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平成２６年度 村上地域まちづくり協議会 通常総会 次第 

 

 

 

１．開会 

 

 

２．前会長あいさつ 

 

 

３．来賓紹介 

 

 

４．資格審査報告 

 

 

５．議長及び議事録署名人の選出 

 

 

６．議事 

（１）第１号議案 村上地域まちづくり協議会役員の選出について 

（２）第２号議案 平成２５年度事業報告及び収支決算について 

（３）第３号議案 平成２６年度事業計画及び収支予算（案）について 

 

 

７．議長退任 

 

 

８．閉会 
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第１号議案 

 

 

村上地域まちづくり協議会役員の選出について 

 

村上地域まちづくり協議会規約第 6条第 2項の規定により、会長１名、副会

長 2名、監事 2名について、別紙のとおり承認を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年４月５日提出 

村上地域まちづくり協議会 

前会長  山口 治雄 

平成２６年 月 日議決 

村上地域まちづくり協議会 

総会議長 
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村上地域まちづくり協議会 役員（案） 

 

（敬称略） 

役 職 氏 名 町 名 

会 長 山口
やまぐち

 治
はる

雄
お

 新 町 

副会長 板垣
いたがき

 藤生
ふ じ お

 杉 原 

副会長 富樫
と が し

 三男
み つ お

 大 欠 

監 事 池田
い け だ

 章子
あ や こ

 堀 片 

監 事 佐藤
さ と う

 健二
け ん じ

 鍛冶町 

 

   ※任期は、平成２６年 4月１日から平成２８年３月 31日までとする。 
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第２号議案 

 

 

平成２５年度事業報告及び収支決算について 

 

平成２５年度事業報告及び収支決算について、別紙のとおり承認を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年４月５日提出 

村上地域まちづくり協議会 

会長   

平成２６年 月 日議決 

村上地域まちづくり協議会 

総会議長 
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１．総会

№ 開催日 活動名 備考 参加者

1 ４月１３日(土) 通常総会

市教育情報センター（代議員出
席34人、委任状25人、役員関係
34人、一般傍聴3人、来賓６
人、職員２人）

79人

２．役員会等

№ 開催日 活動名 備考 参加者

1 ４月８日(月) 第１回三役・部会長会議 総会について  ７人

2 ５月27日(月) 第１回三役会 各部会の事業計画等について  ３人

3 ６月４日(火) 第１回役員会 地域づくり支援事業等について 10人

4 ９月５日(木) 第２回三役会 各部会の事業報告等について  ３人

5 ９月24日(火) 第２回役員会 各部会の事業報告等について  ９人

6 11月14日(木) 第３回三役会 今後の実施事業等について  ３人

7 12月７日(土) 第３回役員会 今後の実施事業等について 13人

8 １月16日(木) 第２回三役・部会長会議 今後の部会事業等について  ６人

9 ２月６日(水) 第４回役員会 地域づくり支援事業等について  ９人

10 ２月25日(火) 第３回三役・部会長会議 来年度各部事業等について  ５人

11 ３月５日(水) 第５回役員会 総会議案書（案）について 10人

12 ３月25日(火) 第６回役員会 総会議案書（案）について 12人

13 ３月30日(日) 監査 平成25年度事業及び会計監査  ２人

３．各部会の経過

（１）環境整備部会

№ 開催日 活動名 備考 参加者

1 ４月17日(水) 第１回部会 部会事業の検討  ６人

2 ４月21日(日)
村上駅ロータリーのプラ
ンター整備①

ロータリークラブの植栽活動に併せ
て、プランター25個に木製枠設置。 32人

3 ４月24日(水) 市役所前の花壇整備① 花壇の除草作業を実施 13人

4 ５月15日(水) 市役所前の花壇整備② 植栽苗の抜き取りと中耕 11人

5 ５月29日(水) 視察研修
長岡市緑化センター「花テラ
ス」に視察研修

11人

6 ６月７日(金) 市役所前の花壇整備③
村上桜ケ丘高校で育てた花苗
500株を植栽。生徒も参加。

26人

１．平成２５年度　村上地域まちづくり協議会　一般経過報告
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7 ７月１日(月)
村上駅ロータリーのプラ
ンター整備②

ガーデンライトの設置  1人

8 ７月18日(木) 第２回部会 花一輪挿し運動の検討  ６人

9 ８月28日(水) 第３回部会
一輪挿し作製講習会、竹伐採、花
配布について

 ４人

10
８月31日(土)～
９月３日(火)

一輪挿し花器用の竹の伐採 市内４か所から約100本を伐採 11人

11 ９月８日(日)
花一輪挿し運動の花器作
製講習会

会場は上町町屋広場。参加者30人  ８人

12
 ９月９日(月)～
13日(金)

花器作製作業
参加店用。上町町屋広場にて約
300本作製。

30人

13
９月13日(金)～
14日(土)

花配付作業①
今回から上町町屋広場での受け渡
し方式。りんどう

 ７人

14
９月30日(月)～
10月１日(火)

花配付作業② 運動期間中2回目の配布。菊  ８人

15 10月18日(金) 市役所前の花壇整備④
冬の植栽に向け、花の抜き取りと
中耕

12人

16 10月31日(木) 市役所前花壇整備⑤ パンジーとビオラ500株を植栽 15人

17 11月６日(水) 第４回部会 冬囲い作製講座の検討  ５人

18 11月20日(水) 冬囲い作製講座① 基礎編（18名参加）  ４人

19 11月27日(水) 冬囲い作製講座② 実践編（12名参加）村上南小学校  ２人

20 12月２日(月)
村上駅ロータリーのプラ
ンター整備③

木枠の取外し、駅構内へ移動保管  ７人

21 12月４日(水) 冬囲い作製講座③ 実践編（９名参加）村上小学校  ２人

22 11月～12月 堆肥化木枠の設置
①久保多町秋葉神社②南町二丁
目集会所③第2保育園④村上小
学校⑤村上南小学校

 ５人

23 １月23日(木) 第５回部会 実施事業の評価  ５人

24 ２月４日(火) 第６回部会 来年度事業の検討  ７人

25
２月19日(水)～
21日(金)

花器作製作業
参加店用。上町町屋広場（ﾛｸﾞﾊ
ｳｽ内）にて約100本作製。

21人

26
２月27日(木)、
28日(金)

花配付作業① 運動協力者へ配布。桃の花木  ９人

27
３月13日(木)、
14日(金)

花配付作業② 運動協力者へ配布。レンギョウ  ８人

28 ３月28日(金) 冬囲い作製講座④ 冬囲いの取り外し 13人
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（２）伝統文化部会

№ 開催日 活動名 備考 参加者

1 ５月16日(木) 第１回部会 部会事業の検討  ６人

2 ７月17日(水) 第２回部会 夏休み工作教室について  ６人

3
８月20日(火)～
21日(水)

歴史体験講座
夏休み工作教室

２日間３コースで実施。48名参
加

12人

4 10月８日(火) 第３回部会 城下町探検ウォークについて  ５人

5 11月５日(火) 第４回部会 城下町探検ウォークについて  ４人

6 11月17日(日) 城下町村上探訪ウォーク
探検ガイドⅡを作成。参加者40
人

 ６人

7 12月10日(火) お祭り体験講座の打合せ
指導町内（大工町区）との打合
 せ会

 ３人

8 １月18日(土)
第１回お祭り体験講座
第５回部会

申込者６人。会場は市郷土資料
館（トキ屋台）。参加者９人

 ５人

9 １月25日(土) 第２回お祭り体験講座 参加者８人  ４人

10 ２月１日(土) 第３回お祭り体験講座 参加者７人  ３人

11 ２月８日(土) 第４回お祭り体験講座 参加者６人  ３人

12 ２月15日(土)
第５回お祭り体験講座
第６回部会

参加者５人  ３人

13 ２月22日(土) 第６回お祭り体験講座 参加者９人  ３人

14 ３月１日(土) 第７回お祭り体験講座
お披露目会。参加者９人。見学
者約100人

 ７人

（３）生活安心部会

№ 開催日 活動名 備考 参加者

1 ４月９日(火) あいさつ運動缶バッチ配布 地域小学校入学者に配布  ２人

2 ４月26日(金) 第１回部会 部会事業の検討  ６人

3 ５月24日(金) 第２回部会 防災講演会について  ７人

4 ６月16日(日) 防災講演会

「近助の精神」と「防災隣組」でつくる
ずっと住みたい“まちづくり”
講師：山村武彦（防災システム研究所）
参加79名

10人

5 10月27日(日) 町内活動等の展示紹介 村上南小学校展覧会  ２人

6 11月２日(土) 町内活動等の展示紹介 村上小学校文化祭  ２人

7 11月25日(月) 第３回部会 横断旗のデザインについて  ７人
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8 １月15日(水) 横断旗配布① 村上小学校児童朝会  １人

9 １月24日(金) 横断旗配布② 村上南小学校全校朝会  １人

10 １月27日(月) 第４回部会 来年度事業の検討  ６人

（４）地域活性部会

№ 開催日 活動名 備考 参加者

1 ５月13日(月) 第１回部会 部会事業の検討  ６人

2 ６月３日(月) 第２回部会 部会事業の検討  ５人

3 ６月18日(火) 第３回部会 お地蔵様スタンプラリーについて  ６人

4 ７月11日(木) 第４回部会 にぎわいイベントについて 10人

5
7月13日(土)～
23日(火)

越後村上涼風の
“お地蔵様めぐり”
「スタンプラリー」

スタンプラリーの開催（６か
所・応募433件）

11人

6 7月23日(火)
越後村上涼風の
“お地蔵様めぐり”
「にぎわいイベント」

上町町屋広場でにぎわいイベン
トの開催。ミニゲームコー
ナー、足湯の設置。（7月23日
約500人、足湯約100人）

20人

7 ８月１日(木) 第５回部会 お地蔵様スタンプラリー抽選会  ４人

8 ９月30日(月) 第６回部会
「鮭の日」関連イベントについ
て

 ６人

9 10月４日(金) 第７回部会 “鮭かざり”デザイン選定  ６人

10 10月25日(金) 第８回部会 “鮭かざり”配布準備作業  ６人

11
10月26日(土)～
31日(木)

“鮭かざり”配布
花一輪挿し運動参加店舗ほか、
180件に配布

16人

12 ２月13日(木) 第９回部会 来年度事業の検討  ５人

４．その他

№ 開催日 活動名 備考 参加者

1 ４月13日(土) 懇親会兼事業報告会 タウンホテル村上 50人

2 ４月16日(火) ＳＬ実行委員会
環境整備部会長、伝統文化部会
長出席

 ２人

3 ４月24日(水) 村上地区区長会総会 事務局  １人

4 ５月15日(水) 大欠区に事業説明 事務局  １人

5 10月22日(火)
村上地区区長会要望事項
回答説明会

事務局  １人
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6 11月22日(金) 村上地区区長会秋の研修会  ４人

7 １月21日(火)
第１回村上駅前周辺まちづく
りプラン座談会

 ３人

8 １月23日(木) 村上地区区長会新年研修会  １人

9 １月29日(水)
第２回村上駅前周辺まちづく
りプラン座談会

 ３人

10 ２月６日(木)
第３回村上駅前周辺まちづく
りプラン座談会

 １人

11 ３月16日(日) 人形さま仮装大会  ８人

５．まちづくり通信

№ 発行日

1 5月1日

2 5月15日

3 6月15日

4 7月1日

5 8月1日

6 9月1日

7 9月15日

8 10月15日

9 11月1日

10 12月1日

11 1月15日

12 2月1日

13 2月15日

14 3月1日(号外)

会長、環境整備部会長、伝
統文化部会長、事務局

副会長、環境整備部会長、
環境整備副部会長

事務局

副会長、環境整備部会長、
副部会長

環境整備副部会長

「商工会議所会頭賞」受賞

見出し 内容

平成25年度　通常総会を開催しました
・総会規約
・事業計画・予算ほか

みどりのつながり作りが始まりました！
・駅前木枠設置
・役員名簿
・防災講演会告知

咲かせよう　笑顔いっぱい　花いっぱい
・市役所前花壇整備
・専門部会事業

今年もやってきました！地域のお宝再発見！
・越後村上涼風の
”お地蔵様めぐり”
「にぎわいイベント」

近くの人が近くの人を助ける防災隣組
・防災講演会
・お祭り体験講座
・夏休み工作教室告知

一輪挿し花器の作製講習会の開催！ ・花器作製講習会告知

～町内の活性化に向けて～
地域づくり支援事業での活動紹介！

・町内支援事業報告

まちづくり通信（特別号）
・夏休み工作教室
・にぎわいイベント
・花一輪挿し運動

鮭のまち・村上をPRしよう！
・鮭かざり参加者募集
・冬囲い講習会告知

～来年の春に向けて～
冬の植栽活動を実施！（市役所前花壇）

・市役所前花壇整備
・城下町探検ウォーク
・文化祭展示紹介

“落ち葉の堆肥化”範囲を広げて実施中！
・落ち葉堆肥化
・冬囲い講習会
・鮭かざり

平野歩夢選手、祝ソチ冬季五輪出場！
・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ告知
・お祭り体験講座
“お披露目会”告知

平成26年度　地域づくり支援事業補助金
交付申請の受付開始！

・町内支援事業受付
・平野歩夢選手、祝銀ﾒﾀﾞﾙ
・花一輪挿し運動協力依頼

～村上地域のみなさんご参加ください！～
平成26年度　通常総会及び懇親会開催について
お知らせ

・総会及び懇親会開催案内



１　環境整備部会　≪美しい町並み景観と豊かな自然環境を守る取り組みを進めます≫

計画事業 実施事業 実施時期 対象・人員等 内　　　　容 効果・課題

みどりのつながり作り事業

①ポイント施設の植栽等整備
・市役所前花壇の植栽
・駅プランター木枠設置
・視察研修（長岡市）

通年

連携団体（花ボラン
ティアの会、村上ＥＭ
研究協議会、老人クラ
ブ、村上桜ケ丘高校、
村上ロータリークラ
ブ、ＪＲ村上駅、市観
光協会）

6月に市役所前花壇に桜ケ丘高校で育てた
花苗500株を生徒とともに植栽。10月にも
来春用の花苗500株を植栽。通年を通し
て、ボランティアによる水やりや除草を含
む整備活動を実施。4月～11月まで駅前プ
ランターへ、景観に配慮した木枠を設置。
設置は村上ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの植栽に併せて実
施。5月に長岡市緑化ｾﾝﾀｰへ協議会員と花
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会有志で視察

植栽や草取りなど、活動に関わる
人が徐々にではあるが増えてきて
いる。視察で聞いてきたことを活
かして、ﾎﾟｲﾝﾄ施設の整備を充実
させていきたい。

②花一輪挿し運動
・9月～10月
・3月～4月

設置協力店ほか、
約180個設置。

「町屋の屏風まつり」と「人形さま巡り」
に併せて範囲を広げて実施。竹製花器作製
講習会を開催し、個人での運動参加者も募
集。各期間中に2回の花配布を実施。ボラ
ンティアによる竹製花器作製作業も定着。

花一輪挿し運動期間中以外にも花
を生けているところが多く見られ
た。通年で実施できるような仕組
み考えていきたい。

③冬囲い作製講習会
11月～3月
（4回コース）

地域住民・18人

昨年度のアンケートでの意見を踏まえ、実
践編を含め、４回コースで開催。地域小学
校での実践編により、スキルアップを図
る。

コースにすることにより交流も生
まれ、参加者間での技術の伝達等
も手伝って、今後、大いに発展が
期待できる事業となった。

環境に意識した市民プ
ロジェクトの展開

①落ち葉等の堆肥化木枠の設置 11月～12月

①久保多町秋葉神社
②南町二丁目集会所
③第二保育園
④村上小学校
⑤村上南小学校

循環型社会を形成していくため、範囲を広
げ、落ち葉の清掃活動を実施している町内
や公共施設５か所に堆肥化木枠を設置。

堆肥の一部をポケットパークや植
栽帯に還元できた。地域のだれも
が利活用できるまでには、時間と
労力をもっと費やす必要がある。

２　伝統文化部会　≪城下町村上の伝統文化を継承する取り組みを進めます≫

計画事業 実施事業 実施時期 対象・人員等 内　　　　容 効果・課題

城下町探検ウォーク 11月17日（日） 地域住民・40人

城下町村上について理解を深めてもらうた
め、町家と小路を中心に探検ウォークを開
催。「城下町探検ガイドⅡ」を500部作
成。一般にも頒布（頒布実績87冊）。

実際に歩きながら村上の歴史を知
ることができるので、理解度が高
い。小学生向けの郷土学習冊子と
しては表記に改良が必要。

甲冑作成講座
（夏休み工作教室）

8月20日（火）
8月21日（水）

地域小学生・48人
歴史体験事業として夏休みに開催。村上ら
しさを随所に施したペーパークラフトで兜
を作成。

村上の伝統に興味をもってもらう
ことができた。夏休みの学校の課
題としても役立った。大人向けの
甲冑作成講座を開催できなかった

地域住民が村上大祭に参
加できる仕組みの検討

お祭り体験講座
１月から３月ま
で７回講座。

地域小学生等・9人。
共催（村上まつり保存
会）、協力（市郷土資
料館、せけども会）

村上大祭の乗り子の発掘と育成及び、地域
で伝統を継承していく仕組み作りを行うこ
とを目的として開催。最終日に、成果を発
表する場として、お披露目会を実施。

乗り子の発掘と育成だけに偏るこ
となく、誰もが村上大祭の雰囲気
を体験できるような講座として、
活動の充実を図っていきたい。

３　生活安心部会　≪地域で人を育み、日常的なコミュニティを活性化させる取り組みを進めます≫

計画事業 実施事業 実施時期 対象・人員等 内　　　　容 効果・課題

町内活動の展示紹介 町内活動の展示紹介

10月27日（日）
村上南小展覧会
11月2日（土）
村上小文化祭

地域住民

DVDの上映による協議会活動の紹介や、地
域づくり支援事業の活動紹介を実施。協議
会備品（わたあめ製造機、射的、輪投げ）
を活用したPTAによる催し物。

地域住民のだれもが、もっと気軽
に足を運んでもらえるよう、学校
や町内と連携を図りながら、事業
を拡充していきたい。

町内自主防災活動の研
修会（情報交換会）

防災講演会 6月16日（日） 地域住民・79人
地域の災害体制の強化や防犯対策について
の啓発を目的として防災講演会を開催。

これまでの防災対策を見直す良い
機会となった。地域交流事業につ
ながるよう発展させたい。

子ども育成団体との連
携事業の検討（あいさ
つ、体験活動）

あいさつ運動の促進 通年 地域住民
運動の促進につながるよう、あいさつ運動
キャラクターを活かした横断旗を作成。地
域小学校の通学班用として配布。

学区のあいさつ運動時の缶バッチ
の着用は定着しつつある。育成団
体との連携を重視した活動の取り
組みを図っていきたい。

４　地域活性部会　≪住民が主体となったまちづくりで、観光振興を推進する取り組みを進めます≫

計画事業 実施事業 実施時期 対象・人員等 内　　　　容 効果・課題

越後村上
涼風のお地蔵様めぐり

7月13日（土）
～23日（火）

にぎわいイベント
約500人

スタンプラリー
応募433件

地域の魅力を再発見すること目的として、
お地蔵様ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰとにぎわいイベントを開
催。ｽﾀﾝﾌﾟ台も新たに6か所に設置。

普段訪れることのない場所へ行く
ことができたと好評。協議会備品
の活用により、にぎわいｲﾍﾞﾝﾄも
充実した。

鮭の日関連事業 10月～12月 一般
鮭のまち村上をPRしようと鮭かざりを作
製。花一輪挿し運動協力者等へ配布。鮭の
ﾃﾞｻﾞｲﾝを県出身の漫画家に依頼。

PR活動が単発事業にならないよう
に、活用方法を広く周知していき
たい。

まちの情報発信・PR まちの情報発信・PR 通年 一般
イベント等のPR誌の発行（にぎわいｲﾍﾞﾝ
ﾄ、ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ、鮭飾りほか）

広報紙以外でのPRも考えていきた
い。

２．平成２５年度　村上地域まちづくり協議会　各部事業報告

地域の花ロードの
検討・整備

村上の伝統文化を発信
するイベントの開催

地域商店街を会場にし
たにぎわいイベントの

開催
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事業名 事業内容 効果・課題

1 スポーツ応援関連事業

　あらゆるスポーツ大会等での応
援に最適な、オリジナルスティツ
クバルーンを作成。ソチ五輪ス
ノーボード男子ハーフパイプ銀メ
ダルを獲得した、平野歩夢さんを
応援するパブリックビューイング
（PV）で活用。

PVでの盛り上げに貢献。デ
ザインに“MURAKAMI”とい
う文字と鮭を採用したこと
で、村上を広く世界に発信
することができた。ステッ
クバルーンはスポーツ団体
（体育協会、スポ少等）へ
寄贈。

2 六斎市ＰＲ事業

　村上の文化と味を伝えて９０年
以上続く「六斎市」を、もっと地
域内外にPRすることを目的とし
て、六斎市が開催されていること
が一目でわかるような、“のぼり
旗”と各店舗名が書かれた“木
札”を作成。

のぼり旗を一つのきっかけ
として、100年目に向け
て、市や関連団体とも連携
した取り組みを考えていき
たい。

地域全体の元気づくりと活性化の推進

３．平成２５年度　村上地域まちづくり協議会　元気づくりプロジェクト事業の事業報告
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１．青年会組織の立上げ事業

№ 町内
補助金

交付額(円)
事業の目的 補助事業の内容と主な経費内訳

1 南町二丁目 20,000
会員相互の親睦と町内行
事への参加協力を通じて
町内の発展に寄与。

(1）事業内容
４月青年会総会、毎月第2水曜日定例情報
交換会の開催。町内グラウンドゴルフ大会
とバーベキュー大会の運営協力。
(2）主な経費内訳
水入れクーラー、工具箱などを購入

２．子育て支援事業

№ 町内
補助金

交付額(円)
事業の目的 補助事業の内容と主な経費内訳

1 山居町二丁目 10,000
町内幼児の健全な成長を
願い保護者や幼児の活動
を支える。

(1）事業内容
町内公民館での交流と仲間作りを行う。町
内子育てグループ「おひさま」。活動回数
20回。延べ参加者163人。
(2）主な経費内訳
お人形セット、マグボトルなどを購入

３．町内連携による交流事業　①複数町内で実施する交流事業

№ 町内
補助金

交付額(円)
事業の目的 補助事業の内容と主な経費内訳

1

羽黒町
南町一丁目
南町二丁目
山居町一丁目
山居町二丁目

50,000

地域住民が親しめる里山
（山居山）として、休養
憩いの場、自然環境の学
びの場となるよう森林整
備を行う。

(1）事業内容
４月から11月まで毎月定例整備の日を定
め、歩道整備や林内刈り払いなどを行う。
年延べ参加者200人超。
(2）主な経費内訳
刈払機の替え刃を購入

４．美しい町並み事業　①景観形成地区の生垣剪定支援事業

№ 町内
補助金

交付額(円)
事業の目的 補助事業の内容と主な経費内訳

1 新町 19,000

公共施設を対象に、生垣
剪定や草取りを区民で実
施し、明るい町内、清潔
感のある町内の実現を目
指す。

(1）事業内容
除草、生垣や立ち木の剪定作業等を行な
う。
(2）主な経費内訳
植木バリカンの購入ほか

2 杉原 20,000
歴史的景観保全を推進
し、区民の景観形成地区
意識を啓発する。

(1）事業内容
留守宅５戸の生垣の刈り込み、植木の剪定
作業等を行う。
(3）主な経費内訳
作業日当、刈り込み鋏研ぎ代ほか

４．平成２５年度　村上地域まちづくり協議会　地域づくり支援事業の実績報告
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４．美しい町並み事業　②花と緑の整備事業

№ 町内
補助金

交付額(円)
事業の目的 補助事業の内容と主な経費内訳

1 羽黒町 17,000

環境衛生に寄与し、高齢
者や一人暮らし世帯の状
況把握と世代間交流を目
指す。

(1）事業内容
町内総出で区内全域の側溝清掃、路肩清
掃、公会堂清掃を実施。
(2）主な経費内訳
軍手、汚泥袋を購入

2 大欠 20,000

地域の憩いの場である公
園を、きれいな花でいっ
ぱいにし、作業を町内の
子どもたちと大人で行な
うことにより、やさしい
気持ちを育むとともに、
コミュニケーションを図
る。

(1）事業内容
植え替え作業と花の植栽作業を実施。
(2）主な経費内訳
プランター培養土、プランターなどを購入

3 若葉町 20,000
区民が美しい町づくりに
関心を持ち、一体感が生
まれることを目指す。

(1）事業内容
花壇整備と花移植を実施。
(2）主な経費内訳
花苗、花壇整備用ブロックなどを購入

4 南町二丁目 20,000

県道岩船港線の歩道部分
への花植えと、除草活動
を行い、道路周辺の美化
に努める。

(1）事業内容
春の花苗植えと定期的な草取り、肥料や
り、剪定を実施。
(2）主な経費内訳
刈り込み用エンジンヘッジトリマー（電動
バリカン）を購入

5 杉原 20,000
路側帯の剪定、除草、整
備を行い区内の美化、整
備に努める。

(1）事業内容
草刈り、道路清掃、雑草取りを実施。
(2）主な経費内訳
バッテリーヘッジトリマーの購入

５．元気づくり事業

№ 町内
補助金

交付額(円)
事業の目的 補助事業の内容と主な経費内訳

1 安良町区 300,000

地域住民や町内ゆかりの
人々に安良町の現状を
知ってもらい、伝統文化
を守りたい。

(1）事業内容
「あらまちだより」200号を記念して、町
内史や寄稿文をまとめた冊子を作成
(2）主な経費内訳
印刷製本費

2 鍛冶町区 195,000

鍛冶町の歴史を整理し、
区民はもとより地域に町
内の歴史と伝統を知って
もらう。

(1）事業内容
記念誌の発行と歴史展示会
(2）主な経費内訳
印刷製本費、展示用備品など

3 肴町 135,000
地縁団体として認可後の
団体をスムーズに運営す
る。

(1）事業内容
書類等の整理、地縁団体の認可に伴い、記
念の「布巾」を配布
(2）主な経費内訳
布巾、保管庫、書類収納ケースなどを購入
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№ 町内
補助金

交付額(円)
事業の目的 補助事業の内容と主な経費内訳

4 若葉町 276,000
町内や地域イベント用の
備品の購入。

(1）事業内容
区創立40周年記念の納涼祭に活用
(2）主な経費内訳
カラオケ用看板、ステージなどを購入

5 飯野桜ヶ丘 267,000

区民の親睦を図ることに
よって、住んでよかった
と思える町づくりに努め
る。

(1）事業内容
介護予防教室やいきいき茶の間事業に活用
(2）主な経費内訳
デジタル液晶テレビセット購入

6 飯野一丁目 299,000
町内や地域イベント用の
備品の購入。

(1）事業内容
納涼祭など町内事業に活用
(2）主な経費内訳
テント、バーベキューコンロなどを購入

7 飯野三丁目 187,000
公共施設の整備を通し
て、住んでよかったと思
える町づくりを目指す。

(1）事業内容
町内役員及び有志で、旧防災用品置き場を
修理改築
(2）主な経費内訳
資材代、廃材処理費ほか

8 新町 153,000
町内や地域イベント用の
備品の購入。

(1）事業内容
納涼祭など町内事業に活用
(2）主な経費内訳
提灯、炊飯器、蒸し器などを購入

9 堀片 20,000
地域の絆を育み、より住
みよい町づくりを目指
す。

(1）事業内容
春と秋、まいづる公園の旧藤井邸で区民茶
会を開催
(2）主な経費内訳
茶会用具購入費ほか
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№ 品名 価格 購入日 購入先 備考

1 スポットライト一式 80,640 平成25年7月19日 プリズム　電光社
・スポットライト(4)
・LEDランプ(4)

2 折りたたみチェアー、テーブル 135,240 平成25年10月21日 合資会社 ほんぼ
・折りたたみチェアー(10)
・脚折りたたみ式テーブル(6)

3 グラウンドゴルフセット① 172,920 平成25年10月21日
スポーツショップ

フォルス
・クラブ6本セット(6)
・クラブバック(6)

4 グラウンドゴルフセット② 75,120 平成25年10月21日
スポーツショップ

フォルス

・ジュニアクラブ6本セット(3)
・樹脂ボール6個セット(3)
・クラブバック(3)

5 発電機 96,390 平成25年10月24日 栗山輪店

・HONDA 発電機エネポ EU9iGB(1)
・納品整備料
　　エンジンオイル給油
　　周波数セット
　　他点検整備
　　カセットボンベ(2)

6
プロジェクター

スクリーン
165,690 平成25年11月11日 （株）皆徳 村上営業所

・プロジェクター
　　（エプソン EH-DM30S）
・スクリーン
　　（IZUMI RS-100V）

地域の将来像の実現のための施設整備や事業備品の購入

５．平成２５年度　村上地域まちづくり協議会　施設整備事業の事業報告
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平成25年度　村上地域まちづくり協議会　収支決算書（案）

収　入 （単位：円）

予算額 決算額 差引 説　　　明

1 地域まちづくり交付金 10,748,000 10,728,000 -20,000

2 補助金 0 0 0

3 助成金 0 0 0

4 雑収入 22,170 40,983 18,813

5 繰越金 339,830 339,830 0

合　　　計 11,110,000 11,108,813 -1,187

支　出 （単位：円）

区分 事　　業 予算額 決算額 差引 説　　　明

1 組織管理費 1,410,000 1,416,211 6,211

1 報償費 620,000 511,600 -108,400

2 費用弁償費 10,000 0 -10,000

3 事業費 100,000 88,000 -12,000

4 会議費 10,000 9,500 -500

5 備品購入費 80,000 72,800 -7,200

6 広報費 300,000 431,462 131,462

7 事務費 280,000 279,049 -951

8 渉外費 10,000 23,800 13,800

2 環境整備費　［環境整備部会］ 1,000,000 1,003,241 3,241

1 地域の花ロードの検討・整備 700,000 791,691 91,691

2 環境に意識した市民プロジェクトの展開 300,000 211,550 -88,450

3 伝統文化費　［伝統文化部会］ 1,000,000 1,005,797 5,797

1 村上の伝統文化を発信するイベントの開催 700,000 686,450 -13,550

2 地域住民が村上大祭の参加できる仕組みの検討 300,000 319,347 19,347

4 生活安心費　［生活安心部会］ 1,000,000 965,200 -34,800

1 町内活動の展示紹介 300,000 283,200 -16,800

2 町内自主防災活動の研修会 400,000 333,000 -67,000

3 子ども育成団体との連携事業 300,000 349,000 49,000

5 地域活性化費　［地域活性部会］ 1,000,000 1,313,487 313,487

1 地域商店街を会場としたにぎわいイベントの開催 800,000 1,124,487 324,487

2 イベント等の広報紙の発行 200,000 189,000 -11,000

6 元気づくりプロジェクト事業費 700,000 765,582 65,582

1 元気づくりプロジェクト事業費 700,000 765,582 65,582

7 地域づくり支援事業費 3,000,000 2,048,000 -952,000

1 青年会組織立上げ事業 100,000 20,000 -80,000

2 子育て支援 40,000 10,000 -30,000

3 町内連携による交流事業 180,000 50,000 -130,000

4 美しい町並み事業 280,000 136,000 -144,000

5 元気づくり事業 2,400,000 1,832,000 -568,000

8 施設整備事業費 600,000 726,000 126,000

1 施設整備事業 600,000 726,000 126,000

9 積立金 1,000,000 1,568,000 568,000

1 積立金 1,000,000 1,568,000 568,000

10 予備費 400,000 0 -400,000

1 予備費 400,000 0 -400,000 予備費

11 繰越金 0 0 0

1 繰越金 0 0 0 繰越金

合　　計 11,110,000 10,811,518 -298,482

収入合計 11,108,813

支出合計 10,811,518

差引 297,295 　　残金は次年度へ繰り越します

元気づくり事業（9件）

事業備品購入費

六斎市PR、スポーツ応援関連事業

拠点整備　100万円
地域づくり支援事業　56万8千円

お地蔵様祭り関連イベント、鮭の日関連事業イベント

お地蔵様祭り、鮭のまちPR

子育て支援（1件）

町内連携による交流事業（1件）

美しい町並み事業（7件）

青年会組織立上げ事業（1件）

みどりのつながり作り事業

落ち葉等の堆肥化事業

城下町探検ウォーク、甲冑作成講座

事業費

費用弁償

地域小学校文化祭での活動展示紹介

防災講演会

あいさつ運動促進事業

区　　　分

預金利息、探検ガイド、機器使用料

村上市から

お祭り体験講座

保険料、消耗品、手数料

紙代他、カラー印刷代

事務用備品

会議費

報償金

協議会対外的経費
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17 

 

 

積 立 金 台 帳 

積立金の名称  まちづくり拠点施設整備積立金  

積 立 の 目 的  
拠点施設の整備（既存施設の改修や事務機器購入）を目的として積立す

るもの 

積立開始 

年月日 
  平成２５年３月２９日  

積立終了予定  

年月日 
  平成２７年３月３１日  

保有方法 普通預金（新潟県労働金庫） 

異 動 年 月 日  異 動 事 由  増加額 減少額 現在高 備   考 

H25.3.29 設置 1,000,000 0 1,000,000  

H25.9.9 預金利子  72 0 1,000,072  

H26.2.15 預金利子  70 0 1,000,142  

H26.3.28 H25 積立金 1,000,000 0 2,000,142  
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積 立 金 台 帳 

積立金の名称  地域づくり支援事業積立金  

積 立 の 目 的  

地域づくり支援事業のうち、5 年間の中で活用できる「元気づくり事業（補

助限度額 30 万円）」の予算執行残額分を積立するもの  

※積立額は毎年変動  

積立開始 

年月日 
  平成２５年３月２９日 

積立終了予定  

年月日 
  平成２９年３月３１日  

保有方法 普通預金（新潟県労働金庫） 

異 動 年 月 日  異 動 事 由  増加額 減少額 現在高 備   考 

H25.3.29 設置 1,900,000 0 1,900,000  

H25.9.9 預金利子  136 0 1,900,136  

H26.2.15 預金利子  132 0 1,900,268  

H26.3.28 H25 積立金 568,000 0 2,468,268  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 



監査報告書

村上地域まちづくり協議会規約第19条の規定に基づき、平成25年度の監査

を実施しましたので、その結果を下記のとおり報告いたします。

記

1　監査実施日　　　平成26年3月30日（日）　午前9時30分～

2　監査実施場所　　　村上市役所3F　自治振興課

3　監査の結果

1）平成25年度の収支決算は正確なものであり、現金（預金通帳残高）

及び積立金（基金台帳）について、関係諸帳簿及び領収書等を照合の

結果、適正に処理されており良好であると認めました。

2）平成25年度の実施事業等について、事業報告書及び関係書類を確認

した結果、計画に基づいた実施状況であると認めました。

平成26年3月30日

監事　池lま仁者

監事　佐腐再軋
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第３号議案 

 

 

平成２６年度事業計画及び収支予算（案）について 

 

平成２６年度事業計画及び収支予算について、別紙のとおり承認を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年４月５日提出 

村上地域まちづくり協議会 

会長   

平成２６年 月 日議決 

村上地域まちづくり協議会 

総会議長 

 

 



（１）総会

№ 事業・活動名 実施時期 内容等

1 通常総会 ４月５日（土）
事業・決算報告
事業計画・予算審議

（２）役員会、専門部会等

№ 事業・活動名 実施時期 内容等

1 役員会 年５回程度 総会に付議する事項及び本会の運営に関する事項を審議

2 専門部会 必要の都度 事業実施に向けた企画、立案及び運営のための会議

3 三役・部会長会議 年３回程度 各部会の事業連携等について

4 その他 通年 各種会議等への出席

（１）各部会事業

№ 事業・活動名 実施時期 内容等

1

（２）元気づくりプロジェクト事業

№ 事業・活動名 実施時期 内容等

1 元気づくりプロジェクト事業 通年
地域の他団体との連携を視野に入れた、地域全体
の元気づくりと活性化の推進（協議会全体事業）

（３）地域づくり支援事業

№ 事業・活動名 実施時期 内容等

1 青年会組織立上げ事業 通年
町内又は複数町内で行う青年会組織の設置
（４町内）

2 子育て支援事業 通年
町内又は複数町内で行う子どもの居場所づくり事
業（３町内）

3 町内連携による交流事業 通年
①複数町内で実施する交流事業（２組）
②伝統行事の参加受入れ（２町内）

4 美しい町並み事業 通年
①景観形成地区の生垣剪定支援事業（４町内）
②花と緑の整備事業（１０町内）

5 元気づくり事業 通年
町内の課題解決や活動の充実又は地域の活性化に
つながる事業（８町内）

（４）施設整備等事業

№ 事業・活動名 実施時期 内容等

1 施設整備等事業 通年
地域の将来像の実現のための拠点整備や事業備品
購入費ほか

１、会議等

２、実施事業

※別紙詳細のとおり

平成２６年度　村上地域まちづくり協議会　事業計画書（案）
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基本方針 事業名 実施時期 事業内容等 事業評価の視点

①緑と花のある活
動の推進

地域の花ロードの検討・整備 通年

みどりのつながり事業
・春の植栽事業の実施（プランター木枠設置、花壇植栽）
・花一輪挿し運動の実施（一輪挿し作製講習会）
・秋の植栽事業の実施（冬囲い作製講座など）

・緑と花の整備状況

②町並み景観形成
を促す仕組み・
ルールづくり

景観計画との連携事業の検
討

通年 ・村上市景観計画と景観法についての勉強会
・景観保全、活かし方、整備支
　援等の整備状況

③豊かな自然環境
を活かした体験プ
ログラムの開発

自然を活かした体験イベント
の開催

５月
～

１１月
・里山自然体験プロジェクト

・自然を体感できる空間の整
　備状況

②市民主体のエコ
プロジェクトの推進

環境に意識した市民プロジェ
クトの展開

通年 ・落ち葉等の堆肥化事業（拡大継続）
・地域環境を守る活動の実施
  状況

①村上の伝統文化
を地域内外に発
信・PRするイベント
ン開催

村上の伝統文化を発信するイ
ベントの開催

６月
～

１１月

・城下町探検ウォークの開催（拡大継続）
・歴史体験事業の実施（甲冑作成講座など）

・伝統文化を活かす活動の
　実施状況

②地域で村上大祭
を支え、継承してい
く仕組みの整備

地域住民が村上大祭に参加
できる仕組みの検討

１月
～

３月
・お祭り体験講座の実施（拡大継続）

・地域が一体となった祭り行
　事の実施状況
・村上大祭に参加できる仕
　組み、更に魅力を高める取
　組み、屋台を守る仕組みの
　整備状況

町内活動の展示紹介
１０月

～
１１月

・町内活動の展示紹介
・協議会事業展示紹介（地域づくり支援事業など）
（地域の小学校（村上、村上南）の文化祭と併催）

町内自主防災活動の研修会
（情報交換会）

６月 ・防災講演会（継続）

②地域ぐるみで「子
ども」「人」を育むた
めの環境仕組みの
整備

子ども育成団体との連携事業
の検討（あいさつ、体験活動）

通年
あいさつ運動の実施（拡大継続）
・学校や各種育成団体との連携強化
・あいさつ運動キャラクターを活かした事業の整備検討

・日常のあいさつの状況
・地域で子どもを育む活動の
  実施状況

③町内コミュニティ
を活性化させるた
めの環境・拠点の
整備

地域交流行事の開催 通年 ・小学校PTAや育成団体との共催事業
・多くの人が参加できる地域
　行事や、つどえる拠点の整
　備状況

①村上オリジナル
商品開発・販売の
支援

村上オリジナルの商品開発・
販売の支援

通年 ・次年度事業に向けての準備検討
・観光客に向けての受け入れ
　態勢（サービス、商品など）
　の整備状況

②新たな観光・交
流プログラムの開
発

地域商店街を会場にしたにぎ
わいイベントの開催

７月
～

１１月

・お地蔵様関連イベントの実施（拡大継続）
・鮭の日PR活動（継続）

・空き家や地域商店街を拠点
  とした、にぎわい事業の実
  施状況

③交流人口を増や
すための積極的な
情報発信

まちの情報発信・PR 通年
・イベント等の広報紙の発行（継続）
・新たな情報発信に向けた整備検討

・まちの情報を発信、PRの実
　施状況

●伝統文化分野　（伝統文化部会）

４　住民が主体と
なったまちづくり
で、観光振興を推
進する取り組みを
進めます。

●地域活性化分野　（地域活性化部会）

①町内同士の連携
を促す場の仕組み
の整備

・町内連携の活動の実施状況
・町内単位で参加できる地域
  行事の実施状況

２　城下町村上の
伝統文化を継承す
る取り組みを進め
ます。

●生活安心分野　（生活安心部会）

３　地域で人を育
み、日常的なコミュ
ニティを活性化さ
せる取り組みを進
めます。

平成２６年度　村上地域まちづくり協議会　各部事業計画書（案）

取組項目

●環境整備分野　（環境整備部会）

１　美しい町並み
景観と豊かな自然
環境を守る取り組
みを進めます。
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【収入の部】 （単位：円）

本年度 前年度 比較増減 内訳

10,796,000 10,748,000 48,000 村上市

0 0 0

0 0 0

297,295 339,830 -42,535

1,000 0 1,000 各種積立金

15,705 22,170 -6,465 預金利子他

11,110,000 11,110,000 0

【支出の部】 （単位：円）

区分 事業 本年度 前年度 比較増減 内訳

１　組織管理費 1,710,000 1,410,000 300,000

１　報償費 620,000 620,000 0 役員等報償金

２　費用弁償費 10,000 10,000 0 旅費

３　事業費 100,000 100,000 0 事業報告会等会場借用料

４　会議費 10,000 10,000 0 茶葉等購入代

５　備品購入費 50,000 80,000 -30,000 事務用備品購入費

６　広報費 600,000 300,000 300,000 紙代、カラー印刷代ほか

７　事務費 300,000 280,000 20,000 保険料、消耗品、手数料ほか

８　渉外費 20,000 10,000 10,000 協議会対外的経費

1,000,000 1,000,000 0

１　地域の花ロードの検討整備 500,000 700,000 -200,000 みどりのつながり作り事業

２　景観計画との連携事業の検討 30,000 0 30,000 勉強会ほか

３　自然を活かした体験イベントの開催 250,000 0 250,000 自然体験活動

４　環境に意識した市民プロジェクトの展開 220,000 300,000 -80,000 エコプロジェクト推進事業

1,000,000 1,000,000 0

１　村上の伝統文化を発信するイベントの開催 700,000 700,000 0 イベント開催費

２　地域住民が村上大祭に参加できる仕組みの検討 300,000 300,000 0 お祭り体験講座

1,000,000 1,000,000 0

１　町内活動の展示紹介 200,000 300,000 -100,000 町内活動促進事業

２　自主防災活動の研修会 300,000 400,000 -100,000 自主防災啓発事業

３　子ども育成団体との連携事業 200,000 300,000 -100,000 あいさつ運動促進事業

４　地域交流行事の開催 300,000 0 300,000 交流行事開催費

1,000,000 1,000,000 0

１　村上オリジナル商品開発・販売の支援 50,000 0 50,000 準備調査費

２　地域商店街を会場とした賑わいイベントの開催 750,000 800,000 -50,000 イベント開催費

３　イベント等の広報紙の発行 200,000 200,000 0 まちの情報発信・PR

６　元気づくりプロジェクト事業費 700,000 700,000 0

１　元気づくりプロジェクト事業 700,000 700,000 0 各種団体等と連携した地域全体の活性化推進事業

７　地域づくり支援事業費 2,900,000 3,000,000 -100,000

１　青年会組織立上げ事業 80,000 100,000 -20,000 20,000円×4町内

２　子育て支援事業 30,000 40,000 -10,000 10,000円×3町内

３　町内連携による交流事業 110,000 180,000 -70,000
①50,000円×2組＝100,000円
②5,000円×2町内＝10,000円

４　美しい町並み事業 280,000 280,000 0
①20,000円×4町内＝80,000円
②20,000円×10町内＝200,000円

５　元気づくり事業 2,400,000 2,400,000 0 300,000円×8町内

600,000 600,000 0

１　施設整備等事業 600,000 600,000 0 施設整備費や事業備品購入費ほか

1,000,000 1,000,000 0

積立金 1,000,000 1,000,000 0 拠点整備積立金

200,000 400,000 -200,000

0 0 0 交付金額の25％以内（最大2,699,000円）

11,110,000 11,110,000 0

収支差引き残高０円　　　※会長は、予算の範囲内で区分・事業間の流用ができるものとする。

８　施設整備等事業費

５　地域活性化費　（地域活性化部会）

合計

９　積立金

４　生活安心費　（生活安心部会）

10　予備費

11　繰越金

２　環境整備費　（環境整備部会）

３　伝統文化費　（伝統文化部会）

平成26年度　村上地域まちづくり協議会　収支予算書（案）

１　交付金

合計

２　補助金

３　助成金

区分

４　繰越金

５　繰入金

６　雑収入
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