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1 南沢地区元気倍増プロジェクト 継続 ○ ● ○ 765 762 4月～12月 南沢地区 154人 花壇づくり、不法投棄物回収、EM石鹸づくり　等 自治会総会等8回

2 いちのせき地産地消と逸品推進事業 継続 ○ ● (○) 1,134 0 実績なし

3 光の景観まちづくり事業 継続 ○ ● ○ 1,050 937 11月 釣山公園内 点灯式約100人 釣山公園清掃、ライトアップ 検討会議5回、延べ市民46人、市職員32人

4 Ⅰ can 継続 ○ ● ○ 1,000 391 9月18日～2月24日（22回） 一関公民館 284人 アート講座、カフェ講座、ﾌｧﾐﾘｰｸｯｷﾝｸﾞ　等 チーム会議等6回、事務局会議10回

5 ハード事業 継続 (●) (○) 1,700 0 実績なし ※実施希望なし。

6 いちのせきラジオＣＭコピー大賞 新規 (○) 1,100 0 実績なし

7 地域の魅力発見事業 新規 ○ 1,100 47 ①10月10日、②1月29日 ①一関文化伝承館、②北上市（黒沢尻北地区） 47人 ①講演会、②視察研修 ー

8 いちのせき「もち」ブランド化支援事業 新規 ○ 1,100 989 10月20日・21日 一関市総合体育館(ユードーム）屋外特設会場 39,000人 中東北ご当地もちサミットの開催 会合等15回、延べ市民170人、市職員27人

9 おらほの新鮮農産物ＰＲ事業 新規 ○ 1,000 998 4月1日～8月26日（6回） 一ノ関駅、地ビールフェスティバル会場 約1,000人 観光客への地場産品の配布　等 関係者会議2回、ＪＡとの打ち合わせを随時。

10 スマイルパーク・つりやま 新規 ○ 1,100 896 10月2日～3月13日（5回） 釣山公園 78人 樹木表示板・散策マップの作製、ベンチ改修　等 チーム員会議5回、延べ市民46人、市職員32人

11 消防屯所シャッターペイント事業 新規 ○ 1,991 1,989 5月～10月 一関市消防団一関各分団の消防屯所　13箇所 362人 消防屯所のシャッターへのイラストペイント 住民団体・企画チーム検討委員会3回、実行委員会議1回

12 笑顔いっぱい！！トライアングルプロジェクト 新規 ○ 1,100 996 7月～3月（3回） 一関総合体育館、いちのせき健康の森 63人 オリエンテーション、レクリエーション、植樹用看板作成等 意見交換会1回（市民3人、市職員9人）

13 若手社員コミュニケーション能力アップセミナー事業（特別加算） 新規 ○ 300 295 ①11月6日、②3月12日 ①市役所、②ベリーノホテル一関 ？ ①コミュニケーションセミナー、②市長講話及び交流会 ー

計 10 14,440 8,300

14 花と泉の元気なまちづくり事業～花ひらくまちづくり推進事業～ 継続 ○ ● ○ 1,765 1,680 4月～12月 花泉駅前ほか 25人 花泉駅前への花の植樹、花と泉の公園へ樹木移植　等 事業部会2回（市民8人、市職員2人）

15 花と泉の元気なまちづくり事業～第3回花泉元気市開催事業～ 継続 ○ ● ○ 2,067 1,795 9月22日 花と泉の公園 2200人 農産物直売、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄを中心としたｲﾍﾞﾝﾄ 事業部会4回（市民22人、市職員8人）

16 携帯メール配信サービス支援事業 継続 ○ ● ○ 460 74 4月～3月 花泉地域内 登録606人、2団体、配信127件 登録促進のためのチラシ、テッシュ配布 学校、ＰＴＡ関係者に説明

17 中・高・地域連携教育事業 継続 ● ○ 1,198 800 11月29日 花泉中学校 約600人 中・高・地域住民を対象とした教育講演会（秋山豊寛氏） 実行委員会3回（53人）

18 ＲＵＮ・ＲＵＮ（らんらん）交流事業 継続 ● ○ 760 607 7月～3月 花夢パル、花泉体育館、箱根　等 約1250人 早稲田大学競走部との交流　等 実行委員会、打合せ等13回（92人）

19 親子交流事業 新規 ○ 985 822 10月6日 花泉総合福祉センター 450人 親子コンサート 打合せ会議4回（10人）

20 環境にやさしい買い物キャンペーン 新規 ○ 1,000 724 9月下旬～10月18日 花泉地域内 548人 啓発チラシの配布・設置、エコライフ教室 企画会議4回（市民29人、市職員7人）

21 これからの人生、賢く、お得になる講座 新規 ○ 285 134 12月4日、1月31日、3月7日 花泉支所東大会議室　等 263人 健康増進 市民スタッフ会議1回（市民8人、市職員2人）

22 いずみの森交流事業 新規 ○ 750 549 7月22日、8月5日、11月4日 涌津悪法師堤周辺　等 135人 草刈り、学習会、記念植樹　等 チーム員打合せ会議3回（市民11人、市職員8人）

23 今日のおらほの味事業 新規 ○ 1,200 1,200 5月9日～2月5日（16回） 花泉・藤沢地域小中学校及び花泉学校給食センター 約19100人 郷土の食文化を取り入れた給食の提供 チーム員打合せ会議2回（市民5人、市職員6人）

24 憩いの場センター設置事業 新規 ○ 400 179 4月22日～2月7日 日形公民館　等 375人 花卉栽培、軽スポーツ　等 事業部会　髄時

25 特産物生産販売促進事業 新規 (○) 202 0 実績なし

26 集落環境整備事業 新規 ○ 1,195 764 9月7日～3月24日 花泉地区各集落 117人 公共財産の改良保全　等（9か所） 事業部会等3回（市民40人、市職員1人）

計 12 12,267 9,328

27 安全・安心な住みよい地域づくり事業（防災マップの作成、災害時の飲料水確保） 継続 ○ ● ○ 2,876 2,736 6月～10月 大東町内の各自治会、公民館 113人、117件 防災ﾏｯﾌﾟ作成、図上訓練及び水質検査 説明会1回（市民29人、市職員4人）

28 地域の財産保全事業（旧「地域のお宝保全事業・その他ハード事業」） 継続 ○ ● ○ 697 492 5月～3月 大東地域内（4自治会） 67人 花壇整備、駐車場整備、コンクリート護岸工事等 地元自治会との協議11回（市民53人、職員6人）

29 地域活性化交流事業 継続 ○ ● ○ 266 208 8月6日～8月8日 大東町松原地域、陸前高田市、気仙沼市 36人 日本大学生物資源科学部と松原自治会との交流 打合せ等3回

30 地域づくり推進計画モデル事業 継続 ○ (●) (○) 101 0 実績なし ※希望自治会なし。

31 文化財ボランティアガイド育成プロジェクト 継続 ○ ● ○ 409 128 通年 大東地域内公民館、沼田家住宅、平泉　等 75人 大東地域の文化財に関するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ養成 ※Ｈ22年度に実施済み

32 ワラビの里推進事業 継続 ○ ● ○ 150 88 10月19日～11月21日 アストロ・ロマン大東 作業者3人 除草剤散布、ﾜﾗﾋﾞ根茎掘採り・移植 会議1回（市民10人、市職員3人）

33 子育てフリースペース事業 継続 ● ○ 600 527 4月6日～3月29日（51回） 大東保健センター 1,202人 子育て支援員の設置、相談、情報提供　等 会議等6回

34 ご当地グルメin大東（旧「食べ歩き商店街にぎわい創出事業「ご当地グルメグランプリ」」）　広域1 継続 ● ○ 700 701 10月21日 摺沢の四ツ角商店会内 2,300人 地域の名物料理・郷土料理のｸﾞﾙﾒｲﾍﾞﾝﾄ 企画会議4回（市民31人、市職員3人）

35 旬・逸品「軽トラ産直市」 継続 ● ○ 300 180 10月14日 大原字立町地内の市道 500人 軽トラの荷台を使った新鮮野菜等の直売 大原商業会を中心に企画会議

36 おらほの活性化事業 新規 (○) 400 0 実績なし

37 大東地域協働提案事業(山吹城フェスティバル) 新規 ○ 4,263 1,250 9月23日 山吹城本丸跡 1,200人 ステージイベント、産直、グルメ広場の開催 打合せ4回（市民4人、職員4人）

38 額縁で切り取ろう大東の風景 新規 ○ 665 825 8月～11月 興田地区 9人 「興田地区十景」の選定　等 委員会等（6回延べ43人）

39 全国小学校女子ソフトボール交流事業 新規 ○ 1,400 1,395 7月15日、16日 大東野球場 約500人 強豪チームとの交流大会 打合せ3回、延べ市民24人、市職員3人

40 地域で見守る子育て事業（特別加算） 新規 ○ 320 259 4月～3月 一六合同会館 1,866人 地域での子どもの見守り。 打合せ4回、随時

計 12 13,147 8,789

41 商店街活性化支援事業（旧「新規店舗開店等支援事業」） 継続 ○ ● ○ 680 680 通年 千厩町商店街 空き店舗の有効活用した起業者支援 会議3回（市民12人、市職員11人）

42 農業振興から考える就労の確保！・桑食品による千厩ブランドの開発 継続 ○ ● ○ 345 196 通年 千厩地域内、視察（埼玉県秩父市）ほか 食べる桑の魅力発見と加工品開発　等 実行委員会等8回（市民30人、市職員6人）

43 千厩川水辺環境づくり事業 継続 ● ○ 891 874 5月～2月 千厩地域内、視察（八幡平市） 473人 ｺﾞﾐ拾い、ｾﾐﾅｰ、植樹、ｻｹ稚魚放流　等 実行委員会等2回（市民10人、市職員5人）

44 千厩まちなか交流事業 継続 ● ○ 3,585 3,576 5月20日、9月8日 四日町商店街～東栄町商店街　等 10,000人 気仙沼市、湯沢市との交流 打合せ7回（市民109人、市職員32人）

45 黄金の里再発見事業 継続 ● ○ 1,013 1,008 7月13日～11月23日 小梨地区 816人 案内板、観光マップ作成　等 実行委員会等7回（市民54人、市職員30人）

46 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 ● ○ 3,000 2,805 10月13日～14日 飛ケ森キャンプ場 1,000人 熱気球フライトと体験塔乗、乗馬体験 打合せ等5回（市民74人、市職員23人）

47 梅の里交流事業（旧「菅公・ウメウメ事業」） 継続 ● ○ 441 403 6月23日～3月22日 磐清水公民館、菅公夫人の墓（東山）　等 400人 文化の振興、観光開発、産業振興 実行部会等3回（市民23人、市職員3人）

48 第15回まちの駅全国フォーラムin岩手・千厩開催事業 新規 ○ 300 300 7月14日～15日 千厩農村勤労福祉センター　等 200人 地域のPR 実行委員会等11回（市民57人、市職員53人）

49 みんなで支え合う地域づくり事業（震災避難者高齢者世帯支援事業） 新規 ○ 500 346 7月19日、12月24日 千厩支所、雇用促進住宅　等 582人 仮設住宅の高齢世帯の交流支援　等 懇談会等7回（市民56人、市職員81人）

50 いちのせき元気な地域づくり事業起業者フォローアップ事業 新規 ○ 360 178 10月29日、11月28日、1月7日 千厩町商店街 起業者への相談、助言、指導等の支援を行う。 会議等4回（市民14人、市職員13人）

計 10 11,115 10,366
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51 商店街“あ～した天気にな～ぁれ♪”事業 継続 ○ ● ○ 780 492 6月23日、8月4日、10月13日 長坂商店街 約700人 商店街を歩行者天国としたイベントの開催 実行委員会等4回(市民25人、市職員8人)

52 みんなで育てよう地域の宝事業 継続 ○ ● ○ 588 566 5月～3月(174日間） 松川公民館 4,643人（登録者78人） 放課後子どもクラブとしての遊び場提供 情報交換会等6回（市民等63人、市職員17人、学校職員4人）

53 元気の出るホールスタッフ養成講座 継続 ○ ● ○ 2,383 2,215 9月25日～11月18日 東山地域交流センター 受講生78人、入場者319人 舞台照明・音響装置の操作講座 委員会4回（市民33人、市職員10人）

54 束稲山友好の絆事業 継続 ○ ● ○ 481 148 5月27日、9月29日、11月6日 束稲山 101人 桜の植樹、ｺｽﾓｽの種まき、お月見会 会議等9回（市民17人、市職員12人、学校2人）

55 東山和紙　えとせとら 継続 ● ○ 1,112 1,132 10月15日～2月28日 東山図書館　ほか 絵本の配布100部 東山和紙絵本の制作、配布 打合せ（5人）

56 目指せオリンピック　東山っ子事業 継続 ● ○ 2,122 1,355 11月4日～11月25日 東山総合体育館　等 135人 国内ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰによる講習等の開催 スタッフ打ち合わせ会等3回

57 元気が出るお祭り事業 継続 ● ○ 901 555 9月29日、30日 唐梅館公園 約2,000人 宵祭り（アトラクション、抽選会等） 会議等6回（市民57人、市職員4人）

58 東山生計塾 新規 ○ 157 100 6月10日～12月6日 東山地域交流センター 等 133人 コミュニティビジネス先進事例の学習　等 打合せ等5回（市民3人、市職員3人）

59 水辺の環境整備事業 新規 ○ 523 448 9月12日～11月4日 山谷川、東山地域交流センター　等 170人 ヤマメの稚魚の放流、水生生物の調査　等 地区住民及び関係機関と協議

60 ゴーゴーふれあいウォーキング 新規 ○ 100 89 6月18日～12月10日（6回） 松川公民館、松川地区内 102人 史跡巡りウォーキング 関係者会議等3回（市民3人、市職員5人）

61 ふれあいサロンサポーター養成講座 新規 ○ 109 103 8月21日～12月11日 東山保健センター 153人 交流サロンサポーター養成講座 会議等4回（市民等26人）

62 一石六鳥！農産加工プロジェクト 新規 ○ 460 345 7月19日～12月13日 東山地区内、山形県戸沢村　等 71人、5業者、1団体 地域資源を活用した地域経済の活性化、雇用の拡大　等 打合せ4回（関係機関等との打ち合わせ）

63 「一関市をもっと知ってもらいたい」事業 新規 ○ 546 368 9月16日、10月27日、28日 東京都品川区武蔵小山 約20,000人 物産展、平泉パネル展、ゲイビマンショー　等 実行委員会等3回（市民20人、市職員10人）

64 砂鉄川の美化清掃活動 新規 ○ 116 34 7月14日 砂鉄川河川敷（親水広場付近） 100人 砂鉄川の美化清掃活動 区長会議等（市民28人、市職員5人）

65 ひがしやま未来にかける橋事業 新規 ○ 199 176 6月24日～（17回） 奥州宇宙遊学館　等 280人 宇宙探検隊、季節行事体験、工作体験　等 説明会25回（市民107人、市職員32人、教員2人）

66 親子で元気にピンポンパン 新規 ○ 180 54 9月8日～2月11日 東山農村勤労福祉センター　等 親子32組 親子卓球教室　等 打合せ2回（市民2人、市職員2人）

67 石と賢治のガイドボランティア養成講座 新規 ○ 255 190 10月4日～3月16日 石と賢治のミュージアム 112人 ガイドボランティア養成講座　等 講師との打合せ2回

68 消防団ふれあいフェスィバル 新規 ○ 140 140 8月4日 長坂商店街 300人 消防団車両の搭乗体験、水消火器の訓練　等 打合せ3回（市民7人、商工会等18人、市職員10人）

69 梅・桑の葉ってこんなことができるよ事業（特別加算） 新規 ○ 114 24 12月13日 町内 51人 東山町農業ビジネス講座 打合せ１回（参加者８人）

70 ハード事業 継続 ● ○ 500 50 8月8日～8月26日 竹沢地区内 約30人 集会所前グラウンド整地 事業希望自治会との協議

計 20 11,766 8,584 　

71 桜の巨木を活かした活性化事業 継続 ○ ● ○ 250 160 5月6日～3月3日 旧折壁小学校校庭 約100人 地域のｼﾝﾎﾞﾙである桜の保護活動及び交流 市民約125人、職員3人

72 みんなでつくろう。住みよい室根 継続 ● ○ 2,000 1,707 5月15日～12月1日 室根地域内 157人 各施設周辺整備、モニュメントの設置等 説明会1回、延べ市民157人、市職員3人

73 室根山の魅力体験事業　広域２ 継続 ● ○ 250 212 5月1日～9月2日 望洋平ｷｬﾝﾌﾟ場、きらら室根山天文台 20人 親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ交流、星座観察 親子20人、市職員3名

74 地域産業活性化支援事業 継続 ● ○ 1032 1,045 7月7日～3月29日 室根支所 46人 産直運営組織準備会 会議5回　述べ市民等46人

75 室根発Ｂ級グルメ開発計画事業　広域３ 継続 ● ○ 1,000 997 4月～3月 一関市内、県内外 約7000人 いちのせきハラミ焼きの普及、出店 実行委員会4回、延べ市民50人、市職員4人

76 希望の丘プロジェクト 新規 ○ 150 23 10月18日～11月25日 国際医療福祉専門学校 約300人 専門校と地域との交流会 打合せ会2回、延べ市民300人、市職員3人

77 室根まつり観光ＰＲ事業 新規 ○ 380 409 6月3日～3月15日 室根地域内等 約2000人 乗馬ＰＲ、PRのぼり作成、PRステッカー作成 延べ市民2,000人、市職員10人

78 キラメキいっぱい夢灯り 新規 ○ 100 97 5月9日～7月14日 折壁保育園 225人 夢灯り作成、ポスター作り、イベント実施 市民225人、市職員13名

79 モデル集落営農組織活性化事業 新規 ○ 300 233 6月2日～9月10日 折壁篠原地内 約200人 スイートコン栽培、販売 延べ市民200人、市職員10人

80 花き産地強化事業 新規 ○ 500 269 10月1日～3月10日 室根地域 50名 小菊の有望品種導入、栽培講習等 市民約50人、職員2人

81 がんばろう市開催事業 新規 ○ 550 553 7月13日～9日3日 サンショップ駐車場 約500人 漫芸ショーや被災地域出店等 述べ市民500人、市職員2名

82 高原ふれあいまつり 新規 ○ 750 755 5月1日～9月23日 室根山キャンプ場等 約700人 ふれあい動物園、乗馬ショー、フリーマーケット 市民約700人、市職員7名

83 安心・安全飲料水点検プロジェクト 新規 ○ 656 574 6月6日～10月30日 室根地域 70世帯 飲料水の件さ70件 市民約70人、職員2人

84 安心・安全飲料水推進プロジェクト （特別加算※増強分：650千円を含
む）

新規 ○ 1,253 1,313 7月3日～2月7日 室根地域 約86 水道普及懇談会4回、ワークショップ等 市民約86人、職員10人

85 人形劇で火災から命を守る 新規 ○ 210 208 11月10日 室根きらめきパーク 約200人 人形劇で火災予防、防火意識啓発 市民約200人、職員3人

86 ひこばえの森整備事業 新規 ○ 600 484 6月10日～1月31日 ひこばえの森他 約70人 マイスター制度講習会、認定書交付 市民約70人

87 救急医療情報キットを持てば、キット安心 新規 (○) 349 0 実績なし

88 友好の絆　（特別加算） 新規 ○ 1,200 1,142 10月26日～28日 和歌山県田辺市 29人 田辺市本宮行政局及び熊野神社等訪問交流 市民26人、職員3人

計 17 11,530 10,181

89 門崎メダカの学校開校プロジェクトⅡ 継続 ● ○ 1,236 807 5月～2月 門崎地内 150人 ﾒﾀﾞｶ田んぼの田植・収穫祭、観察会、銀河プラザ出店 関係団体・業者との打ち合わせ8回

90 目指せＢ級、今はＤ級。「炒め納豆」ＰＲ事業　広域４ 継続 ● ○ 250 148 4月～2月 一関市内、石巻市内 ー（990食） 地元の懐かしい味「炒め豆腐」の普及拡大 地元住民から意見・協力を得て実施

91 健康づくり友の会お元気交流事業 継続 ○ ● ○ 266 161 7月17日～12月18日 川崎公民館ほか 160人 健康増進、地域交流、社会参加促進のための事業 打合せ会等7回

92 図書館お仕事セミナー「げんき塾２０１２」 継続 ○ ● ○ 648 539 9月～1月 川崎公民館 143人 ビジネス支援セミナー、折紙教室　等 来館者、ｾﾐﾅｰ参加者へのｱﾝｹｰﾄの実施

93 伝説の石蔵山景観づくり事業 継続 ● ○ 550 440 10月～11月 石蔵山地内、平泉”西行の森”ほか 79人 石蔵山林間広場の景観づくり 実行委員会3回

94 ちびっこ　あつまれー！！ 継続 ● ○ 300 262 7月8日、10月5日 川崎公民館、川崎保育園 206人 育児相談、親子が交流する機会の提供 子育て支援ｸﾞﾙｰﾌﾟを中心に事業企画

95 山かんざき里づくり事業 新規 ○ 700 700 11月～2月 川崎地域内 226人 炭窯製作、炭を使った調理法講座 協議等5回

96 咲かせよう川崎の輪～人の輪！花の輪！地域の輪！～ 新規 ○ 303 178 5月～12月 川崎地域内　等 80人 花壇づくり講習会、花苗配付　等 協議1回、市民憲章推進協議会員への文書による依頼

97 北上川“川っ子祭り” 新規 ○ 275 275 7月29日 川崎防災センター、北上川 234人 カヌー体験、水上バイク体験　等 地域内の関係団体と協議

98 元気な地域情報発信事業 新規 ○ 290 290 6月26日～1月26日 川崎地域内 ― 「元気な情報発信」の発行（6000部） ―

99 地域のことは地域で考えよう-まちづくり保全事業 新規 ○ 500 322 7月11日～11月18日 川崎地域内 50人 農道、公園等の維持管理 説明会2回

100 砂鉄川「桜ロード」事業 新規 ○ 626 597 3月10日 川崎町門崎地内 236人 桜の苗木（201本）を植栽。ミニコンサート 北上川サポート協会と協力して事業実施

101 みんなの居場所づくり事業 新規 ○ 330 330 川崎地域内（工房てんとう虫事業所内　ほか） 104人 環境整備、音楽交流（11回）、ヨガ交流（4回） 打合せ等4回

102 カブトムシの道づくり事業 新規 ○ 350 310 5月11日～10月30日 川崎地域内 80人 カブトムシの生育に適した環境の整備 打合せ等4回

103 おらが自慢のでっかい花火大会の「復活の花火打上」 新規 ○ 800 800 8月16日 川崎町薄衣地内（北上川大橋下流） 約50,000人 復活花火の打上 かわさき夏祭り実行委員会へ委託

104 みんなで集まろう！「北上川の水辺に夢を」 新規 ○ 700 700 8月16日 川崎町薄衣地内 三味線ライブ、歌謡ステージ　等 かわさき夏祭り実行委員会へ委託

105 「天王祭」の映像保存事業 新規 ○ 1,000 952 7月26日～29日 諏訪神社、地元商店街 約300人 行事を映像に保存 打合せ等4回以上

106 草からバイオエタノールを造る事業 新規 ○ 450 276 4月～2月 一関工業高等専門学校 バイオエタノールの作成に係る実験 一関工業高等専門学校と協議

計 18 9,574 8,087
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平成24年度　元気な地域づくり事業実績一覧

107 モアビューティフル藤沢整備事業 新規 ○ 515 429 5月1日～7月27日 藤沢町内、ふじの実学園ハウス 42自治会、26事業所等 花の苗の栽培と配付 打合せ3回、延べ市民18人、市職員7人

108 豪州姉妹都市との同時凧揚げ震災復興プロジェクト 新規 ○ 420 175 3月10日 藤沢運動広場、藤沢スポーツプラザ 95人 凧作製、凧揚げ 協議等2回、延べ役員等24人、市職員3人

109 ふれあい一皿運動 新規 ○ 1,305 955 7月10日～3月5日（14回） 藤沢保健センター 1,293人 高齢者への一皿料理の配布 事業説明会等7回

110 「知ってよ！ふじさわ」知名度アップ事業 新規 ○ 2,330 1,163 1月23日～2月5日 藤沢町商工会館 9人 観光・特産品HP作製、ゆるキャラ作製 打合せ2回、延べ市民14人、市職員5人

111 輝く！ふじさわ産品特産化推進事業 新規 ○ 298 255 2月21日～23日 東京都いわて銀河プラザ 藤沢地域内の特産品同士のコラボ 打合せ3回、延べ市民15人、市職員8人

112 やる気満々！農地再生利用 新規 ○ 250 250 7月～3月 藤沢桑葉クラブ会員の各ほ場 桑葉の試験的な肥培管理等 打合せ2回、延べ市民6人、市職員6人

113 道路河川等環境整備事業 新規 ○ 1,556 434 7月20日～12月2日 各自治会館等 5自治会 環境整備活動の推進 説明会1回、自治会総務部長39人、市職員4人

114 幻想的景観まちづくり事業 新規 ○ 500 490 12月1日～2月8日 藤沢B&G海洋センター 見物客約3,000人 イルミネーションの設置、点灯式 打合せ会議等4回、延べ市民29人、市職員19人

115 一関藤沢市民劇場 新規 ○ 1,000 975 2月24日 藤沢文化センター縄文ホール 522人 史実や物語を題材とした演劇の上演 実行委員会等3回、延べ市民33人、市職員11人

116 ではってみっぺす・みでみっぺす素人演芸会 新規 ○ 400 296 10月28日 藤沢文化センター縄文ホール 361人、12組 地域内に住む住民が持つ素人芸の演芸会 実行委員会3回、延べ市民8人、市職員13人

117 さがんでみっぺす大声大会 新規 (○) 300 0 実績なし

計 10 8,874 5,422

H25各地域合計分（109事業：継41、新68）※”実績なし”8事業は含まない。 92,713 69,057

1 食べ歩き商店街にぎわい創出事業「ご当地グルメグランプリ」 継続 (●) (○) （700) （701） ※大東

2 室根山の魅力体験事業 継続 (●) (○) （250） （212） ※室根

3 室根発Ｂ級グルメ開発計画事業 継続 (●) (○) （1,000） （997） ※室根

4 目指せＢ級、今はＤ級。「炒め納豆」ＰＲ事業 継続 (●) (○) （250） （148） ※川崎

広域事業（4事業）分 （2,200） （2,058）

懇談組織に係る経費 継続 ● ○ 1,761 949 視察研修、会議等 ※4地域（大東、千厩、室根、川崎）

合計（事業額＋懇談組織分　※広域は含まず。） 94,474 70,006

※地域毎の事業費および執行額の合計金額には、広域事業分も含む。
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