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1111 地連協 遠野町

遠野町地域づくり

連絡協議会

花 花いっぱい運動事業

町内12行政区において、自治会単位に自治会館や歩道に延3,400

本の花苗を植栽・管理を行う。

170,000 153,000 90.00%

2222 地連協 遠野町

遠野町地域づくり

連絡協議会

祭り 南部氏遠野入部行列事業

根城南部氏が遠野に入部してきた史実を、当時の衣装に扮した地

域住民等が大名行列や清心尼公行列を再現しながら市街地を練り

歩く。

654,205 588,000 89.88%

3333 地連協 遠野町

遠野町地域づくり

連絡協議会

遺産 鍋倉公園地内清掃事業

公園内の枯葉の整理やごみ拾い、側溝の掃除等の環境整備活動を

行う。

21,000 18,000 85.71%

4444 自治会 遠野町

遠野町第３区自治

会

花 協働で花咲く公園事業

H20年度から取組む花壇整備について、植栽しながら利用環境・

管理体制の仕上げを図る。

170,974 148,000 86.56%

5555 地連協 遠野町

遠野町地域づくり

連絡協議会

一般 まつ火焚き事業

お盆の演出として、上組町、穀町、新穀町、大工町等の観光主要

通り約70箇所で「まつ焚き」を行う。

47,216 42,000 88.95%

6666 実行委員会 遠野町

遠野南部ばやし上

組町保存会

遺産 遠野南部ばやし継承事業

町内の知識・技術経験者から、祭り衣装の歴史・製作や着付技術

の伝承を受ける。
1,173,913 800,000 68.15%

7777 実行委員会 遠野町

一日市商店街振興

協同組合

遺産

宇迦神社献納句額説明板等の

設置と常民川柳事業

宇迦神社に奉納されている句額の複製品等作製並びに川柳大会開

催及び投区箱作製。
684,178 608,000 88.87%

町の計 2,921,486 2,357,000 ７事業

8888 地連協 綾織町

綾織町地域づくり

連絡協議会

花 花街道あやおり事業

国道283号及び396号の沿線８kmにわたり、約５万本のマリーゴー

ルドを植栽する。播種・育苗から取組む。

270,464 243,000 89.85%

9999 地連協 綾織町

綾織町地域づくり

連絡協議会

祭り 綾織まつり事業

町内各種団体等が一堂に会しての演技発表及び釜石虎舞を鑑賞す

る機会を設ける。

440,345 396,000 89.93%

10101010 自治会 綾織町 館川原自治会 遺産

谷地館の址と八幡宮案内板設

置事業

往時の周辺想像図と案内板を設置するとともに、建築物及びその

周辺の環境整備を行う。
301,710 175,000 58.00%

11111111 自治会 綾織町

綾織町第４区自治

会

一般

綾織町第４区大沢地区集落排

水整備事業

家庭排水が滞留している水路の改善を図るため、既存水路からの

取水用パイプラインを整備する。

436,906 390,000 89.26%

12121212 自治会 綾織町

綾織町第３区自治

会

一般 横内地区消防水利保全事業

消防水利について、公葬地法面が崩落して土砂で埋まることを防

ぐため、法面に土留柵を設置する。

806,486 720,000 89.28%

町の計 2,255,911 1,924,000 ５事業

13131313 地連協 小友町

小友町地域づくり

連絡協議会

花 花いっぱい運動事業

町内主要施設にマリーゴールド、ベコニア、サルビア等を植栽・

管理する。

100,000 90,000 90.00%

14141414 地連協 小友町

小友町地域づくり

連絡協議会

一般

小友ワザ名人の認定及びワザ

名人教室開催事業

地域の卓越技能者の認定と、技能伝承や地元学を通じた児童・生

徒と高齢者との世代間交流。

54,000 37,000 68.52%

15151515 地連協 小友町

小友町地域づくり

連絡協議会

祭り

地域活性化イベント(まつり)

事業

町内各地区を代表する４つの祭りについて、郷土芸能団体出演等

の助成を行う。

72,000 63,000 87.50%

16161616 実行委員会 小友町

山谷地区ほたるの

里づくり保存会

一般

ほたるとモリアオガエルの里

づくり事業

地元小中学生の山谷ほたるクラブの活動、蛍の観察会・生育調査

及び山谷川の環境整備を行う。

106,208 63,000 59.32%

17171717 地連協 小友町

小友町地域づくり

連絡協議会

祭り 小友まつり事業

地元郷土芸能団体のパレードや陸前高田市指定無形民俗文化財・

田束念仏鎧剣舞を招いての競演会、巖龍神社奉納少年相撲大会を

行う。

308,652 270,000 87.48%

18181818 地連協 小友町

小友町地域づくり

連絡協議会

一般 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)、これを盛

り上げるための宿場のお茶会やおひなさまなどを催す。

126,070 108,000 85.67%

町の計 766,930 631,000 ６事業
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19191919 地連協 附馬牛町

附馬牛町地域づく

り連絡協議会

花 花いっぱい運動事業

県道土淵達曽部線附馬牛バイパス沿線への花・草木植栽・管理及

び各地区での運動推進のための苗配布等を行う。

73,020 65,000 89.02%

20202020 地連協 附馬牛町

附馬牛町地域づく

り連絡協議会

祭り 町民夏まつり事業

舟っこ流しに併せて、児童クラブの一輪車発表や岩大生によるス

トリートパフォーマンス等を盛り込んだ夏まつりを行う。

121,233 109,000 89.91%

21212121 自治会 附馬牛町

附馬牛町第１区自

治会

花鳥

木

市の花「やまゆり」植栽景観

整備事業

ふるさと村及びその周辺の県道沿いにやまゆりを植栽・管理す

る。

64,500 64,000 99.22%

22222222 地連協 附馬牛町

附馬牛町地域づく

り連絡協議会

一般

子どもに伝えたいお袋の味事

業

家庭で昔からつくられてきた料理を聞き取り、レシピ作成等を行

う。

17,932 12,000 66.92%

23232323 自治会 附馬牛町

附馬牛町第２区自

治会

一般

附馬牛町第２区基幹水路改修

事業

農地保全と災害防止のため、老朽化で損壊し始めた水路の更新を

図る。

1,035,364 800,000 77.27%

町の計 1,312,049 1,050,000 ５事業

24242424 地連協 松崎町

松崎町地域づくり

連絡協議会

花 松崎町花いっぱい運動事業

委託育成した花苗を、自治会単位に地域内の花壇や国道沿線に植

栽・管理する。

223,471 200,000 89.50%

25252525 地連協 松崎町

松崎町地域づくり

連絡協議会

一般 松崎町食育推進事業

自治会単位に、園児や児童に地場産の農作物の生産・収穫作業、

調理・加工から食するまでに至る体験を行う。

564,729 340,000 60.21%

26262626 地連協 松崎町

松崎町地域づくり

連絡協議会

花鳥

木

松崎町やまゆり普及拡大事業

やまゆりの球根を地区内の広場等へ植栽する。

22,570 20,000 88.61%

27272727 実行委員会 松崎町 ふきのとうの会 一般 ふるさとの味・技継承事業

市民を対象に、つるし雛飾りの作り方を学ぶ機会を設ける。ま

た、町内の75歳以上一人暮らし者にひなだんごを配布する。 161,008 105,000 65.21%

町の計 971,778 665,000 ４事業

28282828 地連協 土淵町

土淵町地域づくり

連絡協議会

花

土淵町農村公園周辺花いっぱ

い運動事業

地区センター周辺や農村公園の花壇や国道沿線等に植栽・管理す

る。

80,060 70,000 87.43%

29292929 地連協 土淵町

土淵町地域づくり

連絡協議会

祭り 土淵まつり事業

倭文(しどり)神社例祭に併せて、郷土芸能6団体の競演、園児の

遊戯、児童・生徒のお御輿・吹奏楽等を催し、発表と交流の機会

を設ける。

379,284 340,000 89.64%

30303030 地連協 土淵町

土淵町地域づくり

連絡協議会

一般 佐々木喜善祭事業

佐々木喜善を偲ぶイベントを開催する。

130,264 90,000 69.09%

31313131 地連協 土淵町

土淵町地域づくり

連絡協議会

一般 吹雪乱舞まつり事業

12～2月の間、地区センター周辺をイルミネーション等で装飾す

るとともに、コンサート、雪上チャンバラ等のイベントを行う。 280,925 189,000 67.28%

32323232 地連協 土淵町

土淵町地域づくり

連絡協議会

一般 カッパ淵緑化事業

常緑樹であるイチイを植栽し、災害や工事によって損ねられた

カッパ淵の景観・雰囲気の回復を図る。

361,805 325,000 89.83%

町の計 1,232,338 1,014,000 ５事業

33333333 地連協 青笹町

青笹町地域づくり

連絡協議会

花 花いっぱい運動事業

延16,000本を、区単位に播種・育苗から主要な道路や施設の花壇

等へ植栽・管理する。

171,984 153,000 88.96%

34343434 地連協 青笹町

青笹町地域づくり

連絡協議会

一般 ふるさと体験塾事業

小学生、中学生及び高齢者の世代ごとに、地域に伝わるわら細

工・木工芸等の教室を催す。

119,000 83,000 69.75%

35353535 地連協 青笹町

青笹町地域づくり

連絡協議会

遺産 青笹町辨財天様環境整備事業

神社周辺の樹木の剪定、境内の栃の木の腐朽処置等を行う。

289,000 260,000 89.97%

36363636 地連協 青笹町

青笹町地域づくり

連絡協議会

花鳥

木

市の花やまゆり普及拡大事業

やまゆりを、町内の遠野遺産に認定された社等５箇所に植栽す

る。

91,875 82,000 89.25%

町の計 671,859 578,000 ４事業

37373737 地連協 上郷町

上郷町地域づくり

連絡協議会

一般 白樺樹液採取体験事業

地元の大峰鉱山跡地の白樺樹林での樹液採取の体験学習と交流会

を行う。

87,618 44,000 50.22%
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38383838 地連協 上郷町

上郷町地域づくり

連絡協議会

一般

郷土芸能伝承事業（上郷ま

つり）

郷土芸能等の発表と、町伝統工芸研究会作品の展示・販売等を行

う。

592,675 488,000 82.34%

39393939 地連協 上郷町

上郷町地域づくり

連絡協議会

花 花壇整備事業

行政区ごとに花壇等へ3,200本植栽・管理しながら景観に配慮し

た花壇整備を行う。

140,350 126,000 89.78%

40404040 地連協 上郷町

上郷町地域づくり

連絡協議会

一般 文化育成事業(町民文化展)

町民が制作した芸術文化作品の展示、参加型イベント及び上郷博

士認定試験等企画イベントの開催。

165,002 148,000 89.70%

町の計 985,645 806,000 ４事業

41414141 自治会 宮守町 上宮守文化振興会 花 花いっぱい運動事業

国道396号沿線の花壇２箇所に、花苗1,000本を植栽・管理する。

50,000 45,000 90.00%

42424242 自治会 宮守町 新町自治振興会 花 花いっぱい運動事業

地区内５か所の花壇及び地域内の主要道路沿線に配置するプラン

ターに1,700本を植栽・管理する。

99,521 88,000 88.42%

43434343 地連協 宮守町

達曽部地域づくり

連絡協議会

花 達曽部地区花いっぱい事業

地域で播種・育苗した花苗３種・１万本を、各行政区の道路沿い

や主要施設の花壇に植栽する。

237,560 212,000 89.24%

44444444 自治会 宮守町 下郷地区自治会 花 花いっぱい運動事業

地元各種団体の共同作業で、地区内２か所の緑化区域(202㎡)に

２種類・600本の花苗を植栽・管理する。

44,290 38,000 85.80%

45454545 自治会 宮守町

鹿込地区自治振興

会

遺産

二宮金次郎像東屋茅葺き屋根

改修事業

十数年前に設置した東屋の経年劣化した茅葺屋根の葺き替えをす

る。

822,813 681,000 82.76%

46464646 地連協 宮守町

達曽部地域づくり

連絡協議会

祭り 稲荷穴まつり事業

稲荷穴レクリエーション施設を会場に、郷土芸能競演や来場者参

加型イベントを行う。

280,872 252,000 89.72%

47474747 実行委員会 宮守町

遠野郷かかし祭り

実行委員会

一般 第７回遠野郷かかし祭り事業

かかしの展示・コンクールのほか、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。

264,927 183,000 69.08%

48484848 自治会 宮守町 達曽部２区自治会 遺産

達曽部八幡神社鳥居改修、駐

車場整備事業

駐車場整備と二番鳥居の再建を図る。

1,028,823 800,000 77.76%

49494949 地連協 宮守町

達曽部地域づくり

連絡協議会

一般 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

祝い等を同日・同一施設で行い、世代間交流を図る。

144,977 128,000 88.29%

50505050 自治会 宮守町

達曽部第１区自治

会

一般 市道長崎線周辺環境整備事業

昨年度に引き続き、本市と花巻市とに入り込む市道沿線の支障木

を、花巻市大迫町の落合部落の住民と協力して伐採・除去する。 154,770 136,000 87.87%

51515151 自治会 宮守町 上鱒沢地区自治会 遺産

白山神社(鞍迫観音)周辺環境

整備事業

腐食した神楽殿の床板の改修及び外扉の防腐加工並びに参道の橋

へ欄干を設置する。

932,716 800,000 85.77%

52525252 自治会 宮守町 柏木平地区自治会 一般

永遠の日本のふるさと遠野

「桜の名所」整備事業

柏木平レイクリゾート施設内(マウンテンバイクコース周辺)にオ

オヤマザクラの若木150本を、添え木しながら植栽する。

387,382 347,000 89.58%

町の計 4,448,651 3,710,000 12事業
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53535353 実行委員会 全市

(社)遠野青年会議

所

100周

年

『遠野物語』発刊100周年記念

事業『遠野物語』の日を盛大

に（仮題）

６月12・13日の両日、中心市街地で地域に伝わる郷土芸能(神

楽、しし踊り)や食(ジンギスカン等)を前面に出した事業を展開

する。

916,134 800,000 87.32%

54545454 実行委員会 全市

遠野昔話語り部い

ろり火の会

100周

年

『遠野物語』発刊100周年記

念・「昔話の語り部交流事

業」

友好都市からゲスト語り部を招き、まちなかの「語り部スポッ

ト」において市民や観光客向けに「昔話の語り部」の競演を行

う。

403,950 360,000 89.12%

55555555 実行委員会 全市

遠野町地域婦人団

体協議会

100周

年

『遠野物語』発刊100周年記

念・｢遠野こだわりの語り部ス

ポット」運営事業

駅前通りに「語り部スポット｣を開設して会員の作品を展示販売

するとともに、多様なジャンルの｢語り｣で来訪客をもてなして遠

野の文化を発信する。

892,848 800,000 89.60%

56565656 実行委員会 全市

民話のまち遠野

ウォーキング協会

100周

年

『遠野物語』発刊百周年記念

ウォーキング事業

「明治42年に柳田が歩いた道」と「柳田が訪ねた喜善の生家への

道」をコースにウォーキング大会を開催する。 321,494 274,000 85.23%

57575757 実行委員会 全市

パハヤチニカ編集

委員会

100周

年

「遠野物語」の道エコツアー

調査プロジェクト

約100年前に柳田國男が遠野を訪ねたコースの調査、試験的エコ

ツアー（自然環境や歴史文化を体験し、学ぶ観光であるエコツー

リズムの考えを実践するための、新たな旅行形態）の実施等。

800,037 720,000 90.00%

58585858 実行委員会 全市

一期一会もてなし

の会

100周

年

『遠野物語』発刊100周年記

念・「一期一会のおもてなし

事業」

煎茶・抹茶の各団体の会員が、お茶を通じたおもてなしで一期一

会の交流と中心市街地のにぎわいを図る。 218,532 196,000 89.69%

59595959 実行委員会 全市

絵画グループ　ト

オヌップ

100周

年

「わたしたちの「遠野物語」

作品展」事業

トピアに、会員や市民グループ、絵画教室等受講者などが制作し

た作品を展示する。 115,497 90,000 77.92%

60606060 実行委員会 全市 遠野ユネスコ協会

100周

年

『遠野物語』発刊100周年記

念・遠野ユネスコ協会創立４

０周年記念出版書籍「子ども

たちの遠野遺産」（仮称）発

刊事業

遠野ユネスコ協会が行っている「わたしの町のたからもの展」応

募作品の中から、「遠野遺産」に認定されているものを掲載した

書籍を500冊制作し、無償配布等を行う。 500,000 450,000 90.00%

町の計 4,168,492 3,690,000 ８事業

全計 19,735,139 16,425,000 60事業


