
一関市地域協働推進計画の進捗状況について 

 平成 26年３月に策定した一関市地域協働推進計画において、地域協働を推進するための市の支援の方策として定めた各種支援事業の進捗状況については次のとおりです。
平成 28年３月４日現在

一関市地域協働推進計画掲載内容 

進捗状況 備考 
№ 事業項目 内容 

実施年度 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

事業１ 地域の合意形成を図る事

業に対する支援 

・ 地域協働体の設立に向け、地域の合意形成を

図るため行う会議、啓発その他の準備費用に対

する支援 

・ 限度額：１地区５万円（２箇年までとし、総

額５万円、単年度精算、前金払い可） 

・ 補助率：100％ 

・ 地域協働体支援事業

補助金で支援（Ｈ26年
度～）

・ 制度内容は、左欄の

内容に同じ。

・ 申請 21件（26年度
15件、27年度６件）

事業２ 「地域づくり計画」策定

支援 

・ 地域協働体の要請に応じて、専門知識の提供の

ため、企画、総務、福祉、建設など必要な部門の

市職員を派遣 

・ 地域協働体の要請に

応じて派遣。

地 域 づ く

り計画策定

済 13地区

事業３ 「地域協働体と行政との

意見交換の場」の設置 

・ 移動市長室等の機会を活用し、地域と市長が

地域の将来像を共有するための意見交換会の開

催  

・ 地域づくり計画等に掲げる地域からの提案に

ついて調整、協議 

・ 市総合計画や各種施策に対する意見聴取 

・ 移動市長室を活用

し、地域協働体と市長

との意見交換を実施

・ 地域からの提案に対

し全市的な調整、協議

の場は現在検討中。

事業４ 地域協働体支援事業費補

助金 

・ 地域づくり計画を策定するまでの間の活動に

係る支援 

・ 研修会、講演会、アンケート調査、会議等に

要する経費 

・ 地域づくり計画書、パンフレットの印刷等に

要する経費 

・ 限度額：１地域協働体 単年度20万円 

・ 補助率：２/３  

・ 制度内容は、左欄の

内容に同じ。

・ 申請 30件（Ｈ24年
度２件、Ｈ25 年度４
件、Ｈ26年度９件、Ｈ
27年度 15件）

事業５ 地域づくり計画に基づく

事業に対する地域交付金

（仮称 地域ゆめづくり

交付金） 

・ 地域協働体が、地域課題の解決や地域の特性

を活かした地域づくり活動を自主的に取り組む

ために要する経費について、「いちのせき元気な

地域づくり事業」と「地域おこし事業」の予算

枠を活用した新たな交付金制度「（仮称）地域ゆ

・ Ｈ27年度に「地域協
働体活動費補助金」

（通称：ひと・まち応

援金）を創設し、地域

づくり計画に基づい

 補助対象

は、市に登録

届を提出し、

地域づくり

計画策定済

 実 施 
交付対象は当面、27 年度までに発足した地域協

働体設立準備会とします。

地域協働体の要請に応じ

て、市職員を派遣 

計画策定状

況 に 応 じ

て、運用 

先行して設立された地域協働体から実施 

地域協働体支援事業費補

助金 

当面は 27

年度まで

交付金制度

の具体的な

制度設計 

先行して設立された地域協働体から実施 

 地域協働体の設立状況に応じて、交付（ハード事業以外） 



めづくり交付金」の創設を検討し、平成27年度

から支援 

・ 既存の地域協働体の構成員となる自治会、公

衆衛生組合、自主防災組合等の補助金につい

て、各種団体等と協議のうえ、地域交付金と統

合、一括化を検討（各補助金の限度額に捉われ

ず、地域の裁量により、柔軟に使途を決める仕

組み） 

・ ハード事業は、行政が実施する事業と仕分けの

方法や地域協働体のニーズの把握が必要なため、計

画期間に制度化する方向で検討 

て実施する事業分と、

地域協働体が雇用す

る事務局職員の人件

費分を支援。補助率は

10分の 10。
・ Ｈ27 年度申請団体
は 13団体。
・ Ｈ28年度の財源は、
「元気な地域づくり

事業」と「地域おこし

事業」予算より一部組

替え。

の地域協働

体

事業６ 地域協働体が雇用する職

員（事務局員）に対する

支援 

・地域協働体における各種事業や事務処理の円滑

化を図るため、地域協働体で雇用する職員（事

務局員）の設置に要する経費を支援 

・現在、市職員が事務局となっている場合は、地

域主体の考え方から、事務局は地域が担うもの

とし、行政はアドバイス等の支援を行うものと

します。 

・原則、１年目は市非常勤特別職として、事務局

に必要な知識、技術等の育成を図ったうえで、

２年目以降から地域協働体が直接雇用する。 

 （地域協働体が希望する場合は、初年度から直

接雇用することも可能） 

・市非常勤特別職の場合（１年目） 

  ・配置人数等：地域協働体あたり１名とし、

公民館に配置 

  ・雇用条件：週29時間以内の年間雇用 

  ・業務内容：地域協働の意識醸成に係る啓

発、地域協働体の活動支援、その他公民館

が行う事業の補助事務等        

・地域協働体で雇用する場合（２年目以降） 

  ・勤務条件等は、地域協働体で定めるもので

すが、市非常勤特別職の年間雇用相当分の

費用を支援 

  ・業務内容：庶務（経理、資料作成、広報

等）、事業推進に係る事務を想定 

・ 地域協働体からの推

薦に基づき、１年間を

限度に、市の非常勤職

員として地域協働体

の地区の市民センタ

ーに配置。２年目以降

は、地域協働体が雇用

し、その人件費分は

「ひと・まち応援金」

で支援。

・ 現在、地域協働推進

員（市非常勤職員）17
人を配置し、地域雇用

４人分はひと・まち応

援金で支援。

 各種補助金との統合、一括化の検討 

 ハード事業に係る交付金制度の検討 

先行して設

立された地

域 協 働 体

（※）の地

区に配置。

または現行

の推進員制

度の継続の

いずれかを

選択 

 地域協働体の設立状況に応じて、雇用に対する支援 

 地域交付金等との一括交付金化を検討 



・一関市地域協働推進員設置要綱（平成25年一関

市告示第28号）に基づく地域協働推進員制度

（地域における協働のまちづくりを自主的に行

う推進員に対し、報償費を支援する制度。以下

「現行の推進員制度」という。）を本事業に移

行。ただし、地域協働体が現行の推進員制度を

選択することも可能（平成26年度までの期間に

限り、いずれかを選択 

・事業５「地域交付金」制度、事業11「市民セン

ターの地域管理」と併せ、事務局費財源の 

 一括交付金化等を検討、柔軟な財源運用の仕組み

を再構築 

事業７ 研修の機会や地域活動の

情報提供等 

・ 地域協働体の職員に対して、地域協働体の運

営等に係る研修の機会を提供 

・ 地域の人材育成に係る学習機会の提供とし

て、これまで行政が実施してきた講座等の実施

と併せ、地域協働体と連携しながら各種研修会

等を実施 

・ 地域活動に関する情報提供、相談等の業務の実

施、市民活動センター事業の充実 

・ 市や県、いちのせき

市民活動センターが

行う各種研修会、講

座、講演会等の受講の

機会を提供。

事業８ 「地域担当職員」の配置

の検討 

・ 地域協働体ごとに、地域協働体と行政とのパ

イプ役としての機能をさせる市職員を配置 

・ 担当職員は、行政情報の提供、国県等補助制度

の活用その他活動に対するアドバイスなどの役

割を想定 

・ Ｈ27 年度より本庁
まちづくり推進課、支

所地域振興課に地域

担当職員を配置。

 地域協働

推進計画で

の配置年度

を前倒しし

て配置

事業９ 「市民活動補償保険制

度」の検討 

・ 地域協働体や市民活動団体等が行う社会貢献

活動に参加する市民のけが、入院等に係る費用を

保険により補償する制度を検討  

・ Ｈ28年度より検討

事業 10 公民館の市民センターへ

の移行 

・ 公民館を市民センターに移行することについ

て、調査研究、検討 

・ 地域協働体や市民等とともに導入を検討 

・ 導入にあたっては、条例改正等必要な手続きを

実施 

・ Ｈ27 年度に市民セ
ンターがスタート（全

施設）

 地域協働

推進計画で

は、Ｈ27年度
かＨ28 年度
に一斉に市

民センター

移行として

いたもの

 実 施  （地域協働体の設立状況に応じ、実施、充実） 

研究、検討、制度設計 
地域協働体の活動状況に応

じて、配置 

調査研究 地域協働体の活動状況等に応じて、導入の検討 

調査研究、導

入の検討

公民館 市民センター



事業 11 市民センターの地域管理 ・市民センターを地域が管理することについて諸

課題や公民館事業と社会教育のあり方を整理し、

地域との合意を踏まえて、段階的な導入を検討 

・ Ｈ28 年度から藤沢
市民センターが指定

管理者制度を開始。

・ 希望する地域協働体

と市との協議により

指定管理を検討。

事業 12 「（仮称）地域協働体連

絡会議」の設置 

・ 会議は、各地域協働体の代表者等で構成する

ものとし、市域全体を単位とする連合会及び一

定の広がりや人口を単位とする複数の連合会の

設置を検討 

・ 各地区の取組み状況に関する情報交換や全市

的な地域協働の進め方などについて意見交換 

・ 地域協働体連絡会議

の開催について、各地

域協働体に対して意

向調査を実施（Ｈ

28.2.29）

28団体中、
開催した方

がよい 17 団
体、開催しな

くてよい 11
団体

事業 13 協働のまちづくりの推

進に関する条例の検討 

・ 検討組織の設置を検討 

・ 市民参画によるワークショップ等を通じて、意

見交換 

・ 地域協働推進計画に

よりＨ28 年度より検
討開始

事業 14 行政各部門及び市職員に

おける協働の意識高揚 

・ 協働事例研修会の実施 

・ 協働事業実践発表会の実施 

・ アクションプラン及び一関市協働推進職員行

動指針の周知 

・ 随時実施

諸課題の整

理、公民館

事業と社会

教育事業の

あり方の検

討など 

協定等必要

な手続き 
地域の実情に応じて、可能な地域から順次、

段階的、年次計画的に地域管理に移行 

  地域協働体の設立状況に応じて、設置 

市民意識の高揚の段階に応じて、検討開始 

随  時  実  施 


