
番号 市町村名 団体名 活動の概要

1 盛岡市 つなぎ町内会
平成18年度の県事業「景観からの地域づくり」の受託を契機に、地域住民と事業者（温泉宿）が
一体となった地域の景観啓発活動に力を入れている。

2 盛岡市 永井地区まちづくりの会
平成18年2月、地区に共通する地域課題解決に向けた組織として3つの自治会により組織。地
域住民参加での街づくり構想の策定を目標として活動している。

3 盛岡市 上田堤町内会
町内会組織の8部がそれぞれ各事業内容を検討し、月1回開催される役員会の決定を受けて、
各部が主体的に運営・実施、年間を通じて明るく住みよいまちづくりに取り組んでいる。

4 盛岡市 大宮町内会「風の会」
町内会福祉部の所管として結成され、音読活動、読み聞かせの活動や、音楽活動、軽運動、
食生活改善等の集団交流活動を実施している。

5 盛岡市 川又神楽復活後援会
一度途絶えた川又神楽を平成21年5月に復活させ、現在では月2回の稽古を実施し、地元の
小中学校文化祭、地元の祭り等で公演し、伝統文化の継承活動を行っている。

6 盛岡市
綱取ダムの環境と清流を守
る会

年2回の綱取ダム周辺の一斉清掃や、ダム周辺の花壇への植栽・巡視活動・鮭の稚魚放流に
よる清流保全・啓蒙活動を実施している。

7 盛岡市 西青山三丁目町内会

世代間交流活動、さんさ保存会、諸葛川環境美化活動、シルバメイト事業、福祉ボランティア
活動等を実施している。
資源回収活動で得た収益金は、自治公民館の建設資金として活用した。

8 盛岡市
松園地域まちづくりセン
ター　こーでねぇと松園

ニュータウン特有の急速な高齢化が進む問題に着目し、魅力的な地域づくりを目指し、地域住
民のまちづくりへの参画意識の啓発、新たな地域の担い手の育成等の活動を実施している。

9 盛岡市 南大通三丁目町内会

盛岡市の委託を受け、地域住民による御蔵管理委員会を設置し、下町資料館の管理・運営を
行っており、来客者の対応・ガイド・清掃等を行っているほか、季節に応じた企画展も手掛けて
いる。

10 盛岡市
もりおか八幡界隈　まちづ
くりの会

「もりおか八幡界隈まるごとフェスタ・八幡ぽんぽこ市」の開催等により、地域活性化事業を進め
ているほか、地域住民の自主参加によるクリーン作戦を実施し、地域保全活動を展開してい
る。

11 雫石町 横欠自治会

雫石町「ふるさと景観条例」に基づく景観協定推進協議会を組織し、地域点検や計画策定の
実施・住民同士での「景観住民協定」の締結を行うなど、花の里づくりを進めているほか、町指
定の天然記念物である「からかさ松」の保全活動を実施している。

12 八幡平市 七時雨ロマンの会
鹿角街道の整備や復元を行い、街道の散策マップの作成など、七時雨山周辺の自然や歴史
の魅力を市内外に発信している。

13 八幡平市
目名市自治会（メナイチジ
チカイ）

大学の共同参画による自然エネルギーの勉強会の実施、目名市城址保存事業（説明板設
置）、地場産品を活用した加工食材の研究開発を行うとともに、世代間交流による郷土料理の
伝承活動を行っている。

14 八幡平市 柏台自治会
国立公園八幡平の玄関口に位置する自治会として、環境衛生・環境美化活動、健康増進、世
代間交流、青少年健全育成に力を注いでいる。

15 葛巻町
特定非営利活動法人岩手子
ども環境研究所（森と風の
がっこう）

平成13年7月に旧上外川分校の廃校を利用し、「森と風の学校」を開校。環境教育の場として、
町教育委員会と連携し、子ども居場所づくりに取り組むとともに、会員の確保、若手ボランティア
の育成に取り組んでいる。

16 葛巻町 星野自治会

「地域資源を生かした美しいむらづくり」のため、地域内資源を分野ごとに「景観」という共通観
点から点検し、改善策・活用策について協議を重ね、その内容を時期、難易度等により区分、
今後の取り組みの方向性について検討を行っている。

17 葛巻町
冬部（フユベ）地域振興協
議会

「冬部の里づくり将来構想」を策定し、基本目標の実践に向け、地区内の環境整備、へっちょこ
茶屋の出店、体感マップ・ガイド作成、閉校校舎を活用した気軽に集まれるサロン「集冬部」（ス
トーブ）を開設する等の活動を行っている。

18 葛巻町 小田部落会
自治会単独で「景観形成住民協定」を締結、毎月定期的な道路・河川の清掃活動を実施、環
境美化活動や、地域住民の交流・親睦を深める活動に積極的に取組んでいる。

19 岩手町
ふるさと創作サークル
「おっほ小学校」

旧小学校の校舎に展示室を設置したり、ふくろう（おっほ）人形作り教室を開催。地域や町のマ
スコットとして、各種イベントにも積極的に出店するとともに、町内で母子手帳の交付を受ける妊
婦を対象に、メッセージ付きの特製ふくろう人形を贈呈し、地域活性化に貢献している。

20 岩手町 大町ウェーブ

商売街の店主だけではなく、地域住民の方も参加できるよう、平成21年に組織を再編。商店街
の活性化ではなく、同世代の若者も参加した、地域の活性化を目的とした活動に移行してい
る。

21 岩手町
岩手町観光ボランティアガ
イドの会「いわて町探検
隊」

町のボランティアガイド養成講座の受講生が自発的にサークルを結成し、ボランティアガイドを
実践したことをきっかけに、平成17年4月に会を結成。観光ボランティアガイドを通じて、町の魅
力を町内外に発信している。

22 岩手町 岩手町おなご塾おらんど

「自己啓発・生涯学習・地域おこし・ボランティア」の4つのテーマのもと、平成15年に発足した組
織。ボランティア活動として、JR・IGRいわて沼宮内駅にラベンダーやミニバラのプランターの設
置と管理を行う活動等を行っている。

23 岩手町
いわてまち焼うどん連合歓
隊

地元食材や食文化を融合させ生産者と飲食店や小売店の連携を図ることにより、町ブランドの
「食」を発信・展開することで、町の活性化に向けた活動を実施している。

24 紫波町
佐比内金山太鼓保存会（サ
ヒナイキンザンタイコホゾ
ンカイ）

昭和62年、金山の歴史を題材に、小学校の改築記念に子ども達に文化を引き継いでいこうと
始めた創作太鼓をきっかけとした地域連携を図っている。幅広い演奏活動を通じて、各太鼓団
体・音楽団体との交流を深め、地域内活動の活性化を目指している。

25 紫波町
特定非営利活動法人　紫波
さぷり

障害の有無にかかわらず、子ども達の居場所づくり、子育て支援活動を行っているほか、充実
したサービスを提供するため、広域での連携や、福祉・教育・医療のネットワーク構築のため、
研修会を行っている。

26 紫波町
山屋夢楽（むら）づくり実
行委員会

山屋地域の活性化、伝統文化の継承、里山の景観や自然保護を目的として平成14年に結成
された組織。毎年、春と秋に開催する祭りを通じた交流を図るとともに、地元学を通じて自分た
ちが地域を知ることにより、地域を愛し、地域外へのPRにつながっている。

27 紫波町 長岡ゆめプラン推進委員会

平成18年度に長岡地区で開催された地区創造会議を機に結成され、地域の協力を得ながら、
館山整備・長岡探訪ツアーを開催し、必要に応じて、活動経過報告や取り組みの検討を行って
いる。
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28 矢巾町 桜屋コミュニティ会
農作業を主体とした「ゆいの精神」が自然発生的に継承、組織化され、季節ごとに各種の行事
を実施、世代間交流を深めている。

29 矢巾町 矢次行政区ふる里会

平成11年から矢次提灯祭り実行委員会が中心となり、商店街の活性化を目的として、8月中旬
から2週間、矢次行政区内の道路に面した場所に提灯飾りを制作・設置。子ども会では、伝統さ
んさ踊りの伝承活動を実施している。

30 矢巾町 土橋自治会
地域の環境整備や、早池峯神社祭典での神輿のほか、全世帯総参加による新年交賀会・大運
動会など、交流・親睦・奉仕活動が盛んに行われている。

31 滝沢村
姥屋敷いきいき21推進委員
会

農産物の特産品化、景観を活かしたまちづくり、通学、防災、観光面を考慮した交通アクセスの
改善など、産業振興について地域一丸となって取組んでいる。

32 滝沢村
特定非営利活動法人　劇団
ゆう

県内各地の児童・生徒の芸術文化活動との出会いの場、体験の場、専門性への展開を支援し
ている。

33 滝沢村
国分自治会（コクブンジチ
カイ）自主防災会

平成16年10月1日、「国分自治会自主防災会」を設置し、地域の災害危険の把握、防災訓練の
実施、防災資機材の備蓄を実施している。

34 滝沢村
柳沢地域まちづくり推進委
員会

柳沢地域の立地条件を生かし、自然景観の保全、新旧住民の交流、観光を目指した農産物の
加工など、様々な地域課題、産業振興について積極的に取り組んでいる。

35 花巻市
花北地区コミュニティ推進
協議会

花北地区コミュニティ推進協議会と花北地区コミュニティ会議を統合、組織再編を行った。後川
さくら並木ライトアップ事業、ごみ集積所整備、文化祭、大運動会や防災マップ作成等の活動
を行っている。

36 花巻市
谷内第二行政区自治会（タ
ニナイダイニギョウセイク
ジチカイ）

地域自治の各分野で現状把握をした上で、毎年の事業計画を策定、計画に基づき、各種事業
を実施。国の重要文化財である旧小原家住宅保存会や、国庫補助により設置した伝承工房
館、大正期の村農会館などを、各々保存会や運営委員会をつくり、自主企画で保存、伝承、普
及に努めている。

37 遠野市
上一日市おかみさんの会
（カミヒトイチオカミサン
ノカイ）

平成12年2月に遠野商工会女性部が「遠野町家のひなまつり」を復活させた際、市内で古雛を
所有する店が一番多い商店街の「おかみさん」達が会を結成。「遠野町家のひなまつり」を通じ
た地域おこし活動に取り組んでいる。

38 遠野市
氷口御祝（すがぐちごいわ
い）保存会

一列に並んだ男衆と女衆の「まがき節」の異なる旋律歌詞を同時に合唱する地域独特の芸能
である。地元での祝い事の他、出演依頼が多くなっていることから、後継者育成に努めている。

39 遠野市 宮代自治会

里山美林事業を利用した鎮守の森の間伐作業、遠野遺産である「夫婦杉桜」保全のための下
草刈り、地域清掃等を行っている。
また、鎮守の森を会場とした祭りを実施している。

40 遠野市
綾織町地域づくり連絡協議
会

「花街道」の整備、「綾織まつり」の開催や、農業を中心とした地域営農システムの確立と地域ぐ
るみでの地産地消の取り組み活動を積極的に展開している。また、企業組合「夢咲き茶屋」の
結成により、女性を中心とした起業の取り組みを支援している。

41 遠野市 上宮守文化振興会

「明るく住みよい環境と、健康で活力ある地域づくり」を目指し、地域の高齢化に対応するため、
「ホットサロン」等の定期的な開催や、農業の担い手不足に対応するため、農事組合法人を組
織し、若い世代が地域の担い手として活動している。

42 遠野市 遠野市土淵町第7区自治会

フラワープロジェクトチームを結成、地区住民が一体となって河川への植栽・景観づくり活動を
行っているほか、火防祭により防災意識の向上を図り、郷土芸能の神楽保存会活動を実施して
いる。

43 遠野市 遠野町第13区自治会

遊休農園を自治会で借り受け、「ふれあい農園」として野菜等を栽培し、世代間交流を図ってい
るほか、一人暮らし高齢者等見守り事業や祭り文化の伝承、被災地ボランティアの支援活動を
実施している。

44 北上市 黒岩自治振興会

地区内にある鎮守の森や、親水公園を景観資産と位置づけ、環境整備活動、水車まつりや水
車小屋を利用した蕎麦打ち体験事業等を開催、地域活性化に繋げる活動を実施している。

45 北上市 岩崎地区自治振興協議会

市の総合計画に位置づけられている地域計画を進めるため、環境や教育、文化・福祉等の面
での課題解決に取り組んでいる。若手人材育成の発掘のため、青年会を立ち上げ、行事を通
じて地域活動への参画する気運を高めている。

46 北上市 更木町振興協議会

地域計画（5年間）を策定、各委員会を設け、定住促進事業、地域おこし事業、いこい環境事
業、交流促進事業を中心として活動している。地元農産物「桑」を活かした6次産業事業に取り
組み、株式会社更木ふるさと興社として企業化し、特産品開発事業を行っている。

47 北上市
特定非営利活動法人　くち
ない

「くちない星まつり」の開催、地域資源を活用した特産品開発・販売、過疎地有償運送による高
齢者の足の確保、「店っこくちない」の開設など、生活環境の維持、向上に努めるとともに、地
域課題を住民自らが解決し、明るく豊かな生活の実現に向け、様々な事業に取り組んでいる。

48 西和賀町 夢追い人かじか組合
清流の象徴的な魚であるカジカ、水生生物の生育調査や研究を通じた自然環境保全などに関
する活動を地域、行政との連携のもとに実施している。

49 西和賀町
湯川「桧峠会」（ヒノトウ
ゲカイ）

地域内の課題を掘りこし、活動に反映させる調査研究や、地域内の融和と観光客誘致のため、
きのこまつり、山菜まつり等のイベントを実施するとともに、花の植栽、道路や河川の清掃等環
境美化活動を行っている。

50 西和賀町 かたごの会

カタクリ群生地の保護・保全のため、地域の女性世帯全戸加入による組織として結成。カタクリ
群生地及びその周辺の植物・生態系の保全活動とともに、観光スポットとしての環境整備に努
めている。

51 西和賀町 大野区

地域資源（山の幸）を最大限に生かし、地区住民でふれあい農場を運営し、収穫物の加工・販
売や、里山での山菜栽培を行っているほか、地域行事の伝承・地域の環境美化活動を実施し
ている。

52 奥州市 奥州市水沢南自治振興会
水沢警察署水沢南駐在所を拠点とした防犯・交通安全等の地域安全活動のほか、福祉、青少
年、保健体育の各分野についても取り組みを進めている。
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53 奥州市
川西大念佛剣舞子ども同好
会

国から重要無形文化財に指定されたことにより、平成6年度に学校教育の一環として進められ
ていた伝承活動を地域との関わりを深める活動へと発展させた。衣里小学校の希望者により活
動しており、平泉世界遺産登録に関わるイベントにも積極的に参加した。

54 奥州市 白鳥地区住民協議会

平成16年12月に協議会を設立し、平成18年度から「白鳥地区地域おこし事業」として、白鳥川
の環境整備事業、白鳥舘遺跡学習会、地域資源マップ「白鳥マップ」の作成等の活動を行って
いる。

55 奥州市
古代の流れ源流「網代滝」
（アジロダキ）を守る会

網代滝周辺の道路（林道）草刈や川の清掃や草刈、支流河川の草刈や清掃活動、総合学習
（水生生物調査）の水質調査及び水棲生物調査への協力や、子ども達と里山の自然体験活動
を行っている。

56 奥州市 奥州衣川清凛会

地域住民が歴史講談の会を結成し、地元のまつり、行事等において、平泉文化に関係する衣
川の歴史について講談を披露しているほか、子ども講談も立ち上げ、後継者育成にも力を入
れている。

57 金ケ崎町
金ケ崎町生ごみ堆肥化活用
普及研究会

平成16年12月に協議会を設立し、平成18年度から「白鳥地区地域おこし事業」として、白鳥川
の環境整備事業、白鳥舘遺跡学習会、地域資源マップ「白鳥マップ」の作成等の活動を行って
いる。

58 金ケ崎町 谷地下（ヤチシモ）自治会

地区の文化祭、収穫祭、敬老会、子ども祭りなどの総合行事としてふれあい感謝祭を開催、町
の公民館を貸し切り、スポーツ交流、作品展示、農産物販売、福祉バザーなどを盛大に行って
いる。

59 一関市 京津畑自治会

旧京津畑小学校をグリーンツーリズム施設として改修し、集落活性化の拠点とした活動を実施
している。環境美化保全活動、京津畑神楽の伝承活動等のほか、郷土食の伝承活動にも力を
入れており、平成23年に農事組合法人「京津畑やまあい工房」を組織した。

60 一関市 第12区自治会

「森は海の恋人」運動に共鳴し、「ひこばえの森」づくり、大川の清流化と水車小屋の復元、生
産・生活・消費と環境保全型農業の推進を3本柱とした「水車のある集落づくり」構想を策定し、
具現化に取り組んでいる。

61 一関市 千厩町第13区自治会

毎年、休耕田をキャンバスに一つのテーマを掲げ、地域住民総出により、大規模なふれあい花
壇づくりに取り組んでおり、地域住民の交流だけでなく、県内外からの視察団体との交流も盛
んに行っている。

62 一関市 藤沢町自治会協議会

年2回町内道路・河川一斉清掃の実施、年3回生活物資の回収事業の実施、町内道路等に花
壇を設置しているほか、行政と自治会の連絡会議を開催し、協働のまちづくりを展開している。

63 一関市 藤沢町女性組織連絡会議
町内の女性団体が連携し、女性の声を諸策に反映・実践することにより、女性の社会参画を進
め、まちづくりの推進に寄与することを目的として活動を行っている。

64 一関市 千厩町第10区自治会
自治会の会員が施設の管理・運営を行っている「畑ノ沢鉱泉たまご湯」を中心とし、地域づくり
活動を実施している。

65 一関市
下内野（シモウチノ）自治
会

自然豊かな住環境の創造を推進するため、「下内野4WD計画」を策定し、砂鉄川の水質保全
活動、未利用の農地分譲による定住者の積極的な受け入れや、基盤整備による畑地を活用し
た特産品栽培等に取り組んでいる。

66 一関市 竹沢集落振興会

地域内の市指定文化財の保存伝承を活動の中心に据え、地域の環境整備や食文化の再現、
祭りの開催や各種行事を実施し、地域一丸となった取り組みを通じて活力ある地域づくりに取り
組んでいる。

67 平泉町 平泉まちテラス会
町内の各種団体を繋ぐ横断的な組織として、清掃活動や講演会、勉強会の開催、夢灯りの製
作に取り組み、まちづくりや景観形成を進める活動を実施している。

68 大船渡市
綾里漁業協同組合　小石浜
青年部

小石浜地域の漁業後継者により、地元の水産物の販路拡大及びPR活動に取り組んでいるほ
か、三陸鉄道（恋し浜駅）を中心とした地域おこし活動に取り組んでいる。

69 陸前高田市
生出地区コミュニティ推進
協議会

地場産業の炭焼きで地域おこしとして「木炭まつり」を開催、子供から高齢者まで地区民が総参
加で行う「手作りのまつり」であり、世代間の交流、地域の連帯感を深めている。

70 住田町
花と香りの里　恵山（ケイ
ザン）

遊休農地を利用し、地域の有志で花等の景観作物の植栽を実施、地域内外の住民による交
流の場づくりに努めている。

71 住田町 すみた森の案内人

町主催の森の案内人養成講座の受講生が中心となり、受講終了と同時にボランティア組織を
結成し、「森の案内人」として活動。住田の豊かな自然を多くの人々に伝えるため、種山が原森
林公園を主なフィールドとして、散策会等を企画・運営している。

72 住田町 五葉山火縄銃鉄砲隊伝承会
地域の交流人口を図ることを目的として、町内でのイベントでの演武を中心に活動しているほ
か、会員個々の発案による土産品の開発など、活動の多様化に努めている。

73 釜石市
東北横断自動車道及び三陸
縦貫自動車道整備促進釜石
市民会議

仙人峠道路整備促進や、三陸縦貫自動車道など高規格道路について、計画どおりの早期供
用を目指し、要望等各種活動に取り組んでいる。

74 釜石市 松原町内会自主防災会
防災に関する知識普及を図る活動を実施しているほか、地域連携のため、参加しやすい町内
行事を開催する等の取り組みを行っている。

75 釜石市
唐丹すぽこんクラブ（トウ
ニスポコンクラブ）

「統合型地域スポーツクラブ」として平成13年に発足。スポーツ活動だけではなく文化活動も実
施しながら、健康で明るい町づくりを目指し、健康推進教室、高齢者等のひきこもり防止のため
のイベントを実施している。

76 釜石市
A&Fグリーン・ツーリズム
実行委員会

地域資源の見直しによる地域活性化を目的としたグリーン・ツーリズムに取り組み、大自然の中
での交流活動を行っている。

77 大槌町 創造集団　波工房

第17回豊かな海づくり大会の100日前イベントとして海に関係した演劇を実施した大槌町青年
団体連絡協議会を母体に「波工房」として発足。地味噌づくり、酒米づくり体験活動を実施して
いる。

78 宮古市
特定非営利活動法人　いわ
てマリンフィールド

「海に学び」「海に親しみ」「海を活用する」をテーマに、イベントや海洋教室等を開催している。

79 宮古市 和井内区（ワイナイク）

自治会として、体育部と地域振興部の2つの専門部会を設置し、活発に活動している。「ふるさ
と収穫祭」は、イベントとしても地区内外に定着、年々来場者数が増加し、地域振興につながっ
ている。
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80 宮古市 青倉地区自治会
青倉地区農業振興会と連携しながら、味噌づくり、豆腐づくりを中心とした地域おこし活動を実
施し、祭りを開催したり、各種イベント等での販売を行っている。

81 宮古市 夏屋ろばた塾

「夏屋鹿踊り」の保存伝承活動や、集落の女性により山菜類の加工・製品開発に取り組み、商
品化された加工品の販売を行っている。また、古くから伝わる屋号に注目し、全戸に手作りの
「屋号表札看板」を、集落の入り口に「集落屋号マップ」を設置している。

82 宮古市 山口三丁目・四丁目自治会
住民の親睦、青少年育成や、高齢者世帯への見回り活動などの「地域安全安心ステーション」
としての取り組みを実施している。

83 山田町 八千代地区自治会
子供から大人まで、地域が協力・助け合い、行事等による交流を深め、ボランティアとして地区
内の環境整備を実施するなど、明るく住みよい地域づくりを実践している。

84 岩泉町 松橋自治会
全世帯参加による地域清掃作業、各種行事の実施を通じて地域住民の世代間交流を図って
いる。また、地域の道路沿いに花を植え、花いっぱいの村づくりを目指している。

85 田野畑村
特定非営利活動法人　ハッ
クの家

小規模福祉作業所として、裂き織や陶芸作品の製作、水産加工作業の受託等に取り組み、障
害者に働く喜びと生きがいを提供し、社会移行と自立を促している。

86 田野畑村
甲地自治会（カッチジチカ
イ）

自治会が主体となって地区集会施設の新築取得を行ったほか、地域のボランティアによる環境
美化活動、甲地鹿踊りの伝承保存活動や、介護予防体操等を地域住民全体で実施し、地域
の世代間交流を図っている。

87 田野畑村
体験村・たのはた推進協議
会

平成15年3月に策定した田野畑村観光振興計画「体験村・たのはた」推進プランを推進するた
め、サッパ船を中心とした「体験型観光プログラム」を充実させる活動に取り組んでいる。

88 久慈市 バッタリー村

昭和60年に「バッタリー村」として開村、炭焼き、山林散策、郷土食など、山村ならではの伝統
技術を「体験プログラム」に変え、世代を問わず多くの団体を受け入れ、交流を図っている。

89 久慈市 夏井川堤の景観を創る会

夏井地区の景観づくり、自然環境の保全に努め、地域の伝統文化の継承等によって美しく住
みよいふるさとづくりを目指し、河川の清掃活動、コスモス園・桜山づくり、研修会の開催等を
行っている。

90 久慈市 大川目町まちづくり協議会
町民の親睦と交流を図るため、音楽祭、備前の里夏祭り、大川目町郷土祭り等の開催や、久慈
渓流の環境保全事業を実施している。

91 久慈市
北リアスゆとり旅観光ガイ
ドの会「チームけさった」

三陸鉄道と協同し、県内外からの観光客に対して、久慈地域の魅力ある観光情報を提供する
ことで、ふるさとづくり・地域活性化への取り組みを行っている。

92 久慈市 寺里町内会

各種行事や市民協働事業を実施し、住民の親睦交流及び地域貢献活動に取り組み、「てらさ
と健康ひろば」を町内会で管理、地域の交流の場として活用しているほか、「ツリーイング」（木
登り体験）を中心とした自然とのふれあい活動を実施している。

93 久慈市 横沼町内会
町内会に地域づくり活動の中心を担うボランティアグループ3団体を立ち上げ、ふれあいサロン
活動や世代間交流、健康増進活動を実施し、地域活性化を図っている。

94 洋野町 水沢地域づくり推進部会

閉校した小学校の校舎にパン工房を整備し、地域の就労と憩いの場として活用しているほか、
大野ダム周辺の桜の植樹と環境整備、看板の整備等を行い、地域づくりに取り組んでいる。

95 洋野町 大沢農村振興会

農作業の集約・共同化の推進を図り、共同利用機械を導入し、振興会が農作業を受託する仕
組みをつくり上げた。平成10年に整備された「総合交流施設アグリパークおおさわ」の指定管
理も行っており、各種のイベント開催を通じて、多数の来訪者が訪れ、交流促進が図られてい
る。

96 洋野町 緑ヶ丘町内会

「ひとり、いちボランティア活動」を推進し、生活環境の美化活動、健康づくりの推進、防犯・防
災・交通事故防止の活動、地域内の教育機関への協力のほか、昔の遊びの伝承活動を行い、
地域が一体となって活動している。

97 洋野町
二ツ屋地域づくり推進協議
会

地域内の映画館、漬物工房を中心とした地域づくりを進めるとともに、環境美化活動及び農村
の自然や景観を守る地域共同活動に積極的に取り組んでいる。

98 洋野町 八木南町地区会

各種行事の開催等により世代間交流を進め、安全安心な地域づくりを目指し、避難訓練の実
施、避難路の点検整備、「たすけあいカード」や「安全避難マップ」の作成に取り組んでいる。

99 野田村
城内第一老人クラブ中平地
区

月1回地区内の資源ごみの回収活動を行い、リサイクル・ごみ減量化に対する意識啓発に努
め、会員の親睦と団結力を高める活動を実施している。

100 普代村 緑区自治会
公共施設周辺、道路沿い等の環境美化活動を実施しているほか、各種行事を通じて世代間交
流を図っている。

101 普代村 産直とりも会
落合（芦渡）地区で、農作物や漬物等を持ち寄り、産直活動を行っているほか、会員相互の交
流等を通じ、活力ある地域社会の形成に努めている。

102 二戸市 ぎばって足沢・70の会
地域の活性化を目指し、都市と農村の交流人口を拡大するため、地域資源・特色を生かした各
種のイベント等を実施し、地域活性化への取り組みを進めている。

103 二戸市 堀野町内会

地域の福祉向上及び地域の融和と親睦を図ることを目的として、各種行事、環境美化活動、防
犯活動を実施しているほか、「生きいき交流センター」を町内会が指定管理者として運営してい
る。

104 二戸市 浄門の里づくり協議会

住民自らが21世紀に向けた「むらづくり計画」を策定し、「定住と交流によるむらの活性化」を基
本理念に掲げ、「豊かで住みよい活力ある村づくり」を目指し、地域の環境整備、ホタルの里づ
くり、収穫祭等を実施している。

105 二戸市
岩誦坊（ガンショウボウ）
クラブ

地区の農家の後継者により、稲庭岳の素晴らしさを全国にPRする活動を行っている。「稲庭高
原まつり」「かた雪体験ツアー」「山菜文化交流」など、季節に応じた各種イベントを実施し、交
流活動を実施している。

106 二戸市 下米沢自治会

平成22年に「下米沢自治会地域づくり計画（5カ年計画）」を策定、生活環境整備、防犯活動、
地域の歴史・文化資源の掘り起こしなど、住み良い地域づくりのための取り組みを行い、世代
間交流や祭りの伝承活動を実施している。

107 一戸町 御所野遺跡を支える会
地元有志により、縄文遺跡の遺跡のガイド、遺跡公園の清掃活動を行っているほか、体験学習
や縄文里山づくりへの協力や、竪穴住居の維持管理等を行っている。
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108 一戸町 高屋敷町内会
国指定の「奥州街道」を中心とした環境整備及びウオーキングツアーを企画し、地域おこしに
取り組むとともに、神楽の伝承活動も実施している。

109 一戸町
西法寺・稲荷地域づくり実
行委員会

健康づくり、体力づくりを意識した取り組みとして、早朝ラジオ体操（5月から10月までの6カ月
間）は年で8年目を迎えているほか、健康料理教室やふれあい健康まつりを実施している。

110 一戸町
鳥越（トリゴエ）地区活性
化推進協議会

地域の宝として「鳥越山」・「鳥越観音」「竹細工」の保存、継承活動を中心とした取り組みを行っ
ている。地域の環境整備活動、世代間交流のほか、広報、情報発信を行っている。

111 一戸町 奥中山高原クラブ

総合型のスポーツクラブとして、地域内各団体との交流や、地域の子どもの健全育成と社会
人・高齢者の健康増進、生きがいづくりに協力するなど、地域貢献、社会貢献で地域活性化を
目指して活動している。

112 軽米町 特定非営利活動法人　清流

小軽米地区内の介護・福祉事業の充実と雇用の場所の創出により地域の活性化を図るために
設置した。一時的な通所の受け入れや時間外の受け入れ、送迎も利用者家族等の要望に柔
軟に対応するなど、より利用者の立場に立った運営を行っている。

113 軽米町 軽米エゴマの会
エゴマの活用による町民の健康増進と雑穀栽培の充実を図るとともに、町の特産品として県内
外に販売・PR活動を展開している。

114 軽米町 ミル・みる会
町特産品販売所「ミル・みるハウス」を拠点とし、無農薬の雑穀を使用した商品の拡大を図りな
がら、生産者の見える野菜・漬物等の販売活動を行っている。

115 軽米町
円子よさこい組「どっこい
しょ」

「ヨサコイソーラン」を通じて地域・子ども達との交流を図りつつ、福祉施設等への慰問活動や周
辺市町村の観光イベント等へ参加し、今年で結成10周年を迎え、活発な活動が展開されてい
る。

116 九戸村 戸田元村自治会

地域の生活環境整備、会員の生活向上・親睦を図るため、行政班持ち回りでの郷土食味見会
や、秋の収穫を祝うカボチャ祭り」等の行事の開催のほか、花いっぱい運動の推進、防犯活動
に取り組んでいる。

117 九戸村 オドデ塾

地域行事を盛り上げる、世代交流の視点を取り入れる、自分達も楽しめる無理のない活動をす
るという基本的な方向のもと、夏祭り・演芸まつりの開催や、地区行事への積極的な参加と協力
及び子供会や小学校の体験活動への積極的な応援活動を行っている。


