
平成29年度奥州市市民提案型協働支援事業補助金（第１回審査分）の提案事業に係る協働の提案テーブル実施状況一覧

日時 場所
審査事業の

合意
合意の条件

1 水沢 継続 田んぼアート実行委員会 田んぼアート事業

・開催10周年の節目に当たり、全国に田んぼアートを発信し、
歌舞伎演目「義経千本桜」（歌舞伎役者　中村芝翫氏）をアー
トに描写する。
・10周年記念式典・祝賀会の開催。
　　期日　７月中・下旬
　　内容　感謝状の贈呈
　　　　　　記念講演　テーマ「医食同源」
　　　　　　祝賀会（アトラクション）
・中村芝翫氏を迎えての見学会の開催。

会長 森岡　誠 971,440 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000
商業観光課

（地域づくり推進課）
２月27日（月）
午後１時30分～

奥州市役所
地下Ａ会議室 可

・協働の提案シートの市が担う役割に、作業時の動画撮影による情報発信
を追記のこと。

2 胆沢 継続 奥州カヌー愛好会 水源地域カヌー振興事業

・胆沢ダム周辺においてカヌーやボートなどを活用した体験会
の開催。
　カヌー体験会　５月上旬、８月中旬（２日間）
　奥州湖ツーリング体験会　10月下旬（２日間）
・体験会会場付近への四阿の移設。
・仮設トイレ、案内板の設置。

会長 石川　善一 430,000 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000
政策企画課

（商業観光課）
（国体推進室）

２月21日（火）
午前10時～

奥州市役所
102会議室 可 ・協働の提案シートに体験会の実施回数を明記のこと。

3 胆沢 新規
水文化遺産旧穴山堰を語り
継ぐ会

水文化遺産旧穴山堰継承事業

・胆沢平野最古の灌漑遺跡である旧穴山堰を後世に伝えるた
め、現地見学会・座談会を開催。
　日時　４月30日（日）午前９時30分～12時
　場所　奥州湖交流館及び現地
・旧穴山堰に関する企画展の開催
　　期日　4月30日（日）～6月25日（日）
　　場所　奥州湖交流館
・パンフレットの作成

会長 阿部　市郎 116,000 チャレンジ 100,000
歴史遺産課

（政策企画課）
２月21日（火）
午前11時～

奥州市役所
102会議室 可

4 水沢 新規 後藤新平顕彰会
後藤新平生誕160年記念事業
「次世代につなぐ先人の精神」

・後藤新平生誕160年を記念し、講演会、記念講談を開催。
　期日　６月４日（土）
　場所　後藤伯記念公民館
　内容　記念講演　ＮＨＫ盛岡放送局長（予定）
　　　　　記念歴史講談　講談師　田辺鶴遊氏
・顕彰会記録ＤＶＤ作成、パンフレットの発行

会長 山口　了紀 461,000 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000 歴史遺産課
２月21日（火）
午後１時30分～

奥州市役所
102会議室 可

5 水沢 継続 高野長英顕彰会 高野長英顕彰「長英の夢と人生」発刊

・会設立50年を契機に、高野長英を知り、理解を深めていただ
くために、講演、研究論文などを編纂した冊子を作成。
　冊子名　高野長英顕彰「長英の夢と人生」
　作成予定数　350冊

会長 今野　健 430,000 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000 歴史遺産課
２月21日（火）
午後２時30分～

奥州市役所
102会議室 可

・協働の提案シートに作成する冊子の活用方法についてを具体的に記載
のこと。
・冊子の有償販売分は補助対象外となることから、無料頒布分の作成分
のみの予算を計上のこと。

6 水沢 継続
特定非営利活動法人
シチズンスポーツ奥州

ＪＦＡグリーンプロジェクトin奥州

・平成25年度にボランティアにより移植作業を行った胆沢川桜
づつみ多目的グランドの芝生の管理・養生について、グランド
利用者が利用時から出来る「手入れ作業」に参加してもらう。
・芝生管理のノウハウについての報告書を作成し、広く周知す
る。
・グランドを障がい児向けスポーツ教室などで活用する。

理事長 佐藤　訓文 501,600 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000 生涯学習スポーツ課
２月23日（木）
午後２時30分～

奥州市役所
地下Ａ会議室 可

・協働の提案シートの目的及び効果欄に、芝生管理のノウハウを広く周知
するため報告書を作成することについて追記のこと。また、新たな取組で
ある障がい児向けのスポーツ教室についても追記のこと。
・提案シートの概算事業費と収支予算書の予算額の合計を一致させるこ
と。

7 水沢 継続 地いき　楽しく　アイビーナ
Natural mind build カラダ×ココロづくり
交流会

・子育てをする母親の悩み解消を目的に、マインドフルネスの
講習会と交流会を開催する。
　日時　５月14日（日）午後１時～４時
　場所　常盤地区センター
　講師　ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰﾃｸﾆｰｸ　田中ちさこ氏
　　　　　籐源寺住職　佐藤良規氏
・講習会と合わせ、「母の日」ありがとうサプライズ企画として、
年長児以上の子どもを対象としたウンマーキッズクッキングを
開催する。

会長 宍戸　直美 155,000 チャレンジ 100,000 子ども・家庭課
２月24日（金）
午前10時～

奥州市役所
地下Ａ会議室 可

・市が担う役割で「こっころだより」の周知を削除し、確定した実施会場に修
正した協働の提案シートを提出のこと。
・キッズクッキングの参加費、チラシ作成部数、託児スタッフ委託料につい
ての見直しを検討の上、修正した収支予算書を提出のこと。

8 江刺 継続 岩谷堂商店街連合会 いすー１ＧＰ　奥州えさし大会

・事務用いすを使った参加型競技で全国で統一されたイベント
である「いすー１ＧＰ」を開催し、江刺の中心市街地の活性化を
目指す。今回より仮装の要素を取り入れ大会内容の充実を図
る。
　期日　７月１日（土）
　場所　江刺区中町商店街
・えさし蔵まち市と同時開催により、来街者の回遊性向上を図
る。

会長 松本　秀英 585,000 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000 商業観光課
２月24日（金）
午後２時～

江刺総合支所
312会議室 可

計 2,000,000

◯審査会の審査事業とならなかった事業

日時 場所
審査事業の

合意
審査事業とならなかった理由

1 江刺 新規
特定非営利活動法人
イーティーシー

災害避難所間仕切りの試作と製品化の検
討

・災害避難所で多様な用途で活用できる角紙管段ボール間仕
切りの実施設計を行い、その試作品を制作し、有効性を検証
する。
・間仕切りの製品化の検討を行い、製品化後は市に災害備蓄
品として寄贈する。

理事長 及川　純一 403,455 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000 危機管理課
２月24日（金）
午後３時～

江刺総合支所
312会議室 否

提案事業の趣旨を地域住民の防災に対する意識啓発を図る部分に主眼
をおいた上で、地域や他団体との事業連携についても視野に入れながら、
多くの市民が参画する取り組みを検討し、次回以降の審査事業への提案
に向けた再構築を図ることとした。

2 水沢 継続
公益社団法人
水沢青年会議所

奥州郷土愛プロジェクト

・まちづくりへの参画の機運を高めることを目的に、創立55周
年記念事業を開催する。
　期日　5月8日（月）　午後７時～９時
　場所　奥州市文化会館Ｚホール　中ホール
　内容　郷土食フェスタの成果発表
　　　　　講演会　　講師　三橋貴明氏

理事長
阿部　由起
男

560,000 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000
地域づくり推進課

（商業観光課）
２月27日（月）
午後２時30分～

奥州市役所
地下Ａ会議室 否

今回の提案事業については、講師謝礼が発生せず事業費の圧縮により実
施できる見込みとなったことから、団体の自主財源で実施することとする。
制度を活用した事業については、９月に開催予定の別事業の実施におい
て、人材育成、郷土愛の醸成をより深める要素を組み入れた継続性のあ
るものを検討し、次回の審査事業への提案に向けた再構築を図ることとし
た。
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