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1 南沢地区元気倍増プロジェクト 継続 ○ ● 602 596 5月～12月 南沢地区 28世帯 花壇づくり、不法投棄物回収、EM石鹸づくり　等 自治会会議等10回

― ボランティアが元気なまち　いちのせき事業 継続 ○ ● 662 0 実績なし 震災の影響のため

2 いちのせき地産地消と逸品推進事業 継続 ○ ● 1,000 567 11月～3月 一関地域・個店 30店舗 おすすめの逸品マップ作成、配布 チーム員会議4回、延べ市民4人、市職員13人

3 光の景観まちづくり事業 継続 ○ ● 1,000 958 11月4日～11月13日 釣山公園内 点灯式約100人 釣山公園清掃、ライトアップ 検討会議３回、延べ市民18人、市職員10人

4 Ⅰ can 継続 ○ ● 1,000 482 12月～2月 文化伝承館、一関公民館ほか 178人 絵本ライブ講座、カフェ講座、ﾌｧﾐﾘｰｸｯｷﾝｸﾞ チーム員会議4回、延べ市民20人、市職員24人

5 いちのせきＳ級グルメまつり 新規 ● 900 52 ｲﾍﾞﾝﾄ開催見合わせ 開催方法検討、他事例の情報収集 会議５回、延べ市民15人、市職員16人 原発事故等の影響のため

― 一関ブランド推進事業 新規 ● 1,000 0 開催見合わせ 原発事故等の影響のため

6 満開の花と笑顔でおもてなし～インターハイ、国体にむけた一関の大策選～ 新規 ● 2,033 1,008 7月8日～8月14日 一関駅東口～ユードームまでの市道 6,230人 プランター植込み花設置、幟作成　等 打合せ２回、6自治会

― ハード事業 新規 2,251 0 実績なし 実施希望なし

7 一関ご当地キャラクターぬいぐるみ制作事業 新規 ● 0 300 1月～3月 一関地域内 55人 一関市ＰＲのためのご当地ｷｬﾗｸﾀｰぬいぐるみ制作 打合せ会議5回、延べ55人 追加実施事業

計 10,448 3,963

8 花と泉の元気なまちづくり事業～花ひらくまちづくり推進事業～ 継続 ○ ● 589 2,820 6月～3月 花泉駅前ほか 43人 花泉駅前ひまわり植樹、花と泉の公園へ樹木移植　等 事業部会1回、市民4人、市職員3人

9 花と泉の元気なまちづくり事業～マコモ加工販売促進事業～ 継続 ○ ● 651 358 9月～11月 油島地区ほか 48人 幟作成、料理教室、新商品開発、成分分析 打合せ会議1回、市民7人、市職員4人

10 花と泉の元気なまちづくり事業～第2回花泉元気市開催事業～ 継続 ○ ● 3,567 1,575 9月23日 花と泉の公園 1,100人 農産物直売、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄを中心としたｲﾍﾞﾝﾄ 会議等4回、延べ市民19人、市職員7人

11 桑の葉生産・販売支援事業 継続 ○ ● 755 547 通年 日形地区ほか ｱﾝｹｰﾄ回答62人 桑ﾊﾟｳﾀﾞｰ成分分析、加工食品・木工製品試作　等 打合せ会議7回、延べ市民10人、市職員14人

12 携帯メール配信サービス支援事業 継続 ○ ● 469 198 6月～12月 花泉地域内 登録551人、2団体、配信133件 チラシ配布、事業概要・操作説明会 説明、協議　学校関係者7人、市職員4人

13 にぎわい創出大作戦事業 新規 ● 577 567 4月1～3日、11月1～3日 花泉地区駅前袋通り 1,499人（ｱﾝｹｰﾄ回答） 互市に関するｱﾝｹｰﾄ調査、広報宣伝　等 打合せ会議6回、延べ市民等32人、市職員8人

14 おらほのお宝整備事業 新規 ● 1,040 803 6月～3月 老松地区ほか 87人 お宝ﾏｯﾌﾟ作成、案内板、標柱設置、ｶﾞｲﾄﾞ養成 会議等9回、延べ市民79人、市職員8人

― 環境・道路整備事業 新規 1,352 0 実績なし

15 中・高・地域連携教育事業 新規 ● 0 715 11月10日 花泉中学校 約700人 中・高・地域住民を対象とした教育講演会 会議等3回、延べ委員34人、市職員2人 追加実施事業

16 ＲＵＮ・ＲＵＮ（らんらん）交流事業 新規 ● 0 648 9月～3月 花泉地域内ほか 約800人 早稲田大学競走部との交流　等 実行委員会、打合せ等10回 追加実施事業

計 9,000 8,231

17 安全・安心な住みよい地域づくり事業（防災マップの作成等） 継続 ○ ● 363 321 7月24日 大東ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 78人 防災ﾏｯﾌﾟ作成、図上訓練及び実訓練 説明会1回、市民25人、市職員2人

18 安全・安心な住みよい地域づくり事業（災害時の飲料水確保事業） 継続 ○ ● 830 557 11月～3月 浄配水課 68人 災害時に備えた地域の飲料水の水質検査

19 地域のお宝保全事業・その他ハード事業 継続 ○ ● 2,540 1,999 7月～3月 大東地域内（4自治会内） 127人 敷地整備、復旧、給水管更新　等 打合せ延べ12回、延べ市民12人、市職員12人

20 地域活性化交流事業 継続 ○ ● 282 69 8月8日～8月11日 松原地域内外、陸前高田市 34人 日本大学生物資源科学部と松原自治会との交流 打合せ等5回

― 地域づくり推進計画モデル事業 継続 ○ ● 319 0 実績なし 希望自治会なし

21 文化財ボランティアガイド育成プロジェクト 継続 ○ ● 876 532 通年 大東地域内公民館等 200人 大東地域の文化財に関するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ養成 Ｈ22年度に実施済み

22 ワラビの里推進事業 継続 ○ ● 388 127 8月～11月 アストロ・ロマン大東　ほか 27人 除草剤散布、ﾜﾗﾋﾞ根茎掘採り・移植 会議1回、市民10人、市職員3人

23 子育てフリースペース事業 新規 ● 600 346 9月～3月（28回） 大東保健センター 551人 子育て支援員の設置、相談、情報提供等 会議等5回

24 山吹城フェスティバル 新規 ● 1,250 1,584 10月15日～10月16日 山吹城二の丸跡ほか 1,700人 郷土芸能、地場産品直売などのイベント 打合せ8回、延べ市民36人、市職員21人

25 ごみゼロ・ごみ追放活動 新規 ● 552 453 6月～10月 事業申請自治会内（3自治会） 50人 不法投棄物回収、啓発用看板設置 事業募集、申請3自治会

26 旬・逸品「軽トラ産直市」 新規 ● 500 242 11月13日 大原字立町地内 500人 軽トラの荷台を使った新鮮野菜等の直売 大原商業会を中心に企画会議

広1 食べ歩き商店街にぎわい創出事業「ご当地グルメグランプリ」 新規 ● 500 577 10月30日 摺沢の四ツ角商店会内 2,000人 地域の名物料理・郷土料理のｸﾞﾙﾒｲﾍﾞﾝﾄ 企画会議5回、延べ市民37人、市職員5人

計 9,000 6,807

27 新規店舗開店等支援事業 継続 ○ ● 3,362 2,644 通年 千厩町愛宕商店街 新規開店2店舗 空き店舗の有効活用した起業者支援 会議等12回、延べ市民100人、市職員62人

28 地域人材バンク設立運営事業 継続 ○ ● 652 130 3月20日 千厩地域内 20人 広域連携による独身者の交流ｲﾍﾞﾝﾄ 実行委員会等6回、延べ市民46人、市職員58人 一部広域事業(広4）へ

29 農業振興から考える就労の確保！・桑食品による千厩ブランドの開発 継続 ○ ● 496 295 通年 千厩地域内ほか 食べる桑の魅力発見と加工品開発　等 実行委員会等7回、延べ市民50人、市職員65人

30 千厩川水辺環境づくり事業 新規 ● 750 642 通年 千厩地域内ほか 538人 ｺﾞﾐ拾い、ｾﾐﾅｰ、植樹、ｻｹ稚魚放流　等 実行委員会等4回、延べ市民36人、市職員32人

31 “気仙沼街道の宿場町”千厩まちなか交流事業 新規 ● 1,927 2,106 7月～11月 小羊幼稚園、千厩酒のくら交流施設 2,900人 音楽祭、気仙沼復興応援市、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 実行委員会等7回、延べ市民106人、市職員46人

32 黄金の里再発見事業 新規 ● 602 542 9月～3月 小梨地区 71人 地元学講座、写真展、観光マップ作成　等 実行委員会等5回、延べ市民42人、市職員35人

33 ３地域連携室根山観光発信事業 新規 ● 880 640 7月～3月 室根山周辺 100人 室根山古道の刈払い、階段改修　等 実行委員会等3回、延べ市民31人、市職員30人

34 菅公・ウメウメ事業 新規 ● 341 305 1～3月 磐清水公民館 343人 講演会、梅料理講習会、梅の里まつり 実行委員会等6回、延べ市民94人、市職員38人

計 9,010 7,304

35 商店街“あ～した天気にな～ぁれ♪”事業 継続 ○ ● 695 599 6月25日、8月6日、10月16日 長坂商店街（歩行者天国） 約700人 商店街を歩行者天国としたイベントの開催 実行委員会等4回、延べ市民28人、市職員10人

36 みんなで育てよう地域の宝事業 継続 ○ ● 566 520 5月～3月(169日間） 松川公民館 4,115人（登録者71人） 放課後子どもクラブとしての遊び場提供 情報交換会等4回、延べ市民等60人、市職員9人

37 元気の出るホールスタッフ養成講座 継続 ○ ● 880 734 5月～12月（初級・中級計28回） 東山地域交流センター 69人（受講生9人） 舞台照明・音響装置の操作講座 受講生、イベント関係者等の意見交換2回

38 束稲山友好の絆事業 継続 ○ ● 797 652 6月5日、9月11日 束稲山 104人 桜の植樹、ｺｽﾓｽの種まき、お月見会 会議等13回、延べ市民30人、市職員21人）

39 東山和紙　えとせとら 新規 ● 1,870 1,603 7月～3月 東山図書館ほか 2,258人 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、講演会、作品展 打合せ等5回、延べ市民9人、市職員26人）

40 故郷“東山”活用事業 新規 ● 314 198 6月～12月（7回） 東山地域交流センターほか 180人 地元学講座、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、先進地視察研修 会議等3回、延べ市民31人、市職員4人

41 目指せオリンピック　東山っ子事業 新規 ● 1,435 1,303 12月17日 東山総合体育館 約120人 国内ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰによる講習等の開催 スタッフ打ち合わせ会等2回

42 元気が出るお祭り事業 新規 ● 743 348 9月25日 唐梅館総合公園 約5,000人 宵祭り（太鼓演奏、よさこい、歌謡ｼｮｰ等） 会議3回、練習等、延べ市民86人、市職員4人）

43 ハード事業 新規 200 50 12月～3月 竹沢地区内 約30人 集会所前グラウンド整地 事業希望自治会との協議

44 史跡、遺跡、探究整備事業 新規 ● 0 210 9月～12月 東山地域内自治会 29自治会 地域内に所在する史跡等の確認調査 自治会連合会役員との協議2回 追加実施事業

計 7,500 6,217

平成23年度　元気な地域づくり事業実績一覧

一関

７事業
継４
新３

花泉

９事業
継５
新４

大東

10事業
継６
新４

千厩

８事業
継３
新５

東山

10事業
継４
新６

≢



地域 番号 事業名 継・新 H22 H23 事業費
（千円）

執行額
（千円）

実施時期 実施場所 延べ参加者 事業内容 住民との協議の状況 備考

平成23年度　元気な地域づくり事業実績一覧

45 名所屏風石事業 新規 ● 700 840 2月29日～3月20日 室根町屏風石地内 約100人 「屏風石」等の地域の財産を名所にするための整備 土地関係者との打ち合わせ1回

46 合宿交流運動場整備事業 新規 ● 200 200 5月～11月 旧津谷川小学校 4,500人 各種行事の場となる旧小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの維持、整備 地元体協会議2回

47 耕作放棄地からトマトケチャップを！！～消費者との交流～ 新規 ● 400 150 6月～12月 室根地域内 30人 ﾄﾏﾄ栽培、ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ加工、ﾄﾏﾄ料理教室 会議5回、延べ市民37人、市職員7人

48 桜の巨木を活かした活性化事業 継続 ○ ● 250 148 通年 旧折壁小学校校庭 約100人 地域のｼﾝﾎﾞﾙである桜の保護活動 ―

49 室根安全・安心再点検プロジェクト 新規 ● 600 598 ①10月30日、②8月～11月 室根地域 ①訓練21人、②40件 ①防災ﾏｯﾌﾟ作成、軽可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ訓練、②飲料水検査 ①自治会長説明1回、②自主防災会へ飲料水提供依頼

50 みんなでつくろう。住みよい室根 新規 ● 1,500 587 5月～12月 室根地域各自治会館等 約400人 集会施設周辺の刈払い等環境整備 20自治会への周知2回

51 第２回良いところ発見写真コンクール 継続 ○ ● 350 131 11月4日～11月6日 室根支所ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 約1,000人（出展30人） 室根の名所、旧跡等の写真ｺﾝｸｰﾙ、展示 全戸へ募集チラシ配布2回

52 交通安全・地域安全普及啓発事業 新規 ● 500 294 11月5日～11月6日 室根支所駐車場、曲ろくホール 約350人 交通安全等に関する主張大会、ﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ、講演、展示等 打合せ会議3回、延べ市民18人、市職員6人

広2 室根山の魅力体験事業 新規 ● 400 221 8月6日～8月7日 望洋平ｷｬﾝﾌﾟ場、きらら室根山天文台 20人 親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ交流、星座観察 室根、大東、千厩地域全児童にちらし配布

53 室根おいしいマップづくり 新規 ● 400 441 通年 室根地域内参加店舗等 15店舗 町内土産、食堂ﾒﾆｭｰPR用ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁﾗｼ等作成 会議3回、延べ市民等19人

54 地域産業活性化支援事業 新規 ● 600 407 6月～3月 室根地域内ほか 約80人 産直施設運営組織の設立支援、視察研修等 設立検討会3回、設立準備会3回

広3 室根発Ｂ級グルメ開発計画事業 新規 ● 1,000 968 6月～3月 室根地域内ほか 5,589人 地域の食材を活かしたB級ｸﾞﾙﾒ料理開発 実行委員会2回、延べ市民18人、市職員4人 広域事業へ

55 ブックパートナー講座 継続 ○ ● 500 120 11月～3月（7回） 室根支所、曲ろくふれあいｾﾝﾀｰほか 271人 室根の昔話の語り部養成講座 ―

広4 広域婚活事業 新規 ● 100 58 3月20日 千厩地域内 20人 婚活イベント（春よ恋）の開催 支所調整会議1回 広域事業へ

計 7,500 5,163

56 課題解決！「おらが自慢のでっかい花火大会」 新規 ● 500 157 4月～8月 川崎地域内 ― ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、ﾃﾚﾌｫﾝｻｰﾋﾞｽによる花火大会情報発信 実行委員会で住民を交えて協議

― 「提案＝実践」のまちづくり保全事業 新規 ● 600 0 中止 震災の影響のため

― New川崎中スタート記念事業 新規 ● 500 0 中止 震災の影響のため

57 門崎メダカの学校開校プロジェクト 新規 ● 270 185 5～1月 門崎地内 284人 ﾒﾀﾞｶ生息環境保護の取り組み 会場周辺地の住民との打ち合わせ会

広5 目指せＢ級、今はＤ級。「炒め納豆」ＰＲ事業 新規 ● 250 227 6月～2月 川崎地域内ほか 36人 地元の懐かしい味「炒め豆腐」の再現と普及拡大 試食会により地元住民の意見等収集 広域事業へ

58 中高生対象グローバルな講演会開催事業 継続 ○ ● 245 244 11月26日 川崎公民館 約200人 講演会「地球のステージ２」開催 地元中学生への参加呼びかけ

59 健康づくり友の会お元気交流事業 継続 ○ ● 263 130 7月～2月 川崎公民館ほか 458人 健康増進、地域交流、社会参加促進のための事業 地域内の各種団体への呼びかけ

60 図書館お仕事セミナー「げんき塾２０１１」 継続 ○ ● 725 565 9月～3月 川崎公民館 214人 ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援のためのｾﾐﾅｰ、相談会 来館者、ｾﾐﾅｰ参加者へのｱﾝｹｰﾄの実施

61 一関の味覚！届け隊 新規 ● 540 567 6月～2月（5回） 八戸市、石巻市、北上市、宮古市 従事者14人 野菜、漬物、加工品、菓子の出張販売実習 ―

62 伝説の石蔵山景観づくり事業 新規 ● 330 330 7月～11月 石蔵山地内ほか 79人 石蔵山林間広場の景観づくり 実行委員会構成の各団体等との協議

63 もったいない「粋」な暮らし・ふるさと再生事業 継続 ○ ● 755 755 通年 川崎地域内全自治会 1,200戸 廃食用油回収、放射線に関する講演会 実行委員会構成の各団体等との協議

64 安全安心かわさきづくり事業 継続 ○ ● 130 130 通年 川崎地域内 883人 高齢者交通安全教室、啓発活動ほか 川崎地域交通安全対策協議会を中心に関係団体と協議

65 協働ネットワーク推進事業 新規 ● 392 27 9月～2月 川崎地域内ほか 66人 先進地視察研修、職員研修会ほか あすの川崎を考える懇談会の設置

66 かわさき灯ろう祭り 新規 ● 600 597 中止（灯ろう製作のみ実施） 川崎地域内 ― 灯ろう製作（60基） 実行委員会で協議

67 ちびっこ　あつまれー！！ 新規 ● 300 233 7月17日、10月9日 川崎公民館 60人 未就学児等の親子対象のｲﾍﾞﾝﾄ開催 子育て支援ｸﾞﾙｰﾌﾟを中心に事業企画

68 保育園交流事業 新規 ● 300 300 7月～11月 門崎保育園、川崎保育園ほか 660人 夏祭り、運動会、祖父母遠足、園児交流 地域住民へ趣旨周知と案内

69 かわさき酒米づくりプロジェクト 新規 ● 700 694 5月～2月 門崎地内 396人 農業体験（6回）、商品発表会 住民、農家、関係団体との協議

広4 広域婚活事業 新規 ● 100 65 3月20日 千厩地域内 20人 未婚の男女に出会いの機会の提供 実行委員会等5回、延べ市民46人、市職員62人 広域事業へ

計 7,500 5,206

各地域分（69事業：継30、新39）計 59,958 42,891

1 食べ歩き商店街にぎわい創出事業「ご当地グルメグランプリ」 新規 ● （500) （577） 10月30日 摺沢の四ツ角商店会内 2,000人 地域の名物料理・郷土料理のｸﾞﾙﾒｲﾍﾞﾝﾄ 企画会議5回、延べ市民37人、市職員5人 大東

2 室根山の魅力体験事業 新規 ● （400） （221） １２月まで 室根山 60人 室根

3 室根発Ｂ級グルメ開発計画事業 新規 ● （1,000） （968） 年間 室根地域 150人 室根

4 広域婚活事業 新規 ● （300） （253） 3月20日 千厩地域内 20人 婚活イベント（春よ恋）の開催 支所調整会議1回 千厩130・室根58・川崎65

5 目指せＢ級、今はＤ級。「炒め納豆」ＰＲ事業 新規 ● （250） （227） 年間 川崎町内 100人 川崎

広域事業（5事業）分 （2,450） （2,246）

懇談組織に係る経費 1,542 356 視察研修等 3地域

合計（74事業） 61,500 43,247

※地域毎の事業費および執行額の合計金額には、広域事業分も含む。
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