
地　区 事業名 事業内容
人口増を目指した
事業

補助期待額
（円）

採択額
（円）

1
　子育てサポート事業
（継続・人口増）

①「土曜キッズ広場アソボ―」では、
「遊びの先輩ボランティア」40名が手
作りの遊びや自然の中での遊びを手ほ
どきし、物作りの楽しさを伝え、地域
の人と子供達との豊かな交流を図る。
②「荏原っ子安全見守り隊　青色防犯
パトロール隊」では、児童・生徒の登
下校時に、隊員25名（登録車23台）
が４時間帯と４地域の巡視担当を決
め、パトロールを実施し、安全見守り
と地域防犯活動を行う。
③「自学SPACE荏原」では、荏原駅北
側にある早雲の里交流センターでボラ
ンティア11名が学習支援を定期考査前
に４日間、地元の中学生を対象に行
う。これにより地域の人との関係が育
ち、地域行事への中学生ボランティア
参加に繋げる。
④「オール早雲の里ウォーキング
デー」では、地域全体を使ったウォー
キング大会を開催することにより、子
供達が地域全域の地区名や道筋を知る
機会となり、地域に対する関心を持
ち、荏原に愛着を持てる子どもを育み
たい。
⑤「郷土の先輩偉人早雲公」では、児
童が遊びや絵話を通して郷土輩出の偉
人である北条早雲が名君であったこと
や故郷思いであったことを理解し、誇
りに思うことで、荏原への郷土愛を育
むとともに、地域住民への波及効果を
も狙う。

○
⑵子育て支
援を図る事

業

500,000 500,000

2 高齢者支援部会事業
（継続）

①「ふれあい広場」事業では、高齢者
を対象とした居場所づくりとして公民
館での食事の提供、専門家の出前講
座、食後の娯楽活動を実施することに
より、地域でできる自助・共助の範囲
内での生活支援、介護予防に結びつく
取組みを実施する。
②早雲の里「駅前朝市」事業では、荏
原地区の交流の場づくり、駅駐車場の
有効活用を目的として、「早雲の里荏
原駅」に隣接する北側駐車場と交流セ
ンターにおいて毎月1回朝市を開催し、
地域の活性化を図る。また、地域外か
らの出店者や来場者を増やし賑わいの
輪を拡大する。

400,000 400,000

3
歴史継承振興事業

（継続）

北条早雲のPR事業として、歴史講演会
の開催や北条早雲ウォーキングコース
への案内板の設置、ウォーキングコー
ス周辺の草刈りや清掃を実施する。
これらの事業を通じて、地域住民の理
解を得ながら、「北条五代大河ドラマ
化」に対する意識の向上と、機運の盛
り上がりにつなげる。

350,000 350,000

4 早雲の里えばら広報事業
（継続）

荏原地区の各団体の行事や講習会等の
予定を広報誌（年3回発行）とＨＰ、イ
ンスタグラムにより、広く地域内外に
発信し、他地区からの参加、来訪者を
増やし、荏原地区の活性化を図る。ま
た、防災についてもタイムリーに情報
発信することで、地区民の防災意識を
高める。

150,000 150,000

5 早雲の里えばらイベント
事業（新規）

コロナに左右されない地区民全員が参
加できる下記イベント（①～④）の中
から絞って、消防団やＰＴＡの若者が
中心となり、実行することにより、地
区の一体感を盛り上げ、活性化につな
げる。①早雲ビアガーデン（7月下旬）
②夏祭り花火大会（8月中旬）③早雲青
空市（11月中旬）④コンサート・講演
（2月中旬）

100,000 100,000

令和４年度　井原市がんばる地域応援補助金第１次採択事業一覧

荏原地区
まちづくり
協議会
計150万円
（うち人口増
50万円）



地　区 事業名 事業内容 人口増を目指
した事業

補助期待
額

（円）

採択額
（円）

6
高齢者

元気アップ事業
（継続）

開設10年目の「甲山はつらつ学園」
では、児童のふるさと学習支援、し
め縄や昔遊びなど郷土文化の子供達
への伝承、町挙げての行事に併せて
のイベントの実施、先進地視察交流
等、次代を担う世代への文化継承に
焦点を当てた活動を通して、高齢者
自らの生きがい創造と医療に頼らな
い健康寿命の長い元気なまちづくり
を目指す。

280,000 280,000

7

雄神川流域の
自然と環境を
保護する事業
（継続）

雄神川を護る会の活動として、「ほ
たるの郷」周辺の川辺の草刈り、川
土手への花の球根の植栽、蛍の鑑賞
会、「冬蛍」と称したイルミネー
ション装飾、地域行事と連携したイ
ベント等を実施する。
また、蛍の幼虫の放流を行い、蛍の
育成と保護に努める。
引き続き、地元小学校と連携し4年生
の児童を対象に、地元の名勝「道祖
渓」や永祥寺等を探訪する行事を実
施する。

250,000 250,000

8
神戸川を活かし
ともに生きる事業

（継続）

関係地区の自治会や子ども会などの
団体が協力して、川辺の美化・整備
を継続して実施する。さらに、子ど
もたちが川に生息する生物の採取、
観察をする「神戸川自然教室」をよ
り充実させる。また、「製粉技術発
祥の地・西江原」をテーマとした講
演会や学習、体験活動を通して、郷
土愛を育む。

150,000 150,000

9

ふるさとの
レシピを

探し活かす事業
(継続）

食文化と歴史文化に詳しいメンバー
で構成する「運営委員会」を中心に
して事業の効果的な推進を図る。
食文化の部では、「ひな祭りを楽し
む会」や「味噌づくり教室」を実施
する。また、定期的に開催している
「ふれあい市」をさらに充実させる
ための方策を実施する。
歴史文化の部では、伝統芸能「道祖
踊り」と「和太鼓」グループの活動
促進を図り、歴史・文化のまちづく
りグループの育成を目指す。
また、史跡を巡る複数の散策コース
を設定し、町民の健康づくりへの活
用を目指す。

320,000 320,000

10 地域の学び事業
（継続）

①まちづくり活動への理解や関心が高ま
ることを目的とし、年１回、広報紙を発
行し、全戸配布する。
②「芳井風を編む会歴史講座」を開催
し、生涯学習の一助とするとともに、文
化資源の継承を図る。

230,000 230,000

11
子育て・福祉支援事業
（継続・一部新規、

一部人口増）

①子ども食堂に参加する子どもたちの中
から希望者を対象に、市内の施設を訪
れ、郷土文化や地域の特産品を学ぶ機会
を提供する。
（新規）②夏季休暇中、小学生の絵や習
字等の学習支援を実施する。
③児童・生徒の安全見守り活動を推進す
る。
④福祉サービスについてのアンケートや
協力ボランティアの調査を実施し、各方
面から事業の検討を行う。

○（①②
③）

⑵子育て
支援を図
る事業

300,000
（うち人口増
①130,000

＋
②50,000

＋
③50,000

＝
230,00０）

300,000
（うち人口増
①130,000

＋
②50,000

＋
③50,000

＝
230,00０）

12
防災対策事業
（継続）

　最近頻発する自然災害を想定し、災害
時の適切な判断や行動について学ぶため
に、防災の専門家を交えた懇談会を実施
する。

100,000 100,000

芳井町まち
づくり協議
会
計150万円
（うち人口増
95万円）

西江原地区
まちづくり
協議会

計100万円

令和４年度　井原市がんばる地域応援補助金第１次採択事業一覧



地　区 事業名 事業内容
人口増を目指した
事業

補助期待額
（円）

採択額
（円）

14
移住定住対策事業
（継続、人口増）

①空き家調査や活用実証などに取り組んで
きた結果、空き家所有者へのアプローチ方
法、活用までのマニュアル化、利活用者の
募集などの課題がある。課題解決の方法と
して、不動産業者等の専門事業者と連携す
る方法について、調査、研究を行う。

○
⑴空き家対
策及び移住
者支援事業

50,000 50,000

15
賑わい創出事業

（新規）

少子高齢化をはじめ事業所の廃業や支店、
店舗等の統廃合や縮小が続き、急速に地域
の衰退が感じられる中、今後のまちづくり
に希望をつなげるため、賑わい創出に向け
た事業化を検討する。
①商工業賑わい創出事業
地域内の商工業事業者等と、意見交換会や
研修会を実施
②農林業賑わい創出事業
地域内の出荷組合や農業者団体等と、意見
交換や研修会を実施
※最終的には「賑わい拠点づくり」を目指
し、交流人口、関係人口、定住人口の増を
生み出すことを目標とする。

150,000 150,000

16
いずえ総合活性化事業

（継続）

（活性化部会事業）
①花いっぱい運動は、花の季節に合わせて
美化活動等を随時行う。
②伝統的食文化研修事業では、出部産の食
材にこだわった食の研究（みそづくりな
ど）と地区の特産品の研究開発を行い地産
地消の地域づくりを目指す。
③歴史研究会事業では、地域の歴史を伝承
する講座や探訪会を随時開催する。
（広報部会事業）
地域情報誌「ふるさと出部」の年3回発行
とインターネットによる情報発信を行い、
地域の一体感を醸成する。

360,000 360,000

17
いずえ未来活性化事業
(継続・人口増）

出部の地域づくりのために人口増（出生
人口・移住人口・関係人口・交流人口）
を模索し、明るいふるさとの活性化を目
的に、次の事業を実施する。
①地域活性化イベントの開催
　公民館外でのイベントの企画実施
②いずえ夏フェスタの開催
　竹あかりの作製・展示、花火の打上
げ、
　駅前広場の夜店の出店
③婚活支援
　婚活支援につながるイベントの開催
　

○
⑶市外在住
者との交流
を図る事業

990,000 990,000

18
いずえ安心安全の
まちづくり事業

(継続）

①指定避難所開設訓練を小学校で年1回
実施
②各連合会を主体とした防災会の情報共
有と連携を図る。
③段ボールベッドなどの備蓄の検討
④昨年度配布した黄色いハンカチを使用
した防災訓練に取り組む。

150,000 150,000

いずえ地区
まちおこし
協議会
計150万円
（うち人口
増99万円）
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670,000 670,00013

芳井町まち
づくり協議
会
計150万円
（うち人口増
95万円）

ご当地愛醸成事業
（継続、人口増）

①芳井の夏祭り創造事業では、芳井宵あか
りで灯りの展示を行う団体募集をしたり、
まちづくりステージを設置し、協働のまち
づくりのPRを目的としたステージショーの
企画運営を行う。また、竹あかりのワーク
ショップを開催し、住民による灯りの展示
で夏祭りを盛り上げる。
②地域特産品ブランド化事業とは、明治ご
んぼう村フェスティバルの会場内に、６次
産業化推進ブースを設け、明治ごんぼうを
始めとした赤土野菜を使ったご当地グルメ
や加工品の展示販売を行うほか、赤土野菜
のブランド化に向けての情報発信を行う。
③「明治ごんぼう村イベント事業」とは、
明治ごんぼう村フェスティバルの会場で、
ごんぼう堀り大会やじゃんけん大会などの
ステージイベントを開催し、市外参加者に
地域の魅力をアピールし、交流を図る。
④寿の森公園環境整備事業では、公園の整
備・清掃・芝桜の補植を行い、マイパーク
意識の高揚を図る。
⑤天神峡の自然学習イベント「川の学校」
事業では、天神峡で「川の学校」を開催
し、水中生物の観察、川の遊び方、川の漁
具の学習などを通して、小田川の豊かさを
学び、仲間との協調性の向上を図る。
⑥豊かな里山づくり事業では、ヤギを耕作
放棄地に放して除草を行う。また、ヤギと
の触れ合いにより地区住民の癒し効果を高
めるとともに、その様子を情報発信し、地
域外からの観光目的の流動人口増を目指
す。

○
⑶市外在住
者との交流
を図る事業



地　区 事業名 事業内容 人口増を目指した
事業

補助期待
額

（円）

採択額
（円）

19
広報紙発行事業

（継続）

総合的なまちづくり情報を地域住民
に提供するため、まち協、社協、公
民館、自治連合協議会の広報紙を一
本化したものを継続して発行する。
（年３回）
また、ＨＰやフェイスブックを利用
し、地域住民や他地区に対して地域
の情報を発信することにより、まち
づくりに対する意識を啓蒙するとと
もに、他地区との繋がりも深めてい
く。

200,000 200,000

20
地元の一番開発事業

（継続）

耕作放棄地対策と特産品づくりのため
に、次の事業を実施する。
①サツマイモを使った焼酎作りに取り
組み、特産品としての位置づけに力を
入れるとともに、焼酎作りをきっかけ
にサツマイモ生産を地域に広めてい
く。
②焼酎の原材料であるサツマイモで
作った「夢チップス」が好評価を得て
おり、特産品として位置付けるととも
に、きくいもを原料としたチップスの
製品化に向けた取り組みを行う。
③昨年に引き続き、蕎麦の栽培を行
う。
④地域内の無人販売所の継続運営
⑤耕作放棄地の減少に繋がる作物とし
て、耕作放棄地の一部を施設化し、各
種苗物を生産しており、引き続き有効
性を検討する。

500,000 500,000

21

「ふるさとかかし」「かか
しコンテスト」等による地
域活性化事業
（継続、人口増）

次の①～⑥の事業を通して、大人を含
め、次代を担う子供達を巻き込み、少
しでも農業について考えるとともに、
地域で何ができるかを模索する。
①「ふるさとかかし」づくり講座の開
催
②他地域との「ふるさとかかしづくり
交流講座」の開催
③かかしコンテストの開催
④市南部の各地域による「かかしロー
ド」構想実現に向け、他地域へ１体で
も設置するよう調整を図る
⑤かかし広場の整備
⑥かかしコンテスト会場の他、空地へ
の花の苗を植栽

○
⑶市外在住
者との交流
を図る事業

400,000 400,000

22
木之子町内
活性化事業
（継続）

ふれあい朝市を軽トラでの出店を中心
に、年6回実施する。福引や子どもが集
まるような品目を取り入れるなど、集
客の工夫を図るとともに、若い世代へ
の周知を積極的に行う。
また、「木之子の味」として、ビール
漬けの他、これまでに開発した漬物の
品質の向上に努め、より多くの人に
ビール漬けなどを知ってもらうため、
町内のイベント等で販売し定着を図
る。

100,000 100,000

23

きのこふれあい
安心・安全
ロード運動
（継続）

①地区内の県道上稲木東江原線に、通
行者の安全意識の向上を図るため、の
ぼり旗を設置する。
②年２回の全国交通安全運動期間中に
交通安全協会木之子支部、青色回転パ
トロール隊、子ども見守り隊、地域ボ
ランティア等の協力により街頭での交
通安全運動を実施する。
③お知らせくんを活用し、地域全体に
本運動を広報する。
④小学校の交通安全行事に積極的な参
加、協力する。

200,000 200,000

24
木之子三世代交流

グラウンドゴルフ大会
（継続）

町内の一体感の醸成を図るため、自治
会や各種団体から参加者を募り、子供
から高齢者までが参加する三世代交流
グラウンドゴルフ大会を開催する。

100,000 100,000

令和４年度　井原市がんばる地域応援補助金第１次採択事業一覧

県の里まち
づくり推進
協議会　計
110万円
（うち人口
増40万円）

木之子地区
振興協議会
計40万円



地　区 事業名 事業内容
人口増を目指した
事業

補助期待
額

（円）

採択額
（円）

25
環境美化事業
（継続）

①増加傾向にある荒廃地を減少させ、住み
よいまちにするために、ハウスで苗を育て
地域に花を植え付ける。９月のマラソン大
会時には花で会場を彩るとともに、マラソ
ン参加者にまちづくり協議会のＰＲも行
う。
②地域で草刈り、支障木伐採が必要な場合
には、ボランティア会員が対応し、伐採後
の支障木等を有効活用する。

320,000 320,000

26
人財育成事業

（継続・人口増）

①子どもたちを地域全体で見守り、子育て
世代が安心して暮らせる地域にするため、
あおっぴぃ子ども教室の活動を支援する。
②地域産業である葡萄をＰＲするために、
市内外から葡萄栽培体験希望者を募集し、
葡萄栽培を体験してもらい、栽培に興味を
持ってもらう。
①②を取り組むことにより、青野地区への
移住定住者を増やし、葡萄栽培後継者の育
成にもつなげる。

○
⑵子育て支援
を図る事業
⑶市外在住者
との交流を図

る事業

350,000 350,000

27
魅力発信事業
（継続）

①企画部
今後のまちづくりのあり方を考え、新規事
業の提案を行う。
②広報研修部
・マスコットキャラクター「あおっぴぃ」
を中心としたイベントでのＰＲ活動
・フェイスブックやお知らせくんを活用し
た広報活動の実施
・あおっぴぃを使用したグッズ製作・販売
・まちづくり先進地への視察研修
②特産品加工部
特産品としてのこんにゃく作りの他に、新
たな特産品を開発するための勉強会を引き
続き実施し、６次産業の活発化を目指す。

680,000 680,000

28
大江三世代・
平成森の会事業

（継続）

　「平成の森」を活用し、世代を超えた交
流や取り組みを通して、地区住民の一体感
の醸成を図り、笑顔で暮らせる健康的なま
ちづくりを行う。
①グラウンド・ゴルフ大会の開催
②小学校卒業生の記念植樹会の開催
③平成の森の環境整備

150,000 150,000

29
大江の歴史に
学ぼう事業
（継続）

大江町民が地元大江の歴史を学ぶことによ
り、郷土愛の醸成や町民相互の親睦を図
る。
①先人の業績や史跡等のついて、講演会や
勉強会を開催
②史跡の環境整備
③史跡探訪ウォーキングの実施
④小学生への啓蒙活動

150,000 150,000

30
賑わい創造事業

（継続）

出会い・広がり・つながりの輪を育てるた
めに、観音マルシェ、ガーリックフェス
ティバルを開催する。

238,000 238,000

31 地域安全事業
（継続）

先進地視察研修を通して、減災へのノウハ
ウを学び、災害時に地域住民が的確に判断
し、安全な行動がとれるように、大江の地
に沿った減災・安全体制を研究し、地域住
民の防災意識の高揚を図る。

200,000 200,000

32
空き家対策事業
（継続、人口増）

大江町の人口増加を図るために、次の事業
を実施する。
①自治会長に空き家調査の依頼し、空き家
管理台帳の充実を図る。
②地域での空き家活用のノウハウを学ぶた
めに先進地視察研修の企画・実施
③空き家所有者に市空き家バンクへの登録
を促す。
④所有者から委託されたバンク登録済みの
空き家の清掃等維持管理を行う。
⑤「ワンコイン集合場所」の設置・運営

○
⑴空き家対
策及び移住
者支援事業

450,000 450,000

33 ローズバレーＩＯ事業
（継続）

大江町民の憩いの場として親しまれる公園
にするために、地域住民が町内にある相原
池公園の環境美化活動を行う。
①公園内の汚れている水路の清掃・管理
②バラの植え付け、遊歩道の整備
③除草と水の管理

262,000 262,000

令和４年度　井原市がんばる地域応援補助金第１次採択事業一覧

青野地区
まちづくり
協議会
計135万円
（うち人口増
35万円）

大江まちづく
り協議会
計145万円
（うち人口増
45万円）



地　区 事業名 事業内容 人口増を目指した
事業

補助期待額
（円）

採択額
（円）

34
「生活の足」
対策事業
（継続）

タクシー事業者を利用すると採算が取れ
ず、補助金に依存した事業となるため、
買い物支援のスタッフ会議を開催し、住
民による住民のための移送サービスを検
討する。また、公共交通の予約型乗り合
いタクシーの利用を推進するため、チラ
シ等により周知を図る。

425,000 425,000

35
のがミーティング事業
（継続・人口増）

「野上地区まちづくりアクションプラ
ン」の啓発と実効性を持たせるため、
「寄合（よりあい）」を開催し、テーマ
を持った緩やかなネットワークの構築や
仲間意識の醸成を図り、楽しみや生きが
い等を見つけてもらう。
取り組みとしては、昔から地域に伝わる
「タレ」や「味噌」の作り方などを習得
する「こだわり塾」や地域内独身男性の
カップリングに向けて男を磨くセミナー
「男塾」を開催する。また、野上地区の
情報をＨＰにより発信することで、地域
の話題を共有し、地区民の連帯感の醸成
を図る。

○
⑶市外在住者
との交流を図

る事業

158,000 158,000

36
稲倉朝市「いきいき
マーケット」事業

（継続)

①稲倉地区での賑わいの場となるよう
に、月１回、地元の新鮮野菜等を販売す
る朝市を実施する。
②先進地視察研修の実施
③小学生に朝市のお手伝い隊の参加をお
願いし、子どもたちと一緒になって朝市
を盛り上げる。

530,000 530,000

37
「楽しみながら知ろう！
私たちの稲倉」事業（継

続）

①稲倉３地区で、現在、ホタルが生息し
ている川周辺の草刈り等を実施し、ホタ
ルの生息しやすい環境を整備する。子供
達とホタルの餌となるカワニナの採取・
放流を行う。
②ホタルの生息地を表す立て看板の修復
を行い、立て看板の図案等は小学校へ依
頼し、親子で一緒に考えてもらう。
③ホタルの保護の目的も合わせて『ホタ
ルロード』の幟旗を設置する。
④魚釣り大会を開催し、子供達が自然と
親しめる楽しい機会となるよう企画す
る。
⑤稲倉地区を再発見してもらうことを目
的に親子で参加できる『いなくら健康
ウォーキング』を開催する。

160,000 160,000

38
みんなでつなごう
笑顔の“わ”事業

（継続）

平成27年度に結成した「夢チーム」が
地区内外のイベントへ参加したり、施設
を訪問し、踊りを披露することで、大人
から子どもまで、世代を問わず親しまれ
る踊りの“わ”を広め、活力ある笑顔の
絶えない地域づくりを目指す。また、コ
ロナ禍の中、踊りだけでなく、ハンドベ
ルの活動を行い、交流の場づくりや健康
増進を図る。

200,000 200,000

合計 10地区 38事業 15,180,000 11,273,000

（うち人口増） 6地区 6事業 6,426,000 3,640,000

令和４年度　井原市がんばる地域応援補助金第１次採択事業一覧

いきいき稲倉
まちづくり協
議会
計89万円

野上地区まち
づくり協議会
計58万3千
円


