
資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

商業観光課
いちのせき「もち」
ブランド化支援事業

継続 1,500

１会議の開催状況
第1回：4月24日、第2回：5月21日、第3回：6月25日、第4回：7
月9日、第5回：7月23日、第6回：8月6日、第7回：8月27日、第8
回：9月11日、第9回：9月24日、第10回10月8日　計10回実施
２事業の実施状況
（1)期日　10月19日(土)、20日(日)10：00～15：00
 (2)内容　出店エリアを中東北から全国に拡大し、ご当地もち
料理24店舗を集め、来場者の投票でグランプリを決定。もち検
定、もち食文化展示、もちグッズの販売等も行った。
 (3)参加者　32,000人（商工祭、住宅祭を含む来場者数）
 (4)その他　グランプリ：もちもちミルクプリン（紫波ラ・フ
ランス温泉館）、準グランプリ：川崎炒め納豆もち春巻き（一
関商工会議所青年部川崎支所)、3位：大東やまあいお雑煮(京津
畑やまあい工房)、4位：ゴールデンブーバー(平泉農家茶屋)、5
位：ピザ揚げ餅（菜花堂）
・販売数　約28,000食

○事業の実施予定
（1)期日
・毎月１回の会議を予定、反省会と次年度へ
向けた協議をする。
・12月1日(日)　登米市はっとフェスティバ
ルへの出店　一関牛辛スープもち
・2月初旬　わんこもち大会でのミニもちサ
ミット

農政課
おらほの新鮮農産物
ＰＲ事業

継続 1,000

●仙台宮城デスティネーションキャンペーン（実施済）
・農産物（おにぎり、ジュース）観光客へプレゼント
・開催日：H25.5.18　　H25.6.1　　H25.6.30
●全国地ビールフェスティバル（実施済）
・農産物（詰め合わせ等）来場者へプレゼント
・開催日　H25.8.24　　H25.8.25

○事業の実施予定
（1)期日　H26.2月～3月頃
 (2)内容　全国うまいもの交流サロン「なみ
へい」（東京日本橋）での一関市特産物紹介
 (3)参加者　都内居住者

都市計画課
スマイルパーク・つ
りやま

継続 1,100

１会議の開催状況　事業検討委員会議
　　　　　　　　　２回開催（7/23、10/18）
２事業の実施状況
（1)期日：平成25年7月～平成25年10月
 (2)内容：釣山公園整備に係る事業検討会議
 (3)参加者：検討委員(市民12名、市5名）

○事業の実施予定
（1)期日：平成25年11月～平成26年3月
 (2)内容：紅葉ライトアップ（11/8～
11/17）
　　　　　散策路案内板設置
 (3)参加者：検討委員、市民　計30名

一関西消防署
消防屯所シャッター
ペイント事業

継続 2,000

①第1回実行委員会（4月17日）
　・参加者　実行委員9名、事務局3名　計12名
②イラスト募集（4月30日から締切り6月14日）
  ・地域の小学5、6年生及び中学生　応募439点
③イラスト審査会（6月24日）
　・審査長（美術専門家）、副審査長（美術専門家）、審査員
８名（地域本部長及び第１～第７分団長）、実行委員9名、事務
局4名計23名⇒最優秀賞1、優秀賞2、入賞10　　計13点
④イラスト加工依頼（6月25日）
　・加工終了（7月20日）
⑤一関地域消防団部長説明会（7月12日）
　・地域本部長、該当各部長（13名）
⑥シャッター下地洗浄等及び下書き（7月21～）
　・ペイント作業前随時
⑦ペイント作業開始（7月28日）
  ・作業終了（9月15日）
　・参加者　延べ436名（うち小中学生139名）
　・作業時間延べ91時間50分（平均約7時間04分）
⑧表彰式（10月24日）
　・受賞者13名及び保護者等40名
　

⑨参加賞配付（11月5日～）
　・一関地域小学校9校、中学校9校配布中
⑩シャッターに原画作成者の名前シール貼付
　・業者により作成
　・貼付作業中（11月20日頃まで）
⑪第2回実行委員会（反省会）
　・11月25日頃の予定

※11月30日事業終了予定

一関

6事業
継 5
新 1

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

19,610

一関地域
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

教育総務課

笑顔いっぱい！！ト
ライアングルプロ
ジェクト

継続 1,100

１会議の開催状況
　Ｈ25.5.8(水)開催
２事業の実施状況
（1)期日　　7/30(火)～31(水)1泊2日
 (2)内容　　キャンプ
 (3)参加者　42名

○事業の実施予定
（1)期日　①11/16(土)　②12/26(木)
 (2)内容　①植樹(気仙沼市)②ｽｹｰﾄ体験
 (3)参加者①65名予定 　②65名予定

3月上旬(土曜日)、桜ラ
イン311(陸前高田市)主
催の植樹に状況をみなが
ら参加する予定

協働推進課
一関地域協働提案事
業

新規 8,000 ※別紙(省略) ※別紙（省略）

緊急事業等対応分 4,910

○地域保全事業（ハード事業）分として2,000千円を予算措置。
・一関地域各地区行政区長懇談会（7月2日～7月12日）において
説明。欠席者へ通知。
・問い合わせ5団体、うち申込2団体、検討中1団体。
○緊急事業等対応分に係る事業提案を、本庁各部に周知（10月3
日）。

○地域保全事業及び緊急事業分の受付。

計 19,610
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

産業経
済課

空き店舗活用支援事
業

新規 2,000

１会議の開催状況
　5/24　第１回　空き店舗活用支援事業部会（5人）
２事業の実施状況
　5/14「空き店舗活用支援事業」規程策定
　5/22　元気な地域づくり事業「空き店舗活用支援事業」業務
      委託契約締結
　5/22～　空き店舗現況把握調査
　6/11～7/1　起業者募集　起業申込者２名
　7/8「空き店舗活用支援事業」審査会開催（8人）　起業支援
      対象者２名採択
　9/1　アーティフィシャルフラワー「花の木」開業
　9/8　 喫茶とハンドメイドの店「プチ」開業

○事業の実施予定
・家賃補助（3月分まで）
・経営相談、アドバイス支援
・起業者が事業変更等を行う場合、審査会を
  開催

市民課
環境にやさしい買い
物キャンペーン

継続 600

１会議の開催状況
　6/24　第１回 事業部会（8人）
　9/2　 第２回 事業部会（6人）
２事業の実施状況
　9月下旬　啓発チラシ全戸配布
  10/1～10/31  協賛店舗にポスター・チラシ配置
　10/17　エコライフ教室
　10/22　店頭啓発　　参加者（啓発対象）：460人

　事業完了済

子育て
支援セ
ンター

親子交流事業 継続 400

１会議の開催状況
　9/13　第１回事業部会（9人）
 10/12　第２回事業部会及びコンサート従事（14人）
２事業の実施状況
 10/12　親子コンサート（花泉福祉センター）参加者：400人
 

　事業完了済

産業経
済課

いずみの森交流事業 継続 500

１会議の開催状況
　7/22　第１回事業部会（5人）
  10/2　第２回事業部会（6人）
　10/9　第３回事業部会（6人）
２事業の実施状況
　8/4　 市有林の刈り払い　　 参加者：50人

○事業の実施予定
 11/23　森林学習会、抵抗性アカマツ又は
         アジサイの植樹、交流会
 　　　　 参加者：70人

教育文
化課

ＲＵＮ・ＲＵＮ（ら
ん・らん）交流事業

継続 513

１会議の開催状況
　9/5　第１回事業部会（4人）
　9/9　第２回事業部会（4人）
２事業の実施状況
　9/18～24　早稲田大学競走部花泉合宿支援（花夢パル）
          参加者：30人
　9/19　ランニング教室開催（金沢小学校） 参加者：100人

○事業の実施予定
 1/1～3　箱根駅伝時、餅振る舞いによる
        一関市及び花泉のＰＲ
 　　　　 参加者：20人（実行委員）

教育文
化課

中・高・地域連携教
育事業

継続 700
１会議の開催状況
　9/19　　第１回実行委員会議（15人）
　11/1 第１回実行委員会議（15人）

○事業の実施
 11/6 教育講演会開催（花泉中学校体育館）
　　　講演テーマ「夢の実現」
　　　講師　北原照久氏（横浜ブリキの
　　　　　　おもちゃ博物館館長）
　　　　  参加者：500名

花泉地域
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

老松公
民館

おらほのお宝整備事
業

継続 546

１会議の開催状況
　4/19   第１回事業部会（21人）
２事業の実施状況
 ○お宝めぐり及びガイド養成
　6/19   第１回お宝めぐりウオーキング　　　　参加者：34人
　8/10　 老松小学校フィールドワーク地区探訪　参加者：11人
 ○案内看板などの作成
  9/2　　お宝マップ増刷500部
  9月中　案内看板原稿案の作成(各集落に依頼）
  10/22　有識者会議「原稿作成」

11/3　第２回お宝めぐりウオーキング
　　　参加者：22人

○事業の実施予定
　12月～3月　座禅石の整備事業
　2月　　 　 ガイド養成講座

日形公
民館

日形居恋いの場「若
日庵」運営事業

継続 180

１会議の開催状況
　4/24　第１回事業部会（4人）
  5/15  第２回事業部会（8人）
２事業の実施状況
　4/30　花植え
  5/1　 花苗定植、草取り
  5/22　移動市長室（市長来所）  若日庵利用者が準備・昼食
　　　　の提供をして懇談
  6/12　とうもろこし定植
  6/26　人参・枝豆種撒き（人参は津波被災地支援）
  7/8　 キャベツ収穫
  7/22　人参・枝豆の草取り、花移植
　　　　公民館と小学校に鉢花を提供
  8/7　 人参・枝豆の草取り
  8/22　人参間引き、草取り
  9/28　人参収穫
  10/4　日形小児童が人参の洗浄・袋詰め
　 　　　以上参加者：延べ300人
　10/6　津波被災地支援（陸前高田市訪問）
        仮設住宅に人参を届ける（ 若日庵利用者、日形小児童
　　　　参加　計12人）

○事業の実施予定
　12月～1月　冬の花の花植え
　 1月～2月　木工旋盤講習会

花泉図
書館

「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

１会議の開催状況
　6/25　第１回事業部会（3人）
２事業の実施状況
　10/27　「科学マジック＆工作教室」　参加者：46人

○事業の実施予定
　11/30　「新聞の賢い使い方教室」
　12/8　 「話す達人から学ぶ」
  3月中　 花泉昔話紙芝居の作成と上映

花泉図
書館

花泉図書館オープニ
ングイベント

新規 700

１会議の開催状況
　7/16　第１回事業部会（4人）
　9/9　 第２回事業部会（4人）
２事業の実施状況
　9/14　開館オープニングセレモニー開催
　　　参加者：113人(当日入館者882人)
　9/15　オープニング記念講演会開催　　参加者：32人
　9/22　オープニング記念ワークショップ開催
　　　参加者：68人
 

　事業完了済

花泉

14事業
継 9
新 5

12,019
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

花泉学
校給食
セン
ター

今日の「おらほの
味」事業

継続 1,190

１会議の開催状況
　3/19　第１回事業部会（5人）
 10/22  第２回事業部会（4人）
２事業の実施状況
　○花泉町内と黄海地区の地場産食材を使った学校給食を、
　　月1回以上実施
         4/16   古代米
         5/9　  深萱の昔とうふ　黄海
         6/5　  舘ヶ森ウインナー黄海
         7/16　 ブルーベリー
         8/26   くろべい茄子
         8/27　 舘ヶ森ポーク黄海　ピーマン
         9/5　  いわて南牛
         10/17、10/29 まこもたけ
  　 参加者：1,307食／1回
　○児童・生徒への地元食材の説明
　　　　　毎月　（全回）献立予定表にて周知
　　　　　9/5    花泉中学校の生徒への栄養教諭による
　　　　　　　　説明（1人）
    　　　10/29  油島小学校の児童への生産者による生産
　　　　　　　　方法等の説明（3人）

○事業の実施予定
　11/7　 りんご（ジョナゴールド）
　12月　 舘ヶ森ポーク、 黄海りんご
　 1月　 ごぼう、古代米
　 2月　 古代米入りはっと  いわて南牛

  

地域振
興課

一関南
消防署

花泉フェスタ＆消防
祭

新規 2,390

１会議の開催状況
　5/20 　第１回事業部会（11人）
　7/11　 第２回事業部会（9人）
　9/2    第３回事業部会（19人）
２事業の実施状況
　9/8　花泉フェスタ&消防祭（花と泉の公園）
　　　　餅振舞い、いわて南牛串焼き、エアートランポリン、
　　　臼澤みさき＆民謡ショー、消防祭（緊急車両乗車体験、
　　　レスキュー体験、非常食展示・試食、自主防災組織
　　　ＰＲ、消防防災物品展示等）
　  参加者・来場者：　2,300名
 　 その他：降雨により一部縮小して開催

　事業完了済

地域振
興課

「再発見！花泉の自
然」事業

新規 500

１会議の開催状況
　6/5　第１回事業部会（5人）
　7/7　第２回事業部会（5人）
２事業の実施状況
 ○樹名プレート作製設置（花と泉の公園内）
　6/14～7/31　樹名プレート作製設置（95枚）
　6/27 　花木の同定作業
　7/31 　既設分樹名板購入（更新）
   8/2　 プレート設置完成検査
 ○自然観察会
　7/7  第１回　刈生沢の渓流（15人）
　8/3  第２回　花と泉の公園（6人）

　事業完了済

地域振
興課

集落環境整備事業 継続 1,000
○事業の実施状況
　5/26　塔婆崎集落花壇整備事業（塔婆崎集落公民館）
　　　参加者：46人

○事業の実施予定  　随時申請受付

緊急事業等対応分 600 　9/8　花泉フェスタ&消防祭等へ

計 12,019
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

地域振興課
大東地域協働提案事
業

継続 3,000
○事業の実施予定
　希望する団体に応じて対応予定。

地域振興課
郷土芸能映像記録保
存継承事業

新規 586

１会議の開催状況
　10月3日打合せ
２事業の実施状況
（1)期日：10月20日
 (2)内容：「長者さんさ」演目等撮影
 (3)参加者：33名（自治会員、撮影スタッフ等）

○事業の実施予定
　希望する団体に応じて対応予定。

地域振興課
地域コミュニティ再
生事業

新規 400

１会議の開催状況
　7月22日、9月2日、9月17日打合せ
２事業の実施状況
（1)期日：9月18日
 (2)内容：摺沢地区自治会リーダー研修会（講演、事例発表、
懇談）
 (3)参加者：自治会長等　32名

○事業の実施予定
（1)期日　2月頃
 (2)内容　自治会事業の実践研修（予定）
 (3)参加者：摺沢地区自治会長等

保健福祉課
運動による健康づく
り事業

新規 989

１会議の開催状況  平成25年5月2日　　講師等打ち合わせ会議
(1)元気アップ大東塾
　①期日：7月から実施。第1、第3水曜日開催。10月16日は、台
　　　　　風26号の接近により中止　。延べ回数7回
　②内容：いすに座ってできる軽体操。ストレッチング、
ウォー
　　　　　キング。健康ミニ講話随時。
　③参加者：教室申込者42名。平均参加者30名
(2) ウォーキングマップの作成
　　　各地区コースの再検討（食生活改善推進委員協力）
　　　3コース×6地区

(1)元気アップ大東塾
　①期日　11月から3月まで第1、3水曜日
　　　　　9:30～11:30　10回開催予定
　②内容　いすに座ってできる軽体操。
　　　　　ストレッチング、室内運動
　③参加者　教室申し込み42名。
(2)ウォーキングマップの作成
　・コースの検討、印刷製本へ向けて打ち
　　合わせ。2月製本完成3月保健推進委員
　　により全戸配布予定

保健福祉課
ゆいっこ広場いin大
東

新規 1,100

１会議の開催状況
　・事務担当会議　 4/22、5/15、6/14、7/19、8/2
　・実行委員会　   7/2、7/18、7/30、8/20、10/17
２事業の実施状況
 (1)期日：　平成25年9月1日
 (2)内容：　社協大東支部福祉まつりと共催。
　　○屋台コーナー開設（13店舗）
　　　　…町内ボランティア団体・大東高校。
　　○ステージｺｰﾅｰ…町内地区推進協５団体に町内ボランティ
　　　　ア校による演奏・演舞を行った。今回は陸前高田市の
　　　　団体も演舞に加わった。
　　○健康、試食コーナー…‥歯科医師会による歯の健康相
　　　　談、血圧測定や心配ごと相談コーナーを開設。赤十字
　　　　奉仕団による非常時炊き出し、訓練約900食分を来客
　　　　全員に提供。
　　○介護部門関係…介護用品の展示と福祉車両の展示実施。
　　○キッズコーナー…ミニSL の運行、射的やおもちゃ病院
　　　　の開設と民生委員の協力による輪投げを実施。
　　○復興コーナー…八木澤商店のしょうゆやｼﾞｭｰｽの販売。
　　　　Tシャツやタオルなどの復興グッズの販売を実施。
 (3)参加者：来客者数　6００人　主催者120人

完了

大東地域
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

保健福祉課
子育てフリースペー
ス事業

継続 600

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：4月5日･12日･19日･26日/5月10日･17日･24日･31日/
　　　　　6月7日･14日･21日･28日/7月5日･12日･19日･26日/
　　　　　8月2日･9日･23日･30日／9月6日･13日･20日･27日/
　　　　 10月4日･11日･18日･25日
　　⇒合計28回開催(10:00～15:00)
 (2)内容：紙芝居、リズム遊び、粘土遊び、季節の行事遊び、
　　　　　手洗い・ﾄｲﾚﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、育児相談、保護者の交流等
 (3)参加者：延べ217世帯、延べ479人

○事業の実施予定
（1)期日:11月1日･8日･15日･22日･29日
　　　　 12月6日･13日･20日･26日
　　　　　1月10日･17日･24日･31日
　　　　　2月7日･14日･21日･28日
　　　　　3月7日･14日･20日･28日
　　　⇒合計21回開催予定(10:00～15:00)
 (2)内容:紙芝居、リズム遊び、粘土遊び、
　　　　季節の行事遊び、手洗い・ﾄｲﾚﾄﾚｰ
　　　　ﾆﾝｸﾞ、育児相談、保護者の交流等

保健福祉課
地域で見守る子育て
事業

継続 240
※実施団体の解散によ
り事業中止予定

産業経済課 ご当地グルメin大東 継続 700

１会議の開催状況
　　第1回・6月11日、第2回・9月3日、第3回・9月25日
２事業の実施状況
（1)期日：10月20日（日）11:00～14:00
 (2)内容：県内B級グルメや地元創作グルメなどの試食販売
 (3)参加者：出店30店舗、来場者1,500人
 (4)その他：天候・雨。地元グルメの投票結果・グランプリ
　　　「山ちゃんの海老串焼き」（山口：産直組合）、準グラ
　　　ンプリ「大東高校・うす焼き」（県立大東高校）

完了

産業経済課 大原軽トラ市 継続 300

１会議の開催状況　第2回・8月27日、第3回・9月6日
２事業の実施状況
（1)期日：9月15日（日）10:00～15:00
 (2)内容：（出店）地元商店、産直、沿岸海産物業者等による
　　　　軽トラ荷台での販売、（アトラクション）千厩のよさ
　　　　こいｿｰﾗﾝ、（ｲﾍﾞﾝﾄ）餅まき2回、サンマのつかみ取り
 (3)参加者：出店13店舗、来場者300人
 (4)その他：天候・雨。14時頃から土砂降り。
　　　　　　終了時間を14時15分頃に繰上げ。

完了

産業経済課 室根高原牧場まつり 新規 660

１会議の開催状況
　　第1回・4月24日、第2回・5月15日、第3回・6月13日、
　　第4回・6月26日、第5回・8月7日
２事業の実施状況
（1)期日：8月31日（土）、9月1日（日）
 (2)内容：ライブイベント、ふれあい動物園、屋台村、
　　　　フリーマーケットなど。
 (3)参加者：1,000人（来場者数）
 (4)その他：2日目はレコ大新人賞「臼澤みさき」さんのﾗｲﾌﾞが
　　　盛況だった。同日は室根高原ｴﾘｱ内でｼｬﾄﾙﾊﾞｽを運行。

完了

大東

12事業
継 6
新 6

13,443
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

教育文化課
全国小学校女子ソフ
トボール交流事業

継続 1,000

１会議の開催状況
　 第１回H25.5.9　第２回H25.5.23　計２回実施
２事業の実施状況
（1)期日：H25.7.14およびH25.7.15
 (2)内容：「第４４回一関地方小学校女子ソフトボール大会」
　　の開催時期にあわせて「第２回全国小学校女子ソフトボー
　　ル交流大会」を開催し、一関地域の小学生と県内外より招
　　待した招待チームが交流試合を行った。
 (3)参加者：水晶会、一関市ソフトボール協会、大東支所教育
　　文化課職員、一関市内小学校ソフトボールチーム３チーム
　（一関小学校、川崎小学校、藤沢・新沼小学校）、招待チー
　　ム（奥沢ヴィーナス（栃木県）、八郎潟町スポーツ少年団
　　ソフトボールクラブ（秋田県）、長井レッドウィングス
　（山形県）、花巻西南スポーツ少年団（岩手県））
 (4)その他：当初予定では、7月13日に行われる一関地方小学校
　　女子ソフトボール大会で準決勝に勝ち上がった４チームと
　　招待チームとの交流試合を行う予定だったが、13日の試合
　　が雨天中止となり準決勝ﾁｰﾑの決定が不可能だったため、
　　主催者指定ﾁｰﾑと招待ﾁｰﾑの試合を行うことに変更となっ
た。

完了

教育文化課
芦唐山の生涯を学ぼ
うプロジェクト

新規 500

１会議の開催状況　第1回H25.2.27　第2回H25.3.7　計20名参加
２事業の実施状況
 　○内容：紙芝居の制作　5セット（H25.11.15納品済み）

○事業の実施予定
（1)期日：未定
 (2)内容：紙芝居の読み聞かせ（出前）

※緊急等事業対応分

北消防署
消防フェスタin大東
2013 新規 700

１会議の開催状況
　４回（4/22、5/15、6/14、8/2）
２事業の実施状況
（1)期日：平成25年９月１日（日）午前10時～午後２時（実施
済）
 (2)内容：
　　①一関北消防署庁舎見学
　　②消防車両展示・乗車体験
　　③防災物品展示・非常食試食
　　④子供広場
　　⑤救急啓発コーナー
　　⑥住宅用火災警報器設置相談、啓発・アンケート
　　⑦煙体験、水消火器体験
　　⑧パネル写真展示
 (3)参加者：来場者500人
 (4)その他：ゆいっこ広場in大東と同時開催

完了

北消防署

「消防団120年・自
治体消防65記念大
会」における蒸気ポ
ンプ展示披露

新規 512

○事業の実施予定
（1)期日：平成25年11月25日（月）東京ドー
ム
 (2)内容：「消防団120年・自治体消防65記
念
　　　　大会」における蒸気ポンプ展示披露
 (3)参加者：蒸気ポンプ保存会２名
　　　　　　一関市消防団大東８名
　　　　　　大東支所長及び一関北消防署長
　　　　　　合計12名

※緊急等事業対応分
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

猿沢公民館 ひこばえ交流会 新規 62

1,会議の開催状況
　4/16・5/14大船渡山岸仮設団地と打合せ実施
　4/9・4/24・5/14・5/24・6/14・6/17担当者打合せ実施
2､事業の実施状況
(1)期日　６月21日(金）10：30～15：30
(2)内容　震災避難者と地区民の交流会
・大船渡山岸仮設団地の住民と市内に避難中の被災者に呼びか
　けた。
・チェンバロ演奏に合わせ御詠歌、園児の合唱、児童の詩朗
　読、全員で合唱を行なった。　出演者・従事者計227人"
・大船渡より16人、市内から12人の避難者が参加。演奏家も4人
　が出演。園児、児童の歌や詩の群唱が参加者を感動させた。
　ライオンズクラブや地元の方々大勢の協力を得られて成功す
　ることができた。

完了 ※緊急等事業対応分

緊急等事業対応分 2,094
○緊急事業等対応分に係る事業提案を、各課等へ周知（4月9
日）。
○3事業を追加

○追加事業を随時受付

計 13,443
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

市民課
千厩川水辺環境づく
り事業

継続 762

１．会議の開催状況　第１回部会　４月12日(金)　市民６人、職員３人
２．事業の実施状況
●第30回千厩川元気再生大作戦
 (1) 期日：５月12日(日)　千厩川
 (2) 内容：河川ゴミ拾いウォーキング　　(3) 参加者：150人
●弓手川キッズ★探検隊(共催：第31回千厩川再生大作戦)
 (1) 期日：８月３日(土)　気仙沼市唐桑町
 (2) 内容：NPO法人「森は海の恋人」などを訪ね環境保全活動を学習
 (3) 参加者：23人
●千厩地域環境セミナー
 (1) 期日：10月４日(金)　千厩支所
 (2) 内容：環境美化功労表彰　個人４、団体１　・写真・絵画ｺﾝｸｰﾙ
    表彰　写真１３、絵画６・講演「誰でも簡単にできるエコ生活」 ・講
　師：岩手県環境アドバイザー八重樫千代子　(3) 参加者：90人
●第５回どんぐりの森づくり大作戦(共催)
 (1) 期日：11月１日(金)　清田京の森公園
 (2) 内容：千厩中学校３学年と地域住民によるクヌギの植樹
 (3) 参加者：中学生126人、地域住民40人
●第８回サケ移動大作戦
 (1) 期日：11月16日(土)　千厩川
 (2) 内容：色の御前滝を越えられないサケの遡上手助け
 (3) 参加者：55人
●「川通信」　第１号発行　７月10日(水)

○事業の実施予定
１．会議の開催予定
　　第２回部会　12月中旬
　　第３回部会　３月中旬
２．事業の実施予定
●サケの稚魚放流
 (1) 期日：２月12日(水)　千厩川
 (2) 内容：流域保育園児によるサケの稚魚放流
●「川通信」
　　第２号発行　１２月下旬
　　第３号発行　３月下旬
●視察研修開催　　３月中旬

継続 2,477

＜気仙沼ｸﾗｼｯｸｶｰ＆ﾊﾞｲｸﾐｰﾃｨﾝｸﾞ/せんまや気仙沼街道まつり＞
１．会議の開催状況
　①Ｈ24/12/18、②Ｈ25/1/17、③2/20、④3/13、⑤4/10、⑥Ｈ25/5/1
　、⑦5/14、⑧6/6　（事業部会：８回開催）
２．事業の実施状況
(1)期日：平成25年5月19日（日）午前10時～3時
(2)内容
○気仙沼クラシックカー＆バイクミーティング（四日町、東栄町）
　レトロバスの運行、クラシックカー（74台）、レトロバイク（55台）、千厩
　警察署の協力も得て、パトカー（１台）も展示。
○せんまや気仙沼街道まつり（四日町、東栄町商店街）
　気仙沼復興応援市、せんまや屋台村、千厩まちなか音楽祭、千厩
　まちなか昭和展、昭和駄菓子屋、働くクルマ展。
(3)参加者：来場者数　約20,000人
(4)その他：地域住民スタッフ：118人協力、交流事業部会員：25人
＜千厩まちば再生協議会視察研修＞
１．会議の開催状況：Ｈ25/5/2、5/28、6/6（3回開催）
　　　　　　　　　　　　　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ：7/31、8/12、8/30（3回開催）
２．事業の実施状況
(1)期日：平成25年7月6～7日（1泊2日）
(2)内容
・国道456号の道路整備を起爆剤とした「まちの再生」を促すことを目
　的として、7月6～7日（1泊2日）の日程で福島県会津若松市七日町
　及び山形県高畠町の2箇所の「まちづくり」を視察研修を実施した。
(3)参加者：本町、四日町、東栄町のほか自治会などから34名参加
(4)その他
・おもてなしの心による「ふれあいのまちづくり」を実践している会津
　若松市七日町の実情や「昭和ミニ資料館」を核とした昭和の街づく
　りを行っている山形県高畠町を視察し、商店街の方々にとってまち
　づくりの先進地を直接見て非常に参考になった。
・視察研修を終えて千厩商店街でも今後どのようにまちづくりを実践
　していくかをテーマとしたワークショップを３回にわたって開催した。

建設課 気仙沼街道交流事業

千厩地域
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

千厩公民館
人にやさしい街づくり
事業

新規 605

○事業の実施予定
（1)期日  平成２６年３月２日(日)
 (2)内容　　講演会
 (3)参加者：一般住民
 (4)その他：「人にやさしい地域づくり」をテーマに
　　　講演を行うほか、東日本大震災で避難して
　　　いる仮設住宅の皆さんと一緒に交流イベン
　　　トを行う。

小梨公民館 黄金の里再発見事業 継続 2,149

１．会議の開催状況　 部会(4/12、11/14）、役員打合せ（随時）
２．事業の実施状況
（1)期日：黄金山キャンプ場まつり(6/2）、
　　　　　　黄金山遊歩道整備(6月～10月)
(2)内容：①黄金山キャンプ場まつり
　　　　　　　　キャンプ場びらき並びに黄金山トレッキング
　　　　　　②黄金山遊歩道整備
　　　　　　　　急斜面への階段設置等（仕上げに砂利・チップ材敷き）
(3)参加者：キャンプ場開き(400人)、トレッキング(150人)

○事業の実施予定
（1)期日：小梨案内板設置(12月～2月）、
　　小梨マップ作成　(12月～3月)、
　　史跡案内板(12月～3月)
 (2)内容：
　①小梨案内板設置
　　　清田花の駅へ小梨ルート案内設置
　②小梨マップ作成
　　　小梨の史跡紹介マップパートⅡ
　③史跡案内板設置
　　　小梨の史跡紹介板設置

奥玉公民館

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

１．会議の開催状況　３役会議（7/9）事業打ち合わせ会議（8/1）
２．事業の実施状況
（1)期日：テントデッキ設置（8/21～8/23）、室根古道整備（8/18）、
　　　　　飛ヶ森音楽祭（8/24）
(2)内容：
　①テントデッキ設置
　　飛ヶ森キャンプ場に大型のテントデッキを１基設置
　②室根古道環境整備
　　飛ヶ森の親水公園から室根神社まで古道の草刈り作業の実施
　③飛ヶ森音楽祭
　　飛ヶ森キャンプ場を会場に野外音楽祭の開催
(3)参加者 ：②室根古道整備　35名
　　　　　   　③飛ヶ森高原音楽祭　150名

○事業の実施予定
(1)期日：3月31日完了予定
(2)内容：飛ヶ森キャンプ場トイレ屋根改修

磐清水公民館 菅公ウメウメ事業 継続 1,891

１．会議の開催状況  幹事会(10/9)実行委員会（10/15・11/26）
２．事業の実施状況
（1)期日：梅林公園遊歩道新設事業(10/16～11/5)、
　　　　　　道しるべ（史跡）修繕（11/6～11/9）
(2)内容：
　①梅林公園遊歩道新設事業
　　　　遊歩道基盤整地、生石灰散布、不陸整正
　②道しるべ補修
　　　　史跡道標修繕整備
　③梅林公園遊歩道新設に伴うベンチ設置
　　　　ベンチ設置、プラ擬木ベンチ
(3)参加者：②地区民20名、③地区民15名

○事業の実施予定
（1)期日：3月31日完了予定
(2)内容：梅林公園遊歩道（竹チップ）整備
　　　　　・梅の里地区民祭　３月
　　　　　・梅料理講習会
　　　　　・講演会・研修会
(3)参加者：磐清水地区民ほか

産業経済課

～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

○事業の実施予定
（1)期日：平成26年２月中旬
(2)内容：せんまやひなまつり参加店周辺のウ
　　　オークラリー
(3)参加者：市民

千厩

11事業
継 5
新 6

12,956
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

産業経済課
せんまやの味・匠の
復活！調査事業

新規 53

　地域要望、事業の実
効性について検討した
結果、実施しないことと
した。

産業経済課
地域特産物B級品商
品化研究開発事業

新規 430

○事業の実施予定
（1)期日：12月初旬～3月中旬
(2)内容：トマト等の地域特産農産物の規格外品
　　　を活用した加工品の研究・開発
(3)参加者：JAトマト部会員等

保健福祉課

せんまや中高年男性
の社会貢献グループ
活動事業「ひまなひ
たず」

新規 100

１．会議の開催状況
　　Ｈ25/9/5・Ｈ25/9/6事業打合せ会議
　　H25/10/23「千厩サロン祭り」出演打合せ・練習会
　　Ｈ25/10/27「千厩サロン祭り」反省会・「産業文化展」出演打合せ。
２．事業の実施状況
（1)期日：Ｈ25/10/24
(2)内容：「千厩サロン祭り」出演、寸劇「たまご湯物語」上演。
(3)参加者：小梨地区寸劇グループ10名、保健福祉課職員４名
(4)その他：来場者約500名

○事業の実施予定
（1)期日：Ｈ25/11/3
(2)内容：「千厩町産業文化展」出演、寸劇「たま
      ご湯物語り」上演
(3)参加者：小梨地区寸劇グループ10名、健福祉
　　　課職員6名
(4)その他：来場者約200名

事業名・内容変更

地域振興課
みんなで支え合うふ
れあい事業

新規 230

１．会議の開催状況
　　事務局会議（4/23、9/25）
　　関係者打合会（5/1、6/10､6/30､8/26、9/15）
２．事業の実施状況
●被災者支援事業「創作人形制作講習会」
（1)期日：H25年5月11日（土）午後1時30分～3時30分
　　　　　　旧千厩中学校住宅
(2)内容：大滝博子さんによる創作人形制作講習会
(3)参加者：旧千厩中学校住宅入居者20名
 ●婚活事業「音コン」
(1)期日：H25年7月6日（土）午後7時～9時　角蔵ホール
(2)内容：音楽を通じた出会いの場の提供及び交流会
(3)参加者：20歳以上の未婚の男女30名
●ふれあいバスツアー「厳美渓・骨寺荘園遺跡を訪ねる旅」
(1)期日：H25年10月19日（土）厳美渓・骨寺荘園遺跡
(2)内容：震災により千厩町内に避難をしている方を対象に、市内観
　　　光と交流の場を提供し参加者同士の親睦交流を図る。
(3)参加者：震災により千厩地域の貸家等へ一時避難者30名

○事業の実施予定
（1)期日：H26年2月
(2)内容：ふれあいバスツアー、交流会
(3)参加者：震災により千厩地域の貸家等へ一時
　　　　避難者。

事業名・内容変更

緊急等事業対応分 1,390

１．会議の開催状況　事務局会議(4/23、9/25） １．会議の開催状況　事務局会議(11/27）、実行
委員会（11/29）

既存事業へ配分

計 12,956
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

東山図
書館

東山和紙　えとせと
ら。～暮らしの中の
和紙教室～

継続 250

１会議の開催状況
　5/22　第1回東山和紙活用作品展実行委員会へ出席し、事業
　　　を説明し、和紙活用教室の開催について了解を得る。
２事業の実施状況
「張る教室」（一閑張り）
（1)期日：8/3、8/4
 (2)内容：東山和紙を使った一閑張り教室
 (3)参加者：25名
「飾る教室」（コサージュづくり）
（1)期日：10/5
 (2)内容：東山和紙を使ったコサージュづくり教室
 (3)参加者　24名
「綴る教室」（和綴じ本づくり）
（1)期日：10/20
 (2)内容：東山和紙を使った和綴じ本づくり教室
 (3)参加者：12名
※各教室終了後に東山和紙に関するｱﾝｹｰﾄの実施　55人回答

○事業の実施予定
 （1）期日　1月下旬
 （2）内容 東山和紙活用作品展への参加依
         頼
 （3）教室参加者61名への案内

産業経
済課

元気が出るお祭り事
業

継続 560

１会議の開催状況
　　 ①5/15　②8/27　③9/3　④9/10　⑤9/18　⑥9/26
　　⑦10/1　⑧10/2
２事業の実施状況
（1)10/4.5　会場準備・リハーサル
 (2)10/6　　唐梅宵祭り実施

○事業の実施予定
（1)会議　　12月中
 (2)内容　　次年度以降にむけての検討
 (3)参加者：
 (4)その他：

市民課
水辺の環境整備事業
ＰａｒｔⅡ

継続 500

１打合せを随時開催
２事業の実施状況
＜水辺の環境整備事業「川の学校」＞
（1)期日：９月１０日（火）
 (2)内容：松川小学校４年生の児童に、松川の紅葉ヶ滝公園で
　　　ヤマメの放流を体験。また、岩手県環境アドバイザーの
　　　派遣を依頼し、環境アドバイザーの指導のもと、中通川
　　　の水生生物調査を実施した。
 (3)参加者：松川小4年生23名、先生3名、地元行政区長等6名
＜東山地域内４箇所の川の水生生物調査＞
（1)期日：１０月１０日（木）
 (2)内容：岩手県環境アドバイザーの指導のもと、比良根川、
　　　林川、山谷川、中通川の水生生物調査を、地元行政区
　　　長、自治会長さん方と一緒に実施した。また、この４
　　　箇所の川の水質調査を業者委託して実施した。
 (3)参加者：地元行政区長、自治会長等　６名

※これらの事業実施の内容を、松川公民館の文化祭に展示し
た。

○事業の実施予定
＜水辺の環境整備事業「川の学校」＞
（1)期日　２月中旬
 (2)内容　サケの稚魚放流
　(3)参加者：東山地域内小学生
＜東山地域内４箇所の川の水生生物調査＞
 (1)期日　１月～２月
 (2)内容　水辺の環境保全の大切さや川遊び
　　　　の楽しさ等を子供たちに伝えられる
　　　　達人の発掘
 (3)参加者：水辺の環境整備事業実行委員会
          外

 ※ その他：東山地域内小学生に対し、環境
　問題に関心を持ってもらうため、パンフレ
　ットのような教材を配布する予定。

保健福
祉課

ふれあいサロンサ
ポーター養成事業
（実践編）

継続 150

１会議の開催状況　事業実施に係る打ち合わせ　1回
２事業の実施状況
（1)期日：6/27　7/30　8/27　9/12　10/15
 (2)内容：講義とレク指導実技　右脳活性化学習
 (3)参加者：一般募集　32名
 (4)その他：町外参加者　2名　ほのぼの映画会抱き合わせ１回

○事業の実施予定
（1)期日　11/4・8・11・18・21　　12/10
 (2)内容　11月はサポーターの臨地実習
　　　　　12月は反省会
 (3)参加者：32名
 (4)その他：

東山地域
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

産業経
済課

一石六鳥！農産加工
プロジェクトⅡ

継続 460

①えごま活用推進チーム打合せ（3/4）
　・参加者：11名、内容：H24の事業内容打合せ

②産直加工場との打合せ（3/11）
　・参加者：3名、内容：一次加工の打合せ

③加工エキスパートとの打合せ（7/9）
　・参加者：4名、内容：一次加工の打合せ（課題解決に向け）

④一次加工の委託（4月から）

○事業の実施予定
（1)期日　H26.2月～3月頃
 (2)内容　えごま加工のテスト販売
 (3)参加者：賛同事業所、及びテスト販売へ
          の来場者

建設課 砂鉄川一斉清掃 継続 100

１会議の開催状況
　　H25.06.19行政区長会議にて｢砂鉄川一斉清掃参加者
　　　募集｣チラシ配布依頼／配布期限(H25.06.24)、
      回収期限 (H25.06.28)。
　　　※東山町内全域、全世帯(全戸)配布とした

２事業の実施状況
（1)期日：平成25年7月6日(土)9:00～11:00【事業完了】
 (2)内容：7月の河川愛護月間に併せ、「砂鉄川一斉清掃」と
       して砂鉄川河川敷駐車場～三菱マテリアル裏河川敷グ
      ランド付近河川敷等のゴミ拾い、清掃活動を行った。
 (3)参加者：４７人(沿川地区住民等)

事業実施済み
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

教育文
化課

親子で元気にピンポ
ンパン

継続 180

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：9月～10月　初級教室　4回
 (2)内容：初級者を対象とした卓球教室
 (3)参加者：7組16人
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日：11月～1月
 (2)内容：ステップアップコース
 (3)参加者：20人
 (4)その他：

○事業の実施予定
・東山文化祭　笑星'ｓ縁日
（1）期日：11月3日
（2）内容：児童を対象としたあたり付きク
　　　　ジ、スーパーボールすくい、水ヨー
　　　　ヨー釣りなどの企画運営
（3）参加者：リーダー18名参加予定
・研修会ｉｎいわて子どもの森
（1）期日：11月23日～24日
　　　　（県立児童館いわて子どもの森）
（2）内容：ﾌﾟﾚﾘｰﾀﾞｰの講演、ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄ研修
　　　、調理研修、ふれあい保育体験活動
（3）参加者：リーダー12名、指導者3名参加
　　　　　予定
・冬の笑星'ｓ（長坂、松川）
（1）期日：12月21日（東山地域交流ｾﾝﾀｰ）
（2）内容：遊び、工作、伝統文化体験など
（3）参加者：リーダー12名、児童20名参加
　　　　　予定
・冬の笑星'ｓ（田河津）
（1）期日：1月7日（田河津公民館）
（2）内容：遊び、工作、伝統文化体験など
（3）参加者：リーダー12名、児童20名参加
　　　　　予定教育文

化課
ひがしやま　未来に
かける橋事業

継続 300

１会議の開催状況
◎田河津地区未来にかける橋の会
　　4月16日　平成25年度第1回打合せ開催
　　以降、5/28、6/25、7/23、10/29と計5回開催
◎ジュニアリーダーズクラブハピクロ
　　4月13日　平成25年度第1回定例会開催
　　以降、5/3、6/1、9/22、10/14と計5回開催
◎笑星'ｓ活動企画会議
　　6月8日に開催
　　以降、6/22、7/15、8/18と計4回開催
２事業の実施状況
◎保育体験活動
（1)期日：4/4、4/13（長坂保育園）
 (2)内容：園児とのふれあい活動
 (3)参加者：リーダー計9名（5名、4名）
◎岩手県市町村ジュニアリーダー研修会
（1）期日：5/18～19（ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ三陸みやこ、県南青少年の家）
（2）内容：被災地（宮古）の視察及び大会に向けての企画会議
（3）参加者：リーダー2名参加
◎岩手県ジュニアリーダー地域とふれあう活動集会
（1）期日：8/6～9（岩手山青少年交流の家、ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ三陸みやこ）

（2）内容：被災地の子どもたちとのふれあい保育体験活動、他
　　　　の市町村リーダーとの交流活動
（3）参加者：リーダー11名
◎笑星'ｓ（長坂）
（1）期日：7/29～30（東山地域交流センター）
（2）内容：長坂子どもクラブ児童を対象とした自主企画の遊び
　　　　体験活動
（3）参加者：児童延べ33名、リーダー10名、指導者9名参加
◎笑星'ｓ（田河津）
（1）期日：8/11～12（田河津公民館）
（2）内容：田河津小学校児童を対象とした自主企画の遊び体験
　　　　活動、夏祭り
（3）参加者：児童延べ44名、リーダー10名、指導者11名参加
◎岩手県子ども会育成研究大会
（1）期日：9/7（ふれあいランド岩手）
（2）内容：研究協議会に参加し被災地支援活動の感想発表など
（3）参加者：リーダー2名参加
◎唐梅館絵巻ステージ装飾
（1）期日：10/5（準備）、10/6（本番）
（2）内容：バルーンを使った宵祭りの看板作成、幼児・児童へ
　　　　のバルーンアートなど
（3）参加者：リーダー延べ22名参加
◎研修会ｉｎいわて子どもの森視察
（1）期日：10/28
（2）内容：会場地の視察、内容の企画会議など
（3）参加者：リーダー7名参加

東山

19事業
継10
新 9

10,658
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

保健福
祉課

ゴーゴーふれあい
ウォーキング

継続 114

1会議の開催状況
　4月2日 事業打ち合わせ（コース・募集等について）
2事業の実施状況
 (1)期日：6月17日・7月23日・9月17日・10月15日　4回
 (2)内容：松川地区の名所を巡るウォーキング
 (3)参加者：東山地域住民　延べ４５名
 (4)その他：健康運動指導士の指導あり

○事業の実施予定
（1)期日:11月4日　最終回
 (2)内容：松川地区の名所を巡るウォーキン
グ
 (3)参加者：東山地域住民
 (4)その他：健康運動指導士の指導あり

地域振
興課

唐梅館森林公園”梅
の里”見直し事業

新規 679

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：
 (2)内容：
 (3)参加者：
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日：26年1月～3月
 (2)内容：梅の剪定・施肥、支障木の伐採、
　　　階段の修理、くぬぎ・こならの植樹
 (3)参加者：未定
 (4)その他：

地域振
興課

「すまいるファミ
リークッキング」

新規 300

１会議の開催状況
　　7月16日（火）：関係者打合せ（5名）
　　11月5日（火）：講師打合せ（2名）
２事業の実施状況
（1)期日：10月23日～31日
 (2)内容：関連図書の展示（東山図書館企画展示との共催）
 (3)参加者：－
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日：12月7日(土）
 (2)内容：親子で作る料理教室
 (3)参加者：13組（子供15人、大人15人、
　　　　　　計30人）
 (4)その他：

地域振
興課

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

１会議の開催状況：10月29日(火）自治会長会議　出席22名
２事業の実施状況
（1)期日：
 (2)内容：
 (3)参加者：
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日
 (2)内容
 (3)参加者：
 (3)その他：

水害があり、お祭りと
いう気持ちにはなれな
いという意見が多数出
され、本年度の開催は
中止となった。

教育文
化課

神楽伝承事業 新規 700

１会議の開催状況：8月8日　第1回打合せ会
２事業の実施状況
（1)期日：
 (2)内容：
 (3)参加者：
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日：11月～2月
 (2)内容：VHSビデオのDVD変換作業
 (3)参加者：
 (4)その他：

教育文
化課

郷土ひがしやま歴
史・伝統アーカイブ
事業

新規 1,224
１会議の開催状況
   9月　依頼文書発送：自治会長29人
　10月29日　自治会長会議22人

○事業の実施予定
（1)期日：1月末　募集締切、2月～3月　調
査
 (2)内容：資料内容確認・調査他
 (3)参加者：
(4)その他：

東山公
民館

いきいきほのぼの映
画鑑賞会

新規 640

１会議の開催状況　5月17日
２事業の実施状況
（1)期日：①6月24日、②7月26日、③8月23日、④9月12日、
　　　　　⑤10月18日
 (2)内容：①「60歳のラブレター」、②「たそがれ清兵衛」、
　　　　　③「ホームカミング」、④「エンディングノート」
          ⑤「おとうと」
 (3)参加者：703名（①167名、②168名、③81名、④177名、
　　　　　　　　　　⑤110名）

○事業の実施予定なし

16



資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

東山公
民館

東山芸術鑑賞会
―ハートキラキラ事
業―
※歳入319千円

新規 1,740

１会議の開催状況
　実行委員会5回開催（6月17日・27日、7月23日、8月27日、
　　　　　　　　　　 9月26日）
２事業の実施状況
（1)期日：平成25年9月3日(火)①午後2時開演②午後7時開演
 (2)内容
    ・西村由紀江ピアノコンサート　２公演
　　・昼:町内小学3、4年生・中学3年生対象、夜:一般対象
 (3)参加者：昼の部　232名　夜の部319名　合計550名鑑賞
 (4)その他：昼の部8プログラム、夜の部14プログラム
　　　　　　入場券販売　一般　　293枚（1000円/1枚）
　　　　　　　　　　　　高校生以下52枚（500円/1枚）
　○実行委員には、町内音楽関係者、芸術文化団体、自治会
    協議会、PTA,教育関係者で構成。公民館は事務局担当
　○小学生の感想文を出演者西村由紀江さんに送付
　○一般参加者のアンケート実施

事業実施済み

田河津
公民館

人形劇スタッフ養成
講座

新規 219

１会議の開催状況
　　第1回　オリエンテーション　年間事業計画について6/21
２事業の実施状況
(1)期日：6/28日から毎週金曜日開催
      　10月末日まで19回開催演目を決め練習する
(2)練習演目は「舌きりスズメ」。7/30、9/10には田河津児童
　　館、生母公民館での出前公演をしてスタッフを養成した。
(3)参加者：出演者10名で参加者は延べ２００人

○事業の実施予定
（1)期日
　　11月11日(月）長坂小学校で公演
 (2)内容
　　佐藤節代先生の「昔はなし」語り部10分
　「かさじぞう」公演30分
 (3)参加者：出演者10名
　　・長坂小学校１年生～3年生まで60人
 (4)その他：12月22日（日）遠野市の「とお
　　　の昔話村」語り部館へ研修

一関北
消防署
東山分

署

自主防「絆」プロ
ジェクト（自主防災
組織交流会）

新規 601

１会議の開催状況
　第１回４月23日（自主防連総会）、第２回６月５日（自主防
連役員会）、第３回６月12日（松川地区）、第４回６月15日
（田河津地区）、第５回６月21日（長坂地区）
２事業の実施状況
（1)期日：８月24日（土）、25日（日）
 (2)内容：
　　①第１部自主防競技会（会場；長坂小学校グラウンド、競
　　　　技種目；初期消火リレー、バケツリレー、丸太切りレ
　　　　ース、土のう積みレース、応急手当リレー（田河津
　　　　地区の展示）、応急担架搬送リレー体験）
　　②第２部避難所生活体験（３会場；東山・田河津・松川公
　　　　民館、主な実施内容；避難所運営、非常食体験、避難
　　　　所運営ゲームHUG、救急講習、宿泊体験）
 (3)参加者：自主防競技会181名、避難所生活体験92名
 (4)その他：自主防競技会成績；第１位長坂地区、第２位田
　　　河津地区、第３位松川地区

８月25日、事業完了済み

地域振
興課

ハード事業 継続 500

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：
 (2)内容：
 (3)参加者：
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日：12月～26年2月
 (2)内容：災害用土嚢の整備
 (3)参加者：未定
 (4)その他：
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

地域振
興課

緊急等事業対応分 1,441

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：
 (2)内容：
 (3)参加者：
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日：未定
 (2)内容：未定
 (3)参加者：未定
 (4)その他：

計 10,858
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

地域振興課
室根発B級グルメ開
発事業

継続 1,000

１会議の開催状況
  毎月一回　打合せ会の開催
２事業の実施状況…県内及び青森、宮城、山形、東京へ
（1)期日：4月～10月まで19イベント述べ26日間
 (2)内容：いちのせきハラミ焼出展ＰＲ及びいちのせきハラミ
　　　焼のうた制作
 (3)参加者：室根町内の青年等　延べ200

○事業の実施予定
（1)期日
 (2)内容　各種イベントでのいちのせきハラ
        ミ焼のＰＲ
 (3)参加者：
 (4)その他：

産業経済課 良質米生産対策事業 新規 150

１会議の開催状況　第１回検討会　４月２２日
２事業の実施状況
（1)期日：８月９日、８月２６日
 (2)内容：成虫のすくい取り調査
 (3)参加者：ｊａ職員及び農家　20名

○事業の実施予定
（1)期日 2月
 (2)内容　実績検討委員会
 (3)参加者：
 (4)その他：

地域振興課 住みよい室根事業 継続 2,000

１会議の開催状況
　　4月開催自治会長会議　事業内容説明等
２事業の実施状況
・三峯地区農村会館整備事業
　8月24.25日参加者12名
・新舘山登山道整備及び老之久保城跡標柱整備事業
　９月29日実施予定
・折壁町自治会集会室・事務室屋根改修事業
　7月14日実施　参加者23人
・西の沢自治会地域活動拠点事業　10月15日実施予定
・第14区自治会館駐車場整備事業　6月23日実施　参加者16人
・上津谷川地区会館環境整備事業　11月10日実施予定
・千代ヶ原地区会館前庭敷砂利事業　8月3日実施　参加者11名

○事業の実施予定
（1)期日
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

〃
協働のまちづくり推
進事業

新規 300

１会議の開催状況
　　室根まちづくり協議会と共催。役員会で事業内容等検討。
２事業の実施状況
（1)期日：11月20.21日
 (2)内容：視察研修
　　　　　長野県川上村　高冷地帯の畑作を通じたまちづくり
 (3)参加者：室根まちづくり協議会員、自治会長等 12名
 (4)その他：アンケート調査の実施及び分析等実施

○事業の実施予定
（1)期日　1月
 (2)内容　アンケート調査結果報告等
 (3)参加者：
 (4)その他：

産業経済課 花き産地強化事業 継続 500

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：10月22日
 (2)内容：親株選定
 (3)参加者：ｊａ職員及び菊農家　15名
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日　2月
 (2)内容　親株定植
 (3)参加者：
 (4)その他：

地域振興課 室根まつりＰＲ事業 継続 642

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日内容
　　10月　　キャラクター名称募集
　　10月15日　　〃　　　完成
　　10月25～27日　室根大祭でのＰＲ活動
 (3)参加者：職員及び市民　延2000名

○事業の実施予定
（1)期日内容
　11月7日キャラクター名称選考委員会
　11月15日キャラクター名称発表
　11月16～17日　埼玉吉川市民まつりで
　　　　　　　ＰＲ活動
　11月25日　キャラクター命名賞伝達式

室根地域
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

産業経済課
室根高原ふれあいま
つり事業

継続 750

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：8月31日～9月1日
 (2)内容：室根高原において、1日目は大人向け、2日目はファ
　　　ミリーを対象とし、ライブや動物とのふれあった。
 (3)参加者：一関市民他　　延2000名
(4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

完了

産業経済課
室根山の魅力体験事
業

継続 266

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：7月20日～21日
 (2)内容：福島県「ほしの村天文台」大野台長を迎えての星座
　　学習会等を行い、宇宙食試食会や天体望遠鏡の組立てた。
 (3)参加者：　親子24組
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

完了

保健福祉課 これで安心出前講座 新規 240

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：
 (2)内容：
 (3)参加者：
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日　1月開催予定
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

地域振興課
深めよう復興の絆事
業

新規 250

１会議の開催状況
　事業内容打合せ会開催
２事業の実施状況
（1)期日：5月4日
 (2)内容：仮設住宅の方々と町民と合同による一本桜鑑賞会
　　　　　各種出店4団体　イベント2団体
　　　　　仮設住宅入居者との交流
 (3)参加者：市民他仮設住宅に住む気仙沼市民

○事業の実施予定
（1)期日
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

産業経済課
モデル集落営農組織
活性化事業

継続 300

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：8月20日
 (2)内容：冬取キャベツ定食
 (3)参加者：西の沢営農組合員　26名

○事業の実施予定
（1)期日　12月キャベツの収穫予定
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

室根分署
119番通報ポイント
看板設置

新規 200

１会議の開催状況　関係者との協議
２事業の実施状況
（1)期日：
 (2)内容：
 (3)参加者：
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日　1月～2月実施予定
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

公民館
「おもちゃっ子」
ほんわか子育て空間
事業

新規 500

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：
 (2)内容：
 (3)参加者：
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日　11月下旬から実施予定
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

図書館
来て！見て！楽し♪
るんるん図書館づく
り事業

新規 600

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：6月広報でサポーター募集、10月サポータ会議
 (2)内容：
 (3)参加者：
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日　1月実施予定
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

10,541

室根
21事業
継10
新11
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

水道課
安心・安全飲料水点
検プロジェクト

継続 819

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日内容　水質検査希望件数70件
　　　　　　　毎月2回実施（5件/回）9月～3月
　　　　　　　9月9日 5件実施、9月30日5件実施
 (2)参加者：室根町内世帯

○事業の実施予定
（1)期日　継続しての件さ実施
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

産業経済課
室根山地域活性化ア
プローチ事業

新規 194

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日内容：
　　7月15日　岩手県立大学吉野教授及びゼミ生との
　　　　　　「室根山魅力アップ作戦」会議実施。
　　9月12.13日「道の駅」先進地施策研修実施。
 (3)参加者：地域づくり専門員、町内事業者
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日　1月総括会議の開催
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

完了

折壁保育所
キラメキいっぱい夢
灯り

継続 100

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：7月20日
 (2)内容：園児の盆踊りに合わせての和太鼓や園児の手作りの
　　　お店の出展及び地域の高齢者との交流
 (3)参加者：園児及び父兄、地域の高齢者
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

完了

地域振興課
がんばれ復興夏まつ
りイベント交流事業

新規 500

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：
 (2)内容：　夏祭りでの開催予定　台風により中止
 (3)参加者：
(4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

中止

市民課
室根地域交通安全・
地域安全普及啓発事
業

継続 380

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：11月9.10日
 (2)内容：交通安全ポスターの掲示、交通安全体験コーナーを
　　　設置し、来場者への交通安全体験の実施
 (3)参加者：町内の市民他。

○事業の実施予定
（1)期日
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

完了

室根分署
消防団屯所 シャッ
ターペイント

新規 350

１会議の開催状況　図案検討し業者と協議中
２事業の実施状況
（1)期日
（2）内容
 (3)参加者
 (4)その他

○事業の実施予定
（1)期日　3月実施予定
 (2)内容　矢越地区　2－1屯所（高沢） 津
谷川地区　2‐7屯所（上千代ヶ原）
 (3)参加者：
 (4)その他：

教育文化課 未来わくわく事業 新規 500

１会議の開催状況　4月10日町内小中学校との打合せ
２事業の実施状況
（1)期日内容
　 5月20日　各種実験機材の調整と発注
　 6月24日　講師依頼発送
　 7月2日　室根中学校において事業実施
　 　　　　～僕たちは星のかけら－196℃の世界を体験～
　 7月8日　室根西小学校（午前）　事業実施
　 　　　　室根東小学校（午後）　事業実施
 (2)参加者：室根町内小中学生
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

完了
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

地域振興課 緊急等事業対応分
1171

＜室根大祭伝承事業へ（事業費720）＞
１会議の開催状況
　　9月18日　事業打合せ地域振興課　産業経済課
２事業の実施状況
（1)期日内容
　　袰先陣の伝承者が高齢なため写真及び映像での伝承記録
　を行う
　　9月18日　袰先陣の指導者との打合せ
　　　 19日　業者との打合せ
　　　　　 　練習初日～大祭当日までを動画撮影
　　10月9日　撮影開始　27日までの祭り終了まで
 (3)参加者：　室根大祭関係者

○事業の実施予定
（1)期日　2月納期
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

計 10,541
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

地域振興課
ゆりのき物語保存事
業

新規 350

１会議の開催状況
 …冊子作成に係る関係者打合せ会　7回
　　　（6/5,7/3、7/16,8/2,8/30,9/25,10/25）
２事業の実施状況
（1)期日：10/27
 (2)内容：DVD用神輿写真撮影
 (3)参加者：５人
 (4)その他：神輿製作スタッフ（大工）

○事業の実施予定
　11月末、冊子、DVD納品（150セット）
（1)期日： 12/14
 (2)内容： ゆりのき同窓会inかわさき
 (3)参加者：20人（予定）
 (4)その他：冊子、DVDの再注文受付

産業経済課
モクズガニとふれあ
う体験学習事業

新規 700

１会議の開催状況　  5回開催（5/10、6/20、7/5、9/5、9/18）
２事業の実施状況
（1)期日：5～8月
 (2)内容：5月に河口域で親ガニ捕獲、6月孵化、ゾエア期幼
生、
      メガロッパ期幼生、7月稚ガニまで成長、8月猛暑により
      水槽内の水温が上昇し稚ガニがほぼ全部死滅した。
 (3)参加者：稚ガニ死滅により事業実施の参加者はなし
 (4)その他：9月18日付けで受託者側から事業中止の届け出が
    　あり事業中止とした。

○事業の実施予定　無し
（1)期日
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

教育文化課
布佐神楽150周年記
念事業

新規 749

１事業の実施状況
●布佐神楽150周年記念式典
（1) 期日：4月29日（月）
（2）場所：川崎農村研修センター
 (3) 内容：開会行事（式辞・感謝状贈呈・祝辞）
　　・記念講演　演題「岩手県指定無形民俗文化財としての
　　　　　　　　　　布佐神楽」
　　・講師　学校法人追手門学院大学地域文化創造機構特別
　　　　　　教授　橋本裕之氏（ 前盛岡大学教授　現岩手県
　　　　　　文化財保護審議会委員）
 (4) 参加者：約200人
 (5) その他：①布佐神楽紹介冊子（布佐神楽岩手県指定無形民
　　　　　　　　俗文化財調査報告及び布佐神楽のあゆみ等紹
　　　　　　　　介）の配布
　　　　　　 ②布佐神楽演目解説書（解説演目20演目）の配布
●布佐神楽川崎公民館公演（一般住民を対象とした公演）
（1) 期日：7月13日（土）
（2）場所：川崎公民館　ホール
 (3) 内容：布佐神楽保存会が橋本裕之・岩手県文化財保護審議
　　　　委員の講話を交えながら約4時間にわたって8つの演目
　　　　を披露した。
 (4) 参加者：約200人
●布佐神楽150周年記念事業映像記録（DVD）作成
（1）石蔵山熊野神社例大祭布佐神楽奉納（4/28・4/29撮影）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 DVD１枚
（2）布佐神楽発表会（4/28・4/29撮影）　　　　　DVD４枚
（3）布佐神楽創立150周年記念式典　（4/29撮影） DVD３枚
（4）布佐神楽川崎公民館公演（7/13撮影）　　　  DVD２枚

○事業の実施予定
（1)期日：未定
 (2)内容：川崎小学校公演

川崎地域
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

市民課 砂鉄川桜ロード事業 継続 600

１会議の開催状況　　４回（8/10、10/1、10/8、10/25、11/8）
２事業の実施状況
（1)期日：
 (2)内容：
 (3)参加者：
 (4)その他：

○事業の実施状況
（1)期日：11月９日（土）
 (2)内容：砂鉄川堤防及び川崎中屋外運動場
     駐車場に桜36本植栽平成24年度植栽し
     た桜のうち定植しなかった桜95本の補
     植。歌手「しらいみちよ」による
     コンサート
 (3)参加者：植栽72名、コンサート85名
 (4)その他：補植は植木業者に委託した。

保健福祉課
みんな居場所づくり
事業

継続 132

１会議の開催状況　5回(4/17、5/7、5/21、6/4、10/18)
２事業の実施状況
（1)期日：①5/22～10/9(5回)　②7/9～9/17(3回)
　　　　　③6/28～10/18(5回)
 (2)内容
　①音楽療法(歌を歌ったり音楽に合わせて身体を動かし心身の
　　　　　　ﾘﾌﾚｯｼｭを図った)
　②夏バテ対策「ヨガ交流会」(暑さに負けない身体づくり)
　③オープン講座（地域住民が工房に入ってみるきっけかけづ
　　　　　　くりとして、様々な内容の講座を開催した)
 (3)参加者：①40人　②25人　③26人

○事業の実施予定
（1)期日 11/13,1/8,1/17,2/19,3/7
 (2)内容 音楽療法、オープン講座
 (3)参加者：障がい者、ボランティア、一般

教育文化課

岩手県天然記念物樹
齢600年の笠松を守
ろう！！

新規 210

１事業の実施状況
（1)期日：12月４日
 (2)内容：笠松の幹の腐朽部処理工及び空洞処置工作業の実施
 (3)参加者：各関係機関・笠松保存会会員

産業経済課

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

１会議の開催状況
　6/28　炒め納豆研究会の開催
　9/14　青年部全体会において、「今後の炒め納豆普及事業
　　　について」協議
２事業の実施状況
＜ミニもちサミットinせんまや夜市への出店＞
 (１)期日：5/11
 (２)内容：。昨年中、東北ご当地もちサミット2012in一関に
　　　出品した川崎炒め納豆もちを販売。
＜きたかみご当地グルメフェスタへの出店＞
（１）期日：9/22、23
（２）内容：町内店舗の格之進の協力をいただき、「炒め納
　　　　豆」を春巻きの皮で巻いたものを販売。２日間で
　　　　約５５０個販売。
＜かわさき商工まつり（会場：21P駐車場）で出店＞
（１）期日：10/14
（２）内容：来場者へ炒め納豆新作メニューとして「炒め納
　　　　豆もち春巻き」を披露。試食会を開催した。
＜全国ご当地もちサミット2013in一関に出店＞
（１）期日：10/19、20
（２）内容：「炒め納豆もち春巻き」を販売した。
　　　　２日間で約1,100個販売。準グランプリを受賞。

○事業の実施予定
　①各種イベント等において「炒め納豆」を
　　積極的に普及
  ②近隣市町村のご当地グルメ取り組み団体
　　との交流、意見交換を行い、普及の方法
　　や手段、今後の事業展開等を学ぶ。
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

産業経済課
伝説の石蔵山景観づ
くり事業

継続 1,123

１会議の開催状況　第1回：7/3　第2回：10/3
２事業の実施状況
＜あじさい仕立・剪定等研修会＞
（1)期日：平成25年7月25日（木）
 (2)内容：あじさいを活用したプリザーブドフラワー、剪定方
　　　法等の学習
 (3)参加者：17名
 (4)その他：
＜一関地方育樹祭＞
（1)期日：平成25年10月13日（日）
 (2)内容：一関地方育樹祭にあわせ、石蔵山にあじさい600本
　　　を植樹
 (3)参加者：約200名
 (4)その他：実行委員8名

○事業の実施予定
・樹木医による桜等施業指導会及び石蔵山環
　境整備事業
（1)期日：平成25年11月24日（日）
 (2)内容：石蔵山の千本桜の剪定等作業
 (3)参加者：約25名
 (4)その他：

産業経済課

一関市川崎町の元気
を発信し隊　パート
Ⅰ

新規 935

＜技術交流・情報交換会＞
１会議の開催状況
　　市内企業訪問参加呼びかけ等について、7月9～10日に工業
　課と合同で行った。
２事業の実施状況
（1)期日：平成25年7月27～28日
 (2)内容：「多摩高度化事業協同組合」との技術交流・情報交
　　　換会を市内7社と町田市6社で川崎町内にて行った。翌日
　　　は一関市モニターツアーとして多摩高度化事業協同組合
　　　の方々を市内の観光各所にバスにて案内し一関市の観光
　　　情報等を発信した。
 (3)参加者：24人
 (4)その他：技術交流会会場「川崎公民館」ほか、モニター
　　　ツアー　厳美渓、東山、千厩観光スポットほか
＜第3回アレサふれあいまつりinまちだテクノパーク参加＞
１会議の開催状況　9/4～10/8の間に約10回打合せ
２事業の実施状況
（1)期日：平成25年10月11～13日
 (2)内容：　第3回アレサふれあいまつりinまちだテクノパーク
　　　に於いて、布佐保存会による「神楽」の披露
 (3)参加者：13名
 (4)その他：第3回アレサふれあいまつりinまちだテクノパーク
　　　来場者数　約5,000人、ステージ発表17組　280人

○事業の実施予定　なし
（1)期日
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

川崎図書館
図書館便利！再発見
事業

新規 120

１会議の開催状況
　　9月30日　館内イベント関係者と事業打合せ、事業内容、
　　　　　　開催日時の決定　11月15日（金）
２事業の実施状況：事業周知

○事業の実施状況
 (1)期日：11月15日
 (2)内容：
　　「真空管アンプと波動スピーカーで聴く
      /夜の図書館」
　　　…夜の図書館を開放し、協力団体と市
　　　民が持ち寄ったレコード鑑賞会。
 (3)参加者：45人
○事業の実施予定
 (①-1)期日：11月～3月
 (①-2)内容：郷土、地域資料の収集と企画
　　　　　　展示
 (②-1)期日：2月
 (②-2)内容：ミニ音楽会

11,669

川崎

21事業
継10
新11

11,669
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

産業経済課
門崎メダカの学校プ
ロジェクト

継続 811

１会議の開催状況
　　第1回：6/24　第2回：7/19　第3回：8/22　第4回：11/13
２事業の実施状況
＜メダカ田んぼのお田植え会＞
（1)期日：平成25年5月19日(日)
 (2)内容：田植えイベント・メダカ生態に関する講義
　　　　（岩手大学）他
 (3)参加者：50名
 (4)その他：
＜メダカ観察会＞
（1)期日：平成25年7月7日(日)
 (2)内容：ビオトープ周辺の生物調査・観察　他
 (3)参加者：61名　一般35　岩手大学生16名　関係者10名
＜門崎メダカの学校収穫祭＞
（1)期日：平成25年10月5日(土)
 (2)内容：稲刈り体験・もちつき体験・岩手大学農学部学生
　　　　による紙芝居　他
 (3)参加者：50名
 (4)その他：

○事業の実施予定
＜地域の宝！門崎ﾒﾀﾞｶ・門崎ﾒﾀﾞｶ米ﾌｪｱ＞
（1)期日：平成25年12月1日～2日
 (2)内容：門崎メダカ保護に係る取り組みの
紹介・門崎メダカ米のＰＲ
 (3)参加者：
 (4)その他：

平成26年2月　事業完了予定

教育文化課

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

１事業の実施状況
（1)期日：11月7日
 (2)内容：米村でんじろうプロデュースよる「ジャイアン村上
　　　　サイエンスショー」
 (3)参加者：250名

地域振興課

咲かせよう川崎の輪
～花の輪！人の輪！
地域の輪！～

継続 235

1　事業の実施状況
●花苗配布
（1)期日：6月21日（金）
（2）場所：川崎防災センター
 (3)内容：各自治会、小中学校、地域内企業へ2,400本（サルビ
　　　ア・マリーゴールド・ベコニア）の花苗配布
 (4)参加者：約70人
 (5)その他：一関市民憲章推進協議会事業との共催
●視察研修＆寄せ植え講習会
（1）期日：6月27日（木）
（2）場所：八幡平フラワーランド他
（3）内容：八幡平フラワーランド（八幡平市）等の施設見学
　　　　及び初夏を楽しむ寄せ植え講習会
（4）参加者：24人
（5）その他：参加費2,450円
●一関市花いっぱいコンクール等入賞花壇見学会
（1）期日：9月24日（火）
（2）内容：花いっぱいコンクール等入賞花壇（5花壇）見学
（3）参加者：16人
●創作教室－ロザフィで素敵なピルケースをつくりましょう！
（1）期日：11月1日（金）
（2）場所：カントリーストア（宮城県栗原市築館）
（3）内容：ロザフィをアレンジしてのピルケース作成
（4）参加者：10人
（5）その他：参加費3,000円

○事業の実施予定
（1)期日：12月19日（木）
（2）場所：花と泉の公園
 (2)内容：お正月用門松の寄せ植え講習会
 (3)その他：参加費1,500円

11,669
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

保健福祉課
ちびっこ　あつま
れー！！

継続 230

１会議の開催状況
（1)期日：4月12日事業内容の検討、9月30日事業打合せ
２事業の実施状況
○１回目
（1)期日：7月7日（日）
 (2)内容：ちびっこあつまれー（人形劇等）、お友だちと遊ぼ
　　　う、育児相談、手作りおやつの試食
 (3)参加者：72人
○２回目
（1)期日：10月11日（金）
 (2)内容：劇団貝の火「人形劇」鑑賞、育児相談
 (3)参加者：111人

○事業の実施予定　完了
（1)期日
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

産業経済課
かわさき特産野菜普
及拡大事業

新規 350

事業の実施状況
第1回
（1）10月12日～14日　道の駅かわさきイベント
（2）つるくびコロッケ、つるくびドーナツ　試食会
（3）150個

第2回
（1）11月2日～4日　道の駅かわさきｲﾍﾞﾝﾄ
（2）つるくびかまぼこ、つるくびｼｭｰﾏｲ
　　　試食会（200個作成予定）
第3回
（1）11月30日～12月1日　道の駅かわさき
　　　イベント
（2）つるくびさつま揚げ､つるくび海鮮ふ
　　わっと揚　試食会（200個作成予定）

教育文化課
健康づくり三世代交
流推進事業

継続 686

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：
 (2)内容：
 (3)参加者：
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

川崎体協より取り下げ
申請予定

地域振興課
元気な地域情報発信
事業

継続 306

1　事業の実施状況
（1）6月26日：元気な地域情報発信かわさき第1号発行
　　　　　　（全戸配布･地域内各施設等へ配布）
（2）8月26日：元気な地域情報発信かわさき第2号発行
　　　　　　（全戸配布・地域内各施設等への配布）
（3）10月26日：元気な地域情報発信かわさき第3号発行
　　　　　　（全戸配布・地域内各施設等への配布）

○事業の実施予定
（1)2月26日：元気な地域情報発信かわさい
　　　第4号発行（全戸配布・地域内各施設
　　　等への配布）
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

地域振興課

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

１会議の開催状況
　　2回（地域内の自治会長を対象に開催）5/21・8/28
２事業の実施状況　４自治会で実施
　①千手堂自治会
　　期日：6/23～7/31
　　内容：千手堂自治会交流いこいの広場整備事業
　　参加者：23人
　②官紅自治会
　　期日：7/14
　　内容：官紅公民館の屋根塗装事業
　　参加者：16人
　③舘萩自治会
　　期日：8/10～8/24
　　内容：舘萩自治会野外ステージ修繕事業
　　参加者：10人
　④外山西部自治会
　　期日：10/20
　　内容：市道童子線への敷砂利及び公民館前の側溝へのグ
　　　　　レーチング設置
　　参加者：22人

○事業の実施予定
　事業費の残額の中で、自治会から申請が
　あった場合実施
（1)期日
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

川崎公民館
郷土の先人　伊藤勇
雄を学ぼう！

新規 478

１会議の開催状況　9月17日顕彰会と事業打合せ
２事業の実施状況
（1)9月26日：文化祭での人物紹介パネル展示を目指し、
　　　　　写真・文献等を収集開始。
 (2)10月10日：収集した資料を基にパネル製作を発注。
 (3)その他：伊藤勇雄顕彰会との共催事業

○事業の実施状況
（1)期日：11月2～3日　川崎文化祭での展示
　　　　　　　　　　発表
 (2)場所　川崎公民館ロビー
 (3)内容：伊藤勇雄について紹介したパネル
　　　　17枚を展示し、顕彰会の方から補足
　　　　説明していただいた。
 (4)見学者：文化祭の見学者
　　　　　　2日739人、3日1,892人
○事業の実施予定
 (1)11月下旬：紙芝居作成に係る打合せ

産業経済課
道の駅「かわさき」
10周年記念事業

新規 364

１会議の開催状況
２事業の実施状況
＜道の駅かわさき10周年記念講演会＞
（1)期日：平成25年7月30日（火）
 (2)内容：農家を元気にする通年農業観光
　　　　　講師：南部町名川観光さくらんぼ園振興会
　　　　　　　　会長　山本又一氏
 (3)参加者：約130名

○事業の実施予定
・道の駅かわさきにあなたは何を望みます
か？
　アンケート事業
（1)期日　12月中
 (2)内容　アンケート調査
 (3)参加者：
 (4)その他：

市民課
安全・安心かわさき
普及事業

新規 92

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：
 (2)内容：
 (3)参加者：
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日：２月２日（土）
 (2)内容：交通安全シュミレーターによる体
験
 (3)参加者：100名
 (4)その他：健康福祉まつり開催に併せ実
施。

産業経済課

マスコットキャラク
ター更新事業(緊急
等事業対応分)

新規 683

発注業者：KIGURUMI.BIZ株式会社
（1)内容：かわさき夏まつりのマスコット「かわたまドン太
　　　　くん」の作成作業。（業者への細部発注等）納品予
　　　　定11月末日。
 
 

○事業の実施予定
　リニューアルした「かわたまドン太くん」
を各種イベント等に出向き、かわさき夏まつ
り・川崎町のPR活動に活用。
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

地域振興課 緊急等事業対応分 1,290

○事業の実施予定
　マスコットキャラクター更新事業（事業費
683千円）のほか、既存事業（砂鉄川桜ロー
ド事業）への追加配当212千円

計 11,669
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

地域振興課
モアビューティフル
藤沢整備事業

継続 424

１会議の開催状況 4月18日(木）、26日(金）
２事業の実施状況
（1)期日：5月10日(金)から8月31日(土)まで
　　　　(配付は6月28日(金)、29日(土)、30日（日））
 (2)内容：マリーゴールド6,010本、サルビア6,131本、アゲラ
　　　タム4,813本の栽培と自治会、事業所等への配付。
(3)参加者：自治会、事業所等、福祉施設

実施済み

地域振興課

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

１会議の開催状況　4月15日(月)、23日(火)
２事業の実施状況
（1)期日：
 (2)内容：
 (3)参加者：
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日　12月18日(水)（会議）、
　　　　　平成26年3月9日(日)（イベント）
 (2)内容　セントラルハイランズ市と協働で
　　　メッセージを記入した凧を同時間帯に
　　　揚げ、震災復興を祈念し友好親善を深
　　　める。
 (3)参加者：小中学生、一般、セ市参加者

保健福祉課
「ふれあい一皿運
動」

継続 1,066

１会議の開催状況
　食改理事会等（4月12日(金)、6月10日(月)、9月24日(火))
　関係者への事前説明会（4月12日(金)、4月13日(土)、
　　　　　　　4月18日(木)、4月20日(土))
２事業の実施状況
（1)期日：第1回(5月16日(木)、5月17日(金))　第2回(6月6日
　　　(木)、6月7日(金))、第3回(7月11日(木)、7月12日
　　　(金))、第4回(9月12日(木)、9月13日(金))、
　　　第5回10月10日(木)、10月11日(金))
 (2)内容：70歳以上の1人暮し高齢者へ手作り料理を届け、会話
　　　によるふれあいをした。
 (3)参加者：訪問人数　述べ994名、従事者数　述べ740名

○事業の実施予定
（1)期日：第6回(11月7日(木)、11月8日
　　　(金))、第7回(3月1日(土)、3月14
　　　日(金))
 (2)内容：70歳以上の1人暮し高齢者へ手
　　　作り料理を届け、会話によるふれ
　　　あいをする。
 (3)参加者：訪問者数見込　述べ390名、
　　　従事者数見込　述べ110名

産業経済課
地域資源活用実証事
業

新規 250

１会議の開催状況
　　事業打合せ:4回開催(6月21日(金)、7月1日(月)、
　　　　　　　　　　　7月9日(火)、7月31日(水))
２事業の実施状況
＜試飲・披露＞
（1)期日：9月9日(月)
 (2)内容：地域特産品として桑茶（お茶、パウダー）の試飲・
　　　　　披露
 (3)参加者：10名
 (4)その他：
＜試食・披露＞
（1)期日：10月24日(木)
 (2)内容：地域特産品として桑茶パウダーを使用した雁月の試
　　　　　食・披露
 (3)参加者：10名
 (4)その他：

実施済み

産業経済課

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

１会議の開催状況  会議の開催なし
２事業の実施状況
（1)期日：4月5日（金）～10月31日（木）
　　　　　期間中の金・土・日・祝日
 (2)内容：一ノ関駅東口から館ケ森高原エリアまでの無料送迎
 (3)参加者（利用者）：419名
 (4)その他：運行日数96日

○事業の実施予定
（1)期日：11月1日（金）～4日（月）
 (2)内容：同左
 (3)参加者（利用者）：10名
 (4)その他：運行日数4日

藤沢地域
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

産業経済課
おいでよ！館ケ森高
原集客事業

新規 720

１会議の開催状況　館ケ森収穫祭実行委員会（9月7日（土））
２事業の実施状況
（1)期日：10月12日（土）～13日（日）館ケ森収穫祭
 (2)内容：地域特産品の販売とイベント開催による観光客と
　　　　の交流
 (3)参加者：1日目1,800名、2日目3,200名　計5,000名
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日：平成26年1月26日（日）、2月2日
（日）予定　館ケ森風祭り
 (2)内容：冬場の体験メニュー提供とイベン
     ト開催による観光客との交流、誘導看
     板製作設置
 (3)参加者：見込み人数200名

産業経済課
ふじさわ縄文土器と
蔵でビアガーデン

新規 250

１会議の開催状況
 　事業打ち合わせ会：3回開催(6月7日、6月21日、7月26日)
２事業の実施状況
（1)期日：8月17日（土）15:00～20:00
 (2)内容：藤沢商店街内にある歴史が漂う蔵を活用し、藤沢の
　　　伝統文化である藤沢野焼祭の入賞作品、歴代ポスター、
　　　野焼祭フォトコンテスト入賞作品を展示し、鑑賞しなが
　　　ら夏を満喫するビアガーデンを開設、ジャズバンドによ
　　　る生演奏等を行いながら地域との交流を深めた。
 (3)参加者：100名ほど
 (4)その他：

実施済み

産業経済課
きのこの森づくり実
証事業

新規 120

１会議の開催状況
　・事業計画打合せ(藤沢支所　5月21日(火))
　・マツタケ栽培研修(県林業技術センター　6月11日(火))
２事業の実施状況
　・マツタケ山環境整備
（1)期日：8月25日(日)～9月4日(水)
 (2)内容：アカマツ林2箇所において、下草刈り、灌木除去、
　　　落葉層除去
 (3)参加者：7名
　・マツタケ山先進地研修
 (1)期日：10月8日(火)
 (2)内容：山形県高畠町ﾏﾂﾀｹ山の視察及び植菌用ﾏﾂﾀｹ購入
 (3)参加者：6名
　・植菌作業
 (1)期日：10月13日(日)
 (2)内容：ｱｶﾏﾂ林2箇所において、環境整備並びに植菌作業
 (3)参加者：7名

実施済み

建設課
道路河川等環境整備
事業

継続 1,000

１会議の開催状況　開催予定なし
２事業の実施状況
＜2団体（深萱自治会、第11区自治会）で実施＞
（1)期日
　　①深萱：7月13日（土）～14日（日）
　　②11区：7月20日（土）
 (2)内容
　　①深萱：「転落防止施設設置事業」を実施。市道沿線にあ
　　　　　るため池２箇所にｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙを設置した。
　　②11区：「山谷荒屋敷線排水整備事業」を実施。生活路線
　　　　　の路面洗掘常習箇所への排水施設整備を行った。
 (3)参加者
　　①深萱：10名、②11区：10名

○事業の実施予定
予定なし
（1)期日
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

8,283

藤沢

14事業
継 6
新 8
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

教育文化課

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

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：
 (2)内容：
 (3)参加者：
 (4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日　平成26年3月16日(日)
 (2)内容
　・キリシタン殉教公園に因んだ講演会実施
　　講師：山浦玄嗣（やまうらはるつぐ）
　　場所：大籠伝習館和室
　　演題：（仮称）崇高な文化を訪ねて
　　　　「どうして大籠の人たちは命を落
　　　　　としてまでも信仰を貫いたのか？
　　　　　・・」※入場料：無料
 (3)参加者：100名程度
 (4)その他：PRポスター・チラシ制作準備中

公民館 一関藤沢市民劇場 継続 200

１会議の開催状況　未実施。
２事業の実施状況
 (1)ワークショップを10月19日(土)に開催
 (2)脚本制作：藤沢町徳田に伝わる物語を題材とした脚本の制
　　　　　作開始
 (3)釜石市民劇場観劇：10月13日(日)に釜石市で公演された釜
　　　　　石市民劇場を観劇（参加者3名）

○事業の実施予定
（1)日時：平成26年2月23日(日)
　　　　　午後1時30分開場、午後2時開演
 (2)内容：原作、脚本、演出、キャスト、
　　　　スタッフのすべてを一関市民が行
　　　　う手づくり演劇公演
 (3)参加者：一関市民
 (4)その他：ワークショップを11月6日
　　　　　(水)、11月13日(水)、11月
　　　　　20日(水)、11月27日(水)に開催。

公民館
ではってみっぺす・
みでみっぺす素人演
芸会

継続 281

１会議の開催状況
 (1)第1回実行委員会：7月5日(金)
 (2)第2回実行委員会：8月23日(金)
 (3)第3回実行委員会：9月20日(金)
２事業の実施状況
（1)日時：9月8日(日)午後1時30分開場、午後2時開演
 (2)会場：藤沢文化センター「縄文ホール」
 (2)内容：藤沢地域内の自治会から推薦された者と一般参加者
　　　　による素人演芸会
 (3)参加者：出演者12組、入場者数350名、審査員・司会5名、
　　　　　　Ｊスタッフ9名
 (4)その他
　①審査により、最優秀賞、優秀賞、第三位、審査員特別賞、
　　ユーモア賞、応援団賞を表彰。
　②司会兼審査員に、ベートーベン鈴木氏を依頼。
　③共催は一関市を始めとする6機関団体。
　④後援は岩手日報社を始めとする13社。

実施済み
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資料１

地域 予算額 担当課 事業名 新・継 事業費 進捗状況（～Ｈ25.10.31） 事業完了予定（Ｈ25.11.1～） 備考（事業の変更等）

平成25年度　いちのせき元気な地域づくり事業　進捗状況一覧

公民館
2013高校生集まれ！
バンドフェスティバ
ル in Fujisawa

新規 476

１会議の開催状況
 (1)第1回実行委員会：5月30日(木)
 (2)出演者審査：7月1日(月)
 (3)第2回実行委員会：7月9日(火)
 (4)第3回実行委員会：8月29日(木)
２事業の実施状況
（1)日時：8月4日(日)午後1時開場、午後2時開演
 (2)会場：藤沢文化センター「縄文ホール」
 (2)内容：高校生バンドによる演奏会
 (3)参加者
　　実行委員5名、出演者4組(水沢高校1組、佐沼高校3組)、
　　入場者数350名、審査員4名、司会1名、Ｊスタッフ16名
 (4)その他
　①審査により、最優秀賞1組、優秀賞2組、観客賞1組を表彰。
　②審査員にはゲストのシンプル∞（横浜市）を依頼。
　③司会には登米コミュニティＦＭのアナウンサーを依頼。
　④プロの音響スタッフを依頼
　⑤一関商工会議所藤沢支所青年部がかき氷を無料提供
　⑥共催は一関市を始めとする4機関団体
　⑦後援は岩手日報社を始めとする10社。

実施済み

消防分署
安全で安心して住み
たい地域事業

新規 500

１会議の開催状況  第1回:7月23日(火)　第2回:9月25日(水)
２事業の実施状況
（1)期日：
 (2)内容：
 (3)参加者：
(4)その他：

○事業の実施予定
（1)期　日：平成26年2月11日(火)
 (2)内　容：火伏祈願祭及びパレード
 (3)参加者：地域住民150名

緊急等事業対応分 609

１会議の開催状況
２事業の実施状況
（1)期日：
 (2)内容：
 (3)参加者：
(4)その他：

○事業の実施予定
（1)期日
 (2)内容
 (3)参加者：
 (4)その他：

計 8,283

その他 1,725
懇談組織に係る経費

（8地域分）
1,725

###### 合計 101,104
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