
資料1
平成25年度地域おこし事業　一覧（1次採択分）
番号 地域名 新・継続 区分 事業名 団体名 事業内容 事業費 補助金額

1 一関 3継続 一般 結婚活動支援
婚活さぽーと・
絆

結婚を希望する独身者に、結婚に
向けての機会と手段を提供、結婚
までを支援することで、活力ある地
域づくりに資することを目的とする。

1,662,000 1,000,000

2 一関 3継続 一般
須川小唄・復活、
普及、伝承活動

須川小唄同好
会

須川小唄は須川節などと一緒に、
昭和年代始めから多くの市民に親
しまれた踊りであり、普及、伝承活
動を行い、市民一体感の醸成を図
る。

300,000 200,000

3 一関 3継続 一般 むかさり行列
厳美地域活性
化推進協議会

地域文化が見直される中、連綿と
伝えられてきた伝統行事”むかさり
行列”を再現し、自分達の文化を
見直す機会とする。

600,000 400,000

4 一関 2継続 若者
プロジェクトＡ２～
絵本ライブで地域
に笑顔を広げよう

Ｏｎ　Ｓｕｎｄａｙ
(s)

絵本ライブ（絵本をコミュニケー
ションツールとしての読み聞かせや
歌や踊り等）を通じて、”子どもの笑
顔を増やす””楽しんでいる大人を
みせる””ワークライフ＆ソーシャル
バランスの普及を図る”。

196,500 131,000

5 一関 2継続 若者
ユネスコ世界遺
産　理念推進事
業

≪ユネスコ世界
遺産≫推進協
議会

平泉をテーマにした高校生による
≪世界遺産・平泉≫スピーチコン
テストを実施し、講演会を開催する
ことにより、故郷への誇りや愛着を
育て、国際感化うを備えた人材を
育成する。

930,000 620,000

6 一関 新規 一般
歴史の掘りおこし
による地域おこし
事業

地域おこし歴史
懇話会

第一線で活躍している研究者等を
招き、講演会や座談会等を開催
し、研究成果の報告や協働への愛
着を強め、一関市民として一体感
の醸成を図る。

381,500 254,000

7 一関 新規 一般
関小140ｔｈ　地
域と一緒に七夕
づくり

一関小学校ＰＴ
Ａ

一関小学校140年を迎えるにあた
り、地域への感謝と今後の地域の
発展を願い、地域の大人も子供も
一緒になって一関夏祭りに向け
て、七夕飾りを製作する。このこと
により、地域愛と地域コミュニティ
の活性化を図ること。

210,000 140,000

8 一関 ※新規 若者
生きる～本気（マ
ジ）伝えることへ
の挑戦～

社団法人　一
関青年会議所

景気の低迷や地域コミュニティ機
能の低下など、近年著しく地域の
活力が低下しているなかで、野口
健氏の講演会を開催し、将来を担
う若者に生きる力、生命力を培っ
てもらうこと。

1,112,477 600,000

9 一関 新規 若者
地域コミュニケー
ション活性化事業

地域支縁団体
ＡＲＣH

多様なコミュニケーションと交流を
目指し、”一関人”の一体感の醸
成と若者が”一関”を発信し価値を
広めること。

1,000,000 640,000
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10 大東 新規 一般
一関きらり☆メッ
セージ

「一関きらり☆
メッセージ」実
行委員会

平泉の文化遺産の関わりで、一関
市には多くの著名人が縁を結んで
おり、これにより一関市からも多くの
クリエイターたちが輩出されてい
る。こうした一関市出身のクリエイ
ター達を市民に広く紹介し、希望と
地元再発見の機会を提供する。

201,000 134,000

11 大東 2継続 若者
高校生発　がん
ばっぺ！岩手

高校生発　がん
ばっぺ！岩手
実行委員会

高校生が企画し活動するイベント
を実施し、県内の高校生に情報を
発信してボランティアとして参加を
呼びかける。

600,000 400,000

12 千厩 3継続 一般

史蹟が語る勾玉
の郷・奥玉　野外
博物館事業Ｐａｒt
Ⅲ

奥玉愛林公益
会

奥玉地区は、室根神社とも深い関
わりがあり、神社ゆかりの伝説や文
化遺産、史蹟、石碑などの環境整
備を行う。また、小学校児童を中
心に後世に伝承するとともに、地
域の宝として保護保存し、地域活
性化に結び付ける。

1,500,000 1,000,000

13 千厩 3継続 一般

ビタミンＣｉｎ（しん）
まち～元気なサ
プリいっぱい応援
団

協同組合千厩
新町振興会

サービス満点のイベントを通じて、
商店街の消費活動の拡大促進を
図るとともに、沿岸部と内陸部との
更なる連携強化と復興支援、地域
活性化を目的とする。

1,500,000 1,000,000

14 千厩 3継続 一般
花の駅せんまや
推進プロジェクト
Ⅲ事業

清田花の郷づく
りの会

貸花壇、テント市、軽トラ市、「花
フェスタ2013」などを通じて、地域
の活性化と発展を目指すこと。

1,173,000 782,000

15 千厩 2継続 一般
地域限定まちづく
りメール配信事業

千厩町まちづく
り団体連合会

地域における生活に密着したまち
づくり情報を携帯電話等へＥメール
配信を行うことにより、地域住民の
情報の共有化を進めもって一体感
の醸成を図り、地域コミュニティを
より良いものとしていく。

600,000 400,000

16 千厩 2継続 一般

第２弾！熱い奥
玉をもっと熱く！
奥玉地区ヒート
アップ事業

奥玉振興協議
会

奥玉地区のイメージソングを住民
へ普及させるため、啓発イベントの
実施や啓発旗及び衣装の整備な
どを行い、地域の活性化に結び付
けること。

1,209,150 800,000

17 千厩 2継続 女性
千厩の女性たち
がつくる「せんま
やひなまつり」

千厩町ひなま
つり実行委員会

千厩酒のくら交流施設を活用した
イベントを開催し地域の活性化、商
店街の賑わいを創出する。

1,605,000 1,000,000

18 千厩 2継続 若者
せんまや本町ニコ
ニコProject

せんまや本町
通り振興会

「せんまや夜市」の開催に合わせ
て大人も子供も参加するイベントを
開催し、地域への愛着を育み、元
気なまちづくりを目指す。

300,000 200,000
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19 千厩 新規 一般
こがねの里の「ふ
るさと」づくり

農事組合法人
こがねファーム

・地場産品を活用した農業体験事
業の実施。
・地域総参加のイベント黄金山ま
つりの開催。
・黄金山名水一杯清水の環境保
全と環境整備の実施。
・以上を通じて、都市との交流を図
り、地域振興及び活性化につなげ
る。

1,505,300 1,000,000

20 千厩 新規 女性
素敵ねっと！男
女が共に支え合
うまちづくり事業

一関市男女共
同参画推進グ
ループ　結ふる
さざほざ

男女共同参画の理念を地域に浸
透させるため、啓発活動や支援活
動を行うとともに、推進者の研修会
を開催する。

240,000 160,000

21 東山 3継続 一般
ふるさと発見、ふ
るさとを伝える三
室地域づくり

三室地域おこし
委員会

三室地域にある”古道奈良坂峠”
や地域の”文化遺産”を調査研究
し、地区民や次代を担うこどもちに
も伝え、大切にしていく。

1,050,000 700,000

22 東山 3継続 一般 花街道事業
花街道事業実
行委員会

菅公夫人の墓周辺の花壇を整備
するとともに、花街道や花時計の
整備も行い、交流人口の増加と地
域おこしを図る。

600,000 400,000

23 東山 2継続 女性 残らず食い隊
ぼっぽりなっとく
の会

収穫されても破棄される農作物を
ペーストや粉末化するなどして商
品化をはかり有効利用すること。

397,075 264,000

24 東山 2継続 一般 いつもほたる いつでも蛍の会

中山間地の渓流の水を利用し水
車を回して、その電源を防犯灯や
電気柵などとして利用する。また、
景観形成や再生可能エネルギー
の利用の啓発にも役立てる。

1,041,000 694,000

25 室根 2継続 女性
あなたの知恵・地
域の知恵、むろ
ね生活工夫展

一関市むろね
生活教室と工
夫展実行委員
会

講習会への参加と工夫展への出
品を呼びかけながら、女性の交流
と食文化の伝承等をはかること。

210,000 140,000

26 藤沢 2継続 一般
大籠キリシタン史
跡の整備

大籠キリシタン
史跡　地域おこ
しの会

キリシタン関連の施設がある大籠
地区の景観整備や同地区に看板
等を設置し、都市生活者を多く迎
え入れる新しい地域づくりを目指す
こと。

1,500,000 1,000,000

27 藤沢 2継続 一般
２５年度竹林整
備資源化事業

とーばんふーど
くらぶ

一関地域の景観美化と資源の有
効活用法の研究。

750,000 500,000

（H25予算　20,000,000円） 14,559,000


