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資料編５． 住民主体によるこれまでの取り組み 

 

５－１ 住民主体によるこれまでの取り組みについて 

 
本市では、各地域で様々な景観づくり活動、地域づくり活動の取り組みが実施されています。 
以下に景観構成要素ごとに各地域で実施されている活動内容等について、団体や自治会名と

主な活動場所とあわせて整理します。 
 

景観構

成要素 
団体や自治会名 地域名 主な活動場所 活動内容等 

ＮＰＯ法人須川の

自然を考える会 
一関地域 須川岳、栗駒国定公

園 
須川岳の森林や環境財産を維持し、自然と人間の

共生を図るための事業を行い、自然環境の保護に

寄与している 
ＮＰＯ法人里山自

然学校はずみの里 
花泉地域  手作業による里山林の整備 

高倉振興協議会 
（管理委託） 

花泉地域 高倉山からの眺望 
（田園風景） 

宮城県の田園風景、白鳥の飛来地として有名な伊

豆沼、長沼が一望できる公園。公園内の草刈り作

業等を行っている。 
南小梨自治会 千厩地域 黄金山キャンプ場 地域活動の野外活動の拠点、野鳥や山菜の宝庫。

周囲を千本桜が取り囲んでおり、黄金山農業協同

組合、地区子供会と協力し、自然環境保護活動を

実施している。 
飛ヶ森キャンプ場

をきれいにする会 
千厩地域 飛ヶ森キャンプ場 自然あふれるキャンプ場として 30 数年、地域の

人達で維持（市の後援あり）・管理及び整備を行

っている。 

松川１区地域おこ

し委員会 
東山地域 

松川の丈
たけ

競
くらべ

山 古来より松川八景のひとつと称された丈競山の

散策道・登山道の整備や、山頂からの眺望の確保

や周辺環境の整備・保全する活動を行っている。

山 

上津谷川自治会 室根地域 大森山見晴らし台

（東屋） 
遊歩道の整備及び維持管理を行っている。 

吸川をきれいにす

る会 
一関地域 吸川 吸川に美しい自然と楽しい水辺をつくることを

目的に吸川流域内に水棲生物や野鳥が住み着き

繁殖できるような環境づくりを進め、川の清流化

と河川敷の有効利用を図り、子供たちに自然・環

境学習の場を提供する活動を行っている。 
水環境ネット磐井

川 
一関地域 磐井川 外来植物の駆除や木炭による水質浄化を行って

いる。 
厳美をきれいにす

る会 
一関地域 厳美渓 厳美渓の清掃活動等を行っている。 

下内野自治会 大東地域 砂鉄川（石磨き） ｢かじかの里復活事業｣を展開し、毎年、地区住民

と日本大学学生総勢約 100 人が参加し、“古縄た

わし”で砂鉄川上流部の川底の石を磨き、水に親

しみながら自然環境保全の大切さを学び、交流・

親睦を深めている。 

上摺沢自治会 大東地域 曽慶川 曽慶川の護岸や国道456号沿いにレンギョウ等の

花木を植栽し管理し、環境美化に努めている。 

川 

丑石自治会 大東地域 小黒滝 河川、道路清掃の一環として除草作業等を行い、

景勝地の景観の保全に努めている。 
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景観構

成要素 
団体や自治会名 地域名 主な活動場所 活動内容等 

ホッパの会 大東地域 滑り岩渓谷、砂鉄川

たたら製鉄学習館 

砂鉄川たたら製鉄学習館を運営するボランティ

ア団体で、内野小学校児童と一緒に砂鉄川の砂鉄

による日本古来の｢たたら製鉄｣を復活継承する

とともに、源流部の滑り岩渓流の環境保全活動を

行っている。 

猿沢５区 大東地域 湯王の滝 猿沢川源流部の滝で地元住民が管理、清掃作業を

行っている。また、祠を祭り毎年旧暦９月 27 日

にお参りをしている。 

弓手川結いネット

ワーク、千厩川をき

れいにする会 

千厩地域 千厩川（みどり橋～

白山橋） 

ホタルが飛び交う親水性のあるきれいな千厩川

を目指して活動している。 

ＮＰＯ法人地球環

境共生ネットワー

クかんきょうネッ

ト千厩 

千厩地域 千厩川 川の浄化運動を進めている。 

松川１区地域おこ

し委員会 

東山地域 松川の紅葉ヶ滝 古来より松川八景のひとつと称された紅葉ヶ滝

の遊歩道を整備や周辺の植栽を行い、四季折々の

美しい自然景観に親しめる環境整備を行ってい

る。 

サケ・マス増殖組合 東山地域 砂鉄川  多くの人たちが河川で魚を通して自然とのふれ

あいを楽しめるよう、サケ・マスの放流を行って

いる。 

第 20 区自治会 室根地域 津谷川（かつかの棲

む里） 

かつかの棲む里づくり 

竹野下自治会 室根地域 津谷川（竹野下地

区：ホタルの里） 

ホタルの（棲む）里づくり 

第 19 区自治会 室根地域 津谷川（サケの放

流） 

清流化を願い親ザケの放流を行っている。 

田茂木自治会 室根地域 田茂木川河川公園

（１号～４号） 

設置者：岩手県 

二級河川田茂木川に岩手県が設置した砂防公園

施設。１号～４号までの４箇所あり、地元自治会

が草刈などを行っている。 

ＮＰＯ法人北上川

サポート協会 

 

川崎地域 北上川 北上川流域交流Eボート大会の開催をはじめ川に

係わる自然学習活動や水辺創作活動、環境保全活

動を行っている。 

ＮＰＯ法人北上川

流域河川生態系保

全協会 

川崎地域 北上川 モクズガニの飼育を通じ、川の環境保全とこれら

を活用したまちづくりを行っている。 

一関市川崎町女性

協議会 

川崎地域 千厩川 千厩川のゴミ拾いを行っている。 

かわさき夏まつり

花火大会実行委員

会 

川崎地域 かわさき夏まつり

花火大会 

平成 19 年で 39 回目を迎え、毎年８月 16 日に開

催される東北有数規模の花火大会。水中花火や２

尺玉も打ち上げられる。７万人程度の観光客が訪

れる。 

北上川流域交流Ｅ

ボート大会実行委

員会 

川崎地域 北上川流域交流Ｅ

ボート大会 

親水をテーマとした参加型イベント。10 人１チー

ムでボートレースを行い、毎年 80 チームほどが

参加する。観客は約３千人。 

川 

北上川リバーカル

チャーアソシエシ

ョン 

北 上 川 流

域 

北上川 北上川が育んだ流域の歴史、文化、産業などに加

えて国内外の他河川と比較・交流等、広く活動を

実施している。 

里 本寺地区地域づく

り推進協議会 

一関地域 本寺地区骨寺村荘

園遺跡 

本寺地区内に居住する住民で組織し、骨寺村荘園

遺跡の景観保全及び活用などに取組み、活力ある

地域づくりを進めている。 
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景観構

成要素 
団体や自治会名 地域名 主な活動場所 活動内容等 

紫舘公園保存会（管

理委託） 

花泉地域 紫舘公園の桜 桜の名所として親しまれている公園。公園内の草

刈り作業等を行っている。 

清水公園保存会 花泉地域 清水公園と花立泉 花泉町名の由来の地で桜の名所にもなっている。

公園内の草刈り作業等を行っている。 

山吹棚田米生産組

合 

大東地域 大原山吹地区の棚

田 

｢日本棚田百選｣の最北端の棚田として有名な｢山

吹棚田｣の耕作、保全、PR 及び視察観光客等の受

け入れを行っている。棚田有機米としてブランド

化を目指し、地域営農の活性化に貢献している。

花菜油の会 大東地域 菜の花が彩る農村

風景 

菜の花を通じて地域活性化を目指す｢菜の花プロ

ジェクト｣を推進する会で、化学肥料や農薬を使

用しない栽培にこだわり、無添加で天然のビタミ

ンＥを含む菜種油の産直販売などに取り組んで

いる。 

若葉山結里の会 大東地域 山百合の丘 地域おこし事業の一環として｢若葉山結里の会｣

と若葉振興会と共同で山百合の自生地に散策路

やあずまや、看板を整備。現在山百合は約 400 本

が植生しており、今後も増殖する予定。 

清田 13 区自治会他 千厩地域 清田１３区ふれあ

い花壇 

地域づくりに連動したふれあい花壇を設置し、景

観形成に寄与している。花の駅構想実現のため清

田花フェスタを開催した。 

中日向自治会 千厩地域 みはらしの丘（奥

玉） 

奥玉地区の農村景観が一望できる丘。 

寺沢自治会 千厩地域 伽陵嚬迦の丘 室根山や磐清水の山村が望め、地域民の憩いの場

として地元寺沢自治会が管理している。 

矢ノ森史跡保存会  東山地域 藤壺の滝（矢ノ森八

景） 

地域の景観の良好な箇所や史跡を選定し矢ノ森

八景として選定、保存、保全している。 

里 

第 12 区自治会 室根地域 ひこばえの森、水車

村 

海の環境浄化のために森に植樹をするなど、水を

中心とした環境保全活動を実施している。 

歴史の小道を考え

る会 

一関地域 田村町通り、水天宮

通り 

｢歴史の小道｣を通じ景観の保全とまちづくりに

ついて市民の目線で考えていくことを目的に設

立 

花泉中央振興商店

街協同組合 

花泉地域 JR 花泉駅周辺商店

街 

藩政時代にその起源をもつ伝統行事の互市を主

催している。アバイン茶屋（休憩所）には様々な

作品展示等も行っており、街の賑わいを作り出し

ている。 

水晶あんどん祭実

行委員会 

大東地域 蔵のたたずまい（摺

沢地区） 

毎年 8/13～15 に摺沢市街地町裏の蔵町通りをメ

イン会場に、約400個の水晶型のあんどんを飾り、

子供達の絵や浮世絵を映し出した一大絵巻を繰

り広げ、夏の風物詩を演出している。 

千厩まちづくり会

社 

千厩地域 千厩酒のくら交流

施設 

酒蔵を活用した観光拠点づくりと歴史的まちな

み再生事業に取り組んでいる。大正ロマン漂う国

の登録有形文化財（25 件）。 

夫婦石観光まつり

実行委員会 

千厩地域 夫婦石（めおとい

わ）周辺 

東洋一の奇岩で男女和合のシンボルとして有名

であり、夢灯り点灯やおいとこ大会など夫婦岩観

光まつりを開催している。 

街 

協同組合千厩新町

振興会 

千厩地域 まちの駅｢新町 jaja

馬プラザ｣周辺商店

街 

産直組合などと連携を図って街の賑わいを作り

出している。 

道・駅 花泉町道路河川愛

護会 

花泉地域 花泉町全域 昭和 32 年に花泉町全域を網羅した道路愛護会を

結成し、その後河川も含めた草刈り・清掃活動を

50 年以上にわたり実施し、地域の環境整備に貢献

している。 
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景観構

成要素 
団体や自治会名 地域名 主な活動場所 活動内容等 

清田交通安全母の

会 

千厩地域 国道 284 号（気仙沼

街道） 

沿道に交通安全と道路景観を守るため花いっぱ

い運動を展開している。 

ミセスの会 千厩地域 新町地域～千厩川 ＥＭ発酵液による側溝の浄化活動を行っている。

道・駅 

９区自治会 千厩地域 水仙ロード 千厩９区全域の幹線市道沿いの路肩に水仙の花

を植え道路景観は勿論のこと地域景観に力を入

れ自治会活動を展開している。今年度は 10 年目

で今後も継続して活動する予定である。 

舞川鹿子躍保存会 一関地域 舞川鹿子躍 菅原神社の例祭、一関市の夏祭り及び各種の芸能

大会などの機会に公演を行うとともに、地元の舞

川小学校、舞川中学校の児童・生徒を対象に、積

極的な後継者養成にも取り組んでいる。 

一関夏まつり実行

委員会 

一関地域 一関夏祭り 年８月上旬に開催され、磐井川川開き花火大会、

七夕まつり、くるくる踊り、時の太鼓の巡行、神

輿の練り歩きなど多彩な行事が三日間繰り広げ

られる。 

夏まつり実行委員

会（商工会.市役所)

花泉地域 花泉夏まつり（日本

一のもちつき大会）

臼と杵を使った伝統的なもちつきを再現。 

花泉中央振興商店

街協同組合 

花泉地域 花泉互市 藩政時代の物々交換が始めといわれる伝統の市

で毎年４月と 11 月の１日から３日間開催してい

る。 

金沢八幡神社大名

行列保存会 

花泉地域 金沢八幡神社大名

行列 

八幡宮の遷宮当時の盛儀を再現したもので、250

年続いている。毎年９月に開催され、当時の儀式

そのままに伝承している。 

渋民 9区自治会 大東地域 芦東山記念館 わが国の刑法思想の先駆者・芦東山(1696－1766)

の資料を収集、保存、展示する｢芦東山記念館｣と、

隣接する掬水の丘の除草等の景観保全活動を行

っている。 

大東大原水かけ祭

り保存会 

大東地域 一関市・大東大原水

かけ祭り 

毎年極寒の２月 11 日に行われ、火防祈願、無病

息災、家内安全を祈って厄男達が裸で走り抜ける

ところに待ちかまえた人たちが水を浴びせる｢一

関市・大東大原水かけ祭り｣を保存継承している。

平成 20 年には 350 年の節目を迎えた。 

猿沢峠山伏神楽保

存会 

大東地域 峠山伏神楽 振りが活発で華やかな鳥舞で、早池峰系神楽の南

端という｢峠山伏神楽｣を伝承し、保存している。

郷土芸能発表会等にも度々出演し、地域の活性化

に貢献している。 

丑石鹿踊り保存会、

小沼鹿踊り保存会、

大東高校鹿踊部 

大東地域 行山流鹿踊り 上半身を曲げ、背中の長いササラを床と平行に大

きく回したり、ササラの使い方が多様な｢行山流

鹿踊り｣を伝承し、保存している。大東高校は全

国高文祭に出場して入賞した。 

大原地区自公連、老

人クラブ等 

大東地域 大原山吹城址 大原地区の史跡である大原山吹城址をきれいに

保存しようと地元老人クラブ会員など約150人が

参加し、毎年除草作業を行い、整備保全活動を行

っている。 

千厩夜市実行委員

会 

千厩地域 お盆期間に開催さ

れる千厩夜市 

伝統行事の｢燈立｣と人と人とのふれあいが作り

出す夜のいきいき商店街の活性化事業を展開し

ている。 

歴史・ 

文化 

花貫伊勢神楽保存

会 

千厩地域 花貫伊勢神楽 花貫地域では、明治 26 年頃に師匠を招いて習得

し、以来保存会を結成して伝承活動が行われてい

る。 
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景観構

成要素 
団体や自治会名 地域名 主な活動場所 活動内容等 

菅秀才史跡周辺開

発実行委員会 

千厩地域 安楽寺 学問の神様といわれた菅原道真の四男秀才が開

基したといわれる福寿山安楽寺に、道真を祀る天

満宮と菅秀才の精霊塔があるが、塔付近の環境整

備及び磐清水地区全域に梅の植栽活動等を展開

している。 

愛宕花相撲保存会 千厩地域 愛宕地区 愛宕花相撲保存会は、花相撲の伝承活動をしてお

り、愛宕神社において赤ちゃん相撲大会を開くな

ど新たな企画を通し、時代に即した事業展開をし

ている。 

せんまや光のペー

ジェント実行委員

会 

千厩地域 愛宕児童公園周辺 毎年、12 月中旬から翌年１月 15 日まで愛宕児童

公園周辺を電飾で飾る活動をしている。 

千厩夏まつり実行

委員会 

千厩地域 千厩地区商店街 毎年７月下旬に開催している千厩地域全体の夏

祭りである。夏の風物詩として山車や踊りなどの

イベントを開催している。 

菅公夫人の墓史跡

保存会   

東山地域 菅原道真公夫人の墓 代々菅公夫人の墓を守り保存してきた。太宰府天

満宮、北野天満宮、鎌倉荏柄天神社の三大天満宮

より紅白梅が贈呈され植栽されている。 

若水送り実行委員

会    

東山地域 若水送り（磐井清水） 藤原三代の時代、元旦に磐井清水から若水を手繰

りで平泉まで献上した古事を復活させた。平成５

年から始まり今年で 15 回を重ねる。 

唐梅館絵巻実行委

員会 

東山地域 唐梅館絵巻 天昇 18 年（1590）小田原参陣の豊臣秀吉の命令

に従うか否かの軍議の様子の再現。 

横沢史跡保存会 東山地域 月山社 月山社ゆかりのつり鐘が戦時中強要され現在松

島の日吉神社にあり返還運動に取り組んでいる。

二十五菩薩像保存

会 

東山地域 二十五菩薩堂 岩手県指定有形文化財。仏像は平安後期の作と伝

えられていて、保存会を結成し保存活動を行って

いる。 

行山流大木鹿踊り

保存会 

東山地域 行山流鹿踊り 大木地区では行山流鹿踊交流会や郷土芸能発表

会に参加するなどして、行山流鹿踊りの伝承活動

を行っている。 

岩ノ下獅子舞保存

会 

東山地域 岩ノ下獅子舞 岩ノ下地区では小中学生を対象とした練習会の

実施や郷土芸能発表会に参加するなどして、獅子

舞の伝承活動を行っている。 

名木笠松保存会 川崎地域 薄衣の笠松 県の天然記念物の笠松の維持・管理を行ってい

る。 

布佐神楽保存会 川崎地域 布佐神楽 市指定無形民俗文化財。140 年ほど前に相川から

伝わったとされる法印神楽で、鶏舞のほか、三方

荒神などの演舞も伝えられている。 

薄衣城址保存会 川崎地域 薄衣城跡 会員によって草刈りやつつじ、桜などの植林を行

い公園化に向けた活動をしている。 

歴史・ 

文化 

室根大祭協賛会 室根地域 室根神社 室根神社特別大祭は千二百数十年前、熊野御神霊

の勧請につながる祭礼で、室根だけではなく近隣

の旧２市３町２村という広範囲にわたる当時の

神役子孫によって、かたくなにまでに厳しく受け

継がれてきている祭で、神輿の先着争い、荒馬先

陣や袰先陣などの行事が閏年の翌年の 10 月最終

週の金曜日から日曜日の３日間開催される。 
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