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【活動写真】

H２４年度　地域応援プラン活動報告

世帯数 人数

98 276
（田代地域）

アイリス会

【　わら草履づくり　】

【　野菜用ミニ畑　】

【 主な活動内容 】

【　花壇づくり　】

（地 域）
団体名

活動の目的
高齢者と子供達、保護者と町内が一体となって花づくり活
動を展開し、植物を育てる楽しみを育成しながら世代間交
流を図る。

１．道路脇の市有地を利用して、花卉用花壇と野菜用ミニ畑をつくり、域内の高齢
  者や子供たち及び保護者で共同作業で地域コミュニティーの構築を図った。
　　１）花卉花壇を1段から2段に増設し、集落周辺の景観整備と地域の人の憩い
　　　の場づくりを実施した。
　　２）野菜用ミニ畑でトマト、スイカ、枝豆、ミニピーマン、ハーブを栽培し、高齢者
　　　や地域の人の交流の場として活用を図り、実った野菜等を活用し収穫祭やク
       リスマス会などを開催し、地域住民の交流の場を創出した。

２．今年度から新たに「わら草履づくり」の技術を継承するため、高齢者に呼び掛け
  サークルをつくり、活動を始めた。作成したわら草履は、早口小学校が毎年実施
  しているイベント「徒渡り（かちわたり）」に使用してもらうよう寄贈した。（サークル
  参加者　12人）

【　クリスマス会　】

 １



（地 域）
団体名

【稲刈り体験り】【赤川御輿】

【活動写真】

【センター前入り口補修（採石散布）】【赤川健康広場：草刈り】

赤川担い手センターを拠点とした世代間交流による持続
可能な地域社会づくり

【 主な活動内容 】

活動の目的

１．赤川担い手センターの整備を行い、地域の活動拠点として有効活用が図れる
  ように整備を図った。（屋根塗装作業、入り口前の採石散布作業、石油ストーブ
  1基更新など）

（田代地域）

赤川常会

H２４年度　地域応援プラン活動報告

世帯数 人数

234 695

３．多世代間交流の実施。（ターゲットバードゴルフによる交流、子供達を対象にし
  た稲刈り体験、町内清掃・草刈り作業活動など）

２．地域の伝統行事である「神輿」の保存継承活動の実施。
　　（祭りの衣装13組、御輿収納庫設置など）

２



　　２）町内会だけでなく子供会、婦人会、老人クラブにも呼び掛け、町内会館の活
       用した活動に努めた。（出前講座、盆踊りの練習、婦人会の踊り講習会、地域
       リーダー研修会など）

【節分会】 【出前講座（財務事務所）】

活動の目的 地域住民の融和と地域力の向上

【 主な活動内容 】

【踊りの講習】 【盆踊り】

２．地域の伝統行事である節分会と盆踊りの継承に努めた。

【活動写真】

　　１）町内会館を高齢者が使いやすいようにトイレの水洗化を実施した。

232

１．地域の活動拠点である町内会館の整備を図り、地域活動の推進を図った。

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（大館地域）

一心町内会

世帯数 人数

121

３



33

  １）けやき周辺の美化活動として花壇づくりを実施。
  ２）けやきに鉄骨の屋根設置、けやきの丘への柵設置、駐車場の整備、休憩所の
    屋根の塗装などけやきと周辺の環境整備を実施。
  ３）自前でパンフレットを作製し、出川のけやきの周知を図った。また、南中学校の
    生徒が、きりたんぽ祭りで訪れた観光客の対応を図ってくれた。
  ４）けやきのしめ縄作りの伝統技術を保存継承するため、講習会を開催した。

97

活動の目的 地域資源「出川のけやき」の保存活動を通した地域づくり

【 主な活動内容 】

１．地域資源である「出川のけやき」の保存継承活動を通して、地域の大切さ、すば
  らしさを伝えながら地域活動を推進した。

【花壇作り】 【しめ縄づくり講習会】

【活動写真】

【けやきに鉄骨の屋根設置】 【けやきの丘柵設置】

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（大館地域）
出川部落

世帯数 人数

 ４



（昼） （夜）

活動の目的
高齢者に優しく、通行人がゆったり出来るまちづくり「絆を
より強くする町内会づくり」

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（比内地域）

裏通り町町内会

世帯数 人数

61 153

【 主な活動内容 】

１．町内の街灯20基をＬＥＤ照明にし、地域の負担軽減を図った。

【ゴミ分別講習会】 【町内街灯のＬＥＤ化】

【活動写真】

【きりたんぽ会】 【消火訓練】

２．町内会館の整備（水道設備の補修）を行い、会館の利用促進を図った。（料理
　講習会、ゴミ分別講習会、緊急救命講習会、カラオケ大会、バーベキュウ、きり
　たんぽ会など）

３．地域防災への意識向上を図るため、出前講座を利用した自主防災組織講座
　や消火訓練のほか地区の危険箇所の点検、確認を行い、注意看板を設置する
　など安全安心して住める地域づくりに取り組んだ。

 ５



１．伝統行事の保存・継承活動。
　　（大谷七夕、合同盆踊り大会、ベニヤマ温泉まつりなど）

【そば栽培】 【ビザ販売（おやじ祭り）】

（地 域）
団体名

活動の目的
女性・高齢者によるコミュニティビジネスの立ち上げと青・
壮年層による地域おこしイベントを開催し、地域活性化を
図っていく。

【 主な活動内容 】

【花壇作り】

２．移動式ピザ釜（竜ちゃん）を制作し、特産品づくりと地域イベントに活用。（ピザ
　作り講習会、大葛温泉祭り、おやじ祭り、ベニヤマ温泉祭り）

３．清流の里大葛あじさいの路の整備と活用（看板設置1基、祭り用登り旗50本、草
　刈りと植栽）

４．花壇を活用した環境美化活動の推進。（森越集落の花壇設置、県道比内鹿角
　線の花苗植栽活動）

５．大葛特産そば作り活動

【あじさい路看板】

【活動写真】

H２４年度　地域応援プラン活動報告

世帯数 人数

236 667
（比内地域）

大葛の将来を考える会

 ６



活動の目的
観光資源（観光地、自然など）の見直しと整備を図り、観
光地としての資質向上による地域活性化を図る。

H２４年度　地域応援プラン活動報告

世帯数 人数

289 621
（大館地域）

大滝温泉観光協会
（地 域）
団体名

【 主な活動内容 】

【清流魚つかみ取り】

【どんと祭】 【「観光マップ」配布活動】

３．海外の観光客への対応とサービス向上を目指した「外国語講座（英語、中国語
　など）」の開催。

【「天空の松」見学ツアー】

【活動写真】

１．観光地整備と観光資源の発掘により地域活性化を図った。
　　１）「鮎」を利用した「清流魚のつかみ取り」を開催。
　　２）「天空の松」を利用しイベントを開催。（見学ツアー、かんじきツアー）
　　３）「漬け物コンテスト」を開催。
　　４）「どんと焼き」「節分豆まき」「灯りロード」を開催。

２．市内イベントや県内外の道の駅で「大滝温泉郷　観光マップ」を配布し、大滝温
　泉への誘致活動を展開した。（県南、山形、新潟）

 ７



H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

　　　　　　　　　　　（大館地域）

大館市中央商店街及び近郊町内に
よる女子会

世帯数 人数

175 371

活動の目的
商店街と町内会の協働による地域コミュニティの活性化・
地域外との交流による優しく元気な街づくり

【 主な活動内容 】

１．市役所通りの活性化と地産地消商品の開発を実施した。
　１）フラワーコンテストの開催と、櫻櫓館のお掃除ボランティアを実施し、商店街の
　　美化と集客活動を実施した。

　２）開発した山の芋コロッケをエコフェアーやきりたんぽ祭り、アメッコ市に出店し
　　地産地消商品のＰＲを図った。

　３）昨年作成した「なでしこマップ」を活用し、商店街のＰＲ活動を実施した。

【活動写真】

【フラワーコンテスト】 【フラワーコンテスト賞の発表】

【エコフェアー】 【アメッコ市】

 ８



H２４年度　地域応援プラン活動報告

世帯数 人数

66 170

　１）安定生産を図るため、冬でも生産できるようにハウスの防寒対策を実施した。

（田代地域）

大野地域づくり協議会
（地 域）
団体名

活動の目的
大野地区の特産品としてクレソンの生産体制の確立と販
路の拡大に取り組み、地域活性化を図る。

１．大野地区のクレソンの特産化に向け、生産体制の整備と作業の効率化を図っ
　た。

【試作したクレソン料理】【料理講習会】

【活動写真】

【 主な活動内容 】

【パイプハウス防寒対策】 【クレソン先進地視察】

　２）クレソンの品質向上のため、先進地視察を実施した。（大仙市）

　３）クレソン料理講習会を開催し、地域内消費の拡大と地域内交流を図った。

 ９



１．市営住宅跡地を利用して地域の憩いの場として公園づくりを行い、地域の人が
　集える環境整備を実施した。
１）公園の芝生の育成管理活動を実施。
２）公園で子供が遊べるように今年度は、滑り台を設置した。（昨年は、ブランコ、
　鉄棒を設置。）
３）公園を利用したイベントや地域美化活動の実施。（かまくらお茶っこサロン・お
　花見会・娯楽会などを開催）

【かまくらお茶っこサロン】【健康講座】

【活動写真】

【おみこし巡行】

【 主な活動内容 】

活動の目的

【芝育成管理作業活動】

３．地域の伝統行事であるみこし巡行や盆踊り会も町内の婦人会、老人会、子供
　会などと連携して実施した。

２．会館を利用した講習会や集いを開催。また、今年度購入したカラオケも利用し、
　高齢者の居場所づくりにも取り組んだ。（心の健康講習会・健康体操講習・新年
　会・たんぽ会など）

地域の憩いの場をつくり、住民相互の交流と、世代間交流
により地域活性化を図る。

H２４年度　地域応援プラン活動報告

世帯数 人数

96 221
（大館地域）

大森団地町内会
（地 域）
団体名

 １０



４．町内から発見された古文書を解明し、地域の歴史の継承に活用を図っていく。

【 主な活動内容 】

【町内側溝蓋設置】

【夏祭り：カラオケ大会】

３．整地した会館前の敷地を利用し、「夏祭り」を開催した。カラオケ大会を中心に
　子供花火大会や夜店を開催した。また、地域内に住んでいる中国の留学生も参
　加し、交流を図った。

【夏祭り：夜店】

【活動写真】

【会館前舗装】

１．会館前の舗装工事を実施。（１５０㎡：敷地の整地作業を会員で実施）

２．町内の安全を確保するため、市道の側溝175ｍに蓋を設置した。

活動の目的

H２４年度　地域応援プラン活動報告

世帯数 人数

68 246
（比内地域）

片貝二ッ森自治会
（地 域）
団体名

片貝自治会館周辺の環境整備を図り、自治会を利用した
活動を中心とした地域活性化を図る。

 １１



【 主な活動内容 】

【完成した水飲み場】

【料理講習会】

２．千葉秀胤(三哲）の出身地である二戸市下斗米との交流を継続実施。

３．会館を利用したサロン活動を推進し、地域コミュニティーの構築を図った。

【木工講習会】

【活動写真】

【水飲み場設置】

１．三哲神社の周辺整備を実施した。
　　１）車道と参道整備、道路脇の刈り払い
　　２）参道入り口に水飲み場を設置
　　３）三哲神由来記マップの作成と配布
　　４）案内看板の設置（3カ所）

活動の目的

H２４年度　地域応援プラン活動報告

世帯数 人数

67 187
（大館地域）

上新町町内会
（地 域）
団体名

住民自らが行動する共生、協働の町づくりで地域活性化
を図る。

 １２



活動の目的 無形文化の獅子踊りと新道山公園を核とした地域づくり

【活動写真】

【降雪対策：固縛作業】

H２４年度　地域応援プラン活動報告

世帯数 人数

275 792

１．今年度は、新道山公園の整備を図り、児童・生徒や地域住民の憩いの場づくり
　を実施した。

（大館地域）

川口町内会
（地 域）
団体名

【 主な活動内容 】

１）サツキ・ツツジなどの手入れの選定。
２）枝の選定と桜の木のてんぐす病の処置なども実施。

３）子供や高齢者や利用できるように登山道の整備を実施した。（延長５０ｍ）

４）危険箇所の点検を実施し、立ち入り禁止区域も設定した。（蜂の駆除も実施）

【川口獅子踊り活動】

【新道山公園：安全確認活動】

２．川口獅子踊りを活用した地域貢献活動を実施。

【完成した山道】

　　今年度もディサービスセンター「えがお」の慰問や分館祭りに参加し、日頃練習
　してきた成果を地域住民やセンターに入所しているお年寄りに披露して交流を図
　り、子供たちに地域(社会)貢献活動の重要性と意義を教える活動を実施した。

 １３



２．ブルーベリーの先進地と農産物の直売所の視察を実施した。(参加者　２６人）

活動の目的
ブルーベリーの作付け、山菜・きのこ等の地場産品の販
売、遊休農地・耕作放棄地の解消などの活動で地域の活
力と連帯感を強める。

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（比内地域）

小泉まちづくり協議会

世帯数 人数

36 99

【 主な活動内容 】

【そば粉利用料理講習会】 【年越しそば作り】

【活動写真】

【ブルーベリー畑づくり】 【完成した小泉ブルーベリー畑】

１．地域内にある耕作放棄地を利用して、ブルーベリーを作付けした。
　　（Ｈ２４　１５a  １５０本　※Ｈ２３も１５a １５０本作付けしている。）

３．会館を利用して「年越しそばづくり」や「そば粉利用料理教室」を開催して、地域
　内交流を実施した。

　※山菜と茸の朝市での販売は、Ｏ１５７の保健所の指導や放射能の風評などに
　　 より昨年より売上げが少なかった。

 １４



H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（大館地域）

小釈迦内睦老会

世帯数 人数

64 167

【多世代交流：ひまわりまつり】 【ローソクづくり】

活動の目的
資源の循環型社会づくりや地球温暖化対策の理解を深め
るために、農作業体験を通した世代交流と生きがいづくり
を行い地域活性化を図る。

【 主な活動内容 】

　２）ひまわり油を利用して手作り石けん、ローソク、スプラウト作りを実施した。

【活動写真】

【ヒマワリ畑作業】

　１）休耕地を利用してヒマワリを植栽し、地域の共同作業として取り組んだ。また、
　　ひまわり祭りを開催し、写生コンテスト、宝探しゲームで多世代交流を図った。

【ひまわりの収穫作業】

２．休耕地の一部にＥＭ菌を利用したジャガイモとサツマイモを栽培して地域内交
　流を図った。

１．ひまわりの栽培をとおして地域と家庭の結び付きを深める活動に取り組んだ。
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１．四季の祭り（地域イベント）の開催し、地域内交流の活性化を図った。

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（田代地域）

越山地域まちづくり協議会

世帯数 人数

149 403

２．旧越山小学校の一部を活用し、凍み大根とヨモギの加工品による特産品づくり
　に取り組んだ。

３．地域雇用を創出するため、旧越山小学校を利用して、山の芋の皮むき作業に
　取り組んだ。

【凍み大根干し】 【山の芋皮むき作業説明会】

活動の目的
失われてきた地域の絆を取り戻すため、イベント開催や町
内美化活動を行い地域活性化を図っていく。

【 主な活動内容 】

【活動写真】

【冬祭り：四大祭り】 【凍み大根づくり】

 １６



H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（大館地域）
小館花郷中

世帯数 人数

26 81

活動の目的 住民相互の交流と環境の整備による地域社会づくり

【 主な活動内容 】

１．地域イベントの開催による世代間交流を図った。
　※会館の放送設備と照明整備を整備し、20年ぶりとなる夏祭りを開催した。

【活動写真】

【春祭り踊りの練習】 【夏祭り】

【そば作り講習会】 【大館の昔っこを聞く会】

２．会館を利用して各種の催しを開催し、地域内交流の推進を図った。
　　そば打ち講習会、ＡＥＤ講習会、料理講習会、大館の昔っこを聞く会、盆踊りの
　練習など
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２．町内イベントや地域行事を開催して、地域内交流を実施した。

３．地域資源である獅子ヶ森公園の整備と美化活動に取り組んだ。

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（大館地域）

獅子ヶ森1区町内会

世帯数 人数

340 910

活動の目的

【獅子ヶ森公園山道刈り払い】 【健康体操講座】

　町会会館周辺の環境整備活動、町内文化祭の開催、消火訓練と防火活動、夏
　祭りと雪祭りの開催など

生き生きと暮らせる住み良い地域づくりを目指した「獅子
ケ森・生きがい創造プラン」

【活動写真】

【 主な活動内容 】

１．高齢者の引きこもりを防ぐため、町内会館を高齢者でも利用しやすくするために
　バリア－フリー化（玄関へのスロープ設置、トイレの洋式化）し、高齢者の健康づく
　りに取り組んだ。（介護講習会、料理講習会、健康体操講座など）

【春祭り】 【雪祭り】

　側溝設置工事、山道刈り払い作業等

 １８



【親水公園竣工式典】【植栽作業】

【活動写真】

活動の目的 地域内の「ため池」を活用した地域づくり活動

【物置設置】

【 主な活動内容 】

１．ため池を活用した地域の憩いの場「親水公園」を完成させ、7月14日に竣工式
　典を実施した。(Ｕ字側溝設置、しだれ桜再植、物置設置、フェンス設置、ツツジ
　などの植栽など)

【Ｕ字側溝敷設】】

H２４年度　地域応援プラン活動報告

世帯数 人数

69 195

２．親水公園を活用してもらうため、町内の子供会、老人クラブ、婦人会などに呼び
　掛けし、花火大会、バーベキュウ－大会、釣り大会のほか、住民の散歩時の休憩
　場所として利用されるようになった。

（大館地域）

釈迦内上・中通り町内会
（地 域）
団体名

 １９



「ひまわり」を活用した地域振興と観光振興。また、地域の
幼稚園・小学校・中学校のキャリア教育や首都圏の学校と
の交流事業などにも活用を図っていく。

【 主な活動内容 】

　　※ひまわり作付面積　　２．２５ha 　　使用した種　３０kg
　　※「ひまわり油」生産量　572.3 
　　※「ひまわり油」販売数　　429.11 

（大館地域）

釈迦内地区まちづくり協議会
（地 域）
団体名

【収穫】

H２４年度　地域応援プラン活動報告

世帯数 人数

2,785 7,321

【種まき】

活動の目的

【ひまわり油　販売】

【活動写真】

【ひまわりアイス販売】

１．小学校を核にした「実践的キャリア教育」の推進と「ひまわり」を釈迦内地区の
　地域ブランドとして構築し、地域振興と観光振興を図っていくため、「釈迦内サン
　フラワープロジェクト」の推進を図った。

　　※販売場所　産業祭、地域振興局、観光プラザ、県庁、いとく　など

２．ヒマワリを通した他地域や組織との交流とヒマワリ油を使った特産づくりにも取
　り組んだ。
　　※ひまわり写真コンテスト（鳳鳴高校）、産業祭（市民）、ひまわりサミット+２（県
　　内小学校）、ひまわりの電動種取り機（職能短大）、ひまわりアイスの商品化な
　　ど

 ２０



H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（大館地域）

昭和町町内会

世帯数 人数

82 173

活動の目的 子ども達が将来に渡って大切にしたいと思える地域づくり

【 主な活動内容 】

１．地域資源と人材を活用した地域づくりに取り組み、地域力の向上に努めた。
　・災害に対応した街づくり（防災マップの作成）
　・バーベキュウ大会や子どもみこしによる多世代交流の実施
　・町内美化活動の推進（ゴミステーションの設置、花壇づくり、廃油油回収ボッ
　クスの設置、出前講座を活用したゴミ分別講習会の開催など）

【花壇づくり】 【昭和町防災マップ】

【活動写真】

【ゴミ分別講習会】 【ゴミステーション】
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【町内美化活動】

３．会館を活用した高齢者の「いきいきサロン」の継続開催と町内除雪活動を共
　同で実施した。

１．町内会館を利用する高齢者の安全を確保するため、フェンスの補修を実施し
　た。（アルミフェンス27.6ｍ）

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（田代地域）

李岱常会

世帯数 人数

高齢者や子供達が利用しやすいように会館を整備して、
地域の絆を深める。

【フェンスと花壇づくり】 【会館前の除雪活動】

【 主な活動内容 】

【活動写真】

【いきいきサロン】

23 62

活動の目的

２．プランターを活用した町内美化活動と町内会館敷地内に花壇を設置。
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２．新たなイベント「赤湯フェス」を開催し、大館への誘客活動を展開した。

３．市や市内団体へのポスターやチラシなどのデザイン支援を実施した。

大文字まつりポスター ご当地ナンバー

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（大館地域）

ゼロダテアートセンター（ZAC)

世帯数 会員数

－ 20

４．比内養護学校のキャリア教育で、デザイン授業を実施した。

【比内養護学校のデザイン授業】 【デザイン支援活動】

活動の目的
中心市街地に市民が回遊するきっかけづくりを行い、ゼロ
ダテアートセンタ－を地域活動拠点にした中心市街地の
活性化とにぎわい創出を図る。

【 主な活動内容 】

【活動写真】

【赤湯フェス】 【ゼロダテＴＶ】

１．インターネットやソーシャルメディアを活用した「ゼロダテＴＶ」で、全国に大館の
　情報を発信した。
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　１）休耕地（20a）を利用し、さつまいもや夕顔の栽培を実施。

159

地域自然と地域文化を活用した活力ある地域づくり

２．蛍鑑賞会の実施と蛍が生息する環境づくりに取り組んだ。

　２）収穫した農作物を活用し、収穫祭、クリスマス会などの開催や料理講習会と特
　　産品作り（夕顔のデザート）を実施した。

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（田代地域）
外川原常会

世帯数 会員数

【蛍鑑賞会】 【夕顔のひんやりデザート】

【 主な活動内容 】

１．ＥＭ菌を活用した農業の再生と、自然環境の保全活動を実施した。

54

活動の目的

【活動写真】

【ＥＭ菌づくり】 【畑づくり】

 ２４



　１）代野番楽の踊りの記録保存(ＤＶＤ作成）
　２）番楽の保存継承のために練習会を（７～１２月　週２回）実施した。
　３）番楽の啓蒙活動として上小阿仁村で開催された番楽サミットに参加した。

　４）作成したＤＶＤを山瀨小学校に寄贈し、地域の子供達への周知・継承活動を実
　　施した。

　花いっぱい運動、夏祭り、クリスマス会、冬祭りを実施

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（田代地域）

代野番楽保存会

世帯数 人数

59 151

２．地域活動や地域イベントの開催

【冬祭り】 【記録保存用ＤＶＤ】

活動の目的 伝統芸能（代野番楽）を通じた地域づくり

【 主な活動内容 】

【活動写真】

【山瀨小学校での演舞】 【田代子ども交流会】

１．代野番楽の保存継承活動の実施。
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H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（田代地域）

たしろラズベリー研究会

世帯数 会員数

２．前年度の食の森たしろの「たっぷりん」の商品化により、ラズベリーへの関心が
　高まり、女性会員の増加に繋がった。なお、現在生産しているラズベリーは全て
　食の森たしろに納品している。

― 25

１．作業所を活用して、ラスベリー緑茶の生産から商品化までに努めた。

【栽培】【土づくり】

【活動写真】

【会員の指導】 【商品化：ラズベリー緑茶づくり】

活動の目的 ラズベリー（キイチゴ）による特産品開発及び６次産業化

【 主な活動内容 】

３．安定生産と品質向上を図るため、県立大学主催の「あきたキイチゴ利活用研究
　会」と連携して取り組んだ。
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５．高齢者の見守り活動を実施

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（大館地域）

二井田館町内会

世帯数 人数

37 107

【会館入口へのスロープ設置】【錦神社清掃】

【活動写真】

【そばづくり講習会】 【しめ縄づくり】

４．会館の改修（スロープの設置、トイレの洋式化など）を行い、高齢者でも利用し
　やすいコミュニティ環境の整備と地域活動（そば作り、果実酒講習会、救命講習
　会など）の推進

３．地域の伝統技術の継承活動(しめ縄づくり、念仏講）

１．地域資源（安藤昌益、錦神社、贄ノ柵など）を活用した保存・継承活動
　１）錦神社の駐車場と標示看板を設置
　２）史跡美化活動と除雪活動を実施

活動の目的
子供達が、地域の歴史に学び将来に夢を抱くとともに、高
齢者が生きがいを持てる地域づくり

【 主な活動内容 】

２．地域の憩いの場づくり(河川整備）を実施

 ２７



H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（大館地域）

立花農業盛上げ隊

世帯数 人数

　※ぼたもち、おこわ、おいなり、赤飯、おこわ、すましもち、大福、草餅、ライスバー
     ガーなど

280

【活動写真】

２．町内の中公園で育てているブラックベリーを使った商品の開発
　※ブラックベリーゼリー、ブラックベリージャム、ブラックベリーソースなど
　※ラベンダーまつり、ばあちゃんサミット、大館北秋ご当地グルメ、旬菜館
　   などで試験販売を実施。

【女性グループによる試作品づくり】

91

【試験販売：産業祭】 【オリジナル商品の試験販売：旬菜館】

活動の目的
将来の直売所設置時の目玉商品、お土産となるような特
産品を開発する

【 主な活動内容 】

３．立花オリジナル商品を目指し、七福神餅、鏡餅、切り餅を試作、生産、販売促
　進活動を実施。

１．町内女性グループ約１０名による餅製品の特産品開発

【ジャム作り体験：ラズベリー祭り】

 ２８



２．森の活用を図るため、刈り払い、枝打ち、林道補修を実施。

３．伝統技術である「わら細工」「人形様づくり」「灯籠づくり」を保存継承するための
　講習会の開催。

４．高齢者でも利用しやすいように会館の改修工事（台所とトイレの改修、床のフ
　ローリング化）を実施し、各種講座を開催した。

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（大館地域）

土目内町内会

世帯数 人数

59 163

【人形様づくり】 【灯籠作り講座】

【森づくり活動】 【いきいきサロン】

活動の目的 「ふるさとの村と森と人づくり」による地域づくり

【 主な活動内容 】

【活動写真】

１．花のある村作りを図るため、道路脇にプランターを活用した花の植栽と、十瀬野
　公園の美化活動を実施。
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【マイタケ収穫祭】【収穫前のマイタケ】 【産業祭で販売】

２．地域の伝統行事の保存と継承活動

【パイプハウスの遮光作業】 【排水対策（Ｕ字側溝敷設）】

25 76

　１）パイプハウスの増設(１棟）と排水対策のためのＵ字側溝の敷設。
　２）産業祭などでのマイタケ販売の実施。
　３）収穫祭を開始し、地域内交流を図った。

　昨年から引き続き、お祭りの太鼓の技術継承活動を実施した。

活動の目的
キノコ栽培による地域コミュニティビジネスを構築して地域
活性化を図る。

【 主な活動内容 】

【活動写真】

１．マイタケ栽培のための生産基盤づくり活動

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（大館地域）

繋沢町内会

世帯数 人数

 ３０



２．花壇づくりを他の町内にも普及を図るため、球根の貯蔵施設を設置した。

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（田代地域）

出口4常会

世帯数 人数

24 62

　１）田代地域の玄関である「早口駅」の法面の崩壊を防止するための花壇づくりと
　 早口駅周辺の環境整備を図った。

【球根の貯蔵】 【開花した花壇】

活動の目的
「花づくり活動」を通じて地域間交流と世代間交流を図り、
地域づくりを図る。

【 主な活動内容 】

【活動写真】

【花壇づくりとプランター配布】 【花壇の根摘み講習会】

１．地域の環境美化活動の推進

　２）花壇の球根を活用して、町内にプランターによる美化活動を展開した。
　　　(参加世帯　２４世帯）
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　２）行事備品の充実を図った。（神楽鈴、幟、ライトアップ機材）
　３）わら細工技術を活用し行事用のむしろを作製した。
　４）白髭行事用の特産品(白髭焼)の開発。

２．地域の活動拠点である分館前の整備して、環境美化活動と地域イベント場所
　の確保を図った。

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（田代地域）

出戸岩瀬自治会

世帯数 人数

338 876

【特製品づくり検討会】 【分館前の整備作業】

活動の目的
「白鬚大神巡行」を地域の伝統行事に発展させて、その充
実と継続を図りながら地域活性化を図る。

【 主な活動内容 】

【活動写真】

【白髭大神巡行】 【わら細工づくり】

１．白髭巡行の充実を図り、白髭行事のマニュアルづくりを実施した。
　１）白鬚大神衣装デザインコンテストを開催し、衣装を作成した。
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３．会館を活用した災害訓練、救急法講座、交通安全講座を開催した。
　　来年度は、料理講習会を開催してほしいとの要望も出ている。
　　また、安全な地域づくりに関心が高まり、危険箇所の洗い出しなど住民の意識
　　向上を図ることが出来た。

【七夕祭り：長慶荘との交流】 【救命講習】

　１）今年も秋田県立北鷹高校から講師を招き、花卉講座を開催した。
　２）「サファーニア」を町内花として、今後の花卉栽培を進めることにした。

活動の目的
高齢者・青年層・子供の世代間交流を図り、町内会員の
親睦を深める
◎活動テーマ：【絆～中島団地町内会地域力アップ】

【 主な活動内容 】

【花卉栽培】 【町内美化】

１．花を利用した町内の会話機会の増幅を図った。

【活動写真】

２．町内４大行事もようやく参加者も増え、今後の活動の礎を築くことが出来た。

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（田代地域）

中島団地町内会

世帯数 人数

64 170
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２．会館の窓ガラスの補修を実施し、改修した会館で救命講習会、消火訓練、ふれ
　あいカードの推進活動などを実施した。また、購入したテントを利用し、町内の新
　規行事としてバーベキュー会を開催し、町内子どもみこしなどで町内の多世代交
　流を図った。

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（大館地域）

中神明町町内会

世帯数 人数

169 368

【バーベキュ－会】 【子ども守り活動】

活動の目的
町内の環境整備等を通した地域社会の維持形成を目的と
した地域づくり活動

【 主な活動内容 】

【活動写真】

【資源リサイクル講習会】 【消火訓練】

１．町内会館の脇にサルビア、日々草、ベコニア等の花壇づくりと町内資源回収を
　実施して,町内美化活動に努めた。また、出前講座を活用し、市の資源リサイクル
　運動への理解と協力を図った。

３．安心安全なまちづくりを推進するため、見守りたい活動の継続と注意看板（４
　枚）を設置するとともに、ゴミの集積所の改修（２カ所）を実施した。
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【活動写真】

【花いっぱい運動】

３．比内養護学校の「達子森　夏まつり」への参画（出店出品）と土俵づくり活動へ
　参加し交流を図った。

【ユニカール練習】

２．花いっぱい運動（６月）を実施し、町内の美化活動に努めた。

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（比内地域）

西館まちづくり協議会

世帯数 人数

2,379

【比内養護学校の土俵づくり】 【ふれあいまつり】

活動の目的
西館まちづくり協議会の活動を等して、各地域の高齢者、
婦人、青年、子供等の各団体が参加できる事業展開し、
広域的な地域づくりを図る。

【 主な活動内容 】

762

１．地域間交流を図るため、運動会、西館ユニカール大会、ふれあい祭りを実施し
　た。
　１）運動会（８月　参加者300人　準備スタッフ５５人）
　２）西館ユニカール大会（１１月　参加者１２０人　準備スタッフ　４０人）
　３）ふれあいまつり（１月　参加者５００人　準備スタッフ　７０人）
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　２）敷地内の草刈りと選定作業を実施。

２．整備した屋外を利用して「夏祭り」「雪祭り」「ゴーゴー交流会」などのイベントを
　開催した。また、各町内会に分館を活用した行事の開催を依頼した。

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（田代地域）

早口一地域まちづくり協議会

世帯数 人数

445 1,279

　１）分館前の舗装作業と側溝改修を実施。

【選定作業】 【冬祭り】

活動の目的
地域活動の基盤整備を図り、地域活動による地域活性化
を図る。

【 主な活動内容 】

【活動写真】

【会館前整備活動】 【除草作業】

１．活動拠点である早口一分館の敷地整備を図り、屋外の催しを実施して地域活
　動を展開した。

 ３６



H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（大館地域）
隼人町内会

世帯数 人数

95 267

活動の目的 地域の特性を活かした生きがいのある地域づくり

【 主な活動内容 】

１．「ふれあい農園はやと」による町内交流活動の推進。

２．石焼きピザ釜とそばを活用した特産品・名産品づくり。（料理講習会など）

　１）共同農作業による地域コミュニケーションの形成。
　２）収穫祭などによる地域内交流の推進。

３．隼人町祭りでの石焼きピザの販売。

【活動写真】

【ふるさと農園はやと】 【石焼きピザ釜】

【隼人祭り】 【そばの実取り作業】
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２．井戸保護のための屋根の設置や案内板の設置。

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（比内地域）

東館まちづくり協議会

世帯数 人数

449 1,365

【お茶の水の井戸】 【竣工式典】

活動の目的
中世の史跡として残る文化遺産である「お茶の水の井戸」
を利用した地域づくり

【 H２４年度の主な活動内容 】

【活動写真】

【環境整備作業】 【案内看板】

１．井戸の周辺及びアクセス道路周辺の環境整備活動（除草作業）の実施。

３．文化遺産としての保存継承活動(大館文化財への指定活動）の展開と、地域に
周知するために竣工イベントを開催した。また、十狐城築城475年記念式典を開催
した。
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２．会館に設置した音響装置を「時報放送」や「連絡放送」に活用するとともに、「盆
　踊り大会」などの地域イベントも開催した。

１．とんぶりの里づくりをするため、花苗と「コキア」を活用した町内美化活動を実施
　した。昨年のプランターの花が失敗したので、今年は、土作りから実施した。（コキ
　ア３０個、サルビア等５種類×１２０個：計６００個を会館、バス停、自宅前に設置）

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（比内地域）

日詰町内会

世帯数 人数

【 主な活動内容 】

51 153

【料理講習会のとんぶり料理１４品】 【一人暮らし老人宅の除雪作業】

【プランターづくり】 【盆踊り大会後の交流会】

活動の目的
環境美化活動、集落会館の備品整備を通じ、失われつつ
ある地域の連帯感を取り戻し、里山として地域活性化を行
う。

【活動写真】

３．婦人会と連携して「とんぶり料理講習会｣を実施。（地元にとんぶり料理の食堂
　を出す話してはとの意見も出た。）

４．地元消防団と協力し、消防施設や空き家、一人暮らし老人宅の除雪作業を実
　施。
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活動の目的

　３）二子山周辺の自然環境調査の実施。
　４）二子山山頂にある白鬚直日大神の祠の保存継承活動。（今年度は、資料収
　  集）

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（田代地域）
双子会

世帯数 人数

20 62

【活動写真】

【登山道整備】 【案内板作製】

【道標、案内板設備】 【山頂にある白鬚の石碑】

二子山周辺を活用した地域づくり

【 主な活動内容 】

１．二子山と周辺の自然環境を活かした地域の憩いの場づくりと、災害時の避難経
　路の確保に取り組んだ。
　１）登山道の整備と改修作業の実施。（7～8合目まで実施）
　２）ハイキングコースとして利活用するための道標と案内板を設置。
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※松原獅子踊りは、８月の奉納のほか、アメッコ市でも披露した。（子供たちへの踊
　 りの伝承活動も実施）また、「ニンニョ様補修」や「しめ縄作り」などの伝統技術の
   継承活動も実施した。

【活動写真】

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（大館地域）

松原町内会

世帯数 人数

【側溝設置】

176

１．町内の水路補修を行い、住民への安全安心の提供を図った。

２．地域伝統行事の保存継承活動を実施した。

　１）昨年に引き続き、町内の水路にＵ字側溝（５５ｍ）を設置した。
　   （総延長１１０ｍ）

60

【かご作り講習会】 【松原獅子踊り】

活動の目的 地域の環境美化を通じた地域づくりと世代交流

【 主な活動内容 】

【しめ縄づくり】

３．今年度、新たに婦人会と連携した「かご作り講習会」を実施した。

　２）水路周辺にプランターを設置し苺を栽培し、７月に開催した収穫祭で苺ジャム
　　にして振る舞った。
３）水路を融雪溝に利用し、高齢者住宅の除雪活動を実施した。
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３．地域の木するため、桜の苗木１０本を植樹した。(昨年、２０本）

【会館前の花壇作り】 【そば作り講習会】

活動の目的
いやしの里をめざし、若者や子供達が夢を持って定着でき
る地域づくり

【 主な活動内容 】

【西館とのユニカール交流会】

【活動写真】

２．会館前に花壇を設置して、花いっぱい活動を展開した。

１．ユニカール活動を活用した地域間交流を実施した。

【東屋（いやしの庵）】

５．屋外掲示板の設置(４箇所）(昨年２箇所）

６．そばの栽培とそば打ち講習会を開催した。

　１）西館まち町協とユニカール交流を実施した。
　２）週１回のユニカール講習会を開催し、地域内交流を促進させた。

H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（比内地域）

みそない地区まちづくり協議会

世帯数 人数

４．ウォーキングコースに東屋（１棟）を建築した。(昨年１棟)

126 398
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H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

（大館地域）

矢立郷土史会

世帯数 人数

1,899

４．郷土の歴史などの勉強会と矢立の歴史箇所の視察研修を実施。

１．矢立観光案内板の設置（４箇所：矢立ハイツ、長走風穴館、矢立公民館、中羽
　立交差点）

２．イザベラ・バード記念碑と史跡木柱（３カ所）の設置。

３．観光案内人用ガイドブックの作製と案内人養成講座の開催。

699

【歴史勉強会】 【観光案内人養成講座】

【イザベラ・バード記念碑と史跡木柱設置】 【観光案内板設置】

活動の目的
郷土の歴史を後世に伝え、残すことで地区の活性化を図
る

【 主な活動内容 】

【活動写真】
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H２４年度　地域応援プラン活動報告

（地 域）
団体名

(田代地域）

山田部落会

世帯数 人数

１．部落所有林を活用し、原木によるマイタケ栽培に取り組んだ。

２．地域資源を活用して山田のＰＲに努めた。

　１）今年は、原木　6，800本を延べ200名で実施。マイタケのオーナー制度（20
　　名）、きりたんぽ祭りへの提供、ホダ木の直売会やネット販売等にも取り組ん
　　だ。
２）キノコ乾燥機を使用して、マイタケの新たな商品開発に取り組んだ。

　１）歴史街道を整備して「萱刈り山展望会」を開催して地域資源の活用を図った。
　２）わら細工の伝統技術を山田”菜”発見市や市のモニターツアーに活用し、山田
　　の収穫活動を展開した。
　３）伝統芸能である「山田獅子踊り」を保存継承するため、教材用ＤＶＤを作製し
　　た。また、秋田市での演技披露など周知活動も展開した。

【わら細工体験（モニターツアー）】 【山田獅子踊りの教育用ＤＶＤ】

【原木切り出し作業】 【萱刈り山展望会】

218 717

活動の目的
地域資源と高齢者の技能を生かしながら自立と活性化に
結び付け、全住民参加型により一人一役の推進と事業ご
との組織化に取り組み地域活性化を図る。

【 主な活動内容 】

【活動写真】
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【受賞団体】　上・中通りため池整備推進委員会
　　　　　　　　　（実行委員長　　日　景　達　郎）

　手づくり郷土賞とは、地域の個性の自然や歴史、伝統、文化などを貴重な地域資源
として再認識し、積極的に利活用した魅力的な地域づくり活動に取り組んでいる団体を
表彰する国土交通大臣表彰制度です。
　今年度、地域応援プランで釈迦内上・中通り町内会が取り組んでいる「親水公園」の
取り組みが、平成24年度　手づくり郷土賞の一般部門を受賞し、その認定書の伝達式
が平成２５年２月８日（金）に大館市役所で行われました。

【 東北地方整備局から伝達 】 【 伝達式に参加した皆さん 】

平成24年度　地域づくり総務大臣表彰（総務省）

平成24年度　手づり郷土
　 ふ　る　さ　と　

賞（国土交通省）

　地域づくり総務大臣表彰とは、地域の個性豊かな発想を活かし、住民をはじめ、さま
ざまな主体が取り組む、魅力あふれる地域づくりに顕著な功績のあった地域づくり団
体、民間企業、地方自治体および個人を表彰する制度です。
　今年度、地域応援プランで釈迦内地区まちづくり協議会（実行団体：釈迦内サンフラ
ワープロジェクト）が取り組んでいる「ひまわり」を活用した地域づくり活動が、平成24年
度　地域づくり総務大臣表彰の団体表彰を受賞し、その受賞式が平成２５年２月９日
（土）に茨城県水戸市で行われたました。

【 総務大臣から表彰 】 【 表彰式に参加した皆さん 】

【受賞団体】　釈迦内サンフラワープロジェクト実行委員会
　　　　　　　　　（実行委員長　　日　景　賢　悟）
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