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プランの役割等と目指すまちの姿

プランの役割

プランの位置づけ

プランで目指すまちの姿

第1節

1

第2節

第3節

　一関市協働推進アクションプラン（以下「プラン」という。）は、市民一人ひとりが生き生き
と輝き、一丸となって活力と魅力ある「協働」のまちづくりを進めるための、基本的な方向
と取り組みの仕方を示すものです。

　このプランは、一関市総合計画（以下「総合計画」という。）を上位計画とし、基本計画
で定める「市民と行政との協働によるまちづくりの推進」の実行計画とするものです。

　このプランで目指すまちの姿は、総合計画に示されている将来像「人と人、地域と地域
が結び合い　未来輝く　いちのせき」を実現するため、市民と行政とが相互に協力連携
し、未来に向かって発展していくよう、次の3点とします。

市民一人ひとりがお互いを尊重し、主体的に活動できる住みよいまち
（個人の尊重と主体的活動）

地域に住む人たちの絆を深め、みんなが幸せを感じられるまち
（結い、連携、コミュニティ）

地域の文化や歴史を踏まえ、地域の良さを活かしたまち（地域らしさ）

第 章

1

2

3
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協働の考え方

協働とは

協働の必要性（今なぜ協働が必要なのか）

社会的な背景

第1節

第2節

1

2

対等の立場で相互の役割と責任を果たすこと。

地域課題を解決するため、継続して話し合うこと。

地域の良さを尊重し、地域コミュニティを重視したまちづくりを推進すること。

また、一関市では、協働のスタイルとなる行動基準を次の3点とします。

「市民の自治意識の高まり」
　自治に対する市民一人ひとりの意識が高まり、参画体制づくりが求められて
います。
「分権社会の進展」
　個性豊かな地域社会を目指すため、市民ニーズに基づき自ら考え、総合的
に施策を展開していくことが求められています。
「住民自治の充実」
　市民一人ひとりが情報を共有し、住民主体の住みよい地域を形成するた
め、地域における自己決定と自己責任の原則に基づくまちづくりが求められ
ています。

　協働とは、「協働の主体である市民組織、企業、行政がお互いの立場を尊重し、
公共的、公益的な活動を継続的な話し合いと合意により、協力して行動すること」
をいいます。

第 章

1

1

2

3

2

3

市民組織…自治会、各種団体、市民活動団体、まちづくり団体、ボランティア
団体など

解説
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一関市では、協働の原則を、次の5点とします。

取り組みの必要性2
　市民は、「ここ一関市に住み、ふれあい豊かで幸せな生活を送るため、身近な地域

（自治会等：小さな地域コミュニティ）を大切にしていこう」という意識を高め、市民と行
政とがお互いの信頼関係を構築し、連携して共通の課題に取り組んでいく必要があり
ます。

自主、自立、対等の原則
　自主性を尊重し、自立してそれぞれの持てる力を発揮し合うこと。
　また、対等な横の関係にあって、お互いを補完し合い、おのおのの独自性や
専門性を高めていくこと。
相互理解、目的共有の原則
　お互いの立場や特性を十分に理解し、協働の目的や役割、活動に必要な情
報を共有し、お互いの信頼関係を築いていくこと。
公正、公平、公開の原則
　選定や活動に対する評価において、公正、公平な判断を行い、協働の取り組
みが誰からも理解が得られるように、積極的に情報を公開し、説明責任を果た
していくこと。
評価・検証の原則
　行政が負担する予算、事業規模等が、当初企図したとおり完結したかどうか
など、協働して取り組んだ事業の評価・検証を行うこと。
話し合いの継続の原則
　上記の四つの原則を踏まえ、話し合いを継続していくこと。

市民…個人とし、地域コミュニティ（例：自治会など）、市民活動団体、企業、行
政など一関市の公益的活動に主体的に関わるすべての人のことをいいます。
市民ニーズ…市民が、日常生活を送るうえで必要とするものやサービスのことを
いいます。
参画…計画の企画・立案、実施に加わることをいいます。

解説

協働の原則第3節

1

2

3

4

5
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協働のイメージ図1

咲かせよう協働の花
市民一人ひとりが
お互いを尊重し、
主体的に活動できる
住みよいまち

地域に住む人たちの
絆を深め、みんなが
幸せを感じられるまち

地域の文化や歴史を
踏まえ、地域の良さ
を活かしたまち

プランで
目指す
まちの姿

自主、自立、
対等の原則

相互理解、
目的共有の原則

話し合いの
継続の原則

評価・検証の原則
公正、公平、
公開の原則

協働の原則

第 2 章　協働の考え方
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社会の変化や市民のニーズに合わせて考えていくこと。

役割分担と責任の範囲について考えていくこと。

協働する相手の現状を認識して合意していくこと。

協働の領域第4節

自助…自分の責任で、自分自身が行うこと。
共助…自分だけでは解決や行うことが困難なことについて、周囲や地域が協力
して行うこと。
互助…特定の目的を達成するため、互いに助け合うこと。今日、福祉や災害復興
などに関し、新しい互助の形が注目されている。
公助…個人や周囲、地域あるいは民間の力では解決できないことについて、公共
（公的機関）が行うこと。

解説

協働のイメージ図2

協働＝公共・公益性
市民組織、企業と行政が協力
して行う大きさを表す。

自　助 共助（互助）　 公　助

市 民の責 任と
主体性によって
独自に行う領域

市民が市民組織、
企業の協力によっ
て行う領域

市民組織、企業と
行政がそれぞれの
主体性のもとに協力
して行う領域

市民組織、企業の
協力を得ながら行
政の主体性のもと
に行う領域

行 政の責 任と
主体性によって
独自に行う領域

市民
（個人・家庭）

地域
（市民組織・企業）

行政
（市・県・国）

協働で取り組むことがふさわしい活動の領域の考え方は、次の3点とします。

1

2

3
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1 個　人
ア　市民ニーズに合った、きめ細やかで多様な公共サービスの提供を受ける

ことができます。
イ　自治会活動、市民活動などに参画する機会が増え、自己啓発につながり

ます。
ウ　自治の基本ともいえる自己決定・自己責任を基調とする、市民が主体と

なったまちづくりが推進されます。

自治会等
ア　目的を実現するための地域活動が積極的になり、地域コミュニティの活

性化につながります。
イ　地域活動の機会が広がり、より多くの市民によるまちづくりが可能となり

ます。
ウ　組織のレベルアップを図ることも可能になります。

市民活動団体
ア　活動の広がりにより、市民に認知され信頼が増します。
イ　行政との相互理解が図られ、改善提案ができます。

企　業
ア　地域の一員として、社会的信頼が高まります。
イ　専門性を活かした人的、技術的な社会貢献が可能となります。

行　政
ア　市民ニーズの把握と施策決定の透明性が確保されます。
イ　市民と共通した認識で施策を実行することができます。
ウ　事務事業の見直しにより、新たな市民ニーズに対応が可能となります。

協働による効果第5節

第 2 章　協働の考え方

2

3

4

5
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協働のための人づくり第1節

協働のアクション3第 章

市民意識の啓発1
現状・課題
　少子化、高齢化が進む中で、地域の課題は多様となってきており、協働のまちづくり
を推進するため懇談会などを開催していますが、なお一層の市民意識の啓発が必要
となっていますので、情報提供の工夫が必要です。
行動方針

地域の課題を地域全体で共有できるような、協働のまちづくりに関する総合的
な情報提供を行います。
市民一人ひとりの自発的な関わりを促進します。

「自分は、まちづくりの担い手である」という意識を高めます。

アクション
1‐（1）　啓発

項　目 内　　容 主　体

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。
行政
市民組織
企業

協働リーフレット等
の配布

●「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。
●市民、自治会等へ協働活動事例集を配布します。
●事業看板に「協働の取り組み」であることを表示します。

行政
市民組織

広報紙等の活用
●広報「いちのせき」で協働の取り組みなどを特集します。
●公民館報等を活用し、協働事業などをPRします。 行政

ホームページなど
の活用

●市ホームページに、協働のページを設けます。
●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。

●パソコンのメール機能を利用し、協働をPRします。

行政
市民組織
企業

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。 行政

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。

行政
市民組織

1

2

3
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現状・課題
　協働の主役となる人材の育成機会は、公民館などの講座や自主的な研修会などと
なっていますが、より多くの機会が求められています。
行動方針

市民組織の中心的な役割を担う人材を、あらゆる機会を活用し育成します。

市民の誰もが学習できるような機会を確保し、提供します。

市民組織のリーダー向けの手引書を配布します。

アクション

1

2

3

地域の人材育成2

1‐（2）　人材育成
項　目 内　　容 主　体

リーダー、サブリーダー等
の養成

●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。

●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。

●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。

●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。

●市民組織では、次のリーダーとなる人材を育てます。

市民組織
行政

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。

市民組織
行政

マネージメント…経営や管理すること。
ワークショップ…参加した一人ひとりが、自分から意見を述べ合い、課題やテー
マについて参加者が合意形成して解決策を見つける会議方法。

解説
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市職員の意識高揚3
現状・課題
　「協働のまちづくりは、市民と行政との協力・連携の上に成り立つ」という市職員へ
の意識づけについては、研修会などを開催していますが、今後とも、継続的な意識高
揚の取り組みが必要です。
行動方針

協働のまちづくりに関する共通理解を図ります。

一市民としてもまちづくりに参画します。

コミュニケーション力とコーディネート力を向上させるため、職員研修に取り組み
ます。

アクション
1‐（3）　行動促進、人材育成

項　目 内　　容 主　体

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。 行政

研修会等の開催

●協働のまちづくり研修会を開催します。
●「協働のまちづくり」についての派遣研修、伝講を行います。
●協働での取り組み事業発表会を開催します。
●コミュニケーション能力を養う研修を行います。

行政

1

2

3
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現状・課題
　市内には様 な々公共的・公益的な活動をしている組織がありますが、協働を意識し
た組織づくりは、一部のNPO、自治会などに限られており、今後は、すべての組織が協
働の主体として、組織及び活動の充実が求められています。
行動方針

協働の主体としての、組織の充実を進めます。

他地域や他主体との交流連携を進めます。

アクション

1

2

協働のための環境づくり第2節

協働の主体の充実1

2‐（1）　組織等の充実
項　目 内　　容 主　体

組織体制の充実
●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。

●男女共同参画に配慮します。
市民組織

他地域等との
交流連携

●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。
●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。

市民組織

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。 市民組織

企業の地域、
市民活動への
参加等

●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。

●ボランティア休暇の導入に努めます。
●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。

企業

市民ニーズの
把握と施策への
反映

●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。

●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。

行政

第 3 章　協働のアクション
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協働を進めるための場づくり2
現状・課題
　自治会等の集会施設が老朽化し、活動に支障をきたしているところがあるほか、市
民の交流拠点となる施設等が充足していない地域もあります。
　また、地域での人のつながりや交流が薄くなってきていて、市民やグループ・団体などの
相互理解も不足していることから、市民活動団体等の交流の機会づくりが必要です。
行動方針

自治会等の集会施設整備に努めます。

公の施設などの集会施設の整備充実に努めます。

市民やグループ・団体が学習研究の成果や情報を自ら発信し、グループ外の
人の意見に耳を傾け、事業連携や社会貢献の契機とするため、活動成果を広
く市民に発表するなど、意見交換していく機会づくりを進めます。

アクション
2‐（2）　施設・機会

項　目 内　　容 主　体

活 動 拠 点の整
備充実

●自治会の活動の拠点となる集会施設を整備充実します。
●市民活動に利用する市の施設を整備充実します。
●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。

●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。

市民組織
行政

市民活動
センター等の
整備充実

●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。

●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。

市民組織
行政

協働の
まちづくり教室
等の開催

●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。

●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。

市民組織
行政

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。

市民組織
行政

市民活動センター…地域コミュニティ及び市民活動の活性化を図るため、
市民活動の支援、情報の発信や参加の機会の提供などを行う。

解説

1

2

3
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現状・課題
　「行政情報がわかりにくい」、「市民が意見を話す機会がない」などの声があり、広く
市民の声を聴き施策に反映する仕組みが必要です。
　また、市民同士でも意見交換の機会や仕組みが必要になっています。
行動方針

行政情報は、可能な限りわかりやすく、各種媒体を活用して提供に努めます。

市民の意見や提言は、施策等への反映に努めます。

市民と行政は、意見交換の機会確保に努めます。

市民同士での情報提供・意見交換に努めます。

アクション

1

2

3

4

協働のための仕組みづくり第3節

情報の共有と意見の反映1

3‐（1）　情報の共有と意見反映
項　目 内　　容 主　体

行政情報の提供
●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。
●報道機関への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。

行政

Eメール等による
意見集約

●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。
●モニター制度などで意見等の集約を行います。 行政

ワークショップ
等の開催と
メンバー公募

●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。

●ワークショップは、公募などのメンバーで構成します。
行政

各種審議会委員
の公募等

●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。 行政

パブリック
コメントの実施

●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。 行政

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。 行政

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。

市民組織
行政

市民組織による
地域課題の集約、
要望の取りまとめ

●組織的に地域課題を集約し、解決策を考えます。
●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。

市民組織

第 3 章　協働のアクション



　 16 　

現状・課題
　市民組織に対する行政等の支援は、補助金が中心となっていますが、人的支援なども
必要となっています。
行動方針

市民組織が行う公共的、公益的活動について、行政等はお金、人、物の支援
を行います。

アクション

1

行政等の支援策2

ファシリテーター…ワークショップなどにおいて、議論に対して中立な立場を保
ちながら話し合いに介入し、議論をスムーズに調整しながら合意形成や相互理
解に向けて深い議論がなされるよう調整する役割を負った人。
サポーター…支持者、協力者。

解説

3‐（2）‐1　お金の支援
項　目 内　　容 主　体

補助金等

●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。

●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。

●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。

●各種財団のまちづくり助成金情報を提供します。

行政

3‐（2）‐2　人の支援

市職員の派遣等

●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。

●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。

●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。

行政

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。 市民組織

3‐（2）‐3　物の支援

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。 行政

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。 行政

㊟　貸し出し可能な公用車は、軽トラックなどで一定の要件を付して行います。
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現状・課題
　市民活動を支援する組織として、市民活動センターなどがありますが、協働のまちづくり
を円滑に進めるため、市民組織と行政の間に立ち、中間支援を行う必要があります。
行動方針

市民活動センター、社会福祉協議会などを中間支援組織として位置づけ、組
織相互の連携促進と市民組織の活動を支援します。

アクション

1

市民活動センター等の中間支援3

中間支援…行政と地域の間に立って、様々な活動を支援すること。中間支援組
織の形態としては、NPO（非営利団体）、TMO（商業地の活性化（タウンマネー
ジメント）を行う機関：商工会議所、商工会、第三セクター、まちづくり会社）
などがある。

解説

3‐（3）　中間支援
項　目 内　　容 主　体

市民活動センター等
による支援

●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。

●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。

●自治会やボランティア団体などに対し、福祉活動や自主防災
活動などの中間支援を行います。

市民組織
企業

第 3 章　協働のアクション
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事業形態の選択活用4
現状・課題
　共催、後援、実行委員会、委託、補助、協定、政策提言などが、協働の形態としてと
らえられていますが、協働の趣旨が十分に生かされていません。
行動方針

事業形態の選択にあたっては、相乗効果が最も見込まれるものを選択して、そ
の機能が十分生かされるよう努めます。

アクション

アドプト制度…「アドプト」は「養子にする」という意味の英語。地域住民や市民
団体、企業が自分の住んでいる地域の道路や公園などの「里親」となって、「養
子」である道路や公園の清掃、ごみ処理や樹木の手入れなどを行うボランティ
ア活動。

解説

3‐（4）　事業形態の活用
項　目 内　　容 主　体

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。

行政
市民組織
企業

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。

実行委員会
●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。

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。

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。

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。

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。

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。

1
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現状・課題
　少子・高齢化と人口減少や住民意識の多様化などにより、基礎的コミュニティの弱
体化が生じており、地域協働によるコミュニティ機能の再生充実と地域力の強化が求
められています。
　これまで、市民の学習支援などを行ってきた公民館は、地域づくりの拠点としての役
割を担うことが求められています。
行動方針

市の区域よりも狭い範囲での地域協働の仕組みづくりを促進し、地域の活性
化を図ります。
公民館は、協働のまちづくりの拠点として位置づけていきます。

アクション

1

2

地域協働の仕組みづくり5

3‐（5）　地域協働
項　目 内　　容 主　体

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。

行政
市民組織

自治会等の組織づくり

●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。

●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。

市民組織
行政

地域協働体の組織づくり

●市内30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。

※次のページのイメージ図参照。

市民組織
企業
行政

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。

●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。

行政
市民組織

第 3 章　協働のアクション
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●地域協働体の役割
①行政機能や基礎的コミュニティ機能の支援・補完
②多様な住民参画を通じたコミュニティ機能の再生・創出
③民主的（公平性、透明性等）な地域意見の調整や集約
④コミュニティ活動を通じた地域の人材育成、確保
⑤新たなまちづくりや活性化の実現

　 ※地域協働体の組織づくりにより、これまでの行政と個々の組織との協働関係がなくなるわけではない。

地域協働のイメージ図

一関市の地域協働体の組織づくりと行政との協働のイメージ
（地域の範囲は、市内30の公民館の管轄区域を基本とする）

※上記の構成団体は、あくまで例示であり、実際の組織化にあたっては、地域の実情によります。

協 働

○○
自治会

消防団

学校

幼稚園
保育所

□□民区
（＝自治会）

ＮＰＯ

子供会
育成会

経済団体

△△
自治会

老人
クラブ

ＰＴＡ

体育団体
文化団体

集落公民館
組織

ボランティア
組織

福祉
委員会

その他 
団体

商店街
組合

農家組合

民間事業者
（企業）

個人として
参加する人

地域協働体

行
　
　
政
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協働の取り組みの推進方策
第 章

一関市協働推進会議の設置

推進方策として今後検討する事項

取り組み項目の実施年次指標

第1節

第2節

第3節

　一関市の協働推進について、全市的な情報共有、意見交換等を行う中核組織として、一
関市協働推進会議を市長が設置します。
●会議の大要
　委員の構成　　市長が指名する職員、市民組織の代表者など20名以内
　役　　　割　　①協働のアクションの推進状況の評価・検証
　　　　　　　　②協働で取り組んだ事業の評価・検証、情報共有、意見交換等
　　　　　　　　③協働推進の全市的課題についての情報共有、意見交換等
　　　　　　　　④プランの見直しが必要な場合の意見の取りまとめ

項　　目 内　　容

コミュニティFM局の開局
●地域の市民活動の情報提供に有効といわれるコミュニ
ティFMの開局を検討します。

協働推進基金の造成
●市民組織や企業が協働事業に取り組む際の資金融資
等を目的とする協働推進基金の造成を検討します。

協働のまちづくり条例の制定
●協働のまちづくりを推進するため協働のまちづくり条例
の制定を検討します。

　年次指標は、協働のアクションに基づき、別に定めることとし、毎年度、向こう3か年度分につ
いてローリング方式により進行管理を行います。

4
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協働の評価・検証、見直し

評価・検証の必要性

行政による評価・検証

プランの見直し

第1節

5

第2節

第3節

　協働は、時間をかけた経験の積み上げが必要です。また、協働の評価・検証も大切です。
　協働の主体は、共通の評価項目について各 自々己評価を行い、その結果を共有することで
協働の課題を発見し、これを整理することで協働の改善に結び付けます。

　行政は、協働で取り組んだ事業について、参加者を対象としたアンケート調査や意
見募集等を行い、第三者視点による評価に努めるとともに、市協働推進会議で以下
の視点から客観的な評価・検証を行います。
　①想定した事業の目標や成果が達成されたか
　②費用に見合った成果が達成されたか
　③継続した話し合いがなされたか

　行政は、想定した目標や成果が達成できなかった場合は、その原因と改善策を検
討し、目標や成果が達成できた場合でもさらに効果を高めるための方策等を以下の
点から検討していきます。
　①市民の特性がより良く発揮されているか
　②市民組織の創意工夫がより良く発揮されているか
　③行財政改革の効果が表れているか

　行政は、協働で取り組んだ事業の評価・検証の結果について、市民に公表します。

　このプランは、市協働推進会議の意見を踏まえて、必要に応じて見直します。

第 章

客観的評価・検証1

2

3

改善策の検討

評価・検証結果の公表



一関市協働推進
アクションプラン

平成22年12月

～わっしょい　みんなでかつごう　いちのせき～

一  関  市

一関市協働推進
アクションプラン

一関市協働推進アクションプラン
～わっしょい　みんなでかつごう　いちのせき～

〒021-8501　岩手県一関市竹山町7-2
TEL 0191-21-2111（代）
FAX 0191-21-2164
E-mail　kyodo@city.ichinoseki.iwate.jp
編集　一関市企画振興部協働推進課

一関市


