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ワークショップ開催要項案 

１ 趣旨・目的 

 市民参加のワークショップを開催し、基本構想素案を作成する。 
２ テーマ 

 ワークショップでは、一関市総合計画基本構想の「将来像」と「基本的な考え方」の

部分について素案を作成する。 
３ 方法 

 ３会場で各２回開催する。 
４ 対応 

  一関市総合計画審議会委員からファシリテーターとして 10 名程度 

  いちのせき市民活動センターからファシリテーターとして８名程度 
   市企画調整課職員から書記等で７名程度 
   一関青年団体交流連絡協議会（一関青年会議所、一関商工会議所青年部、市、 

ＪＡいわて平泉青年部）からファシリテーターとして 10～15 名程度 

５ 参加者 

 詳細は別紙のとおり 
６ 実施内容 

  パブリックコメント及び６～７月に実施するアンケート結果を参考とした上で、

ワークショップを実施する。 
  ワークショップで検討した基本構想素案を総合計画審議会において審議し、その

結果をワークショップ参加者に報告し、意見をいただく。（時期：10 月頃） 
   現審議会委員でワークショップを実施する。（現委員の任期 H26.8.23） 
   高校生は一日目のみの参加とする。 
７ 日時・開催場所 

   一関会場（一関、花泉）：一関文化センター（展示室、研修室） 
   大東会場（大東、東山）：室逢ホール  
   千厩会場（千厩、室根、川崎、藤沢）：千厩農村環境改善センター  

 一関会場 大東・千厩会場 
１日目 ８月９日（土） 

13：00～17：00 

８月 10 日（日） 

13：00～17：00 

２日目 ８月 11 日（月） 

19：00～21：00 

８月 12 日（火） 

19：00～21：00 

８ 公募方法 

 広報いちのせきに掲載するほか、市ホームページに掲載する。 
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５　参加者について

 　団体等推薦 （人数）

団体・会場名 備考 人数
【一関】
一関8
花泉7

【大東】
大東6
東山3

【千厩】
千厩4
室根1
川崎1
藤沢1

【全体】
最少

【全体】
最大

地域協働体が設置されてい
る地域
→地域協働体に推薦依頼

公民館単位想定 ５～10 75 45 44 155 310

地域協働体が設置されてい
ない地域
→公民館に推薦依頼

公民館単位
（市内31公民館）

３～８ - - - ― ―

商工会議所（会員） ２～３ 2 2 2 6 9

ＪＡいわて平泉 ２～３ 2 2 2 6 9

市ＰＴＡ連合会 ２～３ 2 2 2 6 9

市社会福祉協議会 ２～３ 2 2 2 6 9

市体育協会 ２～３ 2 2 2 6 9

いわいの里ガイドの会 一関会場 1～２ 1 0 0 1 2

一関会場
一関一、一関二、工
業、高専、修紅、学
院、花泉

各校２ 14 0 0 14 14

大東会場 大東高 ５～６ 0 5 0 5 6

千厩会場 千厩高 ５～６ 0 0 5 5 6

17 - - - 0 17

計 100 60 59 210 400

 　公募

 　スタッフ

役割 最大 一関 大東 千厩

ファシリテーター 10 10 5 5

ファシリテーター 8 8 4 4

ファシリテーター 15 15 7 8

書記 7 7 3 4

35 40 19 21各会場　計

審議会委員

いちのせき市民活動センター

市企画調整課

各会場２～３名
（一関・大東・千厩）

全会場（想定）

一関青年団体交流連絡協議会

※地域に公民館が１つのところは８名として試算したもの。
※地域協働体又は公民館からは年齢バランスを考慮し推薦していただく。

推薦１

推薦２

高校生

公募
・人数制限なし
・広報、市ホームページで周知

総合計画審議会委員（任意参加）
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№ 氏名 年齢 地域 選考区分 備考

1 会長 畠中　良之 58 一関 部推薦 自営業

2 副会長 永澤　由利 59 千厩 支所推薦 千厩町まちづくり団体連合会

3 委員 阿部　新一 63 一関 部推薦 一関商工会議所　専務理事

4 委員 阿部　美代子 63 一関 部推薦
前　男女共同参画プラン策定懇
話会会長

5 委員 岩渕　三枝子 59 東山 スタッフバンク登録者まちづくりスタッフバンク

6 委員 及川　忠 54 藤沢 公募 公募

7 委員 大澤　弘毅 77 一関 部推薦
社会福祉法人
一関市社会福祉協議会長

8 委員 小野　松男 69 東山 支所推薦 農業

9 委員 小山　麗子 63 千厩 部推薦
岩手県農業農村指導士
(農)おくたま農産理事「食の匠」

10 委員 木村　静恵　 42 一関 スタッフバンク登録者まちづくりスタッフバンク

11 委員 金野　久美 51 一関 スタッフバンク登録者まちづくりスタッフバンク

12 委員 小岩　邦弘 51 一関 部推薦 土地家屋調査士

13 委員 小森　洋子 68 一関 部推薦
一関地区交通安全母の会連合
会

16 委員 佐藤　芳郎 59 花泉 公募 公募

17 委員 菅原　五三男 60 大東 支所推薦 大東町自治会等連絡協議会

18 委員 菅原　勇 66 一関 部推薦
元　一関市水道工事業協同組
合 事務局長

19 委員 千田　博 65 藤沢 支所推薦 藤沢町自治会協議会

15 委員 千葉　和行 59 一関 部推薦
一関市校長会　会長
（一関小学校校長）

20 委員 千葉　久美 39 大東 スタッフバンク登録者まちづくりスタッフバンク

14 委員 千葉　敏恵 49 川崎 支所推薦
川崎児童クラブ事務局長
主任児童委員

21 委員 千葉　博 66 花泉 部推薦
NPO法人　防災サポートいちの
せき

22 委員 千葉　政吉 71 花泉 支所推薦 自営業

23 委員 千葉　真美子 49 花泉 スタッフバンク登録者まちづくりスタッフバンク

24 委員 槻山　チエ 66 一関 公募 公募

25 委員 沼倉　恵子 57 一関 スタッフバンク登録者まちづくりスタッフバンク

26 委員 松岡　千賀子 36 一関 スタッフバンク登録者まちづくりスタッフバンク

27 委員 三浦　幹夫 67 室根 支所推薦 室根まちづくり協議会

※№に○印はワークショップでファシリテーターをお願いする方。10名

一関市総合計画審議会委員　名簿（H25年５月９日現在） 　　　　　　　
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