
平成２１年度 事業報告書 
  平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで 

１ 事業の成果 
 平成 21 年度は、支援協力事業として７事業（継続４事業、新規３事業）、調査研究事業を７事業（継続３事業、新規４事業）を実施した。 

事業計画（平成 21 年 5 月時点） 事業報告（平成 22 年 3 月現在） 
定款の 
事業名 事業名 実施予定 

箇所 

収入 
見込額 
(千円) 

事業名 委託者 委託・補助
額(千円) 内容 

西和賀エコミュージアム事業

＜継続＞ 
西和賀町 400 1)西和賀エコミュージアム事業 西和賀町 410

毎年、2 地区ずつ地元学から地域づくり計画の策定まで実践支援を行っ
ている。今年度は、若畑地区と湯ノ沢地区において地域づくりの実践の
支援と地域づくり計画策定の支援を行った。  

北上市総合計画の地域計画策

定支援＜継続＞ 
北上市 550 2)市民との協働による北上市総合計画（地域計

画）の策定支援 北上市 548  総合計画の地域計画策定支援として、地域計画とりまとめに関する巡
回相談と情報交換会を開催した。  

盛岡市玉山区渋民地区の公園

づくり支援  
盛岡市 900 3)渋民街区公園グラウンドワーク業務委託 盛岡市 943 玉山区渋民地区の街区公園をグラウンドワーク手法により新設した。

花巻市東和東部地区小学校跡

活用検討＜継続＞ 
東北地方 
整備局 

2,000 4)花巻市立谷内小学校跡活用方策の住民検討
と地域づくり支援 

東北地方 
整備局 

2500
 国土交通省の補助事業（「新たな公」によるコミュニティ創生支援モデル

事業）に応募申請し、採択を受けて実施した事業。平成 24 年の小学校閉
校に向けて、地域における活用案の検討支援を行った。  

浮田地区と崎浜地区の交流事

業によるふるさとづくり＜継

続＞ 

浮田･崎浜 
協議会 

300 5)花巻市東和町浮田地区のふるさとづくり支
援 

浮田･先浜 
振興協議会  103

 農山漁村地域力発掘支援モデル事業に採択された花巻市東和町浮田地
区および大船渡市三陸町崎浜地区のふるさとづくり計画書の作成支援を
行った。（WS4 回） 

奥州市胆沢区内田ため池整備

支援 
奥州市 200 

6)内田ため池等生態系環境学習会委託業

務 
奥州市 200  学生が主体となって、内田のため池整備を実施する活動支援 

   7)ガイダンス施設実施設計ファシリテーショ
ン業務委託  一関市 175  本寺地区の農家レストラン立ち上げの支援を行った。  

支援 
協力 

    （小計） 4879  

田野畑村総合交通体系検討＜

継続＞ 
田野畑村 3,000 8)田野畑村総合交通体系の実現支援 地域公共交通

活性化協議会
5400  地域公共交通活性化再生･総合連携計画の事業実施支援として、デマン

ド型交通の導入支援や総合バスの導入支援を行った。 

十和田市バス＜継続＞  十和田市 3,000 9)十和田市地域公共交通活性化･再生総合事業
の実施支援  

十和田市公共
交通会議 4360

 地域公共交通活性化再生･総合連携計画の事業実施支援として、デマン
ド型交通の導入支援やバス路線図、時刻表の作成等利用促進事業を実施
した。 

田野畑村の交通（さんりく基

金）＜継続＞ 
さんりく 

基金 
900 10)田野畑村における生活交通確保方策に関す

る調査研究  さんりく基金 900  田野畑村のデマンド型交通の試験運行の調査分析および、三陸地域の
13 市町村を訪ね、公共交通の現状調査を実施した。 

北上市公共交通ビジョン策定

業務 
北上市 800 11)北上市公共交通ビジョン策定業務 北上市 800 北上市公共交通ビジョン策定にかかる調査検討を行った。 

花巻市東和町田瀬地区の過疎

地有償運送実験 
田瀬コミュ

ニティ会議  
120 

12)花巻市東和町田瀬地区の過疎地有償運送実

験 
田瀬コミュニ

ティ会議 
120 田瀬地域において過疎地有償運送（マイカーを使った有償運送)の試験

運行をサポートし、その効果調査を行った。  

盛岡市玉山区の生活交通調査

（盛岡市協働型公募事業） 
盛岡市 500 13)盛岡市玉山区の生活交通の実態把握とあり

方検討に関する市民調査事業 盛岡市 500
玉山区の路線バスと患者輸送バスの利用実態調査および住民アンケー

ト調査を実施し、住民との意見交換を行い、市と住民が協力して公共交
通の改善に取り組んでいくことを確認した。  

調査 
研究 

地域づくりに関する県の支援

策評価 
岩手県 650 14)県民協働型評価業務委託 岩手県 766

県が実施する地域づくり人材の育成事業（コミュニティ 100 選と草の
根大学)の評価調査として、コミュニティに対するアンケート調査やヒア
リング調査を実施し、県が行うべき役割や事業提案を行った。 

     （小計） 12846  



 

事業計画（平成 21 年 5 月時点） 事業報告（平成 22 年 3 月現在） 
定款の 
事業名 

事業名 実施予定 
箇所 

収入 
見込額 
(千円) 

事業名 委託者 委託・補助
額(千円) 内容 

花巻市東和町六本木地区の生涯学習「ファシリ
テーター養成講座」 

六本木地区  
自治会 0

 花巻市東和町六本木地区の自治会活動として取り組んでいる生涯学習
事業において、「ファシリテーター養成講座」として、地元学の実施とそ
の活用方法について 2 回にわたり、実践支援を行った。  

一関市地域おこし事業実践者発表会における
講演 一関市 0

 一関市が主催する実践者発表会において、「地域づくりと人材育成」と
題して地元学～地域づくり実践までの取り組みについて、事例を含めて
講演を行った。 

人材 
育成    

一関市舞川地区の自治活動発表会における講
演 

一関市 
舞川地区 0

 一関市が主催する実践者発表会において、「地域づくりは仲間づくり」
と題して地元学～地域づくり実践までの取り組みについて、事例を含め
て講演を行った。 

情報 
発信 

地域づくり応援隊「ともだちい

き」事業（仮称） 
(自主) 0 （未実施）    

計   13,320   17,725  



主な事業の紹介（支援協力事業） 

1）西和賀エコミュージアム事業 
 西和賀町が取り組むエコミュージアム事業への支援を今年度も引き続き実施した。本業務では、毎年、

継続 1 地区と新規１地区において地元学等の支援を実施することになっており、今年度も継続地区（若

畑地区）と新規地区（湯ノ沢地区）において支援事業を実施した。 
若畑地区においては、若畑区は、「地域づくり会」と称して、広く住民の参加を呼びかけ、地域づく

りに取り組んでいくためのきっかけとして昨年度はお宝の改善･活用計画の検討を行い、更にその中か

ら今年度ひとつを実践した。今年度は、昨年度に検討した実践メニューのうち、取り組めるものとして、

①お宝マップの作成、②お宝の標柱づくり、③防災収穫祭の実施を実施した。防災収穫祭では、総合防

災訓練のほかに炊き出し訓練も行った。 
湯ノ沢地区は、地元学から始める地域づくりの事例を紹介し、これからの取り組み方針について勉強

会を実施した。 
〔今後の予定〕今後も若畑区においては地域づくり組織を本格的に立ち上げ、地域づくり計画の策定と

実施に取り組んでいく予定となっており、湯ノ沢地区においては集落点検から地域づくりに取り組んで

いく予定で、センターとしても今年度に引き続き、活動を支援していく。 
〔若畑区の実践〕 
7 月 10 日ワークショップ 

 

11 月 15 日お宝の標柱づくり と防災収穫祭 

〔湯ノ沢の取り組み〕 
1 月 25 日の勉強会 

 

  

 



【若畑区のお宝マップ】 ＊防災収穫祭にて、活動報告と共に参加者に配布した。 

 



2）市民との協働による北上市総合計画（地域計画）の策定支援 
 昨年度に引き続き、北上市総合計画の地域計画策定支援として、モデル地区である和賀地区において

5 回のワークショップを開催し、地域計画を策定した。また、16 地区全体の策定支援として、巡回相談

と地区別指導会を各地区 1 回ずつ実施すると共に、16 地区の情報交換会を実施した。 
〔今後の予定〕平成 22 年度の総合計画策定に向けて、最終的な市との調整を進める予定であり、セン

ターとしては必要に応じて支援を行う。 
〔活動の様子〕 
和賀地区ワークショップ 

 

巡回相談 情報交換会 

 
3）渋民街区公園グラウンドワーク業務委託 
 これまでに 11 回のワークショップを重ね、現地点検や公園のイメージづくり、イメージに沿った公

園計画案の検討などを行い、公園の基本設計を作成したほか、先進地の視察なども行った。 
〔今後の予定〕2010 年 5 月にワンディチャレンジを予定しており、公園が完成する予定である。 
〔活動の様子〕 
講演予定地の点検 

 

ワークショップ 住民施工 

 
4）花巻市立谷内小学校跡活用方策の住民検討と地域づくり支援 
 平成 24 年 3 月に閉校が決まっている谷内小学校の跡地活用を住民が主体的に進めていく支援を行っ

た。「跡地を考える会」を立ち上げ、８回のワークショップの運営支援を行い、跡地に設置する施設の

基本構想を検討した。検討結果については、全戸を対象とした住民アンケートも実施した。１箇所の先

進事例の視察（エコハウス、仙北市上淀川コミュニティ施設）と社会実験（春の晴谷まつり）を行った。 
 この事業は、国土交通省の補助事業（「新たな公」によるコミュニティ創生支援モデル事業）の採択

を受けて実施した。 
〔今後の予定〕平成 22 年度の総合計画策定に向けて、最終的な市との調整を進める予定であり、セン

ターとしては必要に応じて支援を行う。 
 



〔活動の様子〕 
ワークショップの様子 

 

視察先 社会実験 

 
5)花巻市東和町浮田地区のふるさとづくり支援 
 花巻市東和町浮田地区と大船渡市三陸町崎浜地区は、昨年度に里と海の集落の交流によって、持続可

能で活力ある農山漁村(ふるさと)づくりの実現に向けた「ふるさとづくり計画」を策定しており、今年

度のその実践活動に取り組んだ。センターも昨年度に引き続き、活動支援を行った。 
主な活動としては、①「ふるさとづくり計画」実践に向けたワークショップの開催と、今年度の振り返

りワークショップを行うと共に、②「ふるさとづくり計画」実施として、環境整備、産物の交換・販売、

体験、ツアー、伝統文化の保全、人づくりに関する活動に運営の補助や参加者として関わった。 
〔活動の様子〕 
ワークショップの様子 

 

実践（味噌作り） 実践（新巻鮭作り） 

 



主な事業の紹介（調査研究事業） 

8）田野畑村総合交通体系の実現支援 
 田野畑村では、平成 22 年 4 月から 6 つの小学校が 1 つに統合となる予定であったことから、それま

での村民バスとスクールバスを一体化と、昼間に主に高齢者の通院をサポートするデマンド型交通の導

入など、それまでの公共交通の体系を大きく見直した。 
 今年度は、デマンド型交通と観光乗合タクシーの実験運行を 10 月から実施すると共に、平成 22 年 4
月から実施予定であった田野畑総合バスの運行準備を行った。 
〔今後の予定〕平成 22 年度も、事業 2 ヵ年目として、デマンド型交通の本格運行に向けた支援などに

取り組んでいく。 
〔活動の様子〕 
デマンド型交通「くるもん号」 

 

総合バス「タノくんバス」 

 

 
9）十和田市地域公共交通活性化･再生総合事業の実施支援 
 十和田市では、平成 20 年度に「地域公共交通活性化総合連携計画」を策定し、市内のバス路線の改

善に取り組んでいる。当センターでも昨年度に引き続き、事業の実施支援を行い、十和田市駅の表示見

直しやデマンド型交通の導入実験支援、バスマップの作成等を行った。 
〔活動の様子〕 
駅表示見直し 

 

デマンド型交通 バスマップ･時刻表 

 

 



11）北上市公共交通ビジョン策定業務 
 北上市には、一般の路線バスのほか、市が運営するコミュニティバスやタクシー事業者が運営するデ

マンド型乗合タクシーのほか、過疎地有償運送の導入予定があり、公共交通ネットワークとして総体的

に見通す必要に迫られていることから、暮らしをよりよくしていくための公共交通の目指すべき姿と、

その実現に向けた取り組みの基本方針を明確にすることを目的として「交通ビジョン」を策定した。 
 センターは、路線バスの乗降調査やヒアリング調査、事業者とのワーキング会議支援等を実施、策定

支援を行った。 
〔今後の予定〕平成 22 年度は、ビジョンのアクションプランを策定する予定となっており、センター

としても引き続き支援していく予定である。 
〔活動の様子〕 
乗降調査 

 

現地点検 事業者とのワーキング 

 
12）花巻市東和町田瀬地区の過疎地有償運送実験 
 花巻市東和町には、現在市営バスが運行しているが、見直しが予定されている。そのため、田瀬地域

コミュニティ会議では、自分たちの地域の公共交通のあり方を模索することを目的として、マイカーを

利用して有償運送を行う過疎地有償運送の実験運行を 1 ヶ月間行い、導入可能性を検証した。 
 センターでは、実験運行の企画運営を支援し、効果の検証を行った。 
〔活動の様子〕 
ドライバー 

 

利用の様子 検討の様子 

 



平成 22 年度 社員のうち 10 名以上の名簿（役員名簿） 

平成 22 年 3 月 31 日現在 
 

特定非営利活動法人 いわて地域づくり支援センター 
 

役 名 氏 名 住 所 又 は 居 所 

代表理事・理事長 廣田 純一 岩手県盛岡市黒石野二丁目 7 番 34 号 

代表理事・理事 三宅 諭 盛岡市中ノ橋通 1-3-13-502 

常務理事 平松 千穂 岩手県花巻市田力第 9 地割 24 

理事 髙井 昭平 東京都千代田区三番町１４番地ＭＬＣ三番町ビル４０１号 

同 津村 厚生 岩手県盛岡市西松園四丁目 16 番 10 号 

同 佐藤 重昭 岩手県盛岡市仙北一丁目 13 番 13 号 

同 菅原 由紀 岩手県盛岡市緑が丘一丁目 15 番 21 号 

同 細田真理子 岩手県盛岡市材木町６番 14 

同 大瀧 英知 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字牧野林 1048 番地 13 

同 竹花 清 岩手県盛岡市厨川 4 丁目 3 番地 4-208 

監 事 向井田 善朗 岩手県八幡平市大更第 7 地割 87 番地 5 

 
 


