
平成29年度奥州市市民提案型協働支援事業補助金　実施事業一覧

No 地区
新規
/継続

団体名 事業名 主な内容 総事業費 コース 補助金額
担当課

（関係課）
提案者が担った役割 市が担った役割 その他の団体が担った役割

提案ﾃｰﾌﾞﾙ
日時

提案ﾃｰﾌﾞﾙ
場所

審査会からの講評

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、歌舞伎役者八代目中村芝
翫、四代目中村橋之助、三代目中村福之助、四代目中村歌之助同時襲名「勢揃壽連獅
子」並びに人気アニメキャラクター「コキンちゃん」を40ａの水田に描写する。田植えに200
名の市民が参加。
・10周年記念式典・祝賀会の開催。
　　期日　12月14日（木）
　　場所　プラザイン水沢
　　内容　感謝状の贈呈
　　　　　　記念講談　「巣伏せの戦い」　　奥州衣川青凛会　佐藤もと凛　氏
　　　　　　記念祝賀会
・中村芝翫親子観賞来場歓迎行事の開催。
　　期日　７月10日（火）
　　内容　中村芝翫親子アート観賞
　　　　　　ドレミ保育園園児による遊戯披露

636,681 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000
商業観光課

地域づくり推進課

・関連ＰＲデータの提供
・県内外で取り組む団体と連携した田んぼアートのＰ
Ｒ活動
・実行委員会の運営
・農産業管理をはじめとした事業の進行管理
・田んぼアートに関する技術取得
・10周年記念式典の企画

・情報発信や記録保存用の動画撮影支援
・市主催行事または関与するイベント時における作品
等の情報発信（奥州水沢産業まつりなど）
・ＰＲ活動における国土交通省等行政関係機関に対
する協力要請

・農作業支援
・関係する団体への作品等の情報発信

１月９日（火）
午前10時30分～

奥州市役所
地下Ａ会議室

　新規会員の拡大や後継者の育成を行い、事業内での活動費を確
保する工夫も図りながら、補助事業終了後の事業の継続について検
討いただきたい。

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等の開催。
　カヌー体験会　５月４日（祝）67名、7月30日（日）60名、8月５日（土）11日（祝）106名（ダム
フェス共催）
　ひめかゆカップ　７月９日（日）　参加者述べ21名
　奥州湖ツーリング体験会　10月27日（金）8名（伊達観協研修との共催）
・カヌー競技場付近への四阿の移設。仮設トイレの設置。カヌー競技場案内板の設置。

591,882 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000
政策企画課
商業観光課
元気戦略室

・ジャパンカップ及び競技場ゲート設置・撤去の支援
・体験会、大会の企画運営
・競技場等の利活用環境の向上に資すること

・カヌー競技場の設置、管理、運営
・広報による周知及び情報提供
・ジャパンカップ開催

・岩手県カヌー協会…用具貸出及び指導者等派遣
11月24日（金）
午前10時30分～

奥州市役所
102会議室

　インターネット等の新たな情報発信ツールを活用しながら、事業の
周知に努めていただきたい。また、地域との連携体制の構築も検討
いただきたい。

3 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（日）
　場所　後藤伯記念公民館
　内容　記念講演「後藤新平と放送の黎明、そしてＮＨＫの役割」
　　　　　　ＮＨＫ盛岡放送局長　田中宏皢氏
　　　　　記念歴史講談「若き日の後藤新平」
　　　　　　講談師　田辺鶴遊氏
　参加者　約360人
・顕彰会記録ＤＶＤ作成、パンフレットの発行

456,456 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000 歴史遺産課
・記念事業の企画推進、周知宣伝（チラシ・ポスター・
広告・看板）、運営実施

・会場提供（補修整備含む）
・市広報による事業の告知
・関係者の参加協力

・各先人顕彰会、振興会・町内会、老ク連等…関係者
の参加協力
・水沢小学校児童…自治三訣唱和、聴講
・女性合唱椿の会…顕彰歌斉唱

８月７日（月）
午前10時～

江刺総合支
所
311会議室

　水沢区のみならず奥州市全域及び子ども達への更なる啓発を図り
ながら、先人の志を次世代に繋ぐ活動に努めていただきたい。

4 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、発刊。
　冊子名　高野長英顕彰「長英の夢と人生」
　企画等　Ａ４判、280貢、カラー印刷分32貢
　作成冊数　350冊（ほか顕彰会自主財源で150冊）
　配布先　長英足跡関係施設、図書館、中学校、高等学校等へ無料配布

413,626 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000 歴史遺産課 ・企画、編集、発刊 ・高野長英関係資料の提供
２月８日（木）
午前10時～

江刺総合支
所
311会議室

　発刊の情報を多くの市民に分かりやすく伝える取組を検討するな
ど、活動の継続性について留意していただきたい。
　※実績報告書等の書類の提出期限が遵守されておらず、所要の
手続き等に支障が生じているので、以後遵守のこと。

5 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植栽作業を行った胆沢川桜づつみ多目的グランドの継
続管理。
・芝生の育成管理に必要不可欠な作業（芝刈り、施肥、散水等）についてクラブマネー
ジャーを中心に利用者などのボランティアを活用しながら実施。
・夏芝の直播き作業を行うとともに、市の予算で購入した種子からポット苗を育成して移植
作業を実施。
・9月中旬に上流グラウンド全面の冬芝のオーバーシーディングを実施。

439,376 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000 生涯学習スポーツ課

・芝生養生の基本作業（草刈り、施肥、砂入れ等）の
実施
・ボランティアの受入コーディネート
・ボランティア指導
・事業のPR等

・芝生養生の基本作業に係る環境の整備
・用具・消耗品（砂、肥料、スコップ、一輪車、バケツ）
等の購入と配置　等

・芝生養生の基本作業（芝刈り、施肥、砂入れ等）へ
のボランティア参加
・利用後のグラウンドの手入れ、自主的なグラウンド
利用条件の設定協力　等

２月23日（金）
午前10時～

江刺総合支
所
311会議室

　芝生整備したグラウンドの周知に努め、多くの市民が利用し、利用
者自らが管理する体制の構築について検討いただきたい。

6 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」の開
催。
　期日　７月１日（土）
　場所　江刺区中町商店街内特設コース
　参加　27チーム81名
・「えさし蔵まち市」、今年度初開催の「キッチンカーフードフェスinえさし蔵まち市」と同日開
催により、当日は約7,000名の来街者を呼び込むことができた。

909,345 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000 商業観光課
・当日の大会運営
・参加チームの募集

・市広報などを通じ、市民に対して大会を広く告知宣
伝
・コースとして使用する中町商店街の道路の補修

・奥州商工会議所…「えさし蔵まち市」を同時開催。
相乗効果による誘客を行う。

９月22日（金）
午前10時～

江刺総合支
所
311会議室

　商店街各店舗等への波及効果について数値化等に基づき検証す
るとともに、協賛企業の広告は次年度以降必ず行っていただきたい。
　また、賞品代等の事業費が当初予算より大幅増額となっていること
から、自主財源の確保、事業費の圧縮等により、補助事業終了後の
事業の継続についても検討していただきたい。

7 衣川 継続 ＮＰＯ法人天遊塾 川は俺たちの楽園だ！　親子で川遊び塾2017

・昨年度整備した川西橋付近の河原を活用した親水イベント『親子で川遊び塾2017』の開
催。
　　期日　８月11日（祝）
　　内容　親子で参加するカヌー体験教室、ふれあい乗馬体験、
　　　　　　とうもろこしコンサート
・河川環境の整備
　　ぬかるみ道路に砂利敷き作業
　　河原に菜の花と牧草の種まき

224,126 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 168,000 生涯学習スポーツ課 ・事業の企画実施、イベント運営、予算管理
・河川管理の許可申請補助
・市広報等での市民への事業告知

・ＪＡ岩手ふるさと馬産部会…イベント実施の協力
4月18日（水）
午後1時30分～

江刺総合支
所
312会議室

　当制度が公益活動に対する支援制度であることを十分に留意の
上、事業の目的、今後の活動の方向性等を整理すること。
また、環境整備、イベント事業とも参加者が尐ないように見受けられ
るので、広く活動を周知の上、一般参加者の募集に努めること。

8 前沢 継続
特定非営利活動法人
前沢いきいきスポーツクラブ

高齢者の継続的な軽運動の実践及び社会参加の環
境整備推進事業

・中高齢者を対象に生母地区センターでの介護予防運動
　　第１回（７月）　簡単な間接運動・身体力テスト　29名
　　第２回（９月）　コンディショニング・スマイルボーリング　19名
　　第３回（11月）　誤嚥性肺炎予防・スポーツ吹き矢　20名
・介護予防の重要性を学ぶために専門家による介護予防講習会
　　第１回：伸ばそう健康寿命「高齢期の運動による健康づくり」
　　　日時　８月６日（日）10時～12時
　　　場所　前沢ふれあいセンター
　　　講師　順天堂大学名誉教授　武井正子氏
　　　参加　36名
　　第２回：伸ばそう健康寿命「自立歩行と筋肉」
　　　日時　10月22日（日）10時～12時
　　　場所　前沢Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　講師　順天堂大学大学院専任教授・医学博士　町田修一氏
　　　参加　27名
　　第３回：伸ばそう健康寿命「介護予防運動としての調整力・柔軟性」
　　　日時　11月25日（土）10時～12時
　　　場所　前沢地区センター
　　　講師　筑波大学教授　長谷川聖修氏
　　　参加　29名

372,800 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 252,000
地域包括ケア推進

室
生涯学習スポーツ課

・企画運営・指導
・チラシの作成配布・連絡等
・バスの運行、広報

・広報掲載などによる広報
・チラシの全戸配布

・生母地区センター…会場提供、参加者募集
１月12日（金）
午前11時～

江刺総合支
所
311会議室

　相応の講師謝金により著名な講師を招聘しての講習会ではある
が、参加者が尐ないように感じるので、事業周知手法等について、
今後検討していただきたい。
　また、市、地域等との連携など活動を継続させるための手法につい
て、検討していただきたい。

9 全市 継続
奥州市世界遺産登録候補
地ガイドの会

世界遺産拡張登録実現の為の応援事業

・「奥州市内国指定史跡をグルッと巡るバスツアー」の開催
　日時　７月22日（土）　午前９時～午後４時
　内容　市内国指定史跡７箇所（高野長英旧宅、胆沢城跡、角塚古墳、大清水上遺跡、
　　　　長者ヶ原廃寺跡、接待館遺跡、白鳥舘遺跡）を大型、中型バス２台で巡る。
　参加者　78名（市内67名、県内11名）
・わくわく歴史散策ウオーキングの開催
　期日　９月30日（土）
　内容　前沢区白鳥地区の歴史散策
　参加者　20名
・講演会「暫定リスト掲載奥州市内遺跡と郷土史を学ぼう」の開催
　日時　12月２日（土）午後１時～４時30分
　場所　前沢ふれあいセンター
　内容　基調講演「全国に広がる平泉伝説」
　　　　　　講師　岩手大学平泉文化研究センター准教授　八重樫忠郎氏
　　　　　研究発表①「エミシを知る」
　　　　　　講師　奥州市埋蔵文化財調査センター副所長　佐藤良和氏
　　　　　研究発表②「北上盆地の安倍氏と清原氏」
　　　　　　講師　金ヶ崎町鳥海柵遺跡調査指導委員会委員長　本堂寿一氏

205,713 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 147,000
歴史遺産課
商業観光課

・企画、実施

・市教育委員会…共催（講演会）、後援（バスツアー、
ウォーキング）、市広報での事業告知
・歴史遺産課学芸員…ウォーキングでの白鳥地区の
現地解説
・商業観光課…バスツアーの応募者受付対応

12月21日（木）
午後２時～

江刺総合支
所
311会議室

　Facebookなどの新たな情報発信ツールを活用により、定員以上の
参加申込があった素晴らしい事業。今後、バスツアー等の実施にお
ける継続の手法を検討しながら、活動していただきたい。

10 江刺 継続
公益社団法人
江刺青年会議所

Ｏｎｅ　Ｌｏｖｅフェスタ2017『キッズパーク部門』

・OneLoveフェスタ内において今年度より『キッズジョブパーク部門』を新設。
　日時　８月６日（日）午前11時～午後５時
　内容　キッズジョブパーク
　　　　　　蔵まちモールに14種のモノづくりや接客体験、郷土文化に触れられるブースを設
置し、延べ587名の幼児小学生が職業体験や社会体験を行った。
　　　　　共同アート
　　　　　　幼児小学生353名が将来の夢を考え小さな紙に記載。これをリンゴ型に並べ、高
さ2.4ｍ×幅3.6ｍの巨大アートを作成、スーパーサンエーに展示した。
　　　　　ウォーターパーク
　　　　　　簡易スプリンクラーと縁日を展開。
　その他　高校生12名、24歳連35名、出店者58名が運営協力

520,230 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000
商業観光課

生涯学習スポーツ課
・事業企画、運営全般

・会場使用許可
・後援
・市広報・小学校での事業告知
・備品貸出

・市内商工業者…出店
・鹿踊団体、ＪＡ青年部…文化伝統体験のブース運
営協力

11月22日（水）
午前10時～

江刺総合支
所
311会議室

　事業計画段階から他団体等との協働を見据えた素晴らしい事業で
あるので、更なる連携体制の構築により、事業を継続していただきた
い。また、ボランティア参加者が、次世代リーダーとなる可能性もある
ことから、その仕組みづくりの構築も検討いただきたい。

11 胆沢 継続 ひめかゆ協力会
「甦れ、フラワーガーデン!!」ひめかゆ周辺花いっぱ
い大作戦パートⅣ

・ひめかゆフラワーガーデンにアジサイ（40株）、アヤメ（466株）の植栽活動をボランティア
を募り実施。植栽作業終了後、４年間の活動を振り返る懇親会を開催。
　期日　９月10日（日）
　参加者　34名（うち一般ボランティア13名）
・環境維持及び植栽作業事前準備として、専用の重機を借りての草刈り作業を３回実施。

678,561 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000 商業観光課
・植栽イベントの企画、事前準備（草刈り作業含む）、
実施

・植栽イベントの開催の市民への周知
・実施状況の広報活動

11月27日（月）
午前10時～

奥州市役所
203会議室

　温泉施設との連携による事業構築について検討いただきたい。ま
た、維持管理について、地域や子ども達との協力体制の構築につい
ても検討いただきたい。

12 江刺 継続 岩谷堂城址顕彰会 岩谷堂城址顕彰事業

・六日町御館坂ルート、向山団地夢乃橋ルートの２ルートから岩谷堂城址までの誘導案内
看板の設置。
　大看板　６箇所　　立て札看板　６箇所
　その他　３箇所
・岩谷堂城址現地見学会の開催（岩谷堂地区振興会生涯学習部の共催）
　日時　１１月４日（土）　午前９時30分～11時30分
　講師　近世こもんじょ館主宰　工藤利悦氏
　内容　「大谷吉継が縄張りした岩谷堂城の姿」を主に、現地で詳細解説。
　参加者　60名

428,760 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000
歴史遺産課
商業観光課

・案内看板設置
・市民参加の現地見学会開催
・『城址ガイド』配布

・財政支援と協力
・歴史遺産保全への指導協力と史跡管理者との調整

・奥州商工会議所江刺支所…業務推進への指導協
力、マップ配布及び在庫管理
・岩谷堂地区振興会…現地見学会共催、財政的支援

11月17日（金）
午前９時～

江刺総合支
所
311会議室

　地域との協働での取り組みの素晴らしい事例。子ども向けの説明
会等の開催により、幅広い世代への普及啓発に努めていただきた
い。



平成29年度奥州市市民提案型協働支援事業補助金　実施事業一覧

No 地区
新規
/継続

団体名 事業名 主な内容 総事業費 コース 補助金額
担当課

（関係課）
提案者が担った役割 市が担った役割 その他の団体が担った役割

提案ﾃｰﾌﾞﾙ
日時

提案ﾃｰﾌﾞﾙ
場所

審査会からの講評

13 胆沢 新規 葦名堰史跡保存会 葦名堰（二の台堰）継承事業

・江戸時代初期に開削した水利施設「葦名堰」の保存・継承に向けた座談会（語り継ぐ会）
の開催
　日時　２月24日（土）午前９時30分～11時30分
　場所　二ノ台地区振興会館（胆沢区小山）
　講師　奥州市元学芸員　佐々木いく子氏
　　　　　葦名堰史跡保存会　顧問　高橋岑生氏
　参加者　42名
・「葦名堰」リーフレットの作成、配布

118,459 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 88,000 歴史遺産課
・水利施設「葦名堰」の保存継承
・座談会（語り継ぐ会）の開催
・「葦名堰」リーフレットの作成

・「葦名堰」の保存継承に係る支援指導
・リーフレット作成に係るＰＲ活動の支援

4月17日（火）
午後2時～

江刺総合支
所
312会議室

※事業実施後に再度報告会を開催し、講評する。

14 衣川 新規
ころもがわ神楽まつり実行
委員会

ころもがわ神楽まつり

・衣川区の神楽保存会４団体を構成団体とする実行委員会による「第２８回ころもがわ神
楽まつり」の開催
　日時　平成３０年３月18日（日）　午前９時～午後４時
　場所　国民宿舎サンホテル衣川荘
　出演団体　衣川区内の神楽保存会４団体
　　　　　　　　衣川小学校神楽有志
　　　　　　　　招待神楽（２団体）
　入場料　８００円（前売り）　１，０００円（当日）
　来場者　151名
・ＰＲ用のチラシを作成し、市内に全戸配布するとともに、平泉町へ新聞折込。
・神楽のいわれや台詞の内容等をプログラムの中に掲載し配布するとともに、口頭による
解説にも力を入れ、初心者でもわかりやすく楽しめるように努めた。
・お客様の声を把握し今後の改善に生かせるようアンケート調査を実施。

294,531 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 170,000 歴史遺産課 ・事業の統括（計画立案・会場設営を含む）、出演

・後援、祝辞
・市内各戸へのチラシ配布、市関連施設へのポス
ター配布
・広報掲載
・当日の受付と補助作業

4月20日（金）
午後2時～

江刺総合支
所
312会議室

※事業実施後に再度報告会を開催し、講評する。

15 江刺 継続
特定非営利活動法人
サポートセンターＮＰＯえさし

介護予防交流会

・介護予防交流会の開催。
　期日　２月18日（日）午前10時～12時
　場所　江刺総合コミュニティーセンター
　内容　健康講話「コンディショニング～身体の調子を整えよう～」
　　　　　　講師　前沢いきいきスポーツクラブ　鈴木美智代氏
　　　　　介護予防レクリエーション
　　　　　　　全身運動「ストラックアウト」、下肢の運動「春一番」、認知症予防「脳トレ合唱」
　　　　　地域高校生等学生ボランティアとの世代間交流
　　　　　地域の看護師による血圧測定・健康相談
　参加者　76名

276,762 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 193,000
地域包括ケア推進

室
・事業の企画、実施、交流会の運営

・市広報による事業告知
・地域包括ケア推進室からのチラシなどによる告知

・前沢いきいきスポーツクラブ…介護予防運動の講
師派遣

３月22日（木）
午前10時～

江刺総合支
所
312会議室

※事業実施後に再度報告会を開催し、講評する。

16 水沢 新規
特定非営利活動法人
イーティーシー

歩いて楽しいまちづくり　水沢編

・水沢の歴史、街並み、建物、縁の人物、公園緑地、河川などの状況を把握するために景
観点検を行い、ワークショップを実施して、地域の特徴を活かした散策ルートの可能性を
検討。
　まちの楽しさ探しツアー（第１弾）
　　日時　12月16日（土）午後１時～５時
　　場所　奥州市民活動支援センター
　　内容　立町周辺、乙女川周辺の景観点検、散策路の構成要素の検討、モデルコース
の検証
　まちの楽しさ探しツアー（第２弾）
　　日時　１月13日（土）午後１時～５時
　　場所　市民プラザマッセ多目的ホール
　　内容　城址、武家屋敷ルートの景観点検、散策路の構成要素の検討、モデルコースの
検証
　・散策マップの作成、配布

423,602 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 239,000
商業観光課
都市計画課
歴史遺産課

・ワークショップの運営及び散策マップの作成
・ワークショップや散策マップに参考となる資料の提
供

4月23日（月）
午後3時～

江刺総合支
所
311会議室

　ウオーキング団体との連携などにより作成したマップの活用方法を
検討いただきたい。また、今回は水沢地区による冬季での活動で
あったが、他地区での活動や実施時期を変えて四季を感じるような
取組に発展していただきたい。

17 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
　内容　見学会（奥州湖交流館～馬留広場～七左衛門口）
　　　　　基調講演
　　　　　　講師　元奥州市学芸員　佐々木いく子氏
　　　　　座談会（パネルディスカッション）
　　　　　　コーディネーター　いさわ散居ガイドの会　会長　鈴木公男氏
　　　　　　パネラー　北上川ダム統合管理事務所胆沢ダム管理所長
　　　　　　　　　　　　胆沢平野土地改良区　総務課長
　　　　　　　　　　　　元エコスタディーいさわ　会長　村上英明氏
　　　　　　　　　　　　水文化遺産旧穴山堰を語り継ぐ会　会長　阿部市郎
　　参加者　43名
・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
　　内容　旧穴山堰絵図、写真パネル、発掘調査資料展示等
・リーフレットの作成　1,000部

147,736 チャレンジ 100,000
歴史遺産課
政策企画課

・見学会、座談会、企画展等の実施
・リーフレットの作成及び交流館での継続的な展示

・広報による周知
・資料の受贈及び常設展示継続

・いさわ散居ガイドの会…探索ツアールートに登載
10月18日（水）
午前10時～

江刺総合支
所
311会議室

　計画、実行ともによく検討され、定員を超える応募もあり、地域に根
ざした素晴らしい活動。今後、他団体との連携体制を構築の上、胆
沢の水文化としての関連性を持った取組も検討いただきたい。

18 水沢 継続 地いき　楽しく　アイビーナ
Natural mind build カラダづくり×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
　参加者　30名
・講習会と合わせ、「母の日」ありがとうサプライズ企画　ウンマーキッズクッキングの開催
　参加者　小学生・中学生15名

127,677 チャレンジ 100,000 子ども・家庭課 ・事業の企画、運営全般
・広報、ＨＰへの掲載
・公立幼稚園、保育園と地区センターへのチラシ配布
協力

・常盤地区センター…開催場所の提供
８月22日（火）
午後２時～

奥州市民活
動
支援センター

　マインドフルネスの理解が足りなかったとのことなので、事業周知
における伝え方の方法を工夫するなど、理解を広めることに努めて
いただきたい。

19 全市 新規 傾聴ボランティアおうしゅう
市民向け研修及び傾聴ボランティアスキルアップ研
修

・一般市民向け研修・傾聴スキルアップ研修の開催
　テーマ　「傾聴」は難しくない
　日時　２月24日（土）　午前１０時３０分～午後３時30分
　場所　奥州市総合福祉センター
　講師　ＮＰＯ法人ﾎｰﾙﾌｧﾐﾘｰｹｱ協会理事長　鈴木絹英氏
　内容　一般市民向け研修
　　　　　　傾聴に関する基本の講演　参加者101名
　　　　　傾聴スキルアップ研修
　　　　　　ロールプレイ（役割演技）による実演　参加者47名

148,324 チャレンジ 100,000 福祉課 ・事業の企画、関係機関への連絡、事業実施、運営
・後援
・市広報による告知
・健康福祉部各セクションへの告知

・奥州市社会福祉協議会…後援、関連団体への事業
告知、研修の申込受付

３月13日（火）
午後１時30分～

奥州市民活
動
支援センター

　若い方々への「傾聴」に対する理解を深める取組も行いながら、活
動の幅を広げていただきたい。
　また、参加者アンケートの回収率を高め、次の取組への検証に繋
げていただきたい。

20 前沢 継続
郷土の歴史文化保存推進
協議会

地域の歴史文化再発見事業

・前沢の上野原地区を訪問し、農業発展に貢献した宮沢賢治の功績を伝える説明看板を
前沢地区センター上野原分館の敷地内に設置。
・宮沢賢治碑の見学と「宮沢賢治と前沢」と題した新春講演会の開催。
　日時　１月20日（土）　午前10時～11時30分
　場所　前沢ふれあいセンター
　講師　三浦辰郎氏
　参加者　75名

100,000 チャレンジ 100,000
歴史遺産課

生涯学習スポーツ課
・宮沢賢治の顕彰碑の見学と研修講座の開催
・説明看板の設置

・広報での行事宣伝
・市立前沢図書館による講師推薦及び行事宣伝
・前沢地区センター上野原分館の敷地内駐車場東側
の句碑のすぐ北隣付近（市有地）の一部無償貸与
（説明看板の設置箇所）

・ＪＡ岩手ふるさと前沢支所…有線放送による行事宣
伝
・前沢区「大型紙芝居を創る会（若葉会）…「宮沢賢
治と前沢」と題した紙芝居（13場面）を制作。

２月８日（木）
午前11時～

江刺総合支
所
311会議室

　定員以上の参加があった素晴らしい事業。今後も市民にあまり知ら
れていない箇所を掘り起こしながら、歴史文化の保存推進の取組を
行っていただきたい。
　また、大型紙芝居を創る会などとのコラボレーションにより、活動の
幅を広げ、事業の発展性に繋げていただきたい。

継続
子どもの未来を育てる「群」
の会

新規 東北「桜屋」企画

4,477,000

江刺総合支
所
312会議室

21 水沢 大人・子ども・奥州の未来塾

・大人・子ども・奥州の未来塾の開催
　日時　２月18日（日）
　場所　水沢南地区センター
　内容　講話「子どもの健やかな成長を願いながら支え続ける子ども会活動」
　　　　　　　　　講師：久慈市　みどりの子ども会　世話人代表　高谷淳子氏
　　　　　奥州版あそびにコンビニ
　　　　　　レクリエーション、創作活動、調理体験活動
　　　　　意見交換会「子どもに聞きたいこと、大人に言いたいこと」
　参加費　大人５００円、子ども　無料
　参加者　園児５名、小学生14名、中学生５名、高校生６名、大人52名

150,828 ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ 120,000 生涯学習スポーツ課
・子どもの未来を育てる「群」の会…事業の企画運営
全般
・東北「桜屋」企画…事業の協同企画運営

・広報掲載
・水沢総合支所事務局の側面的な支援

・奥州市水沢青尐年育成市民会議、水沢ジュニア
リーダーズクラブＪＵＭＰ…運営協力
・奥州市水沢区子ども会育成会連合会…事業周知

3月16日（金）
午後２時～

　協働の役割分担がされ、他団体のコラボレーション時の見本となる事
業。今回のノウハウを活かし、今後も他の団体との協働を広げ活動して
いただきたい。


