
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度の事業報告書 
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特定非営利活動法人 

いわて地域づくり支援センター 

 

  



（主な事業の概要） 

■支援・協力事業＜震災復興支援＞ 

事業名 
1.被災集落の集団移転に伴うコミュニティの再生および 

復興まちづくり計画の策定支援事業 

事業概要 
被災集落の集団移転に伴うコミュニティの再生および復興まちづくり計画の策定支援を

行う。 

委託団体・助成団体 中央共同募金会 

主な実施対象地 釜石市鵜住居町川原・浜町尾崎地区 

内 容 

【主な取り組み】 

・ 釜石市鵜住居地区：東京大学講師と、東日本高速道路職員を招き、まちづくりの講

義と、WS形式で住民との会議を行った。 

・ 釜石市浜町尾崎地区：津波で殺風景になった地区内に彩りを添えるため、プランタ

ーに土と花を入れ、地区内の各所に飾る作業を行った。 

【成果】 

・ 釜石市鵜住居地区：町内会の再開により集まりや、イベントに出て来る住民が増たこ

と、また町内会活動をサポートするための交通手段の提供が有意義であることに改

めて気づいた。 

・ 釜石市浜町尾崎地区：津波で殺風景になった地区内に彩りを添えることができたこ

とと、また、今回の活動では、子供から高齢者まで幅広い世代の参加が見られ、普

段閉じこもりがちな高齢者に外出、交流の場を提供することができた。 

活動の様子 

 

これから  今後も、ニーズに応じて、助成金等を活用しながら取り組んでいく。 

  



事業名 
2．大船渡市三陸町崎浜地区の自分たちで策定・実現する 

復興計画事業及び生活再建事業 

事業概要 
大船渡市三陸町崎浜地区の自分たちで策定・実現する復興計画事業および被災

者の生活再建事業 

委託団体・助成団体 一般財団法人地域創造基金みやぎ 

主な実施対象地 大船渡市三陸町崎浜地区 

内 容 

【取り組み】 

・ 集団移転事業計画に沿って、被災者の住宅再建支援、集団移転後の住み

やすさ向上や景観に配慮したルール作りや、本格的に浸水地を中心とした土

地利用構想の検討を行い「崎浜復興まちづくり計画」策定に取り組んだ。 

【成果】 

・ 住宅再建や被災者支援については、集団移転事業計画の検討は大変活発に

行うことができた。また、10 月に市長はじめ各部局長が崎浜公民館を訪ね、これ

までの取り組みを評価いただいたことは、地域としても非常に力になるものであっ

た。 

活動の様子 
 

 

これから 

・ 住民アンケートの結果も踏まえて、土地利用構想を練り直し、具体的に地権者の

合意等を取り付けていく作業を行う予定。同時に、市による漁集事業も開始され

ることから、連携しながら、描いた絵の実現を目指す。 

 

  



事業名 3．入浴・交流お楽しみバス運行による元気・絆復活事業 

事業概要 
入浴買い物バスと福祉ネット立ち上げ事業、入浴・交流お楽しみバス運行による元気・

絆復活事業 

委託団体・助成団体 
・独立行政法人福祉医療機構 

・公益財団法人いきいき岩手支援財団 

主な実施対象地 田野畑村 

内 容 

【取り組み】 

・ 村や村民有志と連携して設置している協議会を中心に入浴・買い物送迎バスを運行

し、入浴施設での健康相談や栄養指導、利用者同士の交流の機会創出に取り組ん

だ。また、移動支援者（ヘルパーさん）のケアスキルアップの研修会の開催。 

【成果】 

・ 昨年度から好評の事業であり、事業の内容については大きな変更はなく、今年度も

取り組んだ。運行の体制としては、村の包括支援センターに職を置いていた協議会

委員がその職を離れたため、村の福祉担当との直接的な連携は難しい状況となっ

た。その点については、村職員であるが有志として参加している協議会副会長が中

心となり、情報共有と連絡調整の役割を果たしている。 

・ 利用者からは、昨年度は利用しなかったが、今年度新たに利用した人が 10 名程度

おり、利用ニーズの高さをうかがわせる。新たに利用した人からも「みんなとおしゃべ

りできるのが楽しい」という感想をいただいている。 

活動の様子 

  

これから 

・ 利用者の中にも仮設住宅を出て、再建した住宅に移った人や災害公営住宅に移っ

た人がいる。集団移転団地も住宅を再建中であることから、コミュニティの活動もまだ

再開していないことから、仮設に残っている人も含め、この時期は、さらに孤立感が

高まっている。そのような状況の中、この事業に参加することでおしゃべりを楽しんで

いる人が少なくない。 

・ 平成 27 年度には、移転が本格化することに伴い、移転先での孤立感や、仮設に残

った人の孤独感が高まっていくことが予想される。そのため、この時期のフォローとし

て、移転団地や災害公営住宅への広報の充実等に取り組み、孤立感を緩和する事

業としての充実が求められる。 

 

  



■支援・協力事業＜地元学からの地域づくりの実践事業＞ 

事業名 4．赤沢まるごと博物館プロジェクト推進委員会運営支援 

事業概要 都市農村共生・対流の活性化による赤沢の 

委託団体・助成団体 
赤沢まるごと博物館プロジェクト推進委員会 

（平成 26年度都市農村共生・対流総合対策交付金を活用） 

主な実施対象地 紫波町赤沢地区 

内 容 

【取り組み】 

 昨年度に引き続き、赤沢地区内の既存のまつりである「あじさい祭り」を赤沢地区全

体のまつりとしてプロジェクト推進委員会でサポートし、屋台の出店や循環バスの運

営、郷土芸能のお披露目等を行った。 

 昨年度つくったゆるきゃら「ざわ丸くん」の着ぐるみを手作りで製作した。 

 赤沢のお宝マップを地域マップとして作成、配布するとともに、看板を作成した。 

【成果】 

 赤沢まるごとまつりは、2 回目の開催となったが、新聞等に取り上げられたこともあり、

入込数が 4000人を超える入り込みで、赤沢が一体となる活動に成長しつつある。 

 「ざわ丸くん」の着ぐるみも、製作したお母さんら、パフォーマンスをする若者の積極

的な取り組みと連携により、地域の人気キャラとして推進委員会以外の活動にも呼ば

れていくことが多く、地域の盛り上げに活躍している。 

活動の様子 
  

 

これから 

 平成 27年度は、国からの支援がなくなり、地域が独自で活動することになる。これま

で成果が出てきた「赤沢まるごとまつり」を中心に、継続して取り組めるようサポートし

ていく。 



事業名 5. 田野畑村明戸の地域づくり計画コーディネート業務 

事業概要 明戸地区の地域づくり計画策定支援 

委託団体・助成団体 明戸自治会 

主な実施対象地 田野畑村明戸地区 

内 容 

【取り組み】 

 田野畑村では、村内 6 地区において「地域づくり計画」の策定を進めているが、明

戸自治会では、独自に「地域づくり計画」を策定することとした。 

 当センターでは、策定に係るワークショップを 3 回開催し、その結果をもとに「地域

づくり計画」の素案を作成した。 

【成果】 

 ワークショップは全戸から 1 人以上の多くの参加があり、活発な議論が行われた。そ

れを元に、実現可能な明戸らしい「地域づくり計画」ができた。 

 また、計画書をポスターにして、公民館に張り出し、親しみある計画をつくった。 

活動の様子 

  

 

公民館に張り出すポスター版の計画 

これから 

 これまでも、明戸自治会では「ふるさと応援団」の活動など 40～50 代の若者が中心

となり、様々な活動に取り組んできた。今後も、計画の実践をベースにより効果的な活

動に取り組んでいくこととなっており、センターとしてもきめ細かなサポートに取り組ん

でいく。 

  



事業名 6．葛巻町小田部落地域コミュニティ検討会運営支援 

事業概要 葛巻町小田部落における地域コミュニティ検討会運営支援 

委託団体・助成団体 盛岡広域振興局、葛巻町 

主な実施対象地 葛巻町小田地区 

内 容 

【取り組み】 

 平成 25 年度から継続での業務実施となった。26 年度は実践活動の実行と 27 年度

以降の活動計画の検討に取り組んだ。 

 ワークショップは 3 回行い、1 回目は実践活動の内容の検討、2 回目は実践活動、3

回目は自然・環境・文化・交流の 4テーマの班に分かれた、27年度以降の活動計画

の検討を行った。 

【成果】 

 25 年度に引き続き地元から毎回 30 名ほどの参加者があり、話し合いや学生との交

流を楽しんでいる様子だった。 

 実践活動ではつつじの植樹の他に、旧小田小学校校舎内の郷土資料展示を参加

者で見て歩いたが、普段見ることがないからか地元の人も昔話で盛り上がり、地元の

良さや歴史を再発見することができた。 

活動の様子 
 

 

これから 

業務として 26年度で終了となった。 

今後は最後のワークショップで大方決まった活動計画の実践と、小学校の土地利用

の検討の継続を住民が中心となって行っていく。 



事業名 7．西和賀エコミュージアム事業 地元学実施指導業務 

事業概要  地元学から始まる地域づくり実践活動の支援 

委託団体・助成団体 西和賀町 

主な実施対象地 西和賀町 湯之沢地区・貝沢地区・若畑地区 

内 容 

【取り組み】 

・ 今年度は、貝沢地区において継続 2 年目として取り組みを行った。昨年度は神社の

別当や氏子を集めて、貝沢にある神社の由来や祀っている神様を聞く会を開催し、

今年度は昨年度に引き続きそれらを形にしていく作業を中心に行った。 

・ また、若畑地区の豆盗み（9月）や湯之沢地区のはだか祭（1月）にも参加した。 

【成果】 

 貝沢地区では、活動体制を貝沢の体制を「昔語りクラブ」と「おもしろクラ

ブ」に整理して役員を決め、実践の体制をつくった。 

活動の様子  

 

これから 
 貝沢については、引き続き実践活動の支援を行う。若畑、湯之沢についてもお客さ

んとして今後も交流を続けていく。 

 

  



■支援・協力事業＜協働支援＞ 

事業名 8.上畑幼児公園グラウンドワーク業務 

事業概要 グラウンドワーク手法による上畑幼児公園の再整備 

委託団体・助成団体 盛岡市 

主な実施対象地 盛岡市都南地区上畑 

内 容 

【取り組み】 

・ 震災の影響もあり、市の基礎工事の完成が約 1年遅れた。そのため、2カ年にわたる

事業となったが、平成 27年 3月にようやく工事が完成したため、住民手作り作業とし

て、園名板やベンチ、遊具の色塗り、花壇づくりのほか、様々な手作り作業を住民が

率先して取り組み、市も協力しながら公園が生まれ変わった。 

【成果】 

 住民手作りも順調に進み、平成 27年 5月 9日に完成式典を迎えることとなっている。 

活動の様子 
 

 

これから  事業としてはひと段落であり、今後は住民が公園を活用していく様子を見守る。 

 

  



事業名 9. 雫石町地元学実施支援 

事業概要 
地域づくり活動のきかっけとして、地元学（集落点検）の実施の講師、サポートを行っ

た。 

委託団体・助成団体 雫石町 

主な実施対象地 雫石町御明神地区 

内 容 

【取り組み】 

 御明神地区を 5地区に分け、地元学を開催した。 

【成果】 

 御明神地区の中でも、それぞれの地区の特徴や課題の把握を行うことができた。 

活動の様子 
 

 

これから 
 この日の成果をどのように実践につなげていくかのフォローは町に委ねられている

ため、随時状況を確認し、手伝えるところは手伝っていく。 

 

  



事業名 10．北上市地域計画策定支援業務 

事業概要 地域の自治協議会が主体となって作成した「地域計画」の後期計画の策定支援 

委託団体・助成団体 北上市 

主な実施対象地 北上市 

内 容 

【取り組み】 

 前期計画をふりかえり、後期計画につなげる具体的な手順を提案し、研修会におい

て体験をしてもらった。そのほか、研修会および情報交換会を行った。 

 16地区のニーズに応じて、地域において直接指導する巡回相談を行った。 

【成果】 

 計画を策定し、実施する段階から、それらをふりかえりさらに次の計画につなげてい

くＰＤＣＡのサイクルを自らが回していく体験を地域が行うサポートを行えた。 

活動の様子  

 

これから 
 今後も、後期計画の実施や進捗状況の把握等について、市と連携、役割分担しな

がら全般的にサポートしていく。 

 

  



■人材の育成・研修事業 

事業名 11.盛岡市公園活性化に関する交流広場運営支援 

事業概要 市と市民の協働による盛岡市内の公園の活性化に向けた検討ワークショップ 

委託団体・助成団体 盛岡市 

主な実施対象地 盛岡市内 

内 容 

【取り組み】 

 盛岡市内の公園の管理や運営に市民が参加参画することで、公園を活性化していく

ための取り組みの第 1 歩として、市内の 4 つの公園（城跡公園、中央公園、高松公

園、岩山公園）について自由に意見を交換する場をつくり、ワークショップを 1回開催

した。 

【成果】 

 熱心なワークが行われ、次回は現地での検討を行いたい、という意見も出され、継続

して活用に向けて取り組んでいく方向性ができた。 

活動の様子  

 

これから 
 今回で体験をもとに、次年度はその具体化に協働で取り組む。その実践を通して、

市民が公園の管理運営に参画できる協議体の設立を目指す。 

 

 

  



事業名 12．盛岡市地域福祉計画策定推進調査事業 

事業概要 
 盛岡市地域福祉計画の策定に先立ち、地域の実態の把握や地域福祉にかかわる人材

の育成を目的として、市内各地区においてワークショップを開催した。 

委託団体・助成団体 盛岡市 

主な実施対象地 盛岡市内 

内 容 

【取り組み】 

・ 市内７圏域ごとに地域福祉ワークショップを企画、運営した。記録のとりまとめを行

い、地域から出された課題等について分析し、報告書として取りまとめを行った。 

【成果】 

・ 地域福祉の課題や今の取り組み、１０年後の地域福祉とこれからの取り組みについ

てWSを通して各地域から出た意見をまとめた。 

活動の様子 

 

 

これから 本業務は終了となる。 

 

  



事業名 13.奥州市協働まちづくりアカデミー Bチーム運営支援 

事業概要 奥州市協働まちづくりアカデミーの Bチームの活動支援 

委託団体・助成団体 奥州市協働まちづくりアカデミーの Bチーム 

主な実施対象地 奥州市内 

内 容 

【取り組み】 

 Bチームのテーマである「地域づくり人材の育成と伝承」を具体化するサポートを行っ

た。 

 具体的な Bチームの検討におけるアドバイスや視察、試みとして白鳥地域とのワーク

ショップを開催した。 

【成果】 

活動の成果として、地域活動の引き継ぎ書等を作成した。 

活動の様子 

 

これから 
 B チームのメンバーが、地域づくりの担い手として、今後取り組んでいく際に随時サ

ポートやアドバイスを行いたい。 

  



■情報発信 

事業名 15．「ふるさと応援団」支援事業 

事業概要 地域の活動を出身者へ伝える広報誌の発行 

委託団体・助成団体 独自事業 

主な実施対象地 

田野畑村明戸 

葛巻町冬部 

西和賀町小繋 

内 容 

【取り組み】 

・ 各地区の自治活動を支援するため、出身者に向けた広報誌の発行をそれぞれ１

～２回行い、自治活動の報告やベント参加の募集、応援金募集などを行なった。 

【成果】 

・ 帰省した出身者から、広報誌の話題が出たり、将来Ｕターンしたいという声も

聞かれたりするようになった。 

活動の様子 

 

 

これから 
・ 引き続き広報誌作成を続けるとともに、新たな地区での取り組みも必要だ

が、現地スタッフの育成が課題である。 

  



事業名 16．崎浜公益会 広報制作発行支援 

事業概要 地域の活動情報を、地域住民に伝える広報誌のデザイン発行支援 

委託団体・助成団体 崎浜公益会 

主な実施対象地 大船渡市崎浜 

内 容 

【取り組み】 

・ 地区内行事や、復興の様子を写真と共に編集し、地元住民に全戸配布する事業

で、２か月に１回のペースで発行し、２６年度は５号発行した。 

【成果】 

・ 地域に住んでいても、外出しない住民などに向けて、地域の復興工事の現状など

を、写真を多用しながら紹介したことで、情報共有の一助となった。 

活動の様子 
 

 

これから ・ ２７年度も引き続き継続して編集発行支援を行っていく。 



事業名 17.島越駅商品ワカメパッケージデザイン支援 

事業概要 オリジナルシールのデザイン制作支援 

委託団体・助成団体 島越自治親交会 

主な実施対象地 田野畑村島越 

内 容 

【取り組み】 

・ 島越駅で販売するワカメについて、オリジナルシールのデザイン支援を行っ

た。 

活動の様子 

 

 

  



事業名 18. 北上市公共交通に係る多言語案内ﾎﾟｽﾀｰ・ｻｲﾝの制作施工 

事業概要 多言語での誘導サインのデザイン制作支援 

委託団体・助成団体 北上市 

主な実施対象地 北上市駅前 

内 容 

【取り組み】 

・ 岩手国体や、その他各種イベント時に、多言語での誘導サイン表示を一新した

いとの依頼から、駅前の動線を考慮しつつ視認性の高いサインをデザインし、

施工した。 

・ 既に発行済みのバス路線マップや時刻表などに使用されている路線カラーを

使用するなど、市としての発行物としての統一性も持たせた。 

活動の様子 

 

 

 

  



事業名 19・21 田野畑村三陸鉄道利用促進ＰＲ用品のデザイン製作業務 

事業概要 イベント時に必要となる各種デザイン制作支援 

委託団体・助成団体 田野畑村 

主な実施対象地 田野畑村 

内 容 

【取り組み】 

・ 三陸鉄道全線開通１周年を記念したイベントに向けて、田野畑村村内に存在す

る三鉄の２つの駅において、感謝の意と今後の発展に向けた応援メッセージを

入れた横断幕とのぼりのデザイン、ポストカードの製作支援を行った。 

活動の様子 

 

   

  



事業名 20.釜石市バスマップの作成業務 

事業概要 地区別路線バスのバスマップと時刻表のデザイン制作支援 

委託団体・助成団体 ＫＣＳ㈱ 

主な実施対象地 釜石市 

内 容 

取り組み】 

・ 釜石市のバス路線において、全体を網羅するわかりやすい時刻表入りバスマッ

プのデザイン支援を行った。 

・ 全域 ver と、市内を北と南の２方面に分割し、それぞれの地域に特化したもの

とした。 

活動の様子 
 

 

 

 

  



■調査研究 

事業名 22～28,30～33 公共交通に関する各種調査および計画策定 

事業概要  

委託団体・助成団体 各市町村 

主な実施対象地 
田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町 

八幡平市、秋田県藤里町、花巻市、北上市 

内 容 

【取り組み】 

・ 被災市町村においては、仮設住宅への新設路線の利用実態の把握と評価、復興の

まちづくりに対応した公共交通網についての検討と利用促進に取り組んだ。 

・ 内陸の市町村のいては、公共交通政策の体系化を目指し、公共交通計画の策定支

援や、それに伴う路線バスの実態調査、住民意向調査等に取り組んだ。市町村とバ

ス事業者、タクシー事業者との協議の場づくりなどの協働体制の構築も進めた。 

・ また、利用促進策としてバス路線図や時刻表の製作にも取り組んだ。 

【成果】 

・ 調査結果に基づき、交通ビジョン等計画を策定するとともに、バス路線に代わり乗合

タクシーの導入等新しい公共交通の実証運行等が実現された。 

活動の様子   

 

これから 
・ 継続して、各市町村において計画策定や計画に基づく新しい公共交通体系の

実現、協働による利用促進策の実践に取り組んでいく。 

 

  



事業名 29. 奥州市伝統作物及び食文化調査委託業務 

事業概要 奥州市内の伝統作物及び伝統食等の文化の調査事業 

委託団体・助成団体 奥州市 

主な実施対象地 奥州市 

内 容 

【取り組み】 

・ 奥州市内の伝統作物及び伝統食等の文化の掘り起こし、地域の活性化に活かして

いくための取り組み。奥州市の伝統作物保有者、奥州市在住の食の匠、胆江地方

産直施設及び奥州市内産直施設に出荷している生産者を対象に発掘調査を行っ

た。 

【成果】 

・ 市内 12名の生産者さんと 11種の伝統作物、自家採取作物を発掘することが出来た 

活動の様子 
 

 

これから 

＜平成 27年度の取り組み提案＞ 

 １．自家採種方法の詳細調査と手引書の作成 

 ２．自家採種者の認定制度の導入 

 ３．自家採種方法の伝承会の開催 

 


