
平成28年度奥州市市民提案型協働支援事業補助金　認定事業一覧

No 団体名 事業名 主な内容 総事業費 コース 補助金額 担当課 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 ＮＰＯ法人天遊塾
川は俺たちの楽園だ！　Ｇボーイ
ズの川遊び大作戦

・ボランティアスタッフを募集して草刈り作業を実施。
　　期日：11月27日(日）
・川西橋付近の衣川の河原の水路の埋め立て、倒木作業などの整備作
業を業者に委託して実施。　　期日：2月１日～28日
・整備した河原を活用してイベントを開催。
　期日：３月２６日（日）
　内容：ふれあい乗馬体験
　　　　　菜の花種まき
　参加者：小学生と保護者等３０名

825,432 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000
協働まちづくり部
生涯学習スポーツ課

・事業の企画・実施
・イベントの運営、予算管理

・県への河川管理の許可申請
補助
・広報等で市民への事業告知

・JA岩手ふるさと馬産部会　衣
川漁業協同組合…イベント実
施の協力

３月31日（金）
午前10時～

江刺総合支所
311会議室

　当初の事業計画より大幅な計画変更となっていることか
ら、関係機関等との事前調整を十分に行った上で、計画性
のある事業内容、実施スケジュールでの実施に努めるこ
と。

2
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
目的グランド芝生の管理・養生を継続実施。併せて冬芝の養生も行い、
通年での利用可能な環境整備を行った。
・今年で４年目を向かえた事業を振り返り、今後も持続可能なビジネスモ
デルとするため、行政、芝生管理業者、利用者のそれぞれの役割をさら
に整理。

487,403 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 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

・利用者、奥州サッカー協会等
…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、利用後のグランド
の手入れ、グランド利用事業へ
の参加協力　等

2月23日（木）
午後２時30分～

奥州市役所
地下A会議室

　サッカー愛好家だけに留まらず、多くの市民が参画できる
よう活動の幅を広げていただきたい。また、行政や関係機
関等との役割分担についての話し合いを行い、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。

3 特定非営利活動法人こぽ 瑞宝太鼓コンサート

・長崎県雲仙市の障がい者のプロ和太鼓楽団である「瑞宝太鼓」による
コンサートを開催。
　日時：６月11日（土）午後２時～４時
　場所：胆沢文化創造センター　　　来場者：329名
・市内障がい福祉サービス事業所の製品販売会を当日ロビーにて実施。
（２事業所より出店）

881,298 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000
健康福祉部
福祉課

・事業の企画と実施
・ポスターやチラシによる市民
への事業告知
・関係機関への事業周知

・関係者への事業周知
8月1日（月）
午後４時～

奥州市役所
101会議室

　市内の他の事業所等との連携も視野に入れた事業構築
も検討していただきたい。

4 岩谷堂城址顕彰会 岩谷堂城址顕彰事業

・岩谷堂城址の俯瞰図を地元画家に依頼制作し、俯瞰図入りのガイド
マップ『岩谷堂城址散策ガイド』を作成（20,000部）。江刺区内全校児童生
徒、在京ふるさと会等に広く配布。
・ガイドマップを活用した現地見学会を岩谷堂地区振興会生涯学習部と
の共催で実施。
　期日：11月5日（土）　場所：岩谷堂城址　　参加者：約40名

485,213 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000
教育委員会事務局
歴史遺産課

・俯瞰図原画制作・マップ印
刷及び配布
・市民参加の現地見学会開
催等

・財政的支援をはじめ事業展
開への示唆

・奥州商工会議所…事業推進
への指導協力、マップ配布及び
在庫管理。
・岩谷堂地区振興会生涯学習
部…共催で現地見学会を開催

12月２日（金）
午前11時～

江刺総合支所
311会議室

　次世代への普及啓発も視野に入れた事業展開を図った
いただきたい。

5 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。
　日時：７月２日（土）午前11時～
　場所：江刺区中町商店街特設コース
　参加チーム：30チーム90名
　来場者数：約4,500名（蔵まち市来場者含む）

603,037 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000
商工観光部
商業観光課

・大会を主催し、当日の大
会運営や参加チームの募
集を行った。

・広報おうしゅうを通じ、市民に
対して大会を広く宣伝していた
だいた。

・奥州商工会議所…「えさし蔵
まち市」を同時開催。相乗効果
によって多くの集客が得られ
た。

８月２６日（金）
午後２時～

江刺総合支所
311会議室

　イベント時のみの一過性の取り組みに留まらず、恒常的
なまちの賑わいに繋がる取り組みについて検討していただ
きたい。また、事業費の更なる圧縮等により、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。

6 田んぼアート実行委員会 田んぼアート事業

・希望郷いわて国体・希望郷いわて大会の奥州市競技種目である馬術
及び弓道の選手像並びに人気アニメキャラクター「どきんちゃん」を40㌃
の田んぼに描写。
・弓道競技会場周辺に、田んぼアートＰＲと国体歓迎表示をセットした大
型看板を２基設置。

498,432 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000
総務企画部
国体推進室

・実行委員会の運営
・豊富な知識と経験が求め
られる農作業管理
・田んぼアートに関する技術
取得

・市主催または関与するイベン
ト等での田んぼアートに関する
情報提供
・PR活動における国土交通省
等行政機関に対する協力要請

田植え、稲刈りをはじめとする
農作業全般への協力

12月19日（月）
午後２時～

江刺総合支所
312会議室

　インターネットの活用なども検討の上、活動のより一層の
周知を図っていただきたい。また、組織体制の充実や関係
団体等との連携体制の構築も視野に入れ、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
特定非営利活動法人
前沢いきいきスポーツクラブ

心身共に健康であるための身体活
動実践の推進事業

・中高齢者を対象に前沢区内の地区センター（４箇所）で年３回、計12
回、楽しみながらの軽運動（ニュースポーツ）を行う教室を実施。
　参加者合計：206名
・福島大学教授　白石豊氏による、心身共に健康であるために日常的に
継続して身体活動を実践する意義とコツを学ぶための講演会を開催。
　日時：6月29日（水）午後１時30分～３時　　場所：前沢中学校
　参加者：前沢高校生、前沢中学校生など536名

286,111 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 213,000
協働まちづくり部
生涯学習スポーツ課

・事業の企画運営・指導
・チラシの作成配布
・送迎バスの運行、広報

・広報掲載などによう広報
・チラシなどの全戸配布（前沢
区）

・前沢区内各地区センター…会
場提供、参加者募集

２月28日（火）
午前10時～

江刺総合支所
311会議室

　講演会の講師については著名な方にこだわらず、身近な
ところで活動をされている方の活用についても検討してい
ただきたい。また、同類事業を実施している市内の他団体
との連携や情報交換等により、より効果的な事業運営も検
討いただきたい。

8 奥州子育て応援隊 奥州mamafes2016

・子育てをする母親を対象としたイベントを開催する。
　日時：６月19日（日）　午前10時30分～午後３時30分
　場所：メイプル地下市民プラザマッセ
　来場者数：約７００名
　内容：
　　ヨガやアロマセラピーなどの14のワークショップ
　　お菓子釣りや的あてなど親子で楽しめる遊びの広場
　　えほんの森での読み聞かせ、子育てに関する食の情報発信
　　エンゼルプラザでの赤ちゃんの休憩室と相談会の開催
　　ダンスや手遊び、演奏会などのステージ発表　など

151,173 チャレンジ 100,000
健康福祉部
子ども家庭課

・事業の企画・運営全般

・市広報への掲載
・公立幼稚園・保育園と地区セ
ンターへのチラシ配布協力
・子育て支援センター情報のチ
ラシ提供
・エンゼルプラザ開放と見守り
協力

・胆江ゆめネットワーク…えほ
んの森「読み聞かせ」
・岩手県助産師会中央区会…
子育て応援イベント

７月５日（火）
午後１時30分～

市民活動支援
センター

　広域からの多数の来場者がありニーズが高い事業なの
で、継続的に実施していただきたい。体験料の実費相当分
は参加者に負担していただくなどし、将来的な事業の自立
に努めていただきたい。
　団体内や協力関係機関との事前協議、意見交換をより綿
密に実施し、無理のない計画内容での事業実施に努めて
いただきたい。

9
子どもの未来を育てる
「群」の会

～子どもの未来を育てる「群」の会
創立30周年記念事業～
夢膨らむ科学体験2016“巨大クジ
ラバルーンづくりに挑戦！”

・会創立30周年を記念し、親子などを対象とした巨大科学工作に挑戦す
る事業などの実施。
・バルーンのしくみを学ぶ小型版バルーン制作
　期日：９月22日（祝・木）　場所：真城地区センター
　参加者：奥州市内の親子と関係者100名
・巨大クジラバルーンづくり、ＩＬＣミニ出前講座
　期日：11月12日（土）　場所：Zアリーナ
　参加者：奥州市内の親子と関係者100名
・「群の会」創立30周年記念式典・記念フォーラム
　期日：12月３日（土）　　場所：メイプル地下マッセ
　内容：記念講話　鎮守府八幡宮　菅原正明氏
　　　　　パネルディスカッション
　参加者数：40名

210,944 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 157,000
協働まちづくり部
生涯学習スポーツ課

・事業の企画・運営全般

・ＩＬＣミニ出前講座の開設に係
るＩＬＣ国際化推進員トマス・ア
ンナさんの派遣
・巨大横断幕、垂れ幕等の作
成

・特定非営利活動法人夢追座、
東北「桜屋」企画（青年団体）、
水沢ジュニアリーダークラブ
JUMP…運営協力
・奥州市水沢青尐年育成市民
会議、奥州市水沢区子ども会
育成会連合会…事業周知

1月11日（水）
午前９時30分～

江刺総合支所
312会議室

　今年度事業の反省として活動の主体が大人となってし
まったとのことであったので、活動の理念である「子どもの
参画」に立ち返った活動の構築に努めていただきたい。ま
た、市民に対し活動を広く周知するため、作成した巨大クジ
ラバルーンの再活用についても検討していただきたい。

10 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Ⅲ

・専用の機械（重機）を草刈り作業を行い従来の人力での作業の軽減
化。
・一般ボランティアを募集してのフラワーガーデンの植栽活動の実施。
　期日：9月11日（土）　　参加者：28名（うち一般ボランティア10名）
　植栽内容：アジサイ約40株、アヤメ約150株

500,204 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000
商工観光部
商業観光課

・植栽イベントの計画、事前
準備（草刈り作業含む）、実
施

・市ホームページでの事業周
知

11月24日（木）
午前10時～

奥州市役所
101会議室

　これまでの活動を有効的なものとするため、行政や関係
機関等との役割分担についての話し合いを行い、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。

11 奥州カヌー愛好会 水源地域カヌー振興事業

・カヌーやボートなどを活用した胆沢ダム周辺でのレクレーショナルス
ポーツの普及のため、一般市民を対象とした体験会の実施。仮設トイ
レ、特設カヌー競技場案内板の設置。
・カヌー体験会
　期日：７月30日（土）　　場所：馬留調整池　　参加者：24名
・カヌー企画展、競技場に係るアンケート実施
　期日：７月31日（日）～10月10日（祝・月）　場所：奥州湖交流館
・カヌー体験会
　期日：８月11日（祝・木）、11日（金）　場所：馬留調整池　参加者：93名
・胆沢川ラフティング体験会
　期日：８月11日（祝・木）、11日（金）　場所：特設カヌー競技場
　参加者：34名
・奥州湖レイクツーリング
　期日：10月22日（土）、23日（日）　場所：奥州湖　参加者：43名

158,637 チャレンジ 100,000
協働まちづくり部
生涯学習スポーツ課

・事業運営全般
・広報による周知及び情報提
供

・岩手県カヌー協会、NPO岩手
流域ネットワーキング…用具の
貸し出し及び指導者等派遣

11月25日（金）
午前9時30分～

江刺総合支所
311会議室

　団体の活動を地域により一層広げていただき、胆沢ダム
周辺での体験型観光に繋がる取り組みとなることを期待し
ています。



平成28年度奥州市市民提案型協働支援事業補助金　認定事業一覧

No 団体名 事業名 主な内容 総事業費 コース 補助金額 担当課 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

12
奥州前沢よさこいＦｅｓｔａ
実行委員会

奥州前沢よさこいＦｅｓｔａ

・県内外からのよさこいチーム４５チームと前沢、水沢、江刺の各厄年連
の出演によるイベントを、商店会、地元自治会等の運営により実施。今
年で12回目。
　日時：７月10日（日）午前10時～午後６時
　場所：イオン前沢店駐車場、アスティ商店会
　演舞チーム：45チーム約800名
　来場者：約10,000人
・前沢商工会のふれあい市を同日開催。

947,894 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000
商工観光部
商業観光課

・開催の企画、事務、経理、
当日の進行、準備、片付け

・準備、片付け、当日の手伝
い、４ｔトラックの借用
・ポスター周知、市広報への掲
載

・前沢商工会…ふれあい市の
開催・地元エリアの中学生、自
治会、次年度厄年連…準備、
片付け、当日の手伝い
・前沢商工会…ふれあい市の
開催

２月15日（水）
午後３時30分～

奥州市役所
地下A会議室

　地元の関係団体等からの協賛金が多く、地域の理解を得
ている事業と見受けられ、繰越金も発生していることから、
現状の課題解決に向けた有効的な活用策を具体化の上、
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。
※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。

13 公益社団法人水沢青年会議所 『奥州郷土愛プロジェクト』

・郷土食という媒体を通して郷土愛を醸成して、まちづくりへの機運を高
めるプロジェクトの実施。
・市民15名を公募し、アレンジ郷土食レシピの考案。冊子にまとめ市内全
世帯に配布。
・奥州郷土食フェスタの開催
　期日：9月18日（日）
　場所：水沢駅通り　スガハラ跡地
　内容：アレンジ郷土食の試食コーナー　など

952,355 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000
協働まちづくり部
地域づくり推進課

・事業の企画・実施
・事業の運営
・冊子の作成

・後援
・奥州市広報での広報活動
・冊子の全戸配布

・「奥州YOSAKOI inみずさわ」
関係団体への事業の周知

10月25日（火）
10:00～11:00

奥州市役所
202会議室

　単発での事業実施に見受けられるので、事業の継続性
について留意のこと。公募15名の今後のフォロー体制を明
確とするとともに、テーマについても継続性のあるものとす
ること。また、事業の主たる目的であった人材育成と具体
的実施事業及び事業検証との関連性が薄いように見受け
れるので、今後の事業構築の際に留意のこと。

14
奥州市世界遺産登録候補地
ガイドの会

世界遺産拡張登録応援事業

・世界遺産拡張登録の実現へ向けた機運醸成、郷土史を学ぶ機会の創
出を図るための講演会等の実施。
・衣川地区歴史探訪ウォーキング
　期日：９月４日（日）
　内容：古戸古戦場跡～一首坂～磐神社～安倍舘などのコース約５Km
を２時間余りで探訪。
　参加者：13名
・「郷土史を学ぼう」講演会
　期日：11月13日（日）　　場所：前沢ふれあいセンター
　内容：基調講演　羽柴直人氏（岩手歴史考古学会　文学博士）
　　　　　研究発表　野坂晃平氏（えさし郷土文化館）、島田祐悦氏（横手
市教育委員会）　パネルディスカッション
　参加者：約60名

109,467 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 66,000
教育委員会事務局
歴史遺産課

・事業の企画・実施
・市教育委員会共催
・広報での事業告知

12月20日（火）
午前10時～

江刺総合支所
312会議室

　ウォーキングや講演会の実施だけに留まらず、より多くの
方に普及啓発を図る取り組みを検討していただきたい。ま
た、インターネットの活用なども検討の上、活動のより一層
の周知を図っていただきたい。

15
郷土の歴史文化保存推進協議
会

地域の歴史文化の再発見事業

・「ほうじん坊白山神社」に130年程前に奉納された「四季耕作図絵馬」の
レプリカ（写真）を作成し、本体を牛の博物館に寄託し保全。
・絵馬の鑑賞や白山地区の遺跡等を巡る歴史探訪ウォーキングの開催
　　期日：10月27日（木）　　参加者：約30名
・歴史講座の開催
　　日時：11月30日（水）　午前10時～正午
　　場所：白山地区センター　参加者：約20名

90,000 チャレンジ 90,000
教育委員会事務局
歴史遺産課

・絵馬のレプリカ（写真）の
作成
・歴史散策ウオーキングの
実施
・歴史講座の開催

・絵馬の奥州市（牛の博物館）
への寄託を受けての永久管理
・絵馬に係る資料の提供
・絵馬の市有形指定文化財の
広報（地元新聞等）
・「白山神社　四季耕作図絵
馬」講座の開催

・白山地区振興会…振興会予
算にて同じレプリカを作成し、白
山地区センターに説明書を添え
て恒久的に掲示

１月11日（水）
午後２時30分～

江刺総合支所
312会議室

　とても素晴らしい絵画であるので、イベント時のみならず、
常設で展示できる施設等への働きかけに努めていただき
たい。

16 百鹿・群舞絵画展実行委員会 百鹿・群舞絵画展

・宮澤賢治の『鹿踊りのはじまり』からのイメージにより鹿踊を描いた絵画
の展示会を江刺夏まつりの実施にあわせて開催。絵画の作者は神奈川
県相模原市在住の熱田和博氏。
　期日：７月22日（金）～８月16日（火）
　場所：江刺総合支所市民ラウンジ
　期間中来場者：約300名
・７月22日に作者を招きオープニングセレモニーを開催。作者による絵画
についての説明や鹿踊りについての解説、宮沢賢治童話「鹿踊りのはじ
まり」の朗読を行った。

114,543 チャレンジ 100,000
商工観光部
商業観光課

・絵画の搬入、搬出、展示
の設営
・宣伝
・資料作成

・絵画展の宣伝(市広報、ＨＰな
ど）
・会場の確保

・奥州商工会議所江刺支所…
江刺夏まつりチラシ掲載による
告知
・ささらホール…展示パネルの
貸し出し

10月6日（木）
午後２時～

江刺総合支所
312会議室

　昔からの農作業を知ることができる貴重な絵図であるの
で、子ども達も含めた多様な世代に見学いただけるような
仕掛けも検討していただきたい。

17 公益社団法人江刺青年会議所 One　Love　フェスタ2016

・江刺夏まつり「七夕まつり」との合同開催で、市民参加型事業の実施。
今年で７回目。
　期日：８月７日（日）　午前11時30分～８時45分
　場所：川原町多目的広場特設会場
　内容：ゆかたコンテスト、音楽、ダンスライブ　など
　来場者数：約9,000人
・ゆかたコンテストはえさし藤原の郷がメインスポンサーとなりグランプリ
者は今後のチラシ等のモデルとして起用予定。
・新たな試みとして「OneLoveクエスト」を開催。20組の参加。

2,136,321 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 300,000
商工観光部
商業観光課

・市民がまちづくりに参画で
きる会議体の構築と成果の
発表の場の演出

・後援
・市広報による事業告知

・特定非営利活動法人夢追座
…OneLoveクエスト企画協力
・江刺夏まつり実行委員会…江
刺夏まつり告知チラシへの掲載

１月18日（水）
午後２時～

江刺総合支所
311会議室

　ゆかたコンテストのグランプリ賞金１０万円をはじめとした
支出経費の考え方が一般市民の感覚と尐々違うように感
じられ、単発のイベント事業のように見受けれられることか
ら、事業の実施検証を十分に行い、事業のあり方を検討の
こと。また、これら課題等を含めた審査会からの見解につ
いては、団体内で十分に共有の上、事業構築に努めてい
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。

18 高野長英顕彰会
高野長英顕彰会50周年記念事業
『長英の夢を紡ぐ講談と講演会』

・会設立50年を記念し、高野長英を知り、理解を深めていただくために、
日本の話芸のひとつである「講談」などを実施する記念講演会を実施。
・高野長英顕彰会50周年記念講演会
　日時：10月１日（土）午後１時～３時
　場所：奥州市まちなか交流館
　内容：古典講談「高野長英水沢村涙の別れ」　講談師　田辺鶴遊氏
　　　　　「青山の夢～高野長英顕彰会50年のこぼれ話～」
　　　　　講師　顕彰会顧問　佐藤秀昭氏
　来場者：約200人
・第９回高野長英賞の贈呈
　贈呈者　千田捷煕氏（高野長英私論「夢魂の人」の著者）

342,943 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 179,000
教育委員会事務局
歴史遺産課

・事業の企画・運営実施
・市広報による事業告知
・市長等市関係者の参加協力

・後藤新平顕彰会等各顕彰会
…関係者の参加協力

２月21日（火）
午後２時30分～

奥州市役所
102会議室

　平成25年度に作成した「高野長英ものがたり一滴の雫」
の活用などにより、若い世代への普及啓発の推進にも努
めていただきたい。

19
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「はつらつ高齢者
交流会」

・介護予防交流会「はつらつ高齢者交流会」の開催。
　日時　平成29年２月19日（日）午前10時～午後２時30分
　場所　江刺総合コミュニティーセンター
　内容　講師による健康講話「これからの介護予防といきいき百歳体操」
　　　　　　奥州市健康福祉部地域包括ケア推進室
　　　　　介護予防レクリエーション
　　　　　地域高校生ボランティアとの世代間交流

403,590 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 271,000
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

・市広報による事業告知
・これからの介護予防について
の講話と体操の指導

３月24日（金）
午前10時～

江刺総合支所
311会議室

　支出経費の大半がバス借り上げ料であることから、予算
計上の見直しなどにより、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。また、同類事業を実施してい
る市内の他団体との連携や情報交換等により、より効果的
な事業運営も検討いただきたい。

20
奥州農村ワーキングホリデー
研究会

「農山村再生セミナー」の開催

・学生による「農村ワーキングホリデー」の取り組みを検証するための
「農山村再生セミナー」の開催。
　期日：平成29年2月27日（月）
　場所：メイプル地下市民プラザマッセ多目的ホール
　内容：①基調講演
　　　　　　　「地域と大学の連携を考える」
　　　　　　　　和歌山大学食農総合研究所　准教授　岸上光克氏
　　　　　　　「域学連携型農村ﾜｰｷﾝｸﾞﾎﾘﾃﾞｰによる農家と学生の変化」
　　　　　　　　和歌山大学観光学部学部長　教授　藤田武弘氏
　　　　　②パネルデスカッション
　　　　　③ワークショップ
　　　　　④情報交換会
　参加者：45名

125,022 チャレンジ 100,000 農林部農政課
・セミナーの企画、実施、運
営

・後援
・広報等への事業告知
・会場垂れ幕、横断幕の作成

３月16日（木）
午前10時～

奥州市役所
101会議室

地元の農高生や大学生を交えて意見交換をしていただくな
ど、次世代に対する農業の大切さを再認識する機会の創
出を検討いただきたい。

4,376,000


