
平成30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

1 新規
ステップ
アップ

ファミリーフェスタ実行
委員会

ファミリーフェスタ2018

これからの家族の在り方の再認識を図ること
を目的に、「ファミリーフェスタ2018」を
開催する。
　日時　７月１日（日）午前11時～午後４時
　場所　メイプル
　内容　親子で体験ブース
　チビッコ木工教室、バターづくり体験、ラ
ジオパーソナリティ体験、パパのための体験
ブース、鉄器でパパごはん、物販、食のブー
ス、クラフターズマーケット、協賛企業ブー
ス、遊びブース、鉄道模型、映画上映、キッ
ズスペース

450,256 300,000

協働まちづくり部生涯学習
スポーツ課・健康福祉部子
ども家庭課・協働まちづく
り部地域づくり推進課

・事業の企画・準備・実施

・後援
・市広報の掲載
・小学校及び幼稚園等への
チラシ配布
・メイプル地下「えほんの
森」「エンゼルプラザ」開
館

・メイプル会場運営協力
・体験教室申込受付業務(水
沢商業高校)

2 継続
ステップ
アップ

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（１日
間）
・ひめかゆカップ開催　７月８日
・カヌーラック設置
・仮設トイレ設置、管理
・ジャパンカップサポーター（応援団）の編
成
・カヌープロモーションビデオの制作

562,446 300,000
総務企画部元気戦略室・商
工観光部商業観光課・総務
企画部政策企画課

・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

・岩手県カヌー協会より用
具貸出及び指導者等派遣
・ダム管理支所が広報周知

3 継続
ステップ
アップ

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。今回より小学校５、６年生を対象とした
デモンストレーションレースを開催する。
　期日　７月７日（土）
　場所　江刺区中町商店街
・協賛企業を募集し、協賛いただいた企業は
開催当日に企業広告等を掲示する。
・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。

663,042 300,000 ・商工観光部商業観光課
・事業の企画・準備・実施

・市広報等での周知
・市関係施設でのポスター
掲示
・コースとなる道路の補修

・奥州市商工会議所主催で
の「えさし蔵まち市」の同
時開催。相乗効果による誘
客を行う。

4 継続
ステップ
アップ

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
環境を改善するため、ボランティアの参加を
募り、芝刈り、施肥、砂入れ等の基本作業を
行う。
地域のＮＰＯと連携し取り組んできた障がい
者向けのスポーツ教室を実施するとともに、
地域住民が気軽に参加できるスポーツプログ
ラムを展開し、より地域住民に開かれたグラ
ウンドとなることを目指す。

441,218 300,000
・協働まちづくり部生涯学
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

No 団体名 事業名
総事業費

(円)
コース

申請
補助金額

(円)
担当課・関係課主な内容 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
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No 団体名 事業名
総事業費

(円)
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(円)
担当課・関係課主な内容 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

5 継続
ステップ
アップ

田んぼアート実行委員会 田んぼアート事業

田んぼアート10年の技術蓄積を発揮し、奥州
市に縁のある人物を田んぼアートに描写する
など、話題性と関心度が高まる事業を展開す
る。

790,839 300,000

・協働まちづくり部生涯学
習スポーツ課
・商工観光部商業観光課
・農林部農政課
・協働まちづくり部地域づ
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

６ 新規
ステップ
アップ

特定非営利活動法人
 シェイクス

奥州キッズドリーム創造プ
ログラム

充実した家庭教育に対する子育て世代の意識
向上と、子どもたちが交流し自ら考え学ぶ機
会の提供を目的し下記のプログラムを行う。

・親学
  平成30年10月か11月予定
  講師:東北学院大学教授
・白衣の寺子屋
  平成30年8月3日(金)、4日(土)
  講師:東北大学教授・前田歯科医師
・生涯学習スポーツ教室
  平成30年11月か12月予定
  講師:プロスポーツ経験を持ったアスリート

341,552 256,000
・協働まちづくり部生涯学
習スポーツ課

・事業企画・運営全般

・後援
・市広報の掲載
・小学校及び幼稚園等への
チラシ配布

７ 新規
ステップ
アップ

斎藤實顕彰会 斎藤實生誕160年記念事業

斎藤實生誕160年記念事業を行うことで、斎
藤實の功績を広く発信し、継承発展を目指
す。

日時   平成30年10月27日(土)
場所   水沢グランドホテル

・生誕160年記念式典
・生誕160年記念講演
・生誕160年記念講談
・生誕160年記念祝賀会
・斎藤實を支えた名誉市民である斎藤春子夫
人の資料収集及び記録集約等

443,723 300,000
・教育委員会事務局歴史遺
産課

・記念事業の企画・運営実
施
・周知宣伝

市広報による事業周知

・各先人顕彰会、振興会・
町内会、老ク連等の関係者
の参加協力
・水沢小学校児童が処世観
唱和、聴講
・女性合唱椿の会が顕彰歌
斉唱
・水沢農業高校民族舞踊同
好会がオープニング披露

８ 継続
ステップ
アップ

葦名堰史跡保存会 葦名堰(二の台堰)継承事業

葦名堰史跡の最終湧き出し口までへの通路と
なる階段及び手すり等の整備を行い、安全対
策を行う。その上で一般公開を行う。

・草刈り及び階段設置作業
  平成30年6月24日から7月下旬まで
・葦名堰一般公開
  平成30年8月25日(日)
・湧き出し口紹介
  平成30年11月ごろ
  ※四百年記念事業と併せて実施予定

437,378 300,000
・教育委員会事務局歴史遺
産課

・水利施設「葦名堰」の保
存継承
・開削400年記念事業の協
力

・「葦名堰」の保存継承に
係る支援指導

胆沢平野土地改良区が湧き
出し口への案内版設置
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(円)
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(円)
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９ 新規
ステップ
アップ

特定非営利活動法人こぽ
地域啓発理解促進プログラ
ム

障がいに対する正しい理解と正しい支援につ
いて、広く市民に広めるための事業を下記の
とおり開催する。

・子育て支援講演会   9月予定
・発達障がい研修会  10月予定
・映画講演会             11月予定
・映画上映会              2月予定

563,967 300,000 ・健康福祉部福祉課 ・事業の企画実施

・ホームページでの周知
・ポスター掲示やチラシ配
布
・関係機関への案内文書発
送

・後援
・関係者への広報周知

10 新規
ステップ
アップ

アテルイ歴史の里振興会
「アテルイの里・奥州」ア
テルイ顕彰事業

アテルイについての講談や講演会、及びまつ
りを通してアテルイを広く発信し、継承活動
を行う。

・「アテルイ歴史・物語」講談・講演会
  平成31年2月予定
  関係資料の展示も併せて行う。
・アテルイ歴史の里まつり(アテルイ巣伏の
戦いの大勝利外線武者行列等)
  平成30年9月15日(土)

855,494 300,000
協働まちづくり部地域支援
室

・事業の企画・運営実施
・広報周知
・市関係施設でのポスター
掲示

・跡呂井地区振興協議会が
実行委員会参加
・常盤地区振興協議会より
後援
・アテルイを顕彰する会は
事業周知、講演講師派遣

11 継続
ステップ
アップ

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Ⅴ

ひめかゆフラワーガーデンの環境整備を行
い、芝桜の植栽活動をボランティアを募り実
施する。

・9月30日(日)開催
ボランティアと一緒に防草シート指定箇所に
芝桜を設置し、土をかぶせる作業を行い、フ
ラワーガーデンの再生のための活動を行う。

549,076 300,000 商工観光部商業観光課
・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

（株）ひめかゆよりボラン
ティアへの支援

12 継続
ステップ
アップ

特定非営利活動法人
前沢いきいきスポーツク
ラブ

自分の身体と向合いGoodコ
ンディションな毎日への習
慣化の推進事業

さまざまな世代で効果を感じることができ
る、筋肉を柔らかく整えるコンディショニン
グについて教室やセミナーを開催する。

・ 9月１7日(日) 開催
体験会を兼ねたコンディショニングの基礎知
識を学ぶ教室
・10月6日(土)開催
日本コンディショニング協会の会長によるセ
ミナー
・11月18日(日)開催
10月開催したセミナーでの復習を兼ねた教室

463,997 300,000
・協働まちづくり部生涯学
習スポーツ課

・事業の企画・運営
・広報活動
・各関係団体等の連絡・調
整

・後援
・広報・ホームページによ
る事業周知
・チラシ配布

・日本コンディショニング
協会より講師派遣協力及び
企画運営アドバイス
・奥州市スポーツ少年団が
広報及び参加者募集協力



平成30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 団体名 事業名
総事業費

(円)
コース

申請
補助金額

(円)
担当課・関係課主な内容 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

13 継続
ステップ
アップ

傾聴ボランティアおうしゅう
市民向け公開講座及び傾聴
ボランティア養成講座の開
催

傾聴のスキルと体制確保をさらに進め、市民
に傾聴を広く知ってもらうことを目的に講演
会と研修会を開催し、心の健康を維持し安心
して暮らせる地域づくりに貢献する。

・2月9日(土)開催
講演会と研修会を行う。講演会では傾聴に関
する基本や効用、活用法について学ぶ場と
し、研修会では傾聴に対する疑問などを解消
し実践する場とする。

364,261 273,000 健康福祉部福祉課
・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
・健康福祉部各関係課への
告知

・奥州市社会福祉協議会よ
り後援、関連団体への事業
の告知、研修の申込受付

14 継続
ステップ
アップ

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

活動が少なく筋力低下が起こりがちな冬の時
期の前に、運動の大切さについて意識しても
らうため、介護予防交流会を行い、継続した
活動につなげていく。

・11月25日(日)開催
100才体操の実践
介護予防のためのレクリエーション

215,478 135,000
健康福祉部地域包括ケア推
進室

・事業の企画、実施、交流
会の運営

・市広報による事業周知
・地域包括ケア推進室から
の関係団体への周知
・いきいき百歳体操の指導

大型紙芝居を創る会

前沢おはなし広場

子どもの未来を育てる
「群」の会

東北「桜屋」企画

88,000
協働まちづくり部生涯学習
スポーツ課

16 継続 奥州の未来塾2018

子どもの社会性や自主性を培うため、最も身
近な組織体である子ども会活動のあるべき姿
や取り組みについて、親子や地域の育成者と
ともに学び合うことを目的に開催する。

・10月6日(土)開催
グループディスカッション
調理体験「遊びリンピック」
創作体験

110,140
コラボ
レーショ
ン

大型紙芝居を創る会と前沢おはなし広場との
コラボレーションにより、前沢出身の児童文
学作家である森田純氏の作品を用いて大型紙
芝居を作成し、研修会にて披露する。

・12月開催予定
森田純氏の顕彰活動として研修会を開催。研
修会では大型紙芝居の披露を行う。

100,000
コラボ
レーショ
ン

80,000
協働まちづくり部生涯学習
スポーツ課

15 新規
紙芝居を通して地域への愛
着と誇りを育む事業

・子どもの未来を育てる
「群」の会が事業の企画運
営全般
・東北「桜屋」企画が事業
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

・奥州市水沢青少年育成市
民会議、水沢ジュニアリー
ダーズクラブＪＵＭＰが運
営協力
・奥州市水沢区子ども会育
成会連合会が事業周知
・体験の風をおこそう運動
推進委員会が賞状やメダ
ル、のぼり旗の提供

・大型紙芝居を創る会が紙
芝居の作成及び「森田純を
語る会」の実施
・前沢おはなし広場は紙芝
居を活用しての月１回の読
み聞かせの会の実施

・広報による事業告知
・前沢図書館による紙芝居
の保存・管理及び貸出
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No 団体名 事業名
総事業費

(円)
コース

申請
補助金額

(円)
担当課・関係課主な内容 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

17 継続
ステップ
アップ

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30回ころもがわ神楽ま
つり」の開催
　日時　平成31年3月3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）
・ＰＲ用のチラシを作成し、市内に全戸配布
するとともに、平泉町へ新聞折込する。
・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る。
・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する。
・子どもたちを中心に神楽の体験コーナーを
設ける。
・チラシやポスター及び会場内で新会員の入
会を呼びかける。

388,959 247,000
教育委員会事務局歴史遺産
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


