25
～12/9(都市計画課）
・都市計画の変更（都市計画道路の廃止）1／29～2／
11(都市計画課）

・次期総合計画の策定（26.4.1～27.3.31）（企画調整
課)
・高齢者福祉計画見直しに係るパブリックコメント
　⇒12月中旬～１月中旬（社会福祉課）
・一関市子ども・子育て支援事業計画策定に係るパブ
リックコメント　⇒12月中旬～1月中旬（児童福祉課）

・市民の意見を反映さ
せるためパブリックコメ
ントの実施を検討す
る。

・水道事業ビジョン作
成に係るパブリックコメ
ント実施。(水、上下水)

各課等

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。

・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
5/30,12/19(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」を開催　4/23・5/7（生文課）
・10/31　旧門崎小学校の跡地利用に係る経過報告会
（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12/10(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）

・市内各地域において、一関市地域協働推進計画の
説明会（時期：4月～7月、36会場、延べ参加者数746
人）
・歴史の小道整備事業に係る住民懇談会の開催
7/9(都市計画課）
・歴史の小道整備事業の参考とするため、地域住民
等と一緒に先進事例を視察した。8/11(都市計画課）
・自治会と行政の連絡会議の開催（4／25）　自治会
長、支所内各課長等　総勢100名(藤沢支所)
・次期総合計画にかかるタウンミーティング（ワーク
ショップ参加者対象）　10/18（企画調整課)
・次期総合計画策定にかかるタウンミーティング（一
般）
10/25（企画調整課)

・地域説明会の実施を
検討する。

・水道事業ビジョン作
成に係る地域懇談会
（地域、時期未定）
(水、上下水)

各課等
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各種審議会委
員の公募等



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
アクション

協働のアクション実施状況と今後の事業計画 第３節　協働のための仕組みづくり

小節 内容 担当課等

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。

・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）

・大原地区のまちづくりを進めている「協働体づくり準
備会」の活動を支援し、地域協働体「大原まちづくりの
会」結成に向けて取り組みが進められている。（大原
自治公民館等連合会、大東支所、大原公民館）
・地域づくりフォーラムの開催（2月。縄文ホール予定）
(藤沢支所)
・地域づくり講演会の開催（室根まちづくり協議会共催
（室根支所地域振興課）

地域づくり懇談会等を
開催する。

各課等

組織的に地域課題を集約
し、解決策を考えます。

・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。第1回11/27開催、第2回2/19開催（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）
・磐井川まちづくりサロンワークショップの開催。
　堤防改修工事に伴う整備について、市民と行政の協
働による「魅力ある未来へのまちづくり」を考える。一
関青年会議所を中心とした若者によるまちづくり。

・堤防改修後の磐井川周辺の活用について社会実験
を開催（4/26）。 10月から月１回市民参加によるＷＳを
開催予定（都市計画課）
・6/11・ 9/11・ 12/  ・ 3/  自治会長・行政区長の情報
交換会（曽慶公民館）
・9月～10月　曽慶地域協働体「結いネット　そげい」に
よる住民アンケートの実施（曽慶公民館）
・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の開
催。（骨荘園）7/15～25地権者意向調査の実施。第3
回8/27開催
・室根まちづくり協議会部会（支所・室根まちづくり協
議）
・若者推薦委員会議（室根まちづくり協議会）

組織的に地域課題を
集約し解決策を考え
る。

各課等

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。

・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）

・自治会長会議（室根町自治会連合会）
・元気な室根づくり協議会（室根地域振興課）
・旧田河津小学校跡地活用の提案書の検討（東山）

意見集約の方法、経
過を加えて具体的に
提案する。

各課等

・自治会等活動費総合補助金（一般活動：418事業
49,189千円、施設整備61件49,189千円）
・地域おこし事業費補助金（36事業、16,140千円）

・自治会等活動費総合補助金の交付（予算95,000千
円）
・地域おこし事業費補助金の交付（予算20,000千円）

自治会等活動費総合
補助金、地域おこし事
業費補助金の交付。

協働推進課
各支所地域振興課

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

・防犯灯維持管理費補助等（予算額3,307万円）（生活
環境課）
・資源リサイクル事業費（予算額1,060万円）（生活環境
課）

・防犯灯維持管理費補
助　等

生活環境課

・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

・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

・商店街街路灯電気料
補助　等

商業観光課

・景観まちづくり事業補助金3件872千円(都市計画課）
・景観まちづくり事業補助金予定3件3,000千円(都市計
画課）

・景観まちづくり事業
補助金予定3件3,000
千円(都市計画課）

都市計画課

２

行
政
等
の
支
援
策

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。

補助金等
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の
支
援

３

‐

情
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の
共
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と
意
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反
映
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情
報
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共
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の
反
映 市民組織によ

る地域課題の
集約、要望取
りまとめ



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
アクション

協働のアクション実施状況と今後の事業計画 第３節　協働のための仕組みづくり

小節 内容 担当課等

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。

・自主防災組織結成報奨金
　新たに結成された団体数6団体118,848円
・自主防災組織活動助成金
　助成金の申請　6団体（899,000円）

・自主防災組織結成報奨金
（予算額20万円＝2万円×10団体）
・自主防災組織活動助成金
（予算額150万円＝15万円×10団体）

自主防災組織結成報
奨金　等

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（6件、9,700千円）
・コミュニティ助成事業補助金（1件）申請予定　（中里
公）

・コミュニティ助成事業
補助金の交付。

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）の紹介 ・地域づくりアドバイザー事業（財団助成）の紹介
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。

・市民活動センターから、地域団体等へ随時情報提
供。

・市民活動センターから、地域団体等へ随時情報提
供。

協働推進課
各支所地域振興課

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。

・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～３月
　（2）回　　　数　23回
　（3）参加人数　818名
　（4）内　　　容　消費生活出前講座（悪質商法等対処
法等）

・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）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）

・自治会等主催行事への出前講座「消費生活出前講
座（悪質商法等対処法等」職員派遣（一関市消費生活
センター）
　①開催月4月～7月（11回開催）　②参加者308名
・老人クラブ、自治会への職員派遣「交通安全教室へ
の交通指導員派遣」(生活環境課）
　①開催月4月～7月
・後期高齢者医療制度に関する講師派遣（介護予防
教室、Ｈ26.6.2、舞川14区集落センター）　（国保年金
課）
・健康づくりに関する講師派遣（健康づくり課）

説明員や講師として職
員を派遣。

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。

・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
H25.11.20　地域づくり研修会（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（少年野球教室）の開催支
援
・がん征圧イベント「リレーフォーライフ」の開催支援（9
月20・21日）（健康づくり課）
・がん征圧イベント「リレーフォーライフ」（9月20・21日
のべ22名参加）2日にわたり、参加者を元気づける
ブース活動を実施（千厩支所保健福祉課）
・東山町自治会連絡協議会主催事業への支援
（9/19花壇づくり研修会、１１月地域づくり研修会）
・室根町自治会連合会視察研修(室地振）
・室根まちづくり協議会視察研修(室地振）

事業形態に応じて職
員を派遣する。

各課等

２

行
政
等
の
支
援
策

補助金等
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‐

‐
１
お
金
の
支
援

３

‐

‐
２
人
の
支
援

市職員の派遣
等



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
アクション

協働のアクション実施状況と今後の事業計画 第３節　協働のための仕組みづくり

小節 内容 担当課等

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～3月
　（２）回　  　数　　延べ58回
　（３）参加人数　　延べ956人
　（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　　４月～3月
　（２）回　  　数　　延べ29回
　（３）参加人数　　延べ370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　　6月～7月、10月～3月
　（２）回　  　数　　延べ17回
　（３）参加人数　　延べ284人
　（４）場　　　所 　 各集会所
　（５）内　　　容　　健康教育事業に栄養士等派遣
5　企業等による事業への職員派遣
　（１）開催月日　５月～８月、１０月～３月
　（２）参加人数　　108人
　（３）場　　　所 　 公民館等
　（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　　6月～3月
　（２）回　  　数　　延べ13回
　（３）参加人数　　延べ484人
　（４）場　　　所 　 保健センター、公民館、勤労福祉センター
　（５）内　　　容　　各種団体との共催事業に従事

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：４月～７月（延40回）　②参加者：714名
　③場所：千厩老人福祉センター
　④内容：介護予防事業に看護師等派遣
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：未定　②参加者数　未定
　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：4月～7月（延9回）　②参加者数：132名
　③場所：千厩地域内（各自治会館・集会所など）
　④内容：介護予防事業に看護師等派遣
4　自治会等による事業への職員派遣
　①開催月：6月7日～8月25日（延6回）
　　※9月～3月随時派遣予定あり
　②参加者数：119名　③場所：各集会所
　④内容：健康教育事業に栄養士、保健師派遣
6　共催事業での職員派遣
　①開催月日：10月12日
　②場所等：小梨公民館共催　130人予定
7　放課後児童クラブ設立準備会への職員派遣
　①開催月（延3回）　②参加人数：8名
　③場所：奥玉公民館、奥玉小学校
　④内容：設立に向けた資料提供及び説明
8　職業訓練事業への職員派遣
　①開催月：6月～8月（延4回）②参加人数：54名
　③場所：両磐地域職業訓練センター
　④内容：日本版ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ訓練事業「ＯＡ介護科」講師
　　　　　　離職者等再就職訓練事業「ＯＡ介護科」講師
　　　　　10月に2回、介護職員初任者研修に講師派遣予定
9　老人クラブによるスポーツ大会への職員派遣
　①開催月日：10月8日　②場所：千厩多目的グランド
　③目的：ゲートボールを通じて、心身の健康保持と地域
間交流を深め、明るい地域社会をつくり出すことを目的とし、
職員を派遣予定

事業形態に応じて職
員を派遣する。

千厩支所保健福祉課

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）
・協働職員研修会の開催（1/17～18）

・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）
・協働職員研修会の開催（1月）

実践者発表会や職員
研修会を開催する。

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。

・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)
・市民活動センターでファシリテーター、サポーター等
を派遣。　⇒ファシリテーター派遣108回、研修企画運
営32回、地域づくり計画策定支援22回、市内団体話し
合い支援61回　他

・市民活動センターで、各地域での話し合い（地域協
働体設立準備会立ち上げ等）に、ファシリテーターや
サポーター等を派遣。
・4月22日地域づくり研修会（東公）参加者30人
・田河津のこれからを語る会（田公）の開催
　①5月2日（参加者29人）②6月11日（参加者25人）
　③7月24日（参加者14人）

・市民活動センター
で、各地域での話し合
い（地域協働体設立準
備会立ち上げ等）に、
ファシリテーターやサ
ポーター等を派遣。

協働推進課
各支所地域振興課

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。

・がん征圧イベント「リレーフォーライフ」の開催支援
（9/14・15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
行った。（骨荘園）

・がん征圧イベント「リレーフォーライフ」の開催支援（9
月20・21日）（健康づくり課）

必要に応じて公用車を
貸し出す。

各課等

市職員の派遣
等
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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
アクション

協働のアクション実施状況と今後の事業計画 第３節　協働のための仕組みづくり

小節 内容 担当課等
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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。

・一関市ＰＴＡ連合会から8/7に提出された「材料等支
給要望」に対して9/9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
対応を実施した。（教　総務課）
・いちのせき元気な地域づくり事業で資材等を支援し
た。

・一関市ＰＴＡ連合会から7/24に提出された「材料等支
給要望」について、支給対応することとして回答したの
で、PTA毎に作業を実施している。（教　総務課）
・いちのせき元気な地域づくり事業で資材等を支援す
る。

・いちのせき元気な地
域づくり事業で資材等
を支援する。

各課等

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。

・がん征圧イベント「リレーフォーライフ」の開催支援
（9/14・15　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）
・市民活動センターでファシリテーター、サポーター等
を派遣。　⇒ファシリテーター派遣108回、研修企画運
営32回、地域づくり計画策定支援22回、市内団体話し
合い支援61回　他

・市民活動センターで、各地域での話し合い（地域協
働体設立準備会立ち上げ等）に、ファシリテーターや
サポーター等を派遣。
・地域協働支援員の設置（６／１より）(藤沢支所)
・がん征圧イベント「リレーフォーライフ」の開催支援（9
月20・21日）（健康づくり課）
・たこコン（田河津地区婚活事業）への開催支援。

・市民活動センター
で、各地域での話し合
い（地域協働体設立準
備会立ち上げ等）に、
ファシリテーターやサ
ポーター等を派遣。

協働推進課
各支所地域振興課

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ーの事
業を充実します。

・ファシリテーター、サポーター等を派遣。
⇒ファシリテーター派遣108回、研修企画運営32回、地
域づくり計画策定支援22回、市内団体話し合い支援
61回　他
・市民活動講座の開催
⇒市民活動講座の開催全9回（参加者：203名）
・情報発信
⇒ＨＰへのアクセス数22,836件、機関紙Idea発行12
回、ＦＭあすもへの出演
・相談支援
⇒組織運営、事業運営　等987件

・ファシリテーター、サポーター等を派遣。
・市民活動講座の開催
・情報発信
・相談支援

・ファシリテーター、サ
ポーター等を派遣。
・市民活動講座の開催
・情報発信
・相談支援

協働推進課
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。

・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）
・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の実施。（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。（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）
・災害等における応急活動訓練（一関市水道工事業
協同組合と共催。山目小学校と南小学校で交互に実
施。地元の自主防災組織にも参加していただいた。）
(水、上下水)

・厳美公園清掃活動 10月予定　(都市計画課）
・磐井川堤防桜樹再生活動　(都市計画課）
･7/5 すりさわ七夕交流会（摺沢自公連、摺沢寿会、子
育てサークルれっくる、摺沢公民館共催）
・9/4 大東芸術文化協会創立40周年記念事業「わくわ
く和ライブ」（市教委共催）
・ふるさと花泉会主催事業（少年野球教室）の共催・支
援
・災害等における応急活動訓練（一関市水道工事業
協同組合と共催。山目小学校と南小学校で交互に実
施。地元の自主防災組織及び、市職員OB で組織す
る「災害支援員」にも参加案内。）(水、上下水)

・事業趣旨を踏まえ事
業形態の検討を行い、
円滑な事業の実施に
努める。

各課等

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。

・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）
 ・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）
・「Ｈ25年度地域コミュニティフォーラム」「いちのせき市
民フェスタ2013」「婚活クリスマス」の後援

・室根協働推進会報「むすび」の毎月発行(室地振）
・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。

・事業趣旨を踏まえ事
業形態の検討を行い、
円滑な事業の実施に
努める。

各課等

３
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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
アクション

協働のアクション実施状況と今後の事業計画 第３節　協働のための仕組みづくり

小節 内容 担当課等

○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
〇いちのせき元気な地域づくり事業を実行委員会形
式で開催した（萩荘、厳美地区）
○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

○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
○一関地区-その他
・成人式企画実行委員会(生文課)
・いちのせき元気な地域づくり事業を実行委員会形式
で開催する（萩荘、厳美地区）
○大東大原地区
・大原だるま祭り実行委員会
・一関・大東大原水かけ祭り実行委員会
・大原地区文化祭実行委員会
○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
○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
・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

○東山地区
・唐梅館絵巻実行委員会
・磐井清水若水送り実行委員会
○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
○藤沢地区
・藤沢野焼祭実行委員会
・マーチングフェスティバルinふじさわ実行委員会

委託

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。

公の施設の指定管理制度　148施設(関係課)
・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）
･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)

・公の施設の指定管理制度(関係課)
・市内にある17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）
・コミュニティセンター指定管理者制度（16施設）(藤沢
支所）

公の施設の指定管理
制度(関係課)

各課等

補助

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。

・自治会等活動費総合補助金（一般活動：418事業
49,189千円、施設整備61件49,189千円）
・地域おこし事業費補助金（36事業、16,140千円）

・自治会等活動費総合補助金の交付（予算95,000千
円）
・地域おこし事業費補助金の交付（予算20,000千円）

自治会等活動費総合
補助金、地域おこし事
業費補助金の交付。

協働推進課
各支所地域振興課
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各課等

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。

実行委員会
・事業趣旨を踏まえ事
業形態の検討を行い、
円滑な事業の実施に
努める。



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
アクション

協働のアクション実施状況と今後の事業計画 第３節　協働のための仕組みづくり

小節 内容 担当課等

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） 各課等

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。

・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）
・防災行政無線を活用し、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。（例：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)１回を予定(山公)
・ＦＭあすも番組「医療と介護の窓～みんなで育てよう
地域医療～」を制作（再放送を含む計８回放送）（健康
づくり課）
・千厩地域限定まちづくりメールによる情報配信（千地
振）

・プレスニュースリリースやホームページ、岩手モバイ
ルなどを活用し、情報提供を行う。（市政情報課）
・防災行政無線による各事業等の周知（花泉）
・ＦＭあすも番組「医療と介護の窓～みんなで育てよう
地域医療～」を制作（７月末まで再放送を含む計４回
放送、８月以降同じく計32回放送）（健康づくり課）
・防災行政無線による各事業等の周知（東地振）
・防災行政無線を活用し、災害情報、各事業等の提供
（消防本部）
・携帯電話端末による災害情報提供（消防本部）
・FMアスモの番組に出演し情報提供(水、上下水)
・千厩地域限定まちづくりメールによる情報配信（千厩
支所地域振興課）

・ホームページやプレ
スリリース、防災行政
無線等を活用し、情報
を発信する。

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）
・統合小学校曽慶地区推進委員会跡地利用部会の提
言

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）
・統合小学校曽慶地区推進委員会跡地利用部会の提
言

各課等

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。

一関　１９事業
花泉　１４事業
大東　１３事業
千厩　　９事業
東山　１８事業
室根　２１事業
川崎　２０事業
藤沢　１４事業　　Ｈ25合計128事業（70,174千円）

一関　　９事業
花泉　１６事業
大東　１１事業
千厩　１１事業
東山　２４事業
室根　１８事業
川崎　１６事業
藤沢　１６事業　Ｈ26予定　合計117事業（109,587千
円）

事業の見直しを行い、
実施予定。

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。

・一関地域の加入率向上のため、いちのせき元気な地
域づくり事業を活用し、パンフレット等を作成し配布し
た。(一関地域)

・必要に応じてパンフレット等を配布する（一関地域）。 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。

・一関地域の加入率向上のため、いちのせき元気な地
域づくり事業を活用し、パンフレット等を作成し配布し
た。(一関地域)

・必要に応じてパンフレット等を配布する（一関地域）。 協働推進課

自治会等の組
織づくり
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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
アクション

協働のアクション実施状況と今後の事業計画 第３節　協働のための仕組みづくり

小節 内容 担当課等

・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周年記念事業
座談会を展開(山公)
・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た。

※一関市地域協働推進計画の策定（3月）

・地域協働体の設立に向けて各地区で話し合いを行
う。
・第３回「萩荘地区まちづくり協議会（仮称）設立準備
会」開催（6/11）後、地域協働体協「萩荘地区まちづく
り協議会」設立（7/11）
・滝沢地区で、地域協働体「滝沢地域振興協議会」の
設立（6/14）
・準備会設立
⇒中里地区まちづくり協議会（仮称）設立準備会、山
目地区まちづくり協議会（仮称）設立準備会、舞川地
域課題対策協議会で地域協働体の協議

地域協働体の設立。 地域協働体の活動。 協働推進課

・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
・地区単位で研修会、懇談会を開催

・地域協働体設立に向けて各地区（7地区）で説明・懇
談会を開催。
・老松地区で、地域協働体「老松みどりの郷協議会」
設立（6/29）。
・準備会設立
⇒涌津地区まちづくり協議会（仮称）設立準備会、油
島地区地域協働体（仮称）設立準備会、花泉地区まち
づくり協議会（仮称）設立準備会、日形まつり実行委員
会

地域協働体の設立。 地域協働体の活動。 花泉支所地域振興課

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）
※渋民地区地域協働体「渋民振興会」はＨ24に設立
済。

・地域協働体の設立に向けて各地区で話し合いを行
う。
・摺沢地区で、地域協働体「摺沢振興会」を設立
（8/28）
・曽慶地区で、地域協働体「結いネット　そげい」を設
立（7/24）
・準備会設立⇒大原まちづくり協議会（仮称）設立準備
会

地域協働体の設立。 地域協働体の活動。 大東支所地域振興課

地域協働体（Ｈ25届出）
　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

地域協働体の活動。 千厩支所地域振興課

・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。

・地域協働体の前身としての、田河津のこれからを語
る会を開催。
・地域協働体の前身としての、松川の地域協働を考え
る懇談会を開催。
・長坂地区地域づくり研修会開催。
・設立準備会立ち上げ（松川、田河津）予定。

・地域協働体設立予定
（松川地区、田河津地
区）
・地域や公民館と協議
の上、設立を検討（長
坂地区）

・地域協働体の活動
（松川、田河津）。
・地域協働体設立予定
（長坂地区）

地域協働体の活動。 東山支所地域振興課

地域協働体「室根まちづくり協議会」（Ｈ24設立）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

地域協働体「川崎まちづくり協議会」（Ｈ23設立）による
活動
○川崎まちづくりビジョン短期計画に係るチーム会議、
全体会、議会の開催(年間13回開催)
○元気な地域づくり事業の事業提言並びに事業評価

川崎まちづくり協議会による活動 川崎支所地域振興課

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。

地域協働体の
組織づくり
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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
アクション

協働のアクション実施状況と今後の事業計画 第３節　協働のための仕組みづくり

小節 内容 担当課等

・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及び策
定
・藤沢地域自治会活動推進員会議の開催
・「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

藤沢地域協働体準備会議設置（5/9）
　※活動状況
　　　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
　　　【検討事項】
　　　・地域協働体の組織化
　　　・公民館の市民センターへの移行の検討
　　　・地域づくり計画等の推進体制について
　　　・平成26年度個別事業の取り組みについて
　　　・地域協働体の事務局体制について

藤沢地域協働体の活
動

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
合意を得、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た。(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）
・1/25 曽慶地域協働体設立準備委員会設立（曽慶
公）

・萩荘まちづくり協議会を設立した。（7/11）　（萩荘公）
・平成24年度から開催していた「ＹＯＩＭＡＣＨＩづくり講
座」を老松地区地域協働体設立準備会に移行
（5/24）。その後準備会議を経て、5/29地域協働体「老
松みどりの郷協議会」が発足。（老松公）
・8/5に油島地区地域協働体（仮称）設立準備会が発
足。9/9に第2回の準備会を開催した。(油島公）
・7/1日形地域協働体設立に係る検討会で、既存の組
織で地域協働体設立のための準備会議を進めていく
ことを確認し、日形地域協働体設立準備会議として
8/11、9/18開催。
今後も継続して準備会議を開催し、集約したものを懇
談会　にて地区民に説明・懇談し、協働体設立に向け
てさらに協議を進める。
・協働体設立準備会を設置し(6/26)、継続的に準備会
を開催（7/29、9/2、9/30）
・協働のまちづくりに係る研修会の開催
　　8/22　講師：上沼コミュニティ協議会事務局長
・協働体の設立　（以上　花泉公）
・7/24  曽慶地域協働体「結いネット　そげい」設立（曽
慶公）
・行政区長、自治会長等を世話人として、松川の地域
協働を考える会世話人会を発足させ、松川地区の地
域協働体設立準備委員会発足のため準備を進める。
（松公）

地域協働体の設立。 地域協働体の活動。 各公民館

公民館の管理
運営等

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。
（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。

・公民館の市民センター化を進める。（各公民館）
・8月10日、老松地区の協働のスタート事業として老松
公民館と共催で「老松地区夏祭り」を開催。(老松公）
・地域振興課自治会協議会事務局職員、自治会協議
会長、協働推進課支援員、地域協働推進員、いちの
せき市民活動センター地域協働支援員、公民館職員
が構成員となるチーム会議において、地域協働体設
立に向けて共通理解を深めながら検討を進めている。
（藤沢公民館）

公民館を市民センター
とし、地域住民の活動
の拠点とする。

協働推進課
各支所地域振興課
各公民館

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。
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組織づくり



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
アクション

協働のアクション実施状況と今後の事業計画 第３節　協働のための仕組みづくり

小節 内容 担当課等

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。

・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）
・事業計画推進懇談会開催（8/28）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）。渋民振興会は、地域振興課や市民活動セン
ター、渋民公民館と連携し、毎月チーム会を開催しな
がら活動した。（渋公）
・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）

・市内各地域において、一関市地域協働推進計画の
説明会（時期：4月～7月、36会場、延べ参加者数746
人）

地域協働体の設立。 地域協働体の活動。
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。 ・公民館の市民センター化を進める。
公民館を市民センター
とし、地域住民の活動
の拠点とする。

協働推進課
各支所地域振興課
各公民館
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運営等


