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みんなで築くふるさと遠野推進事業について 
 
【発表の要旨】 
  「みんなで築くふるさと遠野推進事業」の平成 20 年度における事業の実施結果及び

平成 21 年度の事業方針を報告します。 

 
【発表の内容】 
 「みんなで築くふるさと遠野推進事業」は、市民協働の理念に基づき、市内の地域づく

り連絡協議会、自治会その他の団体等が地域づくりを目的に行う事業の経費に対して、

補助金を交付することで、地域の特性を活かし・創意と工夫を凝らした特色あるふるさ

とづくりを推進する事業です。（一般事業の補助率 新規 ９／１０ 、継続 ７／１０） 
 
１．平成 20 年度における事業の実施結果  

事業数 補助総額 総事業費 

53 11,731,000 円 14,167,215 円 
 
２．平成 21 年度の事業方針と推進日程  
 (1) 予算額  18,000 千円 
 (2) 新たな補助対象事業 
    ① 『遠野物語』発刊 100 周年記念事業（補助率 ９／１０） 
    ② 市の花鳥木普及拡大事業（補助率１０／１０） 
 (3) 補助率の一部見直し 
    道路・水路改修への補助要望が強いので、現場作業に携わる市民の安全確保と他

の助成制度との均衡を図るため、請負工事、委託料、備品購入費を補助対象に加え

る。ただし、これらの補助率は、５／１０以内に見直した。 
 (4) 次のとおり、年３回の募集・審査を行うことを予定している。 
   ア 第１次募集 
     ・申請受付期間  終了 
     ・審査時期    4 月下旬 
   イ 第２次募集 
     ・申請受付期間  平成 21 年 4 月 20 日 ～ 5 月 22 日 

    ・審査時期    6 月下旬 
  ウ 第３次募集 

     ・申請受付期間  平成 21 年 8 月 31 日 ～ 9 月 4 日 
     ・審査時期    10 月上旬 
 (5) 事業採択の公平・公正を期すため、今年度も「みんなで築くふるさと遠野推進事業

審査委員会」での審査を経て、事業の採否を決定する。 
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【平成 20 年度事業の成果及び評価】 
   平成 19 年度の実績（62 事業）から 9 事業減少したものの、ハード事業への取組が

活発だったので 1 事業当たりの補助額及び事業費が大きくなり、補助総額及び総事業

費は微増している。 
   特徴としては、一般事業のハード事業の項目において、地域住民団体が生活に密着

した道路や水路であることから自らの手で機能の維持・利便性の向上を図ろうとの姿

勢の下、自ら積極的に改修事業に取組んでおり、市民協働による速やかな地域課題の

解決を図ろうとする動きが、徐々に広がりを見せている。 
   また、遠野遺産保護活用事業は 11 事業・補助金ベースで 3,420 千円（平成 19 年度

13 事業・2,846 千円）と引続き活発な状況であり、祭礼の復活や郷土理解が深まる等、

地域資源の再発見や見直し、郷土愛の醸成に大いに役立っている。 
 

補助事業者別の実施事業数 
種  別 事業数・構成割合 補助金額・構成割合 

地連協 29(32)事業・54.7％ 3,861(4,504)千円・32.9％ 

自治会 18(20)事業・34.0％ 7,159(5,415)千円・61.0％ 

実行委員会等  6(10)事業・11.3％   711(1,345)千円   6.1％ 

合  計 53(62)事業・100％ 11,731(11,264)千円・100％ 

   ＊種別の欄中「地連協」は「地域づくり連絡協議会」の略記である。 

   ＊カッコ内の数値等は、平成 19 年度実績である。 

 
 
【参考】 
  平成 21 年度「みんなで築くふるさと遠野推進事業」の概要 
１ 基本方針 
 「みんなで築くふるさと遠野指針」に沿って、「市民が自ら考え・行動する取組みを行政が支援

する」市民と行政の協働を推進することを目的に、特色ある地域づくりの推進と地域課題の解決

に資する事業に対して補助金を交付する。 
２ 対象団体 
  各町の地域づくり連絡協議会、町単位で組織する団体、行政区単位の自治会、企業、ＮＰＯ等

３ 対称事業、予算枠、補助率等 
項目 予算枠 補助率（上限額） 

地域の祭り振興事業 ２００万円  9/10 以内 (平成 19 年度補助額以内) 

花いっぱい運動事業 １２０万円  9/10 以内 

遠野遺産保護・活用事業 ３００万円  9/10 以内 (上限 80 万円以内) 

『遠野物語』発刊１００周年記念事業 ４００万円  9/10 以内 (上限 80 万円以内) 

特 
認 
事 
業 

花鳥木普及・拡大事業  ８０万円 10/10 以内 

一般事業 ７００万円 ソフト新規 9/10 以内、ソフト継続 7/10 以内 

ハード事業のうち、委託料、工事請負費、備品

購入費は、5/10 以内。その他の経費は 9/10

以内。 

（上限 80 万円以内） 

           
※詳しくは、事業実施要領を参照してください。 



採　択
件数等

町名 事業名 事業内容
補助事業
者の種別

当初補助決定
年月日

申請団体等の名称
①確定

事業費(円)
②確定・交付
補助額(円)

補助率
②／①

1 遠野町 南部氏遠野入部行列事業
根城南部氏第22代直義が八戸から遠野に入部してきた当
時の行列の様子を、町民等が扮装・小道具を持ちながら
再現するもの。

地連協 平成20年4月8日 遠野町地域づくり連絡協議会 370,803 333,000 89.81%

2 遠野町 協働で花咲く公園事業
実行委員会を結成し、花壇造り及び公園内環境整備に取
組むもの。

自治会 平成20年5月2日 遠野町第３区自治会 378,906 334,000 88.15%

3 遠野町 花いっぱい運動事業
自治会ごとに交流を図りながら、各種の花を植栽・通年
管理するもの。

地連協 平成20年5月2日 遠野町地域づくり連絡協議会 133,129 119,000 89.39%

4 遠野町 まつ火焚き事業

８月13・14日の夕方、上組町、穀町、新穀町、大工町等
の観光主要通り約70箇所に、盆行事の「まつ火焚き」を
演出するもの。

地連協 平成20年6月24日 遠野町地域づくり連絡協議会 47,604 42,000 88.23%

5 遠野町 一日市お雛見ロード事業

平成21年2月1日～3月4日の間に、5項目からなる「お雛
見ロード行事」と、案内冊子やチラシを作成・配布して
情報発信を行うもの。

実行委員会 平成20年10月6日 上一日市おかみさんの会 200,380 180,000 89.83%

町の計 1,130,822 1,008,000 89.14%

6 綾織町 花街道あやおり事業
国道283号及び396号の沿線８kmに約５万本のマリーゴー
ルドを植栽し、町民が共同して播種・育苗から枯損幹除
去までを行うもの。

地連協 平成20年5月2日 綾織町地域づくり連絡協議会 193,440 171,000 88.40%

7 綾織町 綾織まつり事業
町民の演技及び手踊り並びに町内郷土芸能団体の発表を
行うとともに、県内の優れた郷土芸能団体を招いて鑑賞
するもの。

地連協 平成20年5月2日 綾織町地域づくり連絡協議会 340,000 306,000 90.00%

8 綾織町 横内地区水路整備事業
生活用水路の土側溝108ｍを、コンクリート側溝に改修
するもの。

自治会 平成20年6月24日 綾織町第３区自治会 901,589 800,000 88.73%

9 綾織町
綾織町第４区大沢地区水路
整備事業

土側溝51ｍを、金属製側溝に改修するもの。 自治会 平成20年6月24日 綾織町第４区自治会 584,556 525,000 89.81%

10 綾織町
日影地区西風舘八幡神社
周辺整備事業

拝殿廻り叩きコンクリート、参道階段及び浸透水池周辺
の整備を行うとともに、境内周辺に市の花と木を植栽す
るもの。

自治会 平成20年10月6日 綾織町第２区自治会 907,242 800,000 88.18%

町の計 2,926,827 2,602,000 88.90%

11 小友町 花いっぱい運動事業
「産直ともちゃん」入口周辺及び保育園、農村公園にマ
リーゴールド、ベゴニア、サルビア等を植栽するととも
に除草等の管理を行うもの。

地連協 平成20年5月2日 小友町地域づくり連絡協議会 100,000 90,000 90.00%

12 小友町
地域活性化イベント(まつ
り)事業

八坂神社まつり、山谷観音まつり及び鷹鳥屋まつりへの
郷土芸能団体出演の助成を行うもの。

地連協 平成20年5月2日 小友町地域づくり連絡協議会 72,000 63,000 87.50%

13 小友町
小友町遠野遺産看板設置事
業

町内の遠野遺産に看板を３基設置(馬子繋ぎ・説明板×
１、西国順禮塔・誘導板×２）するもの。

地連協 平成20年5月2日 小友町地域づくり連絡協議会 150,000 135,000 90.00%

14 小友町
ほたるとモリアオガエルの
里づくり事業

山谷川流域で、蛍の観察会・人工飼育・生育調査及び環
境整備を行うもの。

実行委員会 平成20年5月2日
山谷地区ほたるの里づくり保存
会

117,607 70,000 59.52%

15 小友町
小友ワザ名人の認定及びワ
ザ名人教室開催事業

地域の卓越した技能者の認定及び児童・生徒へのワザの
伝承と世代間交流を図るもの。

地連協 平成20年5月2日 小友町地域づくり連絡協議会 76,000 53,000 69.74%

16 小友町 小友まつり事業
8/23・24の2日間、郷土芸能パレードや競演会(町内8団
体、市外1団体)を行うもの。巖龍神社奉納少年相撲大会
は雨天中止。

地連協 平成20年6月24日 小友町地域づくり連絡協議会 271,500 244,000 89.87%

17 小友町 小友町裸参り
裸参り奉納行列(巖龍神社から小友中央通りを３往復)及
び中学生による夢灯りの作成を行うもの。

地連協 平成20年10月6日 小友町地域づくり連絡協議会 88,794 70,000 78.83%

中止 小友町 特産栽培研究事業
減反地や遊休地を利活用したブルーベリー栽培推進の
め、苗木共同購入を行う。なお、補助対象外事業で栽培
指導会、先進地研修及びジャム作りを行う。

実行委員会 平成20年5月2日 長野地域山菜栽培研究会 0 0 #DIV/0!

不採択 小友町 東屋整備事業
小友町における町民の憩いの場・地域活性化の拠点とし
て利便性向上のため、東屋を整備する。

自治会 不採択 中百穀中央振興会 0 0 #DIV/0!

町の計 875,901 725,000 82.77%

平成20年度 みんなで築くふるさと遠野推進事業の取組状況一覧
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町名 事業名 事業内容
補助事業
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②／①

18 附馬牛町
又一の滝遊歩道落下防止柵
改修事業

遊歩道からの落下防止を図るため、鉄製の丸棒とトラ
ロープで柵を補強・設置するもの。

自治会 平成20年5月2日 附馬牛町第７区自治会 209,023 180,000 86.11%

19 附馬牛町
花いっぱい運動事業（附馬牛町
地域づくり連絡協議会）

県道土淵達曽部線附馬牛バイパス沿線への植栽と管理、
既存の花壇の修復等を行うもの。

地連協 平成20年5月2日 附馬牛町地域づくり連絡協議会 110,157 99,000 89.87%

20 附馬牛町
町民夏まつり事業（附馬牛町地
域づくり連絡協議会）

例年行われている舟っこ流しに合わせて、夏まつりを行
うもの。

地連協 平成20年6月24日 附馬牛町地域づくり連絡協議会 98,330 84,000 85.43%

21 附馬牛町
子どもに伝えたいお袋の味
事業（附馬牛町地域づくり
連絡協議会）

郷土・伝統料理の写真やレシピを後世に伝え残すようま
とめる。また、子どもたちとの共同作業を取り入れて世
代間交流を図るもの。

地連協 平成20年6月24日 附馬牛町地域づくり連絡協議会 34,861 31,000 88.92%

22 附馬牛町
附馬牛町第１区(小倉地区)
農業用水路改修事業

度々溢れ、冬季には県道路面凍結の原因となっている水
路(L=62ｍ)を、金属製側溝に改修するもの。

自治会 平成20年10月6日 附馬牛町第１区自治会 634,368 520,000 81.97%

23 附馬牛町
附馬牛町第2区農業用水路
改修事業

昨年度に引続き、土側溝をコンクリート製側溝に改修
（昨年度・今年度ともL＝60ｍ）するもの。

自治会 平成20年10月6日 附馬牛町第２区自治会 243,998 219,000 89.75%

24 附馬牛町
附馬牛町第１区(火渡地区)
農業用水路改修事業

勾配が緩い等で悪臭の原因となっている土側溝50ｍを、
コンクリート製側溝に改修するもの。

自治会 平成20年10月6日 附馬牛町第１区自治会 190,375 170,000 89.30%

町の計 1,521,112 1,303,000 85.66%

25 松崎町 松崎町食育推進事業
自治会単位に、地元生産農家や老人クラブ会員の協力を
得ながら、園児や児童に地域固有の農産物の生産・収穫
作業、調理等を体験させるもの。

地連協 平成20年5月2日 松崎町地域づくり連絡協議会 460,702 200,000 43.41%

26 松崎町 松崎町花いっぱい運動事業
花苗を委託育成し、自治会ごとに市道・国道沿線及び広
場に植栽するもの。

地連協 平成20年5月2日 松崎町地域づくり連絡協議会 244,600 150,000 61.32%

27 松崎町
茅葺屋根を主体としたミニ
構築物の設置事業

地域住民が遠野職業訓練校の訓練生とともに、木造茅葺
屋根の建物を２棟建設する。

自治会 平成20年5月2日 松崎町第３区自治会 847,000 650,000 76.74%

28 松崎町
「元気な村祭り宵宮」コン
サート事業

夫婦杉桜をライト・アップした会場で、アルパ演奏や活
動写真上映、市内高校生の箏曲・バンド演奏等を行うも
の。

自治会 平成20年8月28日 松崎町光興寺宮代自治会 299,503 207,000 69.11%

29 松崎町 ふるさとの味・技継承事業
3月3日の雛祭りに向けて、雛団子や吊るし雛飾りの作り
方等を17回学ぶもの。

実行委員会 平成20年10月6日 ふきのとうの会 75,800 35,000 46.17%

30 松崎町
遠野七観音・松崎観音「い
ぬ桜」補強事業

松崎観音境内地入口付近の樹齢百年を超える通称「いぬ
桜」について、倒木回避、樹勢回復等の措置を講じるも
の。

自治会 平成21年3月9日 松崎町第１区自治会 730,090 651,000 89.17%

町の計 2,657,695 1,893,000 71.23%

31 土淵町 土淵まつり事業
地元神社の例祭に、郷土芸能５団体の競演、園児・児
童・生徒の遊戯・お御輿・吹奏楽等及び遠野物語ｾﾞﾐﾅｰﾙ
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ参加者との交流を行うもの。

地連協 平成20年5月2日 土淵町地域づくり連絡協議会 394,426 350,000 88.74%

32 土淵町 佐々木喜善祭事業
9/29～10/5の7日間、佐々木喜善を偲ぶ祭り(墓参、献
花、昔話、郷土芸能、塗り絵展及び講話)を行うもの。

地連協 平成20年5月2日 土淵町地域づくり連絡協議会 90,455 61,000 67.44%

33 土淵町
土淵町農村公園周辺花いっ
ぱい運動事業

農村公園内花壇の周辺整備及び似田貝～足洗川地区の観
光道路沿線にマリーゴールド等を植栽・管理するもの。 地連協 平成20年5月2日 土淵町地域づくり連絡協議会 80,292 70,000 87.18%

34 土淵町 土淵町まちづくり活動事業
町内の自然環境保全・景観維持活動及び地域の地場産品
開発・販売を目的とした講演会・食品の開発を行うも
の。

地連協 平成20年5月2日 土淵町地域づくり連絡協議会 75,012 50,000 66.66%

35 土淵町 吹雪乱舞まつり事業
イルミネーション等での装飾及びコンサート、凧揚げ遊
び等を行うもの。雪合戦大会とそり遊びは雪不足で中
止。

地連協 平成20年5月2日 土淵町地域づくり連絡協議会 256,472 178,000 69.40%

36 土淵町
ジャンボカボチャまつり事
業

ジャンボカボチャ栽培とその品評会、花壇整備・炭焼き
やジャンボ瓢箪のコンテストを行うもの。

実行委員会 平成20年6月24日 ジャンボカボチャ村 99,613 60,000 60.23%

37 土淵町
似田貝地区児童交流体験
ゾーン整備事業

カブトムシやドジョウの養殖施設や炭焼き体験用の窯等
を整備するもの。

実行委員会 平成20年6月24日 蓮池川を考える会 198,074 170,000 85.83%

38 土淵町
飯豊　熊野神社境内環境整
備事業

鳥居の基礎石及びお堂の修繕並びに参道の階段及び案内
板を新たに設置するもの。

自治会 平成20年10月6日 土淵町第７区自治会 326,203 240,000 73.57%

39 土淵町
天王様(八坂神社)お堂修繕
事業

お堂の基礎補強、床板張替え、壁板張替え並びに屋根ト
タン葺き替え及び垂木取替え等の修繕を行うもの。 自治会

平成20年12月22
日

一ノ渡自治会 364,581 280,000 76.80%

町の計 1,885,128 1,459,000 77.40%
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40 青笹町 花いっぱい運動事業
町内各家庭の花壇、市道・県道沿線等にマリーゴール
ド、サルビア等を植栽するもの。 地連協 平成20年5月2日 青笹町地域づくり連絡協議会 170,946 153,000 89.50%

41 青笹町
子ども１１０番の家顔見知
り事業

小学１年生と子ども１１０番の家の人が顔見知りになる
ため、一緒にゲームや学校給食を摂り、顔見知りの間柄
づくりをするもの。

地連協 平成20年5月2日 青笹町地域づくり連絡協議会 11,500 8,000 69.57%

42 青笹町 ふるさと体験塾事業
小学生、中学生及び高齢者の各単位で、地域に伝わるわ
ら細工等を合計3回学ぶもの。

地連協 平成20年10月6日 青笹町地域づくり連絡協議会 121,185 84,000 69.32%

43 青笹町 沢田地区用水路整備事業
大雨のために法面が崩れる用水路38ｍを、コンクリート
製側溝に改修するもの。 自治会 平成20年10月6日 青笹町沢田自治会 930,000 800,000 86.02%

町の計 1,233,631 1,045,000 84.71%

44 上郷町 白樺樹液採取体験事業
白樺樹林の下刈り等環境整備及び樹液採取を通じた体験
学習及び交流会を行うもの。

地連協 平成20年4月8日 上郷町地域づくり連絡協議会 87,010 60,000 68.96%

45 上郷町 花壇整備事業
各行政区に花苗を配布し、それぞれ花壇整備を行う。ま
た、上郷小学校裏河川公園に花壇を整備するもの。 地連協 平成20年5月2日 上郷町地域づくり連絡協議会 120,263 108,000 89.80%

46 上郷町 一里塚案内板設置事業
辷峠一里塚を案内するための誘導表示板２基、一里塚周
辺にロープ柵を設置するもの。 自治会 平成20年5月2日 上郷町第１区自治会 203,250 182,000 89.54%

47 上郷町
日出神社「義経の隠子日出
姫終焉の里」石碑設置事業

日出神社鳥居脇の日出大明神の石碑に合わせて、日出神
社由来を記した内容の石碑(周りの景観と耐用年数を考
慮して)を設置するもの。

自治会 平成20年5月2日 上郷町第３区自治会 472,500 425,000 89.95%

48 上郷町
郷土芸能伝承事業(上郷ま
つり)

郷土芸能等、町伝統工芸研究会作品の展示・販売等を行
うもの。 地連協 平成20年5月7日 上郷町地域づくり連絡協議会 312,998 281,000 89.78%

町の計 1,196,021 1,056,000 88.29%

49 宮守町 達曽部地区花いっぱい事業
サルビア・マリーゴールド・アゲラタム約10,000本を地
元で栽培し、地区内道路沿線や達曽部小学校等の花壇に
植栽するもの。

地連協 平成20年5月2日 達曽部地域づくり連絡協議会 166,273 148,000 89.01%

50 宮守町 花いっぱい運動事業
国道396号沿線の西ノ萩地域及び２箇所の花壇にマリー
ゴールドを900本植栽するもの。 自治会 平成20年6月24日 上宮守文化振興会 40,500 36,000 88.89%

51 宮守町 寺沢川渓谷階段整備事業
寺沢川沿いの「市道西の萩線から一の滝付近まで」の約
15メートルの階段を改修するもの。 自治会 平成20年6月24日 上宮守文化振興会 155,981 140,000 89.75%

52 宮守町 遠野郷かかし祭り事業
かかしの展示・コンクールを主体に、ミニトマトの料理
コンクール、いものこなべ、産直市等を行うもの。 実行委員会 平成20年10月6日 遠野郷かかし祭り実行委員会 238,336 196,000 82.24%

53 宮守町 達曽部地区世代間交流事業
みずき団子やきりせんしょ作り、著名人の講演、厄年払
い、還暦祝い等を一体的に行うもの。 地連協 平成20年10月6日 達曽部地域づくり連絡協議会 138,988 120,000 86.34%

中止 宮守町 学童農園体験交流事業
達曽部小学校各地区子供会、父母、老人クラブ、婦人
会、清流クラブ等が、休耕田を活用しての農作業を通じ
た世代間交流を図る。

地連協 平成20年5月3日 達曽部地域づくり連絡協議会 0 0 #DIV/0!

不採択 宮守町 稲荷穴まつり 8/3に達曽部稲荷穴地区で来場者参加型イベント等を行
う。

地連協 不採択 達曽部地域づくり連絡協議会 0 0 #DIV/0!

不採択 宮守町 樽みこし整備事業
地域のお祭りに使用する樽みこしを1基作製する。

自治会 不採択 上宮守文化振興会 0 0 #DIV/0!

町の計 740,078 640,000 86.48%

合計 14,167,215 11,731,000 82.80%


