
資料２

平成25年度　元気な地域づくり事業一覧表

地域 配分額 事業名 継・新 事業費 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

いちのせき「もち」ブランド化支援事業 継続 1,500

【目的】一関の伝統食材の「もち」を活用したグルメイベントを支援し、一関のもちのブランド化を目指して全国にＰ
Ｒするとともに、もちについての東北の情報発信の拠点とすることを目指す。
【内容】「もち」をテーマとしたグルメイベントの開催のＰＲ。第２回全国もちサミットの開催（平成25年10月中旬、
ユードーム周辺）

30人 39,000人

おらほの新鮮農産物ＰＲ事業 継続 1,000

【目的】放射能問題による風評被害からの脱却の一手として、市外からの観光客をターゲットに一関産農産物を
ＰＲする。
【内容】①全国テレビ取材の誘致、②IKB48（いちのせき・かあちゃん・ばあちゃん48）のＰＲ、③農産物のＰＲビデ
オ作成委託、④飲食店への食材提供によるＰＲ（ぐるなび等）

農産物生産者
等

―

スマイルパーク・つりやま 継続 1,100
【目的】地域住民に親しまれている釣山公園を、より利用しやすくするため、積極的な市民参加により協働による
公園づくりを進める。また、四季折々の風情を感じながら散策できる公園を目指す。
【内容】釣山公園の散策コース案内板整備、散策マップ作成、樹名板設置等イベントの開催

地域住民等 ―

消防屯所シャッターペイント事業 継続 2,000
【目的】子供たちが防災について考えたイラストを、地域みんなで協力して消防屯所のシャッターに描くことで、地
域の連帯感を深め、防災意識を高めることで安全・安心な地域づくりを図る。
【内容】一関地域の児童生徒から作品を募集し、入賞作品13点をシャッターにペイントする。（13個所）

児童生徒、地
域住民、消防
団員等

1,600人

笑顔いっぱい！！トライアングルプロジェクト 継続 1,100
【目的】当市と隣接する陸前高田市、気仙沼市の子供たちの交流活動を展開し、震災復興の一助とする。
【内容】３市の小学５年生（現在計63名）による年３回（夏休み、冬休み、春休み）の交流事業を実施（宿泊体
験、スケート体験、桜の木植樹）

学校、PTA等 189人

一関地域協働提案事業 新規 8,000

【目的】一関地域の各地区（８地区）から、地域課題等解決や地域を元気にする事業を提案していただき、実施
することで地域の活性化と連携の強化を図るとともに、協働の機運の醸成を図る。
【内容】事業の企画にあたっては、地区住民と職員とで検討チームを（地区ごと）構成し、ワークショップ等での懇
談を通じて事業素案を作成。市との意見調整を図りながら事業を固めていく。

地域住民等 未定

緊急等事業対応分 4,910
【目的】年度途中に生じた緊急、突発的な事業等に対応する。
【内容】緊急、突発的な事業等に対応するため、事業費は地域配分枠の５％～30％の範囲内で設定。

― ―

計 19,610

一関

6事業
継 5
新 1

19,610



資料２

平成25年度　元気な地域づくり事業一覧表

地域 配分額 事業名 継・新 事業費 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

空き店舗活用支援事業 新規 2,000
【目的】花泉地域の市街地の空き店舗を有効活用して、商店街の空洞化を抑制し、賑わいのある商店街づくりを
推進する。
【内容】空き店舗の現況把握調査・賃貸交渉、起業者審査・決定、店舗改修助成、起業者支援

50人（花泉中
央振興商店街
協同組合等）

50人

環境にやさしい買い物キャンペーン 継続 600
【目的】環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会の構築を目指し、身近な買い物を通して環境
配慮意識の向上と実践活動を促進する。
【内容】チラシ、ポスターでの啓発、店頭での啓発（買い物バッグ等配布）、エコライフ教室の開催

公衛連、地域
婦人団体連合
会

600人

親子交流事業 継続 400
【目的】幼児と保護者等を対象に、普段見ることができないコンサートを、生で観て、参加して親子で楽しむ。また
歌ったり、体操をしたりしてより豊かな情操を育む。
【内容】花泉総合副センターで親子向け参加型コンサートを開催（遊び歌、体操、手遊び等）

園児保護者等 300人

いずみの森交流事業 継続 500

【目的】涌津字悪法師地内のため池周辺の市有林を市民が気軽に集まれる交流の場として整備し、交流事業を
通じて森林への理解を深める。
【内容】市民参加による刈払い・ゴミ拾い、地元児童・生徒等を対象とした森林学習、記念植樹、地域住民交流
会の実施

行政区長、地
元住民

100人

RUN・RUN（らん・らん）交流事業 継続 513
【目的】スポーツを通じ市民の健康と体力向上を図るとともに、花泉地域の餅文化を全国に紹介する。
【内容】早稲田大学競走部によるランニング教室、箱根駅伝での餅振舞い

市体協花泉支
部等

800人

中・高・地域連携教育事業 継続 700
【目的】中学校・高校・公民館等が連携し、次代を担う生徒と地域住民が、一同に会しての講演会を開催し学校・
社会及び地域との連携づくりを推進する。
【内容】講演会の開催

実行委員会 800人

おらほのお宝整備事業 継続 546
【目的】地域のお宝（史跡・遺跡等）を保存し、後世に伝える。また、ふるさとの遺跡を紹介するボランティアガイド
を養成し、観光や生涯学習に役立てる。
【内容】老松地区内で実施。ガイドの養成、標柱・説明板の設置、お宝マップの増刷

集落公民館
長、老人クラブ
会長、学識経
験者

400人

日形居恋いの場「若日庵」運営事業 継続 180
【目的】日形居恋いの場「若日庵」を利用した活動を推進し、地区民の交流を促進するとともに、高齢者の楽しみ
づくり、・健康づくりに努める。
【内容】花卉栽培等を通じた交流、木工用旋盤を利用した活動、生きがいづくり

地区内高齢者 300人

「としょかんイベント～図書館で学ぼう・磨こう・楽
しもう～」

新規 200
【目的】市民生活に必要な身近なテーマのセミナーや講座を開催し、日々の生活に潤いと活気を生み出し元気
な地域づくりを目指す。
【内容】新聞の賢い読み方講座、身近なモノでの科学実験、花泉昔話紙芝居の作成と公演等

読み聞かせグ
ループ等

150人

花泉図書館オープニングイベント 新規 700
【目的】新花泉図書館のオープニングイベントを開催し、図書館を身近に感じてもらうことで潜在的な利用者も含
めた利用の拡大を目指す。
【内容】話題の作家による講演会、絵本作家ユニットによるワークショップ等

読み聞かせグ
ループ等

150人

今日のおらほの味事業 継続 1,190
【目的】花泉地域等で生産される食材を学校給食に取り入れ、児童生徒に食文化についての理解を深めてもら
い、郷土愛を育む。
【内容】地域で生産される食材を活用した給食の実施（花泉地域内小中学校、黄海小学校）

ｸﾞﾘｰﾝﾂｰ推進協、
花泉物産協同組
合、花泉学校給
食ｾﾝﾀｰ運営協議
会等

14,740人

花泉フェスタ＆消防祭 新規 2,390

【目的】子どもから高齢者までふれあい・交流できる各種イベントを実施し、地域の活性化と伝統文化の向上、防
災意識の啓発を図り、安全で安心して暮らせる、活気あふれるまちづくりを目指す。
【内容】花と泉の公園で開催。消防車両等の展示・体験搭乗、放水・煙体験、郷土芸能発表、子供の遊びコー
ナー、芸能＆トークショー、フリーマッケット、農産物産直等

花泉地域のＪＡ女性
部、消防団、婦人消
防協力隊、集落公
民館長等

2,000人

「再発見！花泉の自然」事業 新規 500
【目的】市民が花と植物、豊かな自然と触れ合い、花泉の自然について学習を深めながら癒し、くつろぎのあるま
ちづくりを目指す。
【内容】町内の公園等を会場に、ガーデニング講習会、花泉の自然観察講座の開催

ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ愛好
家、花泉観光開
発㈱、ＮＰＯ法人
等

100人

花泉

14事業
継 9
新 5

12,019



資料２

平成25年度　元気な地域づくり事業一覧表

地域 配分額 事業名 継・新 事業費 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

集落環境整備事業 継続 1,000
【目的】地域住民の身近な公共財産の改良保全等に係る課題の解決に向けて、住民が労力奉仕で行う活動に
対し必要な資機材の支給や貸与を行い、その解決を図る。
【内容】里道、里山、小川、名木、名水、公園、集会施設敷地などの協働による保全・整備

集落公民館連
絡協議会等

150人

緊急等事業対応分 600
【目的】年度途中に生じた緊急、突発的な事業等に対応する。
【内容】緊急、突発的な事業等に対応するため、事業費は地域配分枠の５％～30％の範囲内で設定。

― ―

計 12,019



資料２

平成25年度　元気な地域づくり事業一覧表

地域 配分額 事業名 継・新 事業費 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

大東地域協働提案事業 継続 3,000

【目的】公民館単位の地域内の団体等が話し合いにより、地域を元気にする事業（ソフト事業）を創出し、実施す
ることにより地域の活性化を図るとともに、地域協働体設立の機運を高める。
【内容】各公民館単位を基本とした地域内の団体等が地域を元気にする事業を提案し、市（選定委員会）が必
要と判断した場合は、市の委託事業として提案団体が事業実施する。

自治会員、各
種団体構成員

未定

郷土文化活動記録支援事業 新規 586
【目的】郷土文化を保存・継承するため、その由来や歌詞、踊りなどを映像に記録することで、郷土文化の確実な
継承と地域の活性化に資する。
【内容】郷土芸能などを映像化（ＤＶＤ化）する。

自治会員、郷
土芸能団体員

未定

地域コミュニティ再生事業 新規 400

【目的】自治会活動に関する協議の場を提供することにより、自治会員の地域づくりへの理解と主体性の醸成を
図る。
【内容】自治会の実態を調査し、講演や先進自治会活動の体験を通して、自治会活動に関する共通認識を醸成
する。

自治会員等 未定

運動による健康づくり事業 新規 989

【目的】生活習慣病を予防し、健康寿命を延伸するために、適度な身体活動や運動習慣を身につけ、個人並び
に地域の健康づくりを推進する。
【内容】保健センターを会場とした健康運動教室（月2回）の開催。内容は健康チェック、健康ミニ講話、軽体操、
ウォーキング等。またウォーキングマップ作成と各世帯配布。

未定 未定

〔仮称〕大東結いっこフェスティバル 新規 1,100

【目的】地域内の福祉団体等構成員が、イベント成功に向けて自らの担当部門を企画・運営することで自分たち
の活動のＰＲと協働意識の醸成の機会とする。
【内容】大東保健センターを会場に、社協結いっこ広場と同時開催。特設ステージ、屋台コーナー、キッズコー
ナー等を開設。

福祉団体、サロ
ングループ、一
般・協賛企業等

未定

子育てフリースペース事業 継続 600

【目的】大東保健センターの施設の一部を定期的に開放（週1回、10～15時）し、子育てに携わる方々が自由に
参加できる場の提供により、情報交換や癒しを通じて健全な子育てを支援する。
【内容】基本は自由に過ごすこととするが、保育士有資格者等が子育て相談に応じる。また状況に応じ、読み聞
かせ、遊び、世代間交流、子育ての知恵の紹介等を取り入れる。

指導員2名 未定

地域で見守る子育て事業 継続 240

【目的】高齢者の社会参加、生きがいづくりとして子供たちを見守りながら、子育て世代を地域で支えることで、安
心して子育てのできる地域づくりを進める。
【内容】放課後の子供たちを地域で見守るためボランティア組織「わんこ隊」の支援を行い、地域で見守る子育て
事業の推進を図る。

わんこ隊役
員、地域支援
員

大原地区児童

ご当地グルメin大東 継続 700
【目的】安くて旨いＢ級グルメを食べ比べることで人気・売れ筋の開発・発見をし、今後の商業活動に生かすととも
に、地元の飲食業者自らが出店し販売のための創意工夫をすることで新たな活力を生み出す。
【内容】摺沢商店街で開催し、賑わいの創出を目指す。

地元飲食業者
等

2,500人

旬・逸品『軽トラ産直市』 継続 300
【目的】商店街が元気を出して事業の企画・運営を行い、継続的な取り組みのきっかけづくりとする。
【内容】大原商店街を歩行者天国にし、出店者を募り新鮮な野菜や果物、海産物、工芸品等を軽トラックの荷台
で直接販売する。秋開催。

地元飲食業者
等

500人

室根高原牧場まつり 新規 660
【目的】すべての年代に楽しんでもらえるイベントの開催を通して、室根高原エリアへの観光客の誘客につなげる。
大東と室根支所とがそれぞれ事業を企画し、協力して実施する。
【内容】室根高原で八神純子コンサートを開催し、観光ＰＲを行う。実施時期は未定。

未定 1,000人

全国小学校女子ソフトボール交流事業 継続 1,000
【目的】全国の小学校女子の強豪チームを招待し、地元小学生との交流大会の開催を通じて交流を図る。
【内容】地元商工団体や体育団体などが主体となって昭和45年から開催している「小学校ソフトボール大会」に、
全国の強豪チームを招待して交流大会を開催する。（・時期：夏　・場所：大東野球場）

地元商工団
体、体育団体

未定

消防フェスタin大東2013 新規 700
【目的】東日本大震災の記憶を風化させることなく、これを教訓とした地域住民の防災意識の向上を図る。
【内容】非常食、防災物品等に触れることができる各種コーナーを開設し、見て、触れて、食べて、楽しめるイベン
トを実施。新庁舎見学も行う。結いっこフェスティバルと同時開催（時期未定、北消防署）

消防団、自主
防災組織等

未定

緊急等事業対応分 3,168
【目的】年度途中に生じた緊急、突発的な事業等に対応する。
【内容】緊急、突発的な事業等に対応するため、事業費は地域配分枠の５％～30％の範囲内で設定。

― ―

計 13,443

大東

12事業
継 6
新 6

13,443



資料２

平成25年度　元気な地域づくり事業一覧表

地域 配分額 事業名 継・新 事業費 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

気仙沼街道交流事業 継続 2,021

【目的】古くから内陸と海との交流が盛んであった旧気仙沼街道の賑わい創出と夫婦石周辺商店街の活性化を
図る。
【内容】気仙沼応援復興市＆せんまや屋台村開設、クラシックカー展示、レトロバス運行、千厩まちなか音楽祭、
昭和駄菓子店、千厩まちなか昭和展（5月19日、四日町商店街～東栄町商店街）

100人 15,000人

千厩川水辺環境づくり事業 継続 762
【目的】魚が住みつきホタルが飛び交う自然豊かな千厩地域内の川をとりもどすため、川崎地域などと連携した住
民活動を展開し、水質改善の取り組みや市民意識の向上を図る。
【内容】環境功労者等の表彰・講演会の開催、川通信の発行による意識啓発、サケ稚魚放流等事業の開催

― ―

人にやさしい街づくり事業 新規 605
【目的】地域住民が一時避難者とともに元気を発信し、地域の活力醸成と将来へ向かって絆を深める。
【内容】著名人による「人にやさしい街づくり講演会」の開催（平成26年3月2日、千厩体育館）

100人 2,000人

黄金の里再発見事業 継続 1,881
【目的】平泉黄金文化を支えた黄金山の魅力を再発見し、黄金山を気軽に散策できるよう整備を進め、集客増
員を図る。また黄金の里（小梨史跡等）の魅力を保存・発信することで地域文化の振興を図る。
【内容】黄金山遊歩道整備、坑道跡歩道整備、黄金山登山まつり、小梨史跡案内板設置、小梨マップ作成等

30人 200人

３地域連携室根山観光発信事業「飛ヶ森高原
魅力アップ大作戦」

継続 2,557
【目的】飛ケ森高原キャンプ場周辺の活用方法の工夫により季節に応じた集客増員を図る。
【内容】高原コンサートの開催、キャンプ場魅力増加（植樹、市民ガーデン整備）、キャンプ場機能充実（テント
デッキ設置、トイレ屋根修繕、ワンタッチテント購入等）

― ―

菅公ウメウメ事業 継続 1,841
【目的】梅の里磐清水の梅園地の整備を進め活力ある地域づくりを図る。また、菅原道真公（菅公）縁の地、秋田
県にかほ市柑満寺と磐清水地区との交流研修を行い、文化・観光・産業の振興に寄与する。
【内容】菅秀才関連史跡研修会開催（秋田県）、梅園遊歩道等整備、磐清水梅の里地区民祭の開催

約25人（実行
委員）

300人

～見て聞いて食べて笑って！～SENMAYA商
店街とくとくウォークラリー～

新規 312

【目的】千厩地域商店街の魅力を再発見するため、地元学の推進及び商店並びに世代間等の幅広い交流を図
る。
【内容】商店街をフィールドに見立て、親子及び小グループを募り、ウォークラリーを実施する。商店の方が出題も
含めスタッフとして関わる。

商店街 100人

せんまやの味・匠の復活！調査事業 新規 53

【目的】閉業により今では食すことができない昔懐かしい千の味の復活を望む声が多い。後継者の募集または
１日の限定復活を目標に調査事業を実施する。
【内容】平成26年度に復活事業を実施することを目標に復活希望メニューを住民からアンケート調査し、同時に
可能な開業者と協議しながら基礎データを作成する。

― ―

地域特産物Ｂ級品商品化研究開発事業 新規 430
【目的】地域特産物のトマト・ピーマンの出荷規格外品の有効利用と消費拡大を図るため、市調理師会の協力を
得てトマトケチャップと野菜チップスの加工と商品開発を行う。
【内容】トマトケチャップ、野菜チップスの商品研究、レシピ作成、情報収集、販売方法の検討

調理師会員等 ―

通院高齢者お買物場所確保提供事業 新規 100
【目的】病院付近の空き店舗を活用し、高齢者が通院後のバスの待ち時間を利用して買い物ができる機会と場を
提供し、高齢者福祉と利便性、商店街の活性化を図る。
【内容】中心商店街にある病院付近の空き店舗を活用した出前商店の開設

商工会、商店
会、実行委員
等

―

町内隠れた見どころ再発見！地域をつなぐ「お
らほの自慢」スタンプラリー事業

新規 230
【目的】中心商店街と周辺地域の商店、地元の人のみ知る隠れた名所）をリンクさせ、年間を通じた「見どころ・お
買い物どころマップ」を作成し、スタンプラリー形式でつなぎ活性化と交流を図る。
【内容】各地域の商店、隠れた名所・イベント等の調査、スタンプラリー用マップ・ポスターの作成

商工会、共通
商品券組合、
実行委員等

―

緊急等事業対応分 2,164
【目的】年度途中に生じた緊急、突発的な事業等に対応する。
【内容】緊急、突発的な事業等に対応するため、事業費は地域配分枠の５％～30％の範囲内で設定。

― ―

計 12,956

千厩

11事業
継 5
新 6

12,956



資料２

平成25年度　元気な地域づくり事業一覧表

地域 配分額 事業名 継・新 事業費 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

東山和紙　えとせとら。～暮らしの中の和紙教
室～

継続 250

【目的】毎日の生活の中で和紙を使う機会を増やすことによる東山和紙の普及。和紙を使う（使いたい）人の新し
い要望を発掘することで、和紙生産者の和紙づくりのヒントや意欲につなげる。
【内容】和紙活用講座（綴る、切る、描く）の開催、講師や受講生から東山和紙を使った感想をまとめ生産者に報
告する

3人（東山和紙
振興会）

105人

元気が出るお祭り事業 継続 560

【目的】老若男女を問わず、見て楽しい祭りを行う。①多くの地域住民が祭りを楽しみ、地域の祭りとして定着させ
る。②ＩＴを活用した情報発信により地域の活性化に役立てる。③地域の若者が中心となり、新しい発想による祭り
を企画する。
【内容】9月末に開催される唐梅館絵巻の軍議終了後に開催する「宵祭り」の企画・実施

35人（宵祭りﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ委員会
等）

1,000人

水辺の環境整備事業　PartⅡ 継続 500

【目的】地域の大人も子どもも「おらほの川」に親しみ、関心を持つことで、水辺環境の大切さを実感し、その保全
に努める。
【内容】「川の楽校」開校（ヤマメ、サケの稚魚放流等）、川の生物調査、川の語り部養成講座、川の環境保全啓
発活動　　（実施場所：比良根川、林川、山谷川、砂鉄川）

28人（水辺の環
境整備事業実
行委員等）

180人

ふれあいサロンサポーター養成事業（実践編） 継続 150
【目的】受講者は、それぞれの地域のサロンや行事等で、当講座で習得したことを試みているが、より実践的・効
果的な講習の継続を望んでいることから、Ｈ25年度は実践編として展開する。
【内容】実践的・効果的な講習、登録制にして派遣要請へ対応する

未定 30人

一石六鳥！農産加工プロジェクトⅡ 継続 460
【目的】農地、人材等、地域資源を活用した地域経済の活性化及び地域雇用の拡大を図る。
【内容】農産物の加工販売。高齢者でも作業可能でリスクが少なく、蓄積された栽培等の技を生かせる作物の栽
培（エゴマを想定）。加工販売し商工観光面との相乗効果を図る。

12人 60人

砂鉄川一斉清掃 継続 100

【目的】これからの河川管理の在り方、川との関わり等を考える機会とする。平成14年7月11日の台風6号による
洪水を風化させず後世に伝え、河川愛護の精神を育む。
【内容】自治会・行政区を中心に、小中学校や関係機関、各種団体に呼びかけ、広く参加者を募集して実施す
る。また洪水写真を展示し、現在の状況と対比し地域住民の理解を深める。（場所：砂鉄川河川敷）

自治会等 150人

ひがしやま　未来にかける橋事業 継続 300

【目的】子供たちの居場所づくりを進め、地域の大人が子供たちを見守る環境を作ることで、子供たちに地域の一
員としての意識づけを醸成し、地域を愛し活躍する人材の育成につなげる。
【内容】・田河津小学校の移動子ども教室の開催　・子どもを見守る大人の人材育成　・中高生のジュニアリー
ダーの育成

40人（未来にか
ける橋会員、
ジュニアリー
ダー）

60人

親子で元気にピンポンパン 継続 180
【目的】誰でも手軽に親しめる卓球活動を通じて、親子の絆を深め、子ども会や保護者同士のコミュニケーション
を広げる機会とする。加えて卓球愛好者の増加を期待する。
【内容】卓球教室の開設、卓球講習会の実施、他地域からクラブを招き交流会の開催

5人（指導スタッ
フ）

40人

ゴーゴーふれあいウォーキング 継続 114
【目的】体力づくりに重点を置き、余裕の部分で史跡研修を行う。
【内容】体力づくりと仲間づくりに重点を置き、史跡学習を組み込んだ内容で実施する。（6月～11月、松川地区
内）

1人 30人

唐梅館森林公園“梅の里”見直し事業 新規 679
【目的】維持管理、整備が良好になされ、より住民の憩いの場となることを目指す。
【内容】①現在の「梅とアンズの里」を、「昆虫の森」「梅」と「それ以外」に分ける。②「昆虫の森」エリアは支障木の
伐採、クヌギやコナラの植樹を行う。③階段の補修

5人 20人

「すまいるファミリークッキング」 新規 300
【目的】男性も女性もそれぞれが役割と責任を担い、互いに支え合う男女共同参画社会の実現。
【内容】①料理教室の開催　②男女共同参画に関する資料の収集・発信　③男性の家事・育児参画等に関する
図書の展示

6人 30人

協働のまちづくり自治会対抗素人演芸会「おら
が町の大スター」

新規 200
【目的】東山地域交流センターの積極的活用、ホールスタッフの活動の場の提供、協働のづくりの推進のための
下地づくり、地域住民の親睦・交流
【内容】自治会を中心とした実行委員会を組織し、事業内容を検討し実施する

29人（実行委
員会）

400人

神楽伝承事業 新規 700
【目的】神楽団体間の連携推進、資料整備と記録保存を進めることによる格らの普及啓発と後継者の育成
【内容】資料整備（芸の保存）、太鼓伝承、神楽セミナーの開催（練習会～発表会）、活発に活動している団体か
ら練習方法や後継者育成方法を学ぶ等

20人（神楽団
体、芸術文協
会員等）

30人

東山

19事業
継10
新 9

10,658



資料２

平成25年度　元気な地域づくり事業一覧表

地域 配分額 事業名 継・新 事業費 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

郷土ひがしやま歴史・伝統アーカイブ事業 新規 1,224

【目的】各地区・集落に昔あった伝統行事・芸能等を年配者から聞き取りし、写真やイラスト等で視覚的に分かり
やすく保存し、東山地域の史跡、民俗文化を伝承する。
【内容】自治会単位で実施。年配者からの聞き取りを行い、必要に応じて現地確認を行う。収集した資料を基に
イラストを描き、必要に応じて他の保存手段を検討する。

29人（調査ス
タッフ）

60人

いきいきほのぼの映画鑑賞会 新規 640
【目的】楽しい時間と感動を仲間と共有することで心が動き、心が動けば生活に張りが出て、生き生きとした生活
に繋がり、ひいては介護予防や認知症予防につながる。
【内容】東山地域交流センター多目的ホールでの映画上映（年５回程度）

5人 900人

東山芸術鑑賞会―ハートキラキラ事業―
【※歳入　200千円】

新規 1,740

【目的】学校統合を控えた地域の子供たちに音楽を通じ同じ空間を体感させることで一体感を醸成する。東山地
域交流センターの有効活用を図り、事業の運営に地元住民を参画させ体感させる。
【内容】西村由紀江ピアノコンサートの開催。市民参画による実行委員会で運営する。（受付、舞台製作、チケット
販売等）

45人（実行委
員等）

325人

人形劇スタッフ養成講座 新規 219
【目的】東山地域を理解する人形劇のスタッフを養成して、地域に伝わる物語などを人形劇で提供して、特に児
童、生徒の健全な育成を図る。
【内容】地域内から受講生を募集し、つくしんぼのスタッフを講師に田河津公民館で研修会を開催する。

10人 20人

自主防「絆」プロジェクト（自主防災組織交流
会）

新規 601
【目的】自主防組織会員一人ひとりが、地域の防災に対して関心を持ち知識や技術を習得することで、全ての自
主防の組織力を向上させる。また、自主防相互の連携を強化し、災害に強い地域をつくる。
【内容】①地区対抗（長坂、松川、田河津）の自主防運動会の開催　②各地区で避難所体験を行う

58人（実行委
員等）

200人

元気づくり事業“ハード”分 継続 500

【目的】地域住民が、地域の公共施設を維持管理や地域課題の解決のために行う活動に対し、必要な物品を支
給もしくは貸与することにより、自らの地域に対する愛着心を育むとともに、地域の課題を地域自ら解決することを
目的とする。
【内容】事業の実施に必要な資機材の提供

16人 100人

緊急等事業対応分 1,441
【目的】年度途中に生じた緊急、突発的な事業等に対応する。
【内容】緊急、突発的な事業等に対応するため、事業費は地域配分枠の５％～30％の範囲内で設定。

― ―

計 10,858



資料２

平成25年度　元気な地域づくり事業一覧表

地域 配分額 事業名 継・新 事業費 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

室根発Ｂ級グルメ開発事業 継続 1,000

【目的】「いちのせきハラミ焼」を市内外の各種イベントに出展し一関市を全国にＰＲするとともに、ご当地グルメに
よる地域活性化と地域農産物の生産・消費拡大を図る。また、若者が取り組むことで地域リーダーの育成と若者
の交流、青少年の健全育成の場とする。
【内容】いちのせきハラミ焼きＰＲ活動（各種イベント出店）等

地域の若者 ―

良質米生産対策事業 新規 150

【目的】転作強化で5年前から増えてきたカメムシ被害の防除対策として、カメムシの生態を把握し防除対策を確
立することで、いわい東米の一等米比率の向上を目指す。
【内容】防除チラシ作成、カメムシ対策研修会（6月）、カメムシすくい取り調査・調査後の検討会・勉強会（7～8
月）

ＪＡいわい東等 ―

住みよい室根事業 継続 2,000
【目的】室根地域の身近な公共財産等を良好に維持するため、地域住民が自主的に実施する保全活動等に対
し、市が必要な物品等を提供することにより、住みよい室根をつくる。
【内容】地域住民が自主的に実施する保全活動に対し必要な物品等を提供する。（募集4～5月）

自治会 20自治会

協働のまちづくり推進事業 新規 300

【目的】Ｈ24年4月に室根まちづくり協議会(地域協働体)が発足し、取り組みがスタートした。協働のまちづくりをさ
らに進めるため、まちづくりに関する情報提供や意識啓発に努める。
【内容】室根まちづくり協議会と協働で事業を実施する。①まちづくり広報誌発行（年4回程度）②協働のまちづくり
講演会開催（1回）③まちづくり研修会開催（1回）④各種団体紹介冊子作成等

室根まちづくり
協議会

―

花き産地強化事業 継続 500

【目的】中山間地域としての立地条件を活かし、高収益複合経営を確立するため花きの産地強化を図るととも
に、葉たばこ廃作農家等の新規栽培農家の掘り起こしの一助とする。
【内容】市場性の高い小菊の有望品種導入による生産意欲の高揚、新規栽培者の掘り起こし、既存農家の規模
拡大を図る。（圃場移植作業、生育調査、市場性調査、有望品種導入、さし芽作業、育苗）

希望者 ―

室根まつりＰＲ事業 継続 642

【目的】通年型のＰＲを行うため、室根まつりＰＲゆるキャラ（着ぐるみ）を製作し、次期室根大祭の開催をＰＲすると
ともに、観光客の流入を図る。
【内容】着ぐるみの製作（室根神社本宮・新宮にちなんで姉妹（2体）とする）。名称を募集し、市民を巻き込んだＰ
Ｒ展開。室根山春まつり、むろね夏まつり、産業文化祭等でのＰＲ活動。

― ―

室根高原ふれあいまつり事業 継続 750
【目的】室根高原の観光ＰＲを兼ねたイベントを実施する。また、ファミリー層を対象に室根高原の景観の素晴らし
さを再認識してもらうためにＰＲも行う。
【内容】室根高原イベント広場を会場にライブ、乗馬ショー、ＰＲ活動

― ―

室根山の魅力体験事業 継続 266
【目的】歴史的文化遺産も数多く凝縮された霊山で岩手県立自然公園にも指定されている室根山において、関
係する地域が連携のもとに、観光資源を生かすことによって地域の振興を図る。
【内容】親子レクリエーションの開催（キャンプ、レク指導、夏の星座観察指導等）

室根山観光協
会

―

これで安心出前講座 新規 240

【目的】高齢化が急速に進展する中において、地域住民が元気で心豊かに暮らすため、日頃心配や不安に思っ
ていることを中心に学習や相談の機会をつくる。
【内容】曲ろくふれあいセンター等を会場に市内の実践者や有識者等を講師に年4回程度の出前講座を開催
（テーマ：地域医療、消費者トラブル、介護予防、傾聴ボランティア養成、ユーモア）

― ―

深めよう復興の絆事業 新規 250
【目的】折壁仮設住宅を会場に仮設住宅入居者と地域の交流の場として桜の鑑賞会を開催する。
【内容】一本桜交流会（5月上旬）、桜の手入れ（10～12月）

地域住民等 ―

モデル集落営農組織活性化事業 継続 300
【目的】室根地域で初の集落営農組織として設立した「西の沢営農組合」をモデル組合とし、総合的に活動を支
援することにより、担い手確保と組織活性化を図る。
【内容】先進地視察研修の開催、転作田での共同作業によるスイートコーン栽培、収穫祭、共同販売等

西の沢営農組
合

50人

119番通報ポイント看板設置 新規 200

【目的】山林火災やスカイスポーツ等の事故発生時に備え、山林内に119番通報時の地点の目印となる看板を
設置し、被害を最小限に抑えることを目的とする。
【内容】119番通報ポイント看板の設置（内容：通報地点の緯度、経度、住所または標語およびイラスト　設置個
所：室根山道入口、スカイスポーツ発着地点、ひこばえの森等20個所）

― ―

「おもちゃっ子」ほんわか子育て空間事業 新規 500
【目的】幼児とその親を対象に、親子のコミュニケーションを深めながら、親同士の情報交流の場を提供する。
【内容】身近な物で「おもちゃ」を作って、遊んで、楽しめ、癒される「おもちゃの空間（広場）」を毎月１回、室根公
民館で開催する。

― ―

室根

21事業
継10
新11

11,712



資料２

平成25年度　元気な地域づくり事業一覧表

地域 配分額 事業名 継・新 事業費 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

来て！見て！楽し♪ るんるん図書館づくり事
業

新規 600
【目的】未だ堅苦しい館内環境にある図書館について、乳幼児期から親しめ、誰でも気軽に利用できる環境を地
域みんなでアイデアを出し合って整備していく。
【内容】図書館表示等製作、オリジナル・ブラインド（絵柄デザイン）製作

― ―

安心・安全飲料水点検プロジェクト 継続 819
【目的】室根町では、自家水道を使用している家庭が多く、水質に不安を持っている。水質検査を実施して安心・
安全な飲料水を確保することを目的とする。
【内容】水質検査の実施（100世帯）

― 100世帯

室根山地域活性化アプローチ事業 新規 194

【目的】将来の室根バイパス開通とあわせ、道の駅的施設の建設が見込まれることから、室根山周辺地域の見
直しと通過型観光から着地型観光へ向けた地域の新たな魅力づくりに取り組む。
【内容】「道の駅」に関する調査、全国のモデルケースや成功事例等の検証、先進地視察等（9月下旬、青森県
「道の駅なんごう」）

地域づくり専門
研究者、事業
者

―

キラメキいっぱい夢灯り 継続 100
【目的】心豊かな子どもを育てるため、家族はもちろん地域の人たちとの交流を深めながら、子育ての楽しさを共
有していく。（支援センター利用者、地域の高齢者との交流）
【内容】折壁保育園を会場に、親子で作品づくり（7月）、夢灯り実施（8月上旬）

― ―

がんばれ復興夏まつりイベント交流事業 新規 500
【目的】むろね夏祭りを盛り上げ地域を元気にしていく。また、被災して町内に避難している方々を招待し、祭りを
通じて元気を与える。
【内容】よさこいグループ（４団体）への出演依頼

― ―

室根地域交通安全・地域安全普及啓発事業 継続 380
【目的】地域住民の地域安全・防犯・交通安全意識の高揚を図るとともに、啓発活動を実施し地域づくりに寄与す
る。
【内容】夏祭りや産業文化祭での啓発活動、講演会、交通安全ポスターコンクール

― ―

消防団屯所シャッターペイント 新規 350
【目的】町内の消防屯所のシャッターに消防・防災に関するペイントを施し、防火・防災意識の向上を図るととも
に、消防団を身近に感じてもらうことで、将来的な消防団への入団促進を図る。
【内容】屯所シャッターへのペイント（屯所15個所のうちＨ25は２個所を予定、11月）

消防団等 ―

未来わくわく事業 新規 500
【目的】室根地域の子供たちを中心に、将来の夢につながるような講師を招き、講演を行う。
【内容】室根地域内の小中学校（３会場）での講演会の開催。対象は町内小中学生。講師は科学中心の先生を
想定。（10月～1月）

― ―

緊急等事業対応分 1,171
【目的】年度途中に生じた緊急、突発的な事業等に対応する。
【内容】緊急、突発的な事業等に対応するため、事業費は地域配分枠の５％～30％の範囲内で設定。

― ―

計 11,712



資料２

平成25年度　元気な地域づくり事業一覧表

地域 配分額 事業名 継・新 事業費 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

ゆりのき物語保存事業 新規 350

【目的】平成24年度をもって閉校する門崎小学校で、これまで24回上演されてきた「ゆりのき物語」を記録として
保存し、地域のつながりと郷土愛の宝として伝えていく。
【内容】①ゆりのき物語公演の記録（DVD）作成（公演内容、記録写真、地域写真、関係者ﾒｯｾｰｼﾞ）　②教育関
係者に手記を依頼し脚本とともに冊子として残す　③「ゆりのき同窓会inかわさき」の開催

ゆりのき物語
公演実行委員
会

―

モクズガニとふれあう体験学習事業 新規 700

【目的】北上川流域のモクズガニが激減している中で、その生態系を守ると同時に、子どもたちに河川環境の保全
と水の循環系の健全化意識の高揚を図る。
【内容】モクズガニ体験学習会・稚ガニ放流会の開催（小学生等を対象に環境教育の一環として生命の大切さを
考える）

NPO法人北上
川流域河川生
態系保存協会

―

布佐神楽150周年記念事業 新規 749

【目的】一関市指定無形民俗文化財指定の布佐神楽は、平成25年に150周年を迎える。学校統合による新川
崎小学校でも布佐神楽の指導で継承活動を行うが、地域全体で支援し伝承を確かなものにする。
【内容】①新小学校での布佐神楽指導　②布佐神楽各演目の映像記録　③150周年記念式典（講演、記念誌
発行）

布佐神楽保存
会

―

砂鉄川「桜ロード」事業 継続 600

【目的】砂鉄川堤防、県道東山薄衣線沿い等に桜を植樹し、新たな桜の名所を創造するとともに、先人の努力で
完成した砂鉄川治水事業と東日本大震災を後世に伝え、復興のシンボルとする。
【内容】①植栽した桜周辺の環境美化活動　②自然活動家「しらいみちよ」コンサート（児童との合唱による先人と
震災被災者の追悼）　③記念植樹（桜100本）

― ―

みんなの居場所づくり事業 継続 132

【目的】障がい者の社会参加の促進と自立支援、ボランティアの養成・育成を図り、障がい者・ボランティア・地域
住民が気軽に集い、交流できる場を提供する。
【内容】①地域住民が集えるフリースペースの継続設置（情報交換・発信、仲間づくり用）　②障がい者・ボラン
ティア・地域住民を対象とした交流会の実施等

NPO法人アー
トで明るぐ生ぎ
るかわさき

―

岩手県天然記念物樹齢600年の笠松を守ろ
う！！

新規 210
【目的】岩手県指定天然記念物指定の笠松は、樹齢600年以上になり衰えが目立ち、葉ふるい病に罹患してい
る。地域の宝として後世に残すため、緊急の延命治療として外科的処置を行う。
【内容】①腐朽処理（腐朽部切除等）　②空洞処理　③調査等

岩手県緑化セ
ンター

―

伝統の味「炒め納豆」普及事業と新たなグルメ
への取り組み

継続 200

【目的】40年以上前から保育園の給食に提供されてきた炒め納豆は、まだまだ地元に浸透していない。地元への
浸透と野菜や納豆嫌いの人にも美味しく食べてもらえる新メニューの開発、普及に取り組む。
【内容】①地元普及のため各種イベントでの試食提供　②新メニューの開発　③近隣のグルメ団体との交流・意
見交換会の開催

一関商工会議
所青年部川崎
支部

―

伝統の石蔵山景観づくり事業 継続 1,123

【目的】地域内にある石蔵山は、歴史的に平泉とのゆかりが深い場所となっている。山頂付近の林間広場に歴史
と伝統にふさわしい良好な景観を地域住民と作り出し、元気な地域づくりに貢献する。
【内容】①あじさいの植栽　②一関地方育樹祭（川崎地域）参加　③千本さくら等の仕立・枝打ち作業　④間伐等
の環境整備

伝説の石蔵山
景観づくり実
行委員会

―

一関市川崎町の元気を発信し隊　パートⅠ 新規 935

【目的】誘致企業の㈱多摩スプリングが加盟する多摩高度化事業協働組合からの震災復興支援に対する感謝と
相互のイベントへの参加により、交流と情報交換の機会を設定し工業振興を図る。
【内容】①「アサレふれあいまつりinまちだテクノパーク」参加（布佐神楽出演、農産物等販売、観光資源ＰＲ等）
②多摩高度化事業協働組合と一関市内工業系企業との技術・情報交換会

一関の物産と観
光展実行委員会
川崎地域プロジェ
クト委員会

―

図書館便利！再発見事業 新規 120

【目的】文化、教養、生涯学習の場であり、地域や市民の課題解決の情報を提供する場である図書館の利用促
進のため、補助機能や情報発信事業を強化する。
【内容】①地域資料の収集　②講演会等の開催　③図書館の定時外開館（定時外のお話し会、朗読会、音楽会
の実施）　④図書館ツアーと利用講座の開催

― ―

門崎メダカの学校プロジェクト 継続 811

【目的】門崎地区の水田は、クロメダカ群生の北限とされている。地域ぐるみで門崎メダカと農村環境保全への理
解を深め、メダカの里の定着化とメダカを活かした農産物のブランド化の事業を行う。
【内容】田植え・稲刈り等の農作業体験、講演会の開催、メダカ観察会・生態学習会、いわて銀河プラザへのメダ
カ米出店等

門崎地区農地
管理組合

―

川崎小学校ニュースタート事業；おもしろサイエ
ンスショー

新規 525
【目的】学校統合により平成25年度からスタートする川崎小学校の子供たちに本物の芸術や文化に触れる機会
を提供するとともに、児童及びＰＴＡの一体感を醸成する。
【内容】講演会（おもしろサイエンスショー）の開催

― ―

咲かせよう川崎の輪～花の輪！人の輪！地域
の輪！～

継続 235

【目的】自治会内での世代間交流の提供と学校・企業を含めた地域全体での取り組みにより、快適で質の高い地
域づくりに貢献する。また、自治会活動の活性化を促進するよう支援する。
【内容】①川崎地域内自治会、学校、企業への花苗配布　②寄せ植え・ハンギングバスケット講習会、花いっぱ
いコンクール入賞花壇研修、花を活用した創作教室

― ―

川崎

21事業
継10
新11

11,669



資料２
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地域 配分額 事業名 継・新 事業費 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

ちびっこ　あつまれー！！ 継続 230

【目的】少子化や核家族化による子ども同士・親同士の交流機会の減少、身近な育児相談相手の不在による不
安やストレスの解消のため、親・子及び世代を超えた交流の場を提供し、子育て支援を行う。
【内容】①親子で遊ぶ機会の提供（バルーンアート、読み聞かせ、遊び、相談コーナーの設置）　②親子で楽しめ
る講演会の開催（コンサートや運動）等

ひよちゃんクラ
ブ

―

かわさき特産野菜普及拡大事業 新規 350

【目的】戦前から門崎地区を中心に栽培されている「ツルクビ芋の子」は、生産や調理が難しく需要が減少傾向に
あるが、希少性が高いことから、新商品を開発し消費拡大と生産者の栽培意欲の向上を図る。
【内容】①新商品開発（つるくびアイス、コロッケ、乾麺、惣菜、ラーメン）　②加工品の試食販売　③道の駅イベン
トでの新商品ＰＲ、試食会

ドンと市かわさ
き協同組合

―

健康づくり三世代交流推進事業 継続 686

【目的】子どもから高齢者まで、いつでも気軽に取り組めるニュースポーツの環境を整備し、健康づくりの推進を図
る。
【内容】①簡易パークゴルフ場、用具の整備（河川敷を利用）　②パークゴルフ普及推進による健康増進（世代間
交流大会の開催）

川崎体育協会 ―

元気な地域情報発信事業 継続 306

【目的】川崎地域の元気な地域づくり事業や各団体の事業を紹介し、より身近な情報を地域の皆さんに提供する
とともに、地域行事への参加意欲の向上を図る。
【内容】情報誌発行（年4回、A3版、カラー両面印刷、地域内全戸と主要施設へ配布。内容：元気な地域づくり
事業紹介、地域の団体紹介、イベント情報、好きな風景・残したい風景、防災Ｑ＆Ａなど）

　NPO法人北
上川サポート
協会

―

地域のことは地域で考えよう－まちづくり保全事
業－

継続 500

【目的】各自治会等地域の課題解決のため、地域ぐるみで行う実践活動に対し市が支援を行い、地域に対する
愛着心を育むとともに、地域課題に対し住民自らの創意工夫による解決を図る。
【内容】集会施設の修理・営繕や災害復旧、施設周辺の環境整備、環境保全のための原材料や重機等の借上
げ料等について支援する。作業は地域住民で行うことが必須。１団体の限度額は20万円。

自治会等 ―

郷土の先人　伊藤勇雄を学ぼう！ 新規 478

【目的】「夢なくして何の人生ぞ」この言葉を好み、この言葉どおりに生き抜いた開拓の詩人、そして郷土の先人伊
藤勇雄の激動の生涯を学ぶ。
【内容】①新川崎小学校校歌の歌詞に名前が挙げられている伊藤勇雄の生き方を紹介するパネル作成（公民館
文化祭、学校行事、子ども会、自治会、他地域施設等で紹介）　②紙芝居作成（未就学児用）

― ―

道の駅「かわさき」10周年記念事業 新規 364
【目的】Ｈ25に開業10周年を迎えるが、生産者の高齢化や近隣への新たな道の駅（産直施設）開設計画等で厳
しさを増していることから、更なる生産者の意欲向上や産業振興・地域振興の拠点施設としての成長を図る。
【内容】①開業10周年記念事業（記念式典、講演会）　②記念イベント

道の駅「かわさ
き」10周年記念
事業実行委員
会

―

安全・安心かわさき普及事業 新規 92

【目的】地域住民の交通安全に対する意識の高揚を図り、交通事故のない安全・安心な地域づくりを推進するた
め、安全運転体験や啓発を実施し、明るく元気な地域づくりに寄与する。
【内容】①川崎文化祭での交通安全体験コーナー設置（酒酔い体験、運転歩行能力診断、自動車シュミレー
ター、啓発用品・リーフレットの配布）

千厩警察署、
交通指導員

―

緊急等事業対応分 1,973
【目的】年度途中に生じた緊急、突発的な事業等に対応する。
【内容】緊急、突発的な事業等に対応するため、事業費は地域配分枠の５％～30％の範囲内で設定。

― ―

計 11,669
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平成25年度　元気な地域づくり事業一覧表

地域 配分額 事業名 継・新 事業費 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

モアビューティフル藤沢整備事業 継続 623
【目的】自治会協議会が進めてきたビューティフル藤沢整備事業を更に推進するため、福祉施設等の協力を得
ながら花の苗等を栽培し、自治会等に配布することにより、一層の環境美化と自治意識の高揚を図る。
【内容】福祉施設（ふじの実学園）への花苗栽培及び自治会・事業所への花苗の配付

自治会協議会
役員等

43自治会、事
業所等

天まで届け！絆のカイト「豪州姉妹都市との同
時凧揚げ震災復興プロジェクト」

継続 270

【目的】豪州の姉妹都市セントラルハイランズ市と藤沢地域の小中学生がメッセージを記入し、交換した凧を日豪
同時に揚げて震災復興への願いを共有し姉妹都市の啓発と友好親善を更に深める。
【内容】セントラルハイランズ市と藤沢地域内の小中学生等が、震災からの復興への願いを込めたメッセージが書
かれた凧を交換し、平成26年3月に日豪同時に凧揚げを行う

藤沢町国際交
流協会役員等

藤沢地域内及
びセ市の小中
学生等

「ふれあい一皿運動」 継続 1,066

【目的】食生活改善推進員が一皿料理をおすそ分けしながら会話を通したふれあいをすることで、高齢者の心の
元気づくりや防災等見守り体制の強化につなげる。
【内容】独居高齢者、虚弱高齢世帯、日中独居で心配のある高齢者等400名程度への一皿運動（毎月１回、8
月を除く5～2月）、食生活改善推進員研修会（4月）

食生活改善推進
員、民生児童委
員、行政区長、保
健推進委員等

400人程度

地域資源活用実証事業 新規 250
【目的】地域の桑資源を積極的に利活用し、桑葉の安定生産、地域特産物の試作検討、資源の有効活用の地
域定着化を図り、耕作放棄地の解消と地域の活性化を目指す。
【内容】桑葉の安定生産、地域特産品の試作　（藤沢、黄海、八沢地区で実施）

4人 10人

いらっしゃーい！館ケ森高原シャトルバス運行
事業

新規 1,817

【目的】藤沢地域の主要観光地である館ケ森高原エリアは、新幹線利用の観光客に対する路線バスがなく、二
次交通面に課題を抱えているため、多くの観光客を誘致し地域の活性化に資する。
【内容】一ノ関駅東口から花と泉の公園を経由し、館ケ森高原エリアまでの無料送迎シャトルバスを運行（4/5か
ら11/4までの期間中の金・土・日・祝日）

藤沢町観光協
会

500人

おいでよ！館ケ森高原集客事業 新規 720
【目的】藤沢地域の主要観光地である館ケ森高原エリア内の２大イベントの「館ケ森収穫祭」と「風祭り」を支援
し、エリアへの集客と地域の活性化を図る。
【内容】地域特産品の販売、多彩なイベントの開催、冬場の体験メニューの提供、誘導看板の設置

収穫祭実行委
員会、エコール
館ケ森

2,000人

ふじさわ縄文土器と蔵でビアガーデン 新規 250

【目的】藤沢町内蔵前広場を会場に、藤沢野焼祭入賞作品を展示し、鑑賞しながら夏を満喫するビアガーデンを
開設し地域の交流を深める。
【内容】野焼祭入賞作品展示（ライトアップ）と歴代野焼祭ポスターの展示、ステージイベントの開催、ビアガーデ
ンの開設　（8月のお盆時期に実施）

15人（藤沢町
商工会青年部）

100人

きのこの森づくり実証事業 新規 120
【目的】地域の資源である山（アカマツ林）を活用し、人工栽培が困難とされるまつたけ栽培へ挑戦し、将来の新
たな地域産業振興への可能性を求め、ひいては農家所得の向上を目指す。
【内容】まつたけ栽培の研修、事例視察研修、現地研修　（5月～11月に実施）

3人 10人

道路河川等環境整備事業 継続 1,000
【目的】自治会等が地域内の市が管理する道路河川等の環境整備を行う活動に対して、市が必要な物品支給
等の支援を行うことにより、身近な公共財産の愛護意識の高揚と地域協働活動の推進を図る。
【内容】事業の実施に必要な原材料等の提供

自治会等 未定

パワー・スポット大籠キリシタン殉教地ＰＲ推進
事業

新規 300
【目的】平成6年オープンから18年が経過した大籠キリシタン殉教公園について、東日本大震災以降観光客が増
加傾向にあることから、この機を捉え、歴史や史跡のＰＲ活動を行い集客拡大を図る。
【内容】山浦玄嗣（ﾔﾏｳﾗ ﾊﾙﾂｸﾞ）講演会の開催（7月、縄文ホール、演題：仮称「キリシタン殉教地　大籠）

藤沢町文化振興協
会、大籠ｷﾘｼﾀﾝﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱｽﾀｯﾌ、大籠キリシ
タン史跡地域おこしの
会

未定

一関藤沢市民劇場 継続 1,000
【目的】一関藤沢市民劇場は、藤沢地域に伝わる史実や物語を題材とし、地域住民の手づくり演劇という総合芸
術で表現することにより、地域に対する愛着を育み、地域の文化活動の活性化に資する。
【内容】手づくり演劇公演（平成26年2月23日、縄文ホール）

115人 500人

ではってみっぺす・みでみっぺす素人演芸会 継続 350
【目的】藤沢地域に住む市民が持つ素人芸を発表することや、地域住民がそれを応援、鑑賞することで、地域の
活性化に資する。
【内容】藤沢地域内43の自治会から推薦された素人による演芸会の開催（平成25年10月27日、縄文ホール）

23人 500人

2013高校生集まれ！バンドフェスティバル in
Fujisawa

新規 500

【目的】地域の高校生が元気な姿を発信し、観客にも感動を与え地域を元気にする。他校の高校生とも交流を
深め、地域の文化活動の活性化に資する。
【内容】一関市、奥州市及び気仙沼市の高校生バンドグループを募集しバンドフェスティバルを行う（平成25年8
月4日、縄文ホール）

30人（実行委
員等）

500人

藤沢

14事業
継 6
新 8

9,375



資料２

平成25年度　元気な地域づくり事業一覧表

地域 配分額 事業名 継・新 事業費 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

安全で安心して住みたい地域事業 新規 500
【目的】明治時代の藤沢の二度の大火災の歴史を機に「火盗難防止会」が結成され、毎年旧暦1月12日に「火
伏祭」が開催されている。会結成の趣旨を子供たちに継承し、住民に防火思想の普及を図る。
【内容】火伏祭の実施、祈願祭、パレード　（平成26年2月）

22人（火盗難
防止会役員、
自治会）

200人

緊急等事業対応分 609
【目的】年度途中に生じた緊急、突発的な事業等に対応する。
【内容】緊急、突発的な事業等に対応するため、事業費は地域配分枠の５％～30％の範囲内で設定。

― ―

計 9,375

計 101,442 各地域分計(118事業：継61、新57) 101,642

その他 懇談組織に係る経費（8地域分） 1,725 【内容】懇談組織の視察等経費（旅費、お茶代、昼食代）

合計 101,442 合計 103,367


