
平成26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(千円) 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

（担当課：商業観光課）

継続 1,500

【目的】一関の伝統食文化である「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「もちの聖地いちのせき」を全国に向けてPRする
とともに、交流人口を拡大させ、地域経済の活性化を図ることを目的とする。ま
た、農水省の「和食」についての世界無形文化遺産登録の動きと合わせ、もちにつ
いての東北の魅力情報発信の拠点とすることを目指す。
【内容】実行委員会が主催する｢もち」をテーマとしたグルメイベントの開催と一
関のもち文化の普及、地域内外へのＰＲをする。
　「もちの聖地いちのせき」の魅力情報発信を図るために、民間、市、県、関係団
体が協力連携して盛り上げるとともに、第1回中東北ご当地もちサミットの規模を
拡大して、第2回は全国を視野に入れ東北六県を中心とした全国もちサミットを開
催した。第3回目は、世界のもち料理の出店を目指す。また、もちの宣伝普及と啓
発活動を支援する

実行委員・
ボランティ
ア
30人

39,000人

発活動を支援する。

おらほの新鮮農産物ＰＲ事業

（担当課：農政課）
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イベント等での一関農産物等の配布(全国地ビールフェスティバルなど)
②都内の期間限定アンテナショップ・レストランでのPR(全国うまいもの交流サロ
ン「なみへい」（東京日本橋）)③農産物PR用販促用品の作成(農産物PR用買い物袋
など)

農産物生産
者等

―

スマイルパーク・つりやま

（担当課：都市計画課）
継続 1,000

【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、散策マップ配布・活用、樹名板設置等
イベントの開催

検討委員
（地域住民
等）
12人

―

消防屯所シャッターペイント事業

（担当課：消防本部、西消防署）
継続 1,890

【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8点をシャッターにペイ
ントする。（8個所）

児童生徒、
地域住民、
消防団員等

2,000人

笑顔いっぱい！！トライアングル
プロジェクト

（担当課：教育総務課、学校教育
課、生涯学習文化課、体育課）

継続 1,250

【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6年生（現在計65名）による年３回（夏休み、冬休み、春休
み）の交流事業（宿泊体験、スケート体験、交流会）を実施

学校、PTA
等

―

一関地域協働提案事業

（担当課：協働推進課）
継続 9,000

【目的】一関地域の各地区（10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。（10地区×90万円）

地域住民等 未定

一関

9事業
継 7
新 2

19,265



平成26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(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

地域保全事業　※ハード事業

（担当課：協働推進課）
継続 1,000

【目的】地域住民が、身近な公共財産等を良好に維持するために実施する保全活動
等に対し、必要な資機材等を提供することにより、地域の環境を守り公共財産等の
利便性を向上させる。
【内容】公園や集会施設周辺等の整備、地域住民が利用する施設等の整備におい
て、必要な資材の提供（10万円限度）及び必要な機材のリース料（10万円限度）を
市が負担する。（10万円×10自治会）

地域住民等 未定

地域みんなで　子育て・防災・健
康づくり！！（仮）一関保健セン
ターまつり

(担当課 健康づくり課)

新規 1,205

【目的】平成26年11月、山目字前田地内にオープン予定の新一関保健センターを地
域に根差した施設とするため、これまで開催してきた「いちのせき健康まつり」を
リニューアルし、施設のPRとあわせ、イベントの開催を通じ地域の子育て・防災・
健康づくりについての意識向上を図ることを目的とする。
　あわせて、敷地内に設置している防災関連設備の地域住民への周知と、使用方法
等についての防災訓練を目的とする

地域住民等 未定

(担当課：健康づくり課) 等についての防災訓練を目的とする。
【内容】子育て・防災・健康づくりに関する各種イベント開催

水道施設をみんなで大切にします
事業
（担当課：簡易水道課）

新規 170

【目的】安全な水を安定的に各家庭に送るために必要な不可欠な水道施設につい
て、地域の人たちに理解していただき、末永く大事していただく。
【内容】舞川簡易水道事業の主要施設を巡り、その施設の果たしている重要な役割
について理解していただくとともに、その施設周辺の環境整備や交流を深める事業
を実施する。

地域住民等 未定

緊急等事業対応分 1,250
【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 19,265



平成26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(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

花と泉の公園再発見 新規 1,000

【目的】 公園内の施設等の活用を再発見し、地域住民に「驚き」「懐かしさ」
「楽しさ」を満足していただき、百花繚乱で元気な地域づくりを推進する。
【内容】・バタフライガーデン事業・花を題材にした手芸作品コンテスト・おもて
なし市場

10人　(花
泉観光開発
株式会社
等）

6,500人

環境にやさしい買い物キャンペー
ン

継続 576

【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

700人

親 流事業 継続
【目的】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

体操を 豊 な情操を育
園児保護者

親子交流事業 継続 400 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】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

空き店舗活用支援事業 継続 210
【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、起業者支援

10人（花泉
中央振興商
店街協同組
合等）

10人

花泉マラソン大会「瀬古杯」第25
回開催記念事業　～瀬古利彦氏と
走り続けた25年

新規 1,000

【目的第25回目を迎える花泉マラソン大会「瀬古杯」開催にあたり、本人を招き四
半世紀にも及ぶ花泉とのつながりを振り返るとともに、「2016いわて国体」「2020
東京オリンピック」に向けて地域全体で機運を盛り上げスポーツ振興を促進する。
【内容】 早稲 大学競走部 よる グ教室 瀬古利彦氏 よる講演会

50人(一関
市体育協会
花泉支部、
実行委員会

3,000人
走り続けた25年～ 【内容】・早稲田大学競走部によるランニング教室・瀬古利彦氏による講演会・一

関市全国PR活動(箱根町における餅振る舞い)
実行委員会
等)

永井・地域コミュニティ活性化セ
ミナ―

新規 500

【目的】住民一人ひとりが希望をもって安全・安心な暮らしをしていくために、こ
れからの地域コミュニティや市民活動の活性化にどのように取り組んでいくか、組
織の育成と併せ、地域一体となり推進する意識づくりを行う。
【内容】・地域コミュニティ活性化セミナー　・文化講演会とパネルディスカッ
ション　・永井・地域コミュニティ活性化協議会(仮称)設立準備等

35人（永井
地区行政区
長会ほか21
団体）

800人

涌津地区集落自慢比べ事業 新規 500

【目的】涌津地区にある各集落ごとに自慢できるものをあらためて発見し、地区民
で話し合うことで協働のまちづくりに寄与するとともに「涌津わくわく自慢」と表
示し、後世に伝えていく。
【内容】・集落の自慢、誇り、宝、文化を話し合い、集まった自慢物件を地図に組
み入れ、自慢マップを作成(地区内全戸配布)・集落自慢物件上位の案内看板（表示
板）を設置

50人（集落
公民館、公
民館活動推
進員等）

600人



平成26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(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

油島の歴史を探る 新規 500

【目的】油島地区のお宝や歴史について再確認し、次の世代に引き継げる地域活動
を実践しながら、あわせて地域課題を共有し、話し合い、解決していける仕組みづ
くりを構築する。
【内容】・地元学の実践（調査、研究、学習活動）・「油島のお宝・歴史マップ」
の作成と案内看板(表示板)の製作・油島の由来（菜種油）復活事業

6人(油島地
区地域づく
り探検隊
（仮称）
等)

300人

モリウシってなに？ 新規 957

【目的】花泉金森から出土したハナイズミモリウシの化石について、地元の学術的
遺産を花泉の子どもたちに広く教え郷土に誇りを持ってもらい、ひいては元気な地
域づくりの礎となることを目的とする。
【内容】・ハナイズミモリウシを題材とした絵本のシナリオの公募・シナリオに
沿った絵の募集(小中学校の児童・生徒）・絵本（学習教材）の作成

15人 800人

30人(老松

花泉

16事業
継 7
新 9

14,195

老松地区夏祭り 新規 400

【目的】地域住民と「老松地区夏祭り」の企画から運営まで実施し、地域の連帯感
の高揚を図り、今後の地域づくりを進める。
【内容】・打合せ会議（全体会議、部会）・祭りの開催（出店、餅つき、盆踊り、
太鼓・バンド演奏、花火など）

30人(老松
地区自治振
興会(仮
称)、実行
委員会等)

400人

ディスカバーふるさと日形事業 新規 500

【目的】日形地区の過去から現在へと移り変わっていく姿を知ることにより、新た
な発見とふるさとへの理解を深め、地域を大事にする心、郷愁、未来への夢・希望
を育み、地域づくりに繋げる。また、植樹による記念公園を整備し、地区民の郷愁
の拠り所と心を繋ぐ場所とする。
【内容】・写真を募集し、写真集を作成し全戸配布　・若日庵の隣地に桜の木を植
え、記念公園とする。

30人(日形
まつり実行
委員会等)

350人

見て・知って
輝け元気な金沢！

新規 500

【目的】先人が築いた金沢の歴史を知り、後世に伝え保存し、地域の理解を深める
とともに、美しい環境の元気の出る住みよい地域づくりに資する。
【内容】・金沢の歴史探訪、学習会・金沢の景観等写真展・金沢の歴史発見、景観
マップ作成・金沢の元気結集「秋祭り」の開催

10人(金沢
地区集落公
民館連絡協
議会)

400人

【目的】市民生活に必要な身近で実践的なテーマのセミナーや講座 より実践的な

「としょかんイベント～図書館で
学ぼう・磨こう・楽しもう～」

継続 910

【目的】市民生活に必要な身近で実践的なテーマのセミナーや講座、より実践的な
イベントを開催することにより、個々の課題解決と参加者の交流を図り、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】・野菜の達人による「親子で学ぼう！やさい塾」・ブクブク交換「本と名
刺の交換会」・ボタニカルアート（植物画）教室・「おもてなし」セミナー・「親
子でつくろう！フラワーアレンジメント」・「英語絵本でおはなし会」

10人（図書
館読書ボラ
ンティア、
産直グルー
プ等）

300人

花泉フェスタ＆消防祭 継続 2,913

【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】フリーマッケット、農産物産直、子供の遊びコーナー、歌謡民謡ショー、
郷土芸能発表、消防車両等の展示・体験搭乗等

30人（花泉
地域のＪＡ
女性部、消
防団、婦人
消防協力隊
等）

2,000人

集落環境整備事業 継続 1,200

【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



平成26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(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

緊急等事業対応分 1,629
【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 14,195



平成26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(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

郷土芸能映像記録保存継承事業
(H25郷土文化活動記録支援事業)

継続 819
【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ことを目的とする。
【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

市営バスに乗ってＥｃｏ（えこ）
～！事業

新規 499

【目的】地域住民へ環境にやさしい公共交通機関である市営バスへの関心を持た
せ、利用者減少に歯止めをかけることを目的とする。
【内容】10月1日（仮の日程）を運行20周年記念「市営バス・大東の日」とし丸１
日運賃を無料（全額免除）にし、20年の運行を感謝ＰＲするとともに、関連イベン
ト（乗車人数当てクイズ、図画コンテスト、写真コンテスト等）を実施する。

市営バス関
係者

未定

運動による健康づくり事業 継続 3 175

【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】「ウ キングの どい を開催し また 「元気ア プ大東塾 は 新 未定 未定運動による健康づくり事業 継続 3,175 【内容】「ウォーキングのつどい」を開催し、また、「元気アップ大東塾」は、新
たな参加者を募集し開催し、新たに、軽体操の普及として、大東地域に親しみのあ
る「大東音頭」を活用したオリジナル軽体操を製作し、普及啓発を図る。

未定 未定

室根高原牧場まつり 継続 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】室根高原でイベントを開催し、観光ＰＲを行う。実施時期は未定。

未定 1,000人

ご当地グルメで大東の魅力UP！事
業

新規 1,400

【目的】大東地域のご当地グルメを開発し、開発したグルメを地域内の複数店舗で
供給できる体制を構築し、地域の活性化を図ることを目的とする。
【内容】大東地域のご当地グルメを開発し、開発したグルメを披露する場としての
イベントを開催する。

未定 2,500人

森の収穫祭事業 新規 803

【目的】大東地域の林業を紹介すると共に消費者に木材の良さを理解してもらうこ
とにより、林家の林業生産意欲の高揚を図ることを目的とする。
【内容】イベントを開催し、内外に大東地域の林業を紹介する。また、大東町時代
に整備した「木工団地」に看板を設置する

林業者、森
林組合職員
等

未定

に整備した「木工団地」に看板を設置する。

がんばろう東北・ILCの中心で、海
と山とのビッグバン大市事業

新規 980

【目的】被災地復興支援と地元商店、農家の農産物をPRし、地域一体となって地区
の賑わいを創出し、また、東北復興のシンボルILCの中心地（ビーム衝突点）とし
ての大東町をアピールし、ILC計画推進の機運を盛り上げることを目的とする。
【内容】沿岸業者による海産物の販売、試食実施、地元商店の販売、農業者の採れ
たて農産物の販売。ILCの紹介。

大原商業
会、被災地
海産物業者
等

未定

芦東山の生涯を学ぼうプロジェク
ト

継続 1,001

【目的】郷土の偉人「芦東山」の生涯や業績の普及・啓発を地域住民や芦東山先生
顕彰会と一体となって実施することにより、地域の活性化に資することを目的とす
る。
【内容】講演会、学習会、講座等の開催やかるたの制作、芦東山ゆかりの地移動研
修などの普及・啓発事業を実施する。

芦東山先生
顕彰会会員
等

未定

未来を担う子どもたちへ　心はぐ
くむ人形劇鑑賞事業（仮題）

新規 1,000

【目的】県事業「岩手県青少年劇場」の対象となっていない小学1年生から4年生の
全児童に、優れた舞台芸術に触れる機会を提供し、子どもたちの豊かな心と夢を育
むことを目的とする。
【内容】人形劇の公演

未定 450人

大東

11事業
継 5
新 6

15,552



平成26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(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

ＩＬＣ（国際リニアコライダー）
学び事業

新規 1,156

【目的】大東地域は、ＩＬＣの中央衝突点と見込まれていることから、「ＩＬＣ学
びナビツール」を試作し、住民にＩＬＣや素粒子などについての理解をさらに深め
ていただだくことを目的とする。
【内容】大東図書館を核に、リニアコライダーコラボレーション（高エネルギー加
速器研究機構内にある広報活動セクション）や市民と協働で「ＩＬＣ学びナビツー
ル」を試作するとともに、講演会等を開催する。

未定 未定

消防フェスタⅰｎ大東2014（災害
救護研修会）

継続 1,603

【目的】参加体験型のイベントを通じて、子供からお年寄りまで、幅広く多くの
人々に防火･防災意識の高揚を図るとともに、数多くの人が集まり、楽しみ、触れ
合うことで活力が生まれ、元気があふれる大東となることを目的とする。
【内容】参加体験型イベント（体験コーナー、大声チャンピオン大会、非常食試食
コーナー等）の開催。

未定 未定

コ ナ 等）の開催。

緊急等事業対応分 2,456
【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 15,552



平成26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(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

みんなで支え合うふれあい事業 継続 200

【目的】震災により千厩地域に一時避難している方との交流事業の開催や交流の場
を提供し、参加者同士の親睦交流を深め、避難している方が生活の潤いを少しでも
感じられるよう実施する
【内容】・ふれあいバスツアー（2回）、ふれあい交流会ほか

観光ボラン
ティアほか
関係団体20
人

100人

若者の交流・婚活促進事業「音コ
ン」

継続 1,000

【目的】当地方の自然と魅力あふれる観光資源と音楽を活用し、自然と音楽の心地
よさが融合させた出会いの場を提供し、婚活の促進や若者の親睦交流を深める。
【内容】・［夫婦石］［飛ヶ森キャンプ場］［角蔵ホール］などで、コンサートや
交流会を開催する。

20人、音コ
ン実行委員
10人

100人

移動販売支援調査事業 新規 350

【目的】買い出しが困難な高齢者ら「買い物弱者」の生活を支えるため、移動販売
に向けた情報収集やニーズ調査、試験販売を行いながら、高齢者とのふれあい交流

20人 100人移動販売支援調査事業 新規 350
を図る。
【内容】・情報収集、ニーズ調査、試験販売

20人 100人

おもてなし準備プロジェクト! 新規 395

【目的】ＩＬＣ建設はまだ決定していないものの、今後多くの外国人等視察者、観
光客が訪れると思われることから、迎え入れる「おもてなし」の準備を行い、この
地を訪れる方々を気持ち良くお迎えできるようにする。
【内容】・外国の文化を知ろう！（英会話教室5回程度、市内外国語指導主事など
の千厩ツアー1回、簡単な英語応答集作成、テーブルマナー教室2回）・日本の文化
を紹介しよう！（着付け教室5回程度、茶道教室5回程度、郷土料理教室3回程
度）・外国人と交流しよう！（交流会2回）

商店会員、
観光ガイド
等10人程度

100人

地域特産物Ｂ級品商品化研究開発
事業

継続 430

【目的】地域特産物の「とまと」・「ピーマン」等の出荷規格外品の有効利用と消
費拡大を図るとともに、6次産業化のきっかけを作るため、加工品の商品開発を行
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

野菜等生産
農家、調理
師会員

未定

【目的】団塊の世代、退職者の男性からなる有志の社会貢献グループ活動等を促進
し、保健・福祉・介護予防事業を地域で協働で行い、地域のコミュニティの活性化
に寄与する

10区自治会
寸劇グルー

千厩中高年男性の社会貢献グルー
プ活動事業

継続 160
に寄与する。
【内容】社会福祉協議会のサロンまつり、障害者ふれあい会、産業文化祭、地域の
様々な役割（民生委員、保健推進員）の方の会議活動等で、参加型の寸劇を通し
て、地域課題の解決に向けた社会貢献グループ活動の促進と参加者の拡大をねら
い、「笑い」により地域コミニュティーの元気活発化を図る。

寸劇グル
プ「ひまな
すたづ」、
保健福祉課
員ほか

未定

夫婦石ふれあいのまちづくり事業 新規 1,740

【目的】空き店舗を利用して、千厩町内で所蔵及び所有している昭和の品々を展示
し、千厩地域の方々や地域外の来場者に見学していただき、ふれあい交流を通じて
商店街の活性化を図る。
【内容】①なつかしの蓄音機展（場所：旧白山湯）②なつかしの鉄道写真展:（場
所：東栄町）③なつかしの働く車写真展：（場所：東栄町）④なつかしのラジオ展
（場所：四日町）⑤なつかしの昭和駄菓子店（場所：旧熊秀商店）⑥なつかしの写
真屋さん（日の出写真館）　5月18日（土）～5月25日（日）8日間

未定

千厩

11事業
継 4
新 7

12,002



平成26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(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

”音楽がまちにあふれる・せんま
や”事業

新規 2,000

【目的】千厩ゆかりの音楽家などの協力を得て、「スポーツだけではない、芸術文
化も盛んな千厩」というコンセプトで、魅力ある地域づくりを促進することを目的
とする。
【内容】　①青少年音楽交流（6月千厩中学校）②友情人形コンサート（9月千厩小
学校）③元気コンサート（3月千厩地区民祭と合同開催）

未定

おらほの楽園事業 新規 602

【目的】鉱泉施設など地区にある地域資源を生かして、子どもや若者が気軽に参加
し交流できる事業を展開することにより、地区のコミュニティが活性化される。ま
た、若者が参加することにより、都市部との交流や新たな雇用の創出、若者が安心
して住みたくなる地区（楽園）に繋げていくため実施するもの。
【内容】たまご湯フェスティバル、収穫交流会ほか

20人　実行
委員会　15
人

300人

若者にやさしいまちづくり事業 新規 300

【目的】20代の青年男女を対象に、サークルづくり・交流活動や学習活動を行い、
現代の千厩地域において若者が自信を持って、住みやすく安心できる地域づくりを
目指す。
【内容】・地域実態把握の実施（年間）・事業説明会　2回（4月・12月）・青年学
習講座の実施（5回）・相談事業の実施（年間）

未定

磐清水地域活性化事業（仮称） 新規 1,303

【目的】地域の活性化を目的とし梅の生産に取り組んでいる。梅林公園周辺の環境
整備を進め、活力ある地域づくりや観光、産業振興を図る。
【内容】・地域おこし先進地研修会開催、講演会開催・梅林公園等周辺の環境整
備・磐清水地域活性化事業（仮称）地区民祭の開催

当該事業実
行委員　約
25名

300人

緊急等事業対応分 3,522
【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 12,002



平成26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(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

いきいきほのぼの映画鑑賞会 継続 993

【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7回程度）

16人 1,120人

砂鉄川一斉清掃 継続 52

【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、岩手河川国道事務所等が主催している「北上川一斉清掃」のイ
ベントと併せ実施する。

自治会等 200人

【目的】道路・河川・水路・公園・住宅などこれらは市の財産であるが、同時に地
域 住む住 有財産 愛着を持 なが 適 な維持管 を行

市民協働による市有財産維持管理
活動事業

新規 107
域に住む住民の共有財産として、愛着を持って利用しながら適正な維持管理を行
い、施設の保全や長寿命化を図る。
【内容】２～３の地区住民組織や団体を募集して、地域内にある施設（道路・河
川・水路・公園・住宅等）の維持管理（草刈などの景観保全）活動を行う。

未定 150人

地域の絆事業
（地域のグラウンドを守ろう）

新規 1,320

【目的】良好な状態を維持しつつ、閉校になった小学校跡地に対する関心を呼び起
こし、跡地活用のきっかけづくりとする。
【内容】・グラウンドの管理（業者によるグレーダー整備を委託）・地域による除
草剤散布。・地域住民との懇談会（活用案等を募集）。

田河津地区
自治会長8
人

80人

唐梅館森林公園””昆虫の森”等
整備事業（H25唐梅館森林公園“梅
の里”見直し事業）

継続 860

【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 30人

宮沢賢治ガイドボランティア養成
講座

継続 200

【目的】市民にガイドボランティア養成講座を通して、東北砕石工場技師のこと石
灰や鉱物、東山の歴史や文化、観光資源、そして宮沢賢治ガイドボランティアの会
について知ってもらい、実際に活動できる会員を増やし地域の観光を支援アピール
す

ガイドボラ
ンティア5 20人

講座
する。
【内容】ガイドボランティアの養成講座の開催

人

東山芸術鑑賞会　西村由紀江ピア
ノコンサート（H25東山芸術鑑賞会
―ハートキラキラ事業―）【※歳
入　200千円】

継続 1,636

【目的】・小学生・中学生が心の感動をする芸術鑑賞を体感する場を設け、心の豊
かさを育む一助とし一体感の醸成を図る１つとする。・東山地域住民に生の音楽を
体感する機会を設ける。・東山地域交流センター多目的ホールの活用を積極的にす
すめる。
【内容】西村由紀江ピアノコンサートの開催（昼夜2公演）。（ホールスタッフの
技術力向上の充実のため活動の場を設ける。若い地域の人材がスタッフとして交流
出来る場とする。）　※歳入分：225千円

20人（実行
委員等）

600人

和紙と硯で綴る東山 新規 260

【目的】・東山地域の伝統産業（東山和紙・紫雲石硯）が将来に継続した生産、活
用の推進が図られることが期待されている。・和紙と硯が織りなす空間を設定す
る。
【内容】①「和紙と硯を使った楽しむイベント」の開催 ②伝統工芸品「紫雲石硯
及び紫雲石製品の展示会」の開催③硯関係図書の展示

芸術文化協
会、東山和
紙振興会ほ
か5人

60人

人形劇スタッフ養成講座 継続 211
【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】広域的にスタッフを集め 「つくしんぼ」の活動継続を図る

8人 10人



平成26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(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

紙布織プロジェクト 新規 203
【目的】完成品の販売向上を図るには、両磐地区の機織団体との情報交換や作品展
示即売会などを開催して普及を図る。
【内容】・機織教室の開催・両磐地区の機織をする団体の作品を展示する。

5人 10人

自主防『災害の手引』（早めの行
動で目指せ減災！）

新規 866

【目的】東山町の防災拠点・施設及び個人の居住地の警戒・避難の目安を誰もが分
かるようにするとともに、地域住民が常に防災に対し高い関心を持てるようにす
る。
【内容】各自主防災組織を拠点に防災パネルを作成する。

自主防役員
12人

東山町民

小さな6次産業から地域の活性化を
（H25一石六鳥！農産加工プロジェ
クトⅡ）

継続 350

【目的】えごまの加工化により商品開発を行い、付加価値の高い商品を開発し、販
売につなげ、地域経済の活性化を図る。
【内容】・新商品のテスト販売　・販売に係る支援・えごま栽培・加工・販売の自
主的な組織化を図り支援体制の充実を図る。

30人 250人

東山

20事業
継14
新 6

12,476

主的な組織化を図り支援体制の充実を図る。

水辺の環境整備事業　PartⅢ 継続 505

【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、川の生物調査、川の語り部バンク、川の環境保全啓発
活動　　（実施場所：比良根川、林川、山谷川、中通川、大木川）

30人（水辺
の環境整備
事業実行委
員等）

250人

ひがしやま　未来にかける橋事業 継続 500

【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】・笑星’ｓの開催・子どもを見守る大人の人材育成・中高校生のジュニア
リーダーの育成

30人（ジュ
ニアリー
ダー等）

300人

郷土ひがしやま歴史伝統保存記録
事業（H25郷土ひがしやま歴史・伝
統アーカイブ事業）

継続 900

【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】・東山地域内の希望する自治会を対象に、伝統行事、芸能等を覚えている
年配者から聞き取りや現地確認を行い、収集した資料を基にイラストを描き、本に
まとめる

29人（調査
スタッフ）

50人

神楽伝承事業 継続 575

【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

9人 30人

親子で元気にピンポンパン 継続 150

【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

4人（指導
スタッフ）

30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】新しいコースを取り入れて、ウォーキングを実施する。（9月～11月、松
川地区内）

1人 30人



平成26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(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

田河津の未来に賭ける橋事業 新規 700

【目的】田舎の生活にあこがれを持っている人や定住を考えている人と、地域の若
者を中心とした人たちとの交流会を開催し、若者同士の出会いの場や定住のきっか
けづくりの場とする。
【内容】地域と協議をしながらPR用ビデオを作成し、交流会への参加を呼びかけ、
9月に交流会を開催する。

16人 30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 1,474
【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 12,476



平成26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(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

室根まつり観光PR事業(H25室根ま
つりＰＲ事業)

継続 620

【目的】通年型のＰＲを行うため、室根大祭の絵を利用した顔だし看板で記念写真
の撮影や室根大祭のＰＲのぼり旗の展示をしＰＲ活動を行う。H25年度に作成した
ゆるキャラ（着ぐるみ）を利用した観光ＰＲを実施する。
【内容】・移動式室根まつりＰＲ顔出し看板及びＰＲのぼり作成・他市町村におけ
るPR

― ―

住みよい室根事業 継続 1,900

【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。
（20自治会）

自治会 20自治会

交流の輪拡大事業

【目的】平成２７年度、室根神社特別大祭が開催されるにあたり、中東北の拠点都
市一関の形成を図るべく地域の観光資源と地場産品を内外にアピールすることを目 一関市室根

交流の輪拡大事業
継続 990

市 関の形成を図る く地域の観光資源と地場産品を内外にアピ ルすることを目
的とる。
【内容】・のぼりやチラシの作成・一関市室根友好交流推進協議会に委託し、友好
都市等訪問PR交流等を進める

関市室根
友好交流推
進協議会

―

桜を活かした地域交流事業 継続 200
【目的】旧折壁小学校校庭にあるソメイヨシノ桜の巨木を活かし、仮設住宅入居者
と地域住民との交流を図る。
【内容】テング巣病及び病害虫の駆除、樹勢回復事業

― ―

協働のまちづくり推進事業 継続 475

【目的】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】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⑤視察研修

室根まちづ
くり協議会

―

イベント交流事業 新規 650

【目的】むろね夏祭りを盛上げるため、他地域から地域を発展させているイベント
団体に対し出演要請を行い盛上げる。更には被災して室根町内に避難している方々
に元気を与えるむろね夏祭りを開催して行く。
【内容】他地域のイベント団体によるむろね夏祭りへの出演。

― ―

室根地域交通安全・地域安全普及
啓発事業

継続 271
【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】啓発用リーフレット購入、講演会、交通安全ポスターコンクール

― ―

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】親子で作品づくり、夜店

― ―

光と癒しのウインターコンサート
2014 新規 600

【目的】室根支所前庭植木を中心にＬＥＤによるライトを設置し、ライトアップ点
灯式と併せて町内外個人・団体等による「ミニウインターコンサート」（曲ろく
ホール）を行う。
【内容】 ＬＥＤライト設置、ミニコンサート

― ―

手作りおやつふるまい隊 新規 330
【目的】2か月に1回程度、独居後期高齢者世帯に手作りおやつを作って無料配布を
行い、合わせて世間話などをしながら、健康状況等の生活実態を把握する。
【内容】手作りおやつの無料配布。

― ―

室根

18事業
継13
新 5 10,675

10,675



平成26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(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

室根高原ふれあいまつり事業 継続 400
【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】ライブ、乗馬ショー、ふれあい動物園、ＰＲ活動

― ―

ふれあい祭りがんばろう市事業 継続 300

【目的】東日本大震災で被害を受けた地域との連携によるイベントとして例年開催
しているふれあい祭りを更に充実した「ふれあい祭りがんばろう市」を開催し、商
店街の活性化を図るとともに、被災地域の特産品の販路拡大を通じ、被災地支援・
復興の一助とする。
【内容】被災地からの出店、高齢者向け関連イベントの開催。

― ―

花き産地強化事業 継続 450

【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

― ―

10,675

【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。（小菊育苗、生育調査、市場性調査、有望
品種導入 さし芽作業 育苗）

良質米生産対策事業 継続 100

【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）

― ―

室根地域資源調査研究プロジェク
ト

新規 100
【目的】地域資源の六次産業化をめざし、健康志向ニーズをとらえナチュラルとし
て製品化を研究する。
【内容】水道水の水質調査

― ―

未来わくわく事業 継続 800
【目的】室根地域の子ども達が「未来にわくわく」できるような機会を提供する。
【内容】小中学生の希望者を募り、首都圏にある学習施設（国立科学博物館や科学
技術館などを想定）またはリニアモーターカーの見学などを行う。

― ―

【目的】本庁所管部とも連携しいちのせきハラミ焼なじょったべ隊が行う県内外の
イベント出展に支援し、一関の全国ＰＲ・知名度向上を図りながら、地域イベント

一関ご当地グルメ全国発信事業 新規 970
の賑わい創出と市内飲食店の活性化を推進する。
　一ノ関駅前においてグルメイベントを開催し、東北各地のご当地グルメを招待。
一関のＰＲと賑わい創出を図る。また、26年度はこれまで室根地域で開発した六次
産品を合わせてマーケット戦略を研究する。
【内容】室根地域開発六次産品等普及活動（一ノ関駅、他市町村への出店、PR）

― ―

消防団屯所シャッターペイント 継続 180

【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（1箇所）

消防団等 ―

緊急等事業対応分 1,239
【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 10,675
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地域 配分額 事業名 継・新 事業費(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

川崎の歴史･文化を次の世代にバト
ンパス

新規 820

【目的】先人の凄まじい努力によって残され、言い伝えられ、維持されてきた伝説
や文化･歴史、生活の中の年中行事や習慣、伝説などを、今に生きる私たちの責任
で伝え残すために、川崎村教育委員会が発行した資料の復刻を行い、家族、地域等
が語り合うきっかけとし、次の世代に引き継ぎます。
【内容】①資料の復刻印刷:（1,400部）②学習会の開催（冊子を活用）

川崎まちづく
り協議会

―

市営バスお買い物･コミュニティ促
進事業

新規 430

【目的】マイカー利用者の増加や人口減少などにより、市営バス利用者は年々減少
し、今後においても、少子高齢化が進み、市営バス利用者が減少するものと見込ま
れることから、バス利用者の利用促進を図り、市民の生活の足を守ることを目的に
実施する。
【内容】①利用促進表示板の作成･設置②利用促進用チラシの作成及びＰＲ活動の
実施③無料体験乗車会の実施（土日曜日）（音楽･図書便（2日間）、健康･栄養講
話便 お買 物体験乗車会 ④バ 車体 ジ プ

― ―

話便（2日間）、お買い物体験乗車会（1回））④バスの車体にイメージアップラッ

（仮称）砂鉄川旧河道敷地の活用
を考えるトークカフェ事業

新規 164

【目的】砂鉄川旧河道敷地の利用について計画案決定後、有効に地域の宝、施設等
として活用してくため、地域住民みんなで運営方法を検討し、地域住民が気軽に足
を運べる施設、人が集う場所となることを目指す。
【内容】①参加関係団体等の募集、検討方法協議、運営内容、運営組織の検討②近
隣あじさい公園施設の見学
③野外コンサート、持ち寄りカフェ（公園整備後）

― ―

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15万円（案）。

自治会等 ―

砂鉄川「桜ロード」事業 継続 528

【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 ― ―砂鉄川「桜ロ ド」事業 継続 528 え、復興のシンボルとする。
【内容】①桜の補植②桜の結束材の更新、追肥等と周辺の環境美化活動（草刈、ご
み拾い）

―

みんなの居場所づくり事業 新規 430

【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･育成を図る
ことを目的とし、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オープン講座の実施②フリースペースの整備③事業広報紙の作成④交流

― ―

花火には地域コミュニティＦＭを
活用しよう

新規 729
【目的】かわさき花火大会当日、昼間のイベントや駐車場の空き情報、車の混雑状
況等をFMコミュニティ放送により最新の情報を伝える。
【内容】 ①ＦＭあすも放送の実施②ステージイベントの開催

― ―

川崎地域へ「消えないまちだ君」
を設置しよう

新規 1,178

【目的】災害時や地震の際に停電になった場合でも3日間は点灯し続けることが可
能な街路灯の「消えないまちだ君」を地域内の主要な箇所に設置することで、防災
時の時はもちろん日常での必要箇所における地域住民の安心安全に寄与する。
【内容】「消えないまちだ君」の設置（2箇所）※設置場所：川崎小学校外灯1基、
川崎中学校外灯1基

― ―
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地域 配分額 事業名 継・新 事業費(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

川崎地域人材活用起業塾 新規 454

【目的】川崎町に居住する様々な知識や経験をもった方々の就労支援の場として、
生涯現役、一人一役を担い、生き生きと暮らすまちを目指し、人を活かし川崎地域
における臨時的、短期的な業務等についての情報を提供する場を創設していく。
【内容】①川崎まちづくり協議会で運営実施計画を検討し、結果をまとめる。②運
営体制づくりを検討する。

― ―

かわさき夏まつり花火大会を「音
と光」の演出で盛り上げたい

新規 460

【目的】観客同士が感動を共有し観客が一体となってかわさき夏まつり花火大会を
盛り上げたい。
【内容】来場者へ「スチックバルーン＋光るブレスレット」の拍手演出グッズを無
料配布し、花火打上に自由に使ってもらい、「音＋光」で拍手を演出。

かわさき夏
まつり実行
委員会

―

石蔵山あじさい花摘みフ ステ

【目的】石蔵山の良好な景観を守っていくため、地域の皆さんとの協働により、あ
じさいの花摘みフェスティバルを開催し、景観を維持するための花摘みを行うとと
もに 児童向けに森林教室等を行い 楽しみながら石蔵山の自然に親しむ機会を創

伝説の石蔵
山景観づくり

川崎

17事業
継 5
新12

10,867

石蔵山あじさい花摘みフェスティ
バル開催事業

新規 146 もに、児童向けに森林教室等を行い、楽しみながら石蔵山の自然に親しむ機会を創
設する。
【内容】①石蔵山あじさい花摘みフェスティバルの開催②石蔵山に植栽したあじさ
いの下草刈委託（年2回）

山景観づくり
事業実行委
員会

―

一関市川崎町の元気を発信し隊
パートⅡ

継続 679

【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「サレサふれあいまつりinまちだテクノパーク」参加②まちだテクノ
パーク交流視察

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

―

「門埼マダカファンクラブ」支援
プロジェクト（H25門崎メダカの学
校プロジェクト）

継続 328

【目的】門崎メダカの様子、四季折々の地域の魅力、イベント、観光、物産等の地
域情報を広く発信し、「門崎メダカファンクラブ」の設立を促し、門崎メダカファ
ンクラブを通じ一関市ファンへと誘引する。
【内容】「門崎メダカファンクラブ」づくり、金箱設置、勧誘チラシ作成、会員缶
バッチ作成、フェイスブック作成等

農事法人門
崎ファーム

―

ホットで新鮮な情報誌I-Styleかわ
新規 1 488

【目的】川崎地域を中心に一関市のホットで新鮮、魅力ある情報を伝え、一関市の
ファンを獲得し、都会から一関市へ旅行する者を増やし、地域が活性化することを
目的とする ―ホットで新鮮な情報誌 y かわ

さき刊行プロジェクト
新規 1,488 目的とする。

【内容】地域の情報を紹介･発信する情報誌を作成し、格之進六本木店、東京都町
田市のまちだテクノパークで行われるイベントなどで配布する。

― ―

I-Style　一関市かわさき満喫夏休
み親子体験ツアー

新規 410
【目的】川崎型の農村体験ツアーを提案し、体験ツアーを通じた新たな一関市ファ
ンの獲得を目指す。
【内容】体験ツアーの実施及び受入体制の整備

― ―

モクズガニとふれあう体験学習事
業

継続 432

【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り、併せて
産業振興に結び付ける。
【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

―

川崎子育て支援事業 新規 70

【目的】子育て中の保護者のストレスを解消し、子育てを楽しめる環境作りを支援
することで、幼児の健やかな成長を図る。
【内容】子育て支援イベントの実施（親子と子の運動又は体操（講師依頼）、人形
劇･エプロンシアター、育児相談、手作りおやつ等）

子育て支援
ぴよちゃんク
ラブ

―



平成26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(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

緊急等事業対応分 1,621
【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 10,867



平成26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(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

咲かせよう！みんなの笑顔創造事
業（H25モアビューティフル藤沢整
備事業）

継続 747

【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】花の苗の栽培と配付

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「日豪越
トライアングル同時凧揚げプロ
ジェクト」(H25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、ベトナム・ホーチミン市と一関
市藤沢町内の小中学生等が協働で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】日本、オーストラリア、ベトナムの３カ国で同日(3月)に凧揚げを行い、
東日本大震災からの一日も早い復興に願いを込め、また友好親善を深める。

藤沢町国際
交流協会役
員等

一関市藤沢
町内、セン
トラルハイ
ランズ市
内、ホーチ
ミン市内の
小中学生及小中学生及

「縄文の里」創造・八展事業 新規 2,933

【目的】平成25年度に藤沢町自治会協議会が「協働のまちづくり」として取り組ん
できた地域づくり計画を藤沢地域住民共通のアクションプランとして共有し、本計
画に基づいたまちづくりの展開を促進するとともに、藤沢地域にある廃校舎等の中
長期的な利活用の方向性を模索する。
【内容】・地域づくり計画書の発行、配布・廃校舎利活用先進事例の調査研究

縄文ネット

各自治会、
地区協議
会、自治会
協議会等

「ふれあい一皿運動」 継続 975
【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】・事業説明会４月・食生活改善推進員研修会・一皿運動

食生活改善
推進員、民
生児童委
員、行政区
長、保健推

300人程度

地域資源活用実証事業 継続 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】・地域特産品の試作、商品化及び販売PR・6次産業化の実証的・試験的な
実施

6人 10人

【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

いらっしゃーい！館ケ森高原シャ
トルバス運行事業

継続 1,500

【目的】藤沢地域の主要観光地である館ケ森高原 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（4/12から11/3までの期間中の金・土・日・祝日。但し、
4/26～5/6と8/13～8/24は毎日運行）

藤沢町観光
協会

500人

おいでよ！館ケ森高原集客事業 継続 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

きのこの森づくり実証事業 継続 170

【目的】地域の資源である山（アカマツ林）を活用し、人工栽培が困難なマツタケ
栽培に挑戦し、里山の再生を図るとともに、新たな地域産業の発掘を目的とする。
【内容】マツタケ山の環境整備及び植菌作業。灌木除去、草刈り等、落葉層除去、
植菌作業。現地研修等

10人 10人



平成26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(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

ふじさわ観光PR＆特産品販売促進
事業

新規 636

【目的】藤沢地域のメイン観光地となっている館ケ森高原エリアの観光客の約6割
が宮城県地域から訪れている状況から100万人都市である仙台市において、観光PR
と対面販売による特産品PRを行うことにより、更なる誘客を図る。
【内容】・「ろっけんパーク」での観光宣伝及び特産品販売・PRグッズの作製（PR
幕、のぼり、エプロン）
・ふじさわ観光パンフレットの新規作製

藤沢町観光
協会

3,600人

大籠キリシタン史跡めぐりウォー
キングと殉教地ＰＲ推進事業(H25
パワー・スポット大籠キリシタン
殉教地ＰＲ推進事業)

継続 500

【目的】大籠キリシタン殉教公園及びキリシタン史跡の、写真付無料パンフレット
（位置図）を作成し、新規観光客の事前情報収集に参考となる情報発信を行うと共
に、地元の方々にも存在を再認識していただくために、ウォーキングや講演会を開
催する。
【内容】①史跡めぐりウォーキング（5ｋｍ程度）②村田佳代子（むらたかよこ）
講演会開催

藤沢町文化
振興協会、
大籠キリシ
タン史跡地
域おこしの
会等

100人

藤沢

16事業
継11
新 5

12,830

講演会開催 会等

マーチングフェスティバルinふじ
さわ

新規 1,000

【目的】藤沢地域においてマーチング等に取り組む各団体（こども園、保育園、小
学校､中学校）と市内のマーチング及び吹奏楽を取り組む団体が相互の交流を図
り、日頃応援してくださっている地域の方々に対し、発表する場として開催する。
【内容】マーチングフェスティバルinふじさわの開催。

実行委員会
(地域内出
演団体保護
者及び指導
者)

1,000人

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27年2月22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 400

【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、地域の活性化に寄与する。
【内容】町内43の自治会及び雇用促進住宅藤沢宿舎結いの会から推薦された市民と
一般公募による市民の素人演芸会を開催。（平成26年8月31日、縄文ホール）

25人（実行
委員等）

500人

高校生集まれ！バンドフェスティ
バ

継続 650

【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。
【 容】 奥 気 び登 高校生バ ドグ プを募集 バ

32人（実行
委 等

500人
バル in Fujisawa

継続 650
【内容】一関市、奥州市､気仙沼市及び登米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26年6月～8月、縄文ホール）

委員等）
500人

藤沢の魅力発信交流プロジェクト 新規 150

【目的】都市部に住む人々に藤沢地域の魅力をテーマに沿って発信しながら交流を
深め、藤沢地域の活性化を図る。
【内容】藤沢地域の市民が都市部を訪問したり、都市部の人たちを招き入れたりし
ながら、藤沢の魅力を発信するための計画を策定する。

20人（趣旨
に賛同する
実行委員）

20人

藤沢むかしばなし伝承プロジェク
ト

新規 200

【目的】藤沢地域に伝わる伝説や物語を後世に残すことで文化の伝承と地域の活性
化を図る。
【内容】①語り部の養成（②むかしばなしの絵本や紙芝居の制作と読み聞かせ③む
かしばなしの脚本制作と各小学校児童による演劇発表とＤＶＤ収録）

15人（藤沢
地域内小学
校読書ボラ
ンティア）

地域住民、
小学校児童

緊急等事業対応分 729
【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 12,830



平成26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(千円) 事業内容
市民スタッフ人
員、関係団体等 延べ参加者

計 107,862 各地域分計(118事業：継66、新52) 107,862

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 107,862 合計 109,587


