
別紙２ 

１ 地区名：丸森町大張（大張集落協定） 事業開始年度：令和元年度 

（１） 主体 

  大張集落協定（構成員 4人） 

（２） 地域の概要 

丸森町の北西部に位置する地区である。つなぐ棚田遺産に選ばれている「大張の棚田」が存在し，地域住

民によって管理されている。 

（３） 活動内容 

年度 実施日 内容 

R 元年度 

12/19 地域調査 ・地域資源と課題の掘り起こしをした。 

1/23 地域住民 WS 
・今後進めていきたい活動について検討した。（農業体験，トイ
レの整備，用水路・農道の整備等） 
・今後，企業や団体との連携をすることとした。 

R2 年度 

6/4 役員打合せ ・年間スケジュールと目標の確認を行った。 
6/22 地域住民 WS① ・目標の深掘りと年間計画の作成を行った。 
7/16 活動企画 WS① ・棚田写真コンテストの実施内容を話し合った。 

8/3 活動企画 WS② 
・棚田写真コンテストの実施内容を決定した。また，棚田交流ノ
ートの設置について話し合った。 

8/24 活動企画 WS③ 
・棚田写真コンテストの周知方法や，体制について話し合った。
また，棚田交流ノートの設置方法を検討した。 

9/18 活動企画 WS④ 
・棚田写真コンテストの応募作品をどのように設置するかを検討
した。 

10/22 活動企画 WS⑤ ・棚田写真コンテストの表彰式について話し合った。 
11/4 活動企画 WS⑥ ・棚田写真コンテスト応募作品の展示の準備を行った。 
11/16 活動企画 WS⑦ ・棚田写真コンテストの表彰式を行った。 

12/7 振り返り WS① 
・今年度の活動全体を通して良かった点と改善点について話し合
った。 

12/24 振り返り WS② ・次年度の活動計画の作成や，目標の設定などを行った。 

R3 年度 

7/26 役員打合せ ・年間スケジュールと目標の確認を行った。 
8/12 活動企画 WS① ・棚田写真コンテストの実施内容を話し合った。 
9/16 活動企画 WS② ・棚田写真コンテストの実施内容を話し合った。 

10/7 活動企画 WS③ 
・棚田写真コンテストの実施内容を決定した。 
・棚田保存会に対する意見交換を行った。 

11/18 活動企画 WS④ ・棚田保存会に対する意見交換を行った。 
12/2 活動実施① ・棚田写真コンテスト応募作品の展示の準備を行った。 

12/20 活動実施② 
・棚田写真コンテスト写真展を開催した。 
・棚田写真コンテストの表彰式を行った。 

1/11 活動企画 WS⑤ 
・「大張棚田の未来を考える会」のプログラムについて話し合っ
た。 

1/29 地域住民 WS ・「大張棚田の未来を考える会」を開催した。 

2/8 振り返り WS 
・今年度の活動全体を通して良かった点と改善点について話し合
った。 
・次年度の活動計画の作成や，目標の設定などを行った。 

 

  



２ 地区名：村田町沼田地区（七福神舞保存会） 事業開始年度：令和３年度 

（１） 主体 

  七福神舞保存会（構成員 16人） 

（２） 地域の概要 

村田町の南西部に位置する地区である。「七福神舞」を伝承する地区である。 

（３） 活動内容 

年度 実施日 内容 

R3 年度 

6／25 役員打合せ① ・年間スケジュールと目標の確認を行った。 
7／5 役員打合せ② ・地域住民の意向をヒアリングした。 

7／30 活動企画 WS① 
・地域資源と課題の掘り起こしをした。 
・今後実施していく活動を検討した。 

8／20 活動企画 WS② ・他地区の事例紹介を行った。 
9／17 活動企画 WS③ ・生き物調査の活動企画を行った。 
10/8 活動実施④ ・生き物調査の活動企画を行った。 
10/24 活動実施 ・生き物調査を行った。 
11/12 振り返り WS① ・生き物調査の振り返りを行った。 
1/21 振り返り WS② ・来年度の計画を作成した。 

 

  



３ 地区名：大崎市鬼首（鬼首神楽保存会） 事業開始年度：令和元年度 

（１） 主体 

  鬼首神楽保存会（会員 6人） 

（２） 地区の概要 

  秋田県境に位置する地区である。「鬼首神楽」を伝承する地区である。 

（３） 活動内容 

年度 実施日 内容 

R 元年度 

12/26 地域調査 ・課題や資源等の地域の状況を聞き取り調査した。 

1/27 地域住民 WS 
・来年度は「実施する演目の充実」を目的とし，「保存会員の増員」，
「鬼首神楽の広報」等に取り組むこととした。 

3/13 振り返り WS ・来年度の活動予定について確認した。 

R2 年度 

6/12 役員打合せ ・年間スケジュールと目標の確認を行った。 

7/31 活動企画 WS① ・神楽の PR 方法を検討した。 

8/27 活動企画 WS② 
・神楽の PR 方法として「カレンダー」と「パンフレット」を作成
することした。 

10/6 活動企画 WS③ ・カレンダーとパンフレットの内容と担当者を決定した。 

11/4 素材収集 
・神楽に関する素材を収集するため，保存会メンバーをモデルとし
た写真撮影を行った。 

11/19 活動企画 WS④ 
・カレンダーとパンフレットの最終校正及び配布先の検討を行っ
た。 

1/18 振り返り WS 

・作成したカレンダーとパンフレットの良かった点と改善点につ
いて話し合った。 
・来年度は，作成した PR媒体を活用しつつ，保存会のサポーター
を確保する方法を検討する。 

R3 年度 

7／16 役員打合せ ・年間スケジュールと目標の確認を行った。 

8／26 活動企画 WS① ・1年間の活動方針を話し合った。 

9/27 活動企画 WS② 
・クラウドファンディングの事例を紹介した。 
・カレンダーの内容を話し合った。 

10/14 活動企画 WS③ 
・神楽道具展示会の内容を話し合った。 
・カレンダーの内容を話し合った。 

11/10 活動企画 WS④ 
・カレンダーの内容を確認した。 
・神楽道具展示会の準備を行った。 

11/20 活動の実施 ・神楽道具展示会を開催した。 

12/16 振り返り WS① ・展示会の良かった点と改善点について話し合った。 

2/8 振り返り WS② 
・1年間，及び 3年間の振り返りを行った。 
・次年度の活動計画の作成や，目標の設定などを行った。 

 

  



４ 地区名：栗原市蓬田（若柳蓬田集落協定） 事業開始年度：令和元年度 

（１） 主体 

  若柳蓬田集落協定（構成員 32人） 

（２） 地区の概要 

伊豆沼や長沼，内沼の周辺に位置する地区である。棚田が存在し，地域住民によって管理されている。 

（３） 活動内容 

年度 実施日 内容 

R 元年度 

12/10 地域調査 ・課題や資源等の地域の状況を聞き取り調査した。 

1/22 地域住民 WS① 
・農地に関わる中で「楽しい，心地よい」と思うことについて意見
交換を行った。 
・「田毎の月」などの地域資源が挙げられた。 

2/19 地域住民 WS② 
・「皆で楽しく取り組む」ことを目標に,「野菜の栽培や加工をし,皆
で食べる」ことと,「棚田の四季の写真を住民が撮るとともにコンテ
スト開催する」ことが挙げられた。 

3/6 振り返り WS 
・来年度の活動は「野菜を栽培し，皆で食べる」，「棚田の写真を撮
る」こととした。 
・徐々に地域外の活動へ発展させる予定。 

R2 年度 

6/15 役員打合せ ・年間スケジュールと目標の確認を行った。 

8/7 活動企画 WS① ・収穫祭，棚田フォトコンテストの実施内容を話し合った。 

9/10 活動企画 WS② ・収穫祭，棚田フォトコンテストの実施内容を話し合った。 

11/8 
活動の実施① 
（収穫祭） 

・地域住民を中心として，棚田で採れた野菜を参加者に振る舞った。 

11/30 振り返り WS① ・収穫祭の良かった点と改善点について話し合った。 

1/23 
活動の実施②
（表彰式） 

・「よもぎだフォトコンテスト」の受賞者を表彰した。 

1/30 振り返り WS② 
・フォトコンテストの良かった点と改善点について話し合った。 
・来年度の活動は，棚田を活用した農業体験等の都市農村交流活動
と，第 2 回棚田フォトコンテストの実施とした。 

R3 年度 

6/11 役員打合せ ・年間スケジュールと目標の確認を行った。 

7/8 活動企画 WS① ・農作業体験の内容を話し合った。 

9/20 
活動の実施①
（農作業体験） 

・学生を招き，さつまいもの収穫，稲刈り体験を行った。 

10/10 
活動の実施②
（農作業体験） 

・学生を招き，さつまいもの収穫，枝豆の収穫体験を行った。 

10/27 活動企画 WS② 

・農作業体験の振り返り（学生とオンラインで繋ぎ意見交換を行っ
た。） 
・フォトコンテストの内容を話し合った。 
・収穫祭の内容を話し合った。 

11/20 
活動の実施③
（収穫祭） 

・収穫祭を開催した。 

12/15 活動企画 WS③ 
・収穫祭の振り返り 
・フォトコンテストの内容を話し合った 

1/19 活動企画 WS④ 
・次年度の計画を話し合った。（学生とオンラインで繋ぎ意見交換を
行った。） 

2/5 
表彰式 
振り返り WS 

・フォトコンテストの表彰式を行った。 
・1年間，及び 3年間の振り返りを行った。 
・次年度の活動計画の作成や，目標の設定などを行った。 

 

  



５ 地区名：登米市沢田地区（沢田管理組合） 事業開始年度：令和２９年度 

（１） 主体 

  沢田管理組合（構成員 18人） 

（２） 地区の概要 

石巻市境に位置する地域である。とうもろこし「味来」（みらい）を栽培している。栽培面積が小さく，今

後は規模拡大を予定している。 

（３） 活動内容 

年度 実施日 内容 

H29年度 

1/25 地域住民 WS① ・地域資源の掘り起こしをした。 

2/20 地域住民 WS② ・前回不十分だった地域資源の掘り起こしをした。 

3/22 地域住民 WS③ ・活動の方向性を決定した。 

H30年度 

6/14 活動企画 WS ・活動の内容について検討し，決定した。 

8/18 

圃場の片付け，
カボチャの収
穫ボランティ
ア 

・とうもろこし（味来）の圃場の片付けと，カボチャの収穫を行
った。 

11/14 振り返り WS 
・活動の振り返りをした。今後の取り組みについて意見交換をし
た。 

R 元年度 

6/2 
味来の苗植付
ボランティア 

・とうもろこし（味来）とさつまいもの苗植を行った。 

8/4 
味来の収穫ボ
ランティア 

・6月に植えたとうもろこし（味来）の収穫を行った。 

2/5 振り返り WS 
・活動の振り返りをした。来年度は「交流をして味来のファンを
増やし，収入を得る」ために活動の企画を行うこととなった。 

R2 年度 

7/1 役員打合せ① ・スケジュールと目標の確認を行った。 

7/31 地域住民 WS ・地域資源を掘り起こし，今後の目標を設定した。 

8/27 役員打合せ② ・今後の活動方針を話し合った。 

12/8 役員打合せ③ ・今後の活動方針を話し合った。 

2/16 振り返り WS ・次年度の活動計画の作成や，目標の設定などを行った。 

 


