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上海府地区町づくり推進委員会総会次第 

 

 

と き：平成２６年４月１９日（土）  

ところ：海府ふれあい広場      

 

 

１．開 会 

 

２．出席代議員数報告 

 

３．上海府地区町づくり推進委員会会長あいさつ 

 

４．議長、議事録署名者の選出 

 

５．報告事項 

（１）報告第１号 平成２５年度上海府地区町づくり推進委員会事業報告 

（２）報告第２号 平成２５年度上海府地区町づくり推進委員会決算報告 

 

６．議 題 

（１）第１号議案 上海府地区町づくり推進委員会役員の選出について 

（２）第２号議案 平成２６年度上海府地区町づくり推進委員会事業計画案について 

（３）第３号議案 上海府地区まちづくり計画の一部変更について 

（４）第４号議案 平成２６年度上海府地区町づくり推進委員会予算案について 

 

７．議長退任 

 

８．閉 会 （上海府地区区長会長） 

 

 

 



報告第１号 

 

 

平成２５年度 上海府地区町づくり推進委員会事業報告 

 

 

 平成２５年度上海府地区町づくり推進委員会事業について別紙のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年 ４月１９日  報 告                

上海府地区町づくり推進委員会会長    片野 高義 

 

平成２６年 ４月  日  承 認                

上海府地区町づくり推進委員会総会議長        



平成２５年度 上海府地区町づくり推進委員会事業報告 

 

①防災・防犯対策事業 （環境安全部会） 

事業名 実施時期 対象・参加者等 事業実施状況 備考 

①高齢者にも対応した

津波避難路等の整備 

 

年間を通じて ７集落 

津波避難路や避難用具の整備に取り組む 

集落に対して、『津波避難路等の整備助成金 

支給の基準』に基づき、１集落７万円を上限

として資材や用具の購入、配備しました。 

（各集落の整備品） 

岩ヶ崎：四つ折り式担架 

    非常食（白飯、カレー・豚汁缶詰） 

大 月：折りたたみ式リヤカー、 

    非常食（五目ご飯）、救急セット 

間 島：非常食（白飯、豚汁缶詰）、 

    救急セット 

柏 尾：シルバーシート、非常食、 

    防災１５点セット 

避難路上に架ける橋の建設資材 

吉 浦：救急セット（２セット） 

早 川：小型無線機（２台） 

馬 下：背負子、折りたたみ式リヤカー 

 

※野潟集落は平成２４年度に前倒し支給

済みのため、平成２５年度は実施せず。 

 

②消防団・自警団・住民

合同の消火・防災訓練

の実施 

 

８月２５日 

（日） 

消防団 

自衛団 

一般住民 

①市防災訓練の際に避難路等整備助成金を 

活用して整備した避難路や避難用具を使用

して訓練を実施。 

 

②柏尾集落では市から支給された非常食 

（アルファ米）を利用して炊き出し訓練を

行い、作った非常食は訓練参加者に試食し

てもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 ↑非常食炊き出しの様子 

③救急法講習会の開催 

 

７月１０日 

（水） 

消防団 

集落役員 

一般住民等 

約３０名参加 

消防署職員を講師に迎え、心臓マッサージ

の方法やＡＥＤ（自動体外式除細動器）の  

使い方についての講習を行いました。 

消防団や集落の役員を中心に大勢参加いた

だきましたが、一般の方の参加が尐ない状況

です。 

 

④小学校新入学児童へ

の防犯ブザーの贈呈 

 

４月９日 

小学校入学式

にて 

小学校 

新入学児童 

４名 

 小学校児童が登下校する際の安全対策とし

て、小学校新入学児童に防犯ブザーを贈呈し

ていますが、平成２５年度も住民の皆さん 

からお寄せいただいた『一円玉募金』を活用  

して、新入学児童４名に防犯ブザーをお贈り

しました。 

平成２６年度以降、市教育委員会から 

小学校児童に防犯ブザーが配布される 

こととなったため、町づくり推進委員会 

からの防犯ブザー配布は平成２５年度で

終了します。 

 平成２６年度以降は、中学校へ進学する

児童に記念のオリジナル図書カードを 

配布します。 

 

  



②地域活動事業 （地域活動部会） 

事業名 実施時期 対象・参加者等 事業実施状況 備考 

① 上 海 府 地 区 合 同  

運動会 

『ふれあい大運動会 in

かみかいふ』 

 

６月２日 

（日） 

住民一般 

上海府小学校 

上海府保育園 

 上海府地区住民、上海府小学校児童、保育

園児が一堂に会し、競技を通じて親睦を深め、

地域の連帯感を醸成するために開催している

大運動会を平成２５年度も開催しました。 

運動会の準備や後片付け、競技運営上の

反省点について意見をいただいています

ので、これらについては次年度の運動会に

反映させます。 

 

②上海府地区文化祭・ 

芸能祭 

 

１０月２０日 

（日） 

住民一般 

上海府小学校 

上海府保育園 

 平成２５年度も地域と上海府小学校、  

上海府保育園が合同で開催しました。 

 

（主な催し） 

・地域住民、小学校児童、保育園児の作品  

展示 

・企画展示 

旧上海府中学校などのゆかりの品々の展示 

海府の海女さんの写真展 

・村上第一中学校吹奏楽部による公演 

（小学校ＰＴＡ主催） 

・食生活改善推進委員による健康食試食コーナー  

・お茶席体験コーナー 

・芸能祭（出演：１１演目） 

 

③上海府地区敬老会 

 

９月１６日 

（敬老の日） 

７５歳以上の

住民 

 

対象：368名 

出席：126名 

上海府区区長会と共催で上海府地区在住の

７５歳以上の方を対象として開催しました。 

米寿該当者へ祝い状と記念品を贈呈した 

ほか、アトラクションを観覧しながらの会食

を行いました。 

平成２４年度に引き続き、長机と椅子の 

席を用意して、足腰の悪い人も参加しやすい

ように配慮しました。 

今年度は長机と椅子を市の施設から 

調達して経費の削減に努めました。 

 

④上海府地区囲碁大会 

 

１月２６日 

（日） 

住民一般 

４名 

平成２５年度も上海府地域コミュニティ 

センターを会場として囲碁大会を開催しまし

た。参加者は４名と尐数でしたが、和やかな

雰囲気のもと、参加者同士囲碁の対局を  

楽しみました。 

なお、開催に当たっては、初心者と上級者

が対戦しない様にするなど、初心者でも参加

しやすいように配慮しています。 

平成２５年度は囲碁大会のほかに、大会

という形式のこだわらず、囲碁や将棋を 

楽しんでもらおうという趣旨のもと、  

コミュニティセンターを開放して囲碁 

将棋を楽しむ会を開催しました。 

（2月 19日、2月 26日の 2日間） 

⑤健康ウォーク 

 

９月２０日 

（金） 

児童保護者 

住民一般 

 小学校の秋遠足と合同で開催するように 

なり、今回で４回目となりました。 

 平成２５年度は府屋から鼠ヶ関のマリン 

パークまで約７ｋｍを歩くコースを設定し、

小学校児童と児童の保護者、地域住民が一緒

にウォーキングをしました。 

 



⑥スポーツ・ 

レクリエーション 

教室 

― ― 

 平成２５年１２月に小学校児童の保護者に

お願いしたアンケートの意見を踏まえて、 

平成２６年度は実際に事業を立ち上げたいと

考えています。 

 

（保護者からの意見の一例） 

・本立てやベンチなどを親子（祖父母）と  

作る木工教室 

・工作教室（ミニフラワーアレンジメント  

など学校でやらないようなもの） 

・フリースポーツ（バドミントンやニュース

ポーツなど）を自由にできる場の提供。 

など 

 

⑦パソコン教室 

２月２５日 

（火） 

 

２月２７日 

（木） 

住民一般 

１５名 

 Word や Excel などの操作方法について 

講習を行い、パソコン技術の普及を図ると 

ともに、１人でも多くの方にパソコンに触れ

る楽しみを感じてもらうことを目的として 

開催しました。 

 １日目にWordの基本操作、２日目に Excel

の基本操作について学習しました。 

 なお、平成２４年度に引き続き、会場は  

上海府小学校パソコンルームを借用し   

ました。 

 

⑧ひよこ組活動 

 
年４回 

保育園入園前

の子どもと 

保護者 

 

 

 この事業は保育園入園前の親子を対象に 

お花見会、遠足交流会、クリスマス会などを  

開催し、親子同士の交流を図ることを目的と

して開催しています。 

 

（25年度の活動状況） 

4月 16日（火） お花見会 （間島 仲雲寺） 

9月 10日（火） 遠足交流会 

（ゆきわり荘、ふれあい広場） 

12月 19日（木） クリスマス会（上海府保育園）  

3月 20日（木） お別れ会 （上海府保育園） 

広報紙かもめだよりの発行 

（4月、8月、11月、3月の年 4回） 

  

 平成２５年度は初の試みとして保育園

の園開放に合わせてクリスマス会や交流

会を開催し、上海府地区内外の親子が交流

する機会を設けました。 

⑨一円玉募金 

 
１月～３月 住民一般 

 一円玉募金は集落単位で募金活動を行い、

集まった募金を上海府地区内の防災、防犯 

対策、地区行事等で使用する備品の購入、  

その他地区の福祉向上に活用する事業です。 

 平成２５年度も募金を活用して、小学校 

新入学児童４名に防犯ブザー贈呈しました。 

 平成２５年度の募金活動は平成２６年１月

から３月にかけて集落ごとに実施しました。 

 

⑩スポーツ振興基金 

事業 
通年 

地区在住の 

小学生 

中学生 

高校生 

旧上海府中学校PTAと旧上海府地区公民館

の取り決めに基づいて、上海府地区在住の 

小学生、中学生、高校生がスポーツや文化  

芸術の分野で優れた成績をおさめた場合に、 

基金を活用して餞別、激励金などを贈呈する

ものです。 

残念ながら平成２５年度は該当者がありま

せんでした。 

 



⑪保育園・小学校と地域

の連携 

 

５月２５日 

（土） 

住民一般 

約８０名 

 平成２５年度も上海府地区運動会開催に 

向けて、小学校グラウンドの整備（草取り）

や小学校児童がシバザクラを植えた花壇の 

整備を行いました。 

 単に小学校などの活動支援というだけ

でなく、地域が一体となって小学校等の 

活動に協力する姿勢を子ども達に見せる

ことにより、子ども達の育成にプラスの 

効果をもたらすことを期待しています。 

 

⑫高速（光）通信環境導

入促進のための取り

組み 

― ― 

 平成２５年８月から順次、上海府地区でも

光ケーブルによる通信サービスが提供される

ようになりました。 

 平成２６年度以降計画から削除します。 

 

 

 

③環境対策事業 （環境安全部会） 

事業名 実施時期 対象・参加者等 事業実施状況 備考 

①花いっぱい運動 ４月～６月 

上海府地区内

の集落 

公共施設 

上海府地区の環境美化や景観向上のため、

国道脇花壇への植栽や公共スペースへの  

花プランター設置に取り組む集落、公共施設

に対して花苗や肥料などを支給しました。 

（花プランター設置） 

 柏尾、上海府保育園、ゆきわり荘 

（花壇への植栽） 

早川、上海府小学校 

（支給したもの） 

柏尾：花苗１００株、プランター１３個、 

   肥料３袋 

早川：花苗１５０株、肥料２袋 

上海府小学校：シバザクラ苗１００株、 

培養土５袋 

上海府保育園：花苗９６株 

ゆきわり荘：花苗４８株、肥料２袋 

 

②草刈用混合油の支給 

 
年間を通じて 

上海府地区内

の集落 

 上海府地区の環境美化や景観向上のため、

道路や公園など公共スペースの草刈り作業を

行う集落に対して、草刈機用の混合油を支給

しました。 

 

③浜掃除用具の支給 年間を通じて 
上海府地区内

の集落ほか 

上海府地区の環境美化や景観向上のため、

海岸清掃に取り組む集落や団体（学校など）

に対し、ごみ袋など清掃に必要な消耗品を 

支給しました。 

 関係機関でごみ袋の支給など支援制度

が整えられてきたため、チェーンソーの替

刃など他のものを支給するなど、町づくり

推進委員会としての支援方法を検討する

必要があります。 

 

 

 

 



④地域の活性化事業 （地域活動部会） 

事業名 実施時期 対象・参加者等 事業実施状況 備考 

①海府ふれあい広場を

利用した郷土料理 

教室 １０月２０日 

（日） 

地区食生活 

改善推進委員 

 

文化祭来場者 

 食生活改善推進委員の皆さんの協力に  

より、地区文化祭の健康食試食コーナーに 

おいて、上海府地区の郷土料理である大海を

提供しました。 

 小学生をはじめ来場者には大変好評   

でした。（大海のレシピも配布しました。） 

 

②うどん打ち教室・  

手作りうどん試食会 

③名勝・旧跡や能化山 

登山道への案内看板

設置 

 

３月中旪 
茂助地蔵 

（岩ヶ崎） 

 この事業は案内看板の設置等により上海府

地区の名勝・旧跡の整備を進め、有効活用  

することで、来訪者に上海府地区の歴史・  

文化を PRすることを目的としています。 

 平成２５年度は岩ヶ崎の茂助地蔵に地蔵 

建立の由来を記した看板を設置しました。 

 

 

 

 

⑤住民の参加促進 （理事会・各部会） 

事業名 実施時期 対象・参加者等 事業実施状況 備考 

①女性や若者が参加し

やすい組織運営を 

行い、積極的な参加を  

促す。 

年間を通じて ― 

女性や若い世代の意見を組織運営や事業に

取り入れるため、女性の方３名に理事として

町づくり推進委員会に参画いただいている 

ほか、平成２５年１２月に小学校の保護者の 

皆さんに町づくり活動全般についての   

アンケートを行いました 

アンケートで寄せられた意見については、

平成２６年度から事業計画に反映させていき

ます。 

 

②地域住民に『まちづく

り事業』についての広

報を行い、浸透を  

図る。 

年間を通じて ― 

毎月発行の『上海府かわら版』を通じて、

上海府地区町づくり推進委員会の各種事業や

集落行事など上海府地区の話題について情報

発信しました。 

また、村上市ホームページ内に開設した 

上海府地区町づくり推進委員会のコーナーに

も情報を掲載して、上海府地区外の人にも 

情報を発信しています。 

 

 



報告第２号 

 

 

平成２５年度 上海府地区町づくり推進委員会決算について 

 

 

 平成２５年度上海府地区町づくり推進委員会決算について別紙のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年 ４月１９日  提 出                

上海府地区町づくり推進委員会会長    片野 高義 

 

平成２６年 ４月  日  承 認                

上海府地区町づくり推進委員会総会議長        



平成２５年度　上海府地区町づくり推進委員会収支決算書

平成２６年３月３１日現在

（単位：円）

予算額 比較

① ②－①

1,266,000 2,000 平成２５年度地域まちづくり交付金（人口割、行政区割、加算額）

上海府地区町づくり推進委員会集落負担金　＠250円×495世帯＝123,750円

上海府地区運動会・文化祭負担金　＠250円×495世帯＝123,750円

0 0

578,548 0 平成24年度繰越金

10,000 ▲ 6,000 地区囲碁大会参加費　＠1,000円×4人

6月28日　ふるさと上海府の歴史（通史編・資料編）各1冊＋郵送料　＠4,650円

7月26日　ふるさと上海府の歴史（資料編）2冊　＠4,000円

8月6日　ふるさと上海府の歴史（通史編、資料編）各1冊　＠4,000円

12月5日　ふるさと上海府の歴史資料編1冊　＠2,000円

12月25日　ふるさと上海府の歴史通史編1冊　＠2,000円

預金利子　４月１日：８４円　　１０月１日：９１円

2,105,200 9,673

（単位：円）

予算額 決算額 比較

① ② ①－②

497,000 500,358 3,358 0

１　高齢者にも対応した津波避難路等の整備 490,000 498,993 3,358 ▲ 5,635 津波避難路整備用資材及び避難用具購入費助成（７集落）

２　消防団・自警団・住民合同の消防防災訓練 0 0 0 0

３　救急法講習会 7,000 1,365 0 5,635 案内チラシ用色上質紙　＠500枚入り1締650円×2締＋消費税＝1,365円

４　小学校新入学児童への防犯ブザー贈呈 0 0 0 0 ※ブザー購入費は一円玉募金積立金から支出。

590,000 530,531 0 59,469

競技参加者等景品代、協力者薄謝代：105,593円

協力者飲料代ほか：16,755円

備品購入費（ワンタッチテント、イルカ型浮き輪、二人三脚用ベルト）：139,050円

消耗品代（優勝旗ほかペナント、ライン用石灰、事務用品ほか）：30,299円

報償費（参加者記念品、出演者謝礼、お茶席体験コーナー経費ほか）：46,796円

作業協力者昼食代、パネル返却作業協力者車代：18,732円

備品購入費（展示パネル用フック、オーディオケーブルほか）：19,394円

白布借り上げ料：7,875円

消耗品費（短冊、クリアファイル、カラーペーパーほか）：9,777円

養生シート・養生テープ：24,549円

司会者薄謝：2,257円

消耗品（マイクケーブル、両面テープ、乾電池ほか）：6,758円

白布借り上げ料：26,250円

４　上海府地区囲碁大会 15,000 15,764 0 ▲ 764 入賞者賞品及び参加賞代、参加者昼食代ほか

５　健康ウォーク 0 5,239 0 ▲ 5,239 参加者用飲料代、カラープリンターインクほか

６　スポーツ・レクリエーション教室 40,000 23,132 0 16,868 塩分検査紙代、保護者アンケート用切手代、ふれあい広場調理室使用料ほか

７　パソコン教室 15,000 11,925 0 3,075 カラープリンターインク、ディスプレイケーブル代ほか

８　ひよこ組活動 10,000 7,159 0 2,841 参加者用茶菓代、クリスマス会用プレゼント代ほか

９　一円玉募金 0 0 0 0

１０　スポーツ振興基金事業 0 0 0 0

１１　保育園・小学校・地域連携活動 30,000 13,227 0 16,773 小学校グラウンド草刈り作業参加者用飲料代ほか

12　高速（光）通信環境導入促進のための取組み 0 0 0 0

102,574 0

内　　　訳

区　分 事業名 予備費充用額 内　　　訳

３　繰入金 0

16,825

2,114,873

▲ 1,000

４　繰越金

５　諸収入 2,152 14,673

３　上海府地区敬老会

▲ 111,697

4,000

　　収入の部

１　地域まちづくり交付金

２　集落負担金

１　防災防犯対策事業　（環境安全部会）

２　地域活動事業　（地域活動部会）

２　上海府地区文化祭・芸能祭

決算額

1,268,000

区　　　分
②

▲ 2,574100,000

248,500 247,500

合　　　計

　　支出の部

１　上海府地区合同運動会 291,697 0

578,548

５　行事参加費

180,000

200,000 59,814 0 140,186



190,000 132,729 0 57,271

１　花いっぱい運動 70,000 57,480 0 12,520 花苗代：47,744円、培養土・プランター代：9,736円

２　草刈用混合油の支給 60,000 33,292 0 26,708 草刈用混合油代（25：1　計１７０リットル支給）

３　浜掃除用具の支給 60,000 41,957 0 18,043 浜掃除用具（取っ手付きポリ袋）代ほか

150,000 134,547 0 15,453

１　海府ふれあい広場を利用した郷土料理教室 50,000 27,447 0 22,553 大海材料代（地区文化祭で提供）

２　うどん打ち教室・手作りうどん試食会 0 0 0 0 ※事業実施せず

３　名勝・旧跡、能化山登山道への案内看板設置 100,000 107,100 0 ▲ 7,100 茂助地蔵案内看板製作・設置代

100,000 0 0 100,000

新規事業検討・実施経費 100,000 0 0 100,000

30,000 30,000 0 0

上海府地区青尐年健全育成会助成金 30,000 30,000 0 0

331,000 335,781 4,781 0

会長、副会長　　13,000円×2人=26,000円

部会長　　　　　　13,000円×2人=26,000円

監　事　　　　　　　 6,500円×2人=13,000円

集落公民館長　　13,000円×8人＝104,000円

２　事務局経費 50,000 37,551 0 12,449 コピー用紙代、総会出席者用お茶代、カラープリンターインク、ゴム印代ほか

給食缶：12,058円、スタンド工場扇：4,980円、マルチワゴン：9,450円、

台車：6,776円、スチールラック：38,640円

４　保険料 15,000 11,620 0 3,380 公民館補償制度掛金（町づくり推進委負担分）：10,620円、一跳山看板施設陪席保険料：1,000円

５　広報費 47,000 45,706 0 1,294 コピー用紙代、インクジェット複合機購入代ほか

217,200 0 ▲ 8,139 209,061

予備費 217,200 ― ▲ 8,139 209,061 防災防犯対策事業費へ3,358円、組織運営経費へ4,781円充当。

2,105,200 1,663,946 ー 441,254

●平成25年度収支決算

0

７　組織運営経費

169,000

合　　計

71,904

４　地区の活性化事業　（地域活動部会）

0

収入額　２,１１４,８７３円　－　支出額１,６６３,９４６円　＝　４５０,９２７円　

50,000

６　予備費

▲ 17,123

３　環境対策事業　（環境安全部会）

4,781

５　新規事業対策費　（理事会）

６　負担金

３　備品購入費

１　報償費 169,000



（単位：円）

積立金の名称

積立の目的

積立開始年月日

管理方法

異動年月日 異動事由 増加額 減少額 差引残高 備　　　考

平成24年2月26日 設置 242,326 0 242,326

平成24年3月7日 平成23年度募金 53,228 0 295,554 ※8集落合計額

平成24年3月16日 防犯ブザー購入（24年度入学児童用） 0 8,280 287,274 ※1,380円×6個

平成24年4月1日 預金利子 32 0 287,306 郵便貯金利子

平成24年6月7日 放送機器購入（卓上アンプほか） 0 179,025 108,281 ※上海府小へ寄贈

平成24年10月1日 預金利子 22 0 108,303

平成25年1月23日 野潟集落募金 3,988 0 112,291

平成25年1月23日 間島集落募金 10,296 0 122,587

平成25年1月29日 岩ヶ崎集落募金 2,638 0 125,225

平成25年1月29日 大月集落募金 7,380 0 132,605

平成25年2月19日 早川集落募金 8,796 0 141,401

平成25年3月12日 馬下集落募金 5,905 0 147,306

平成25年3月18日 吉浦集落募金 11,462 0 158,768

平成25年3月19日 防犯ブザー購入（25年度入学児童用） 0 5,520 153,248 ※1,380円×4個

平成25年3月21日 防犯ブザー贈呈用紙袋 0 420 152,828 ※105円×4枚

平成25年4月1日 預金利子 15 0 152,843

平成25年4月9日 柏尾集落募金 5,491 0 158,334

平成25年10月1日 預金利子 19 0 158,353

平成26年2月5日 間島集落募金 5,415 0 163,768

平成26年2月5日 野潟集落募金 4,319 0 168,087

平成26年2月18日 早川集落募金 6,719 0 174,806

平成26年3月11日 岩ヶ崎集落募金 2,417 0 177,223

平成26年3月11日 大月集落募金 9,504 0 186,727

平成26年3月18日 馬下集落募金 7,750 0 194,477

平成26年3月26日 小学校卒業生への記念品代 0 28,320 166,157 オリジナル図書カード

積　立　金　台　帳

一円玉募金積立金

上海府地域住民から寄せられた『一円玉募金』を下記の事業に活用するため、基金とし
て積み立てるもの。
①上海府地域内の安全対策や安全施設の整備（防犯、防災、交通安全など）
②上海府地域内の公共施設（学校、保育園、福祉施設など）への寄付、援助
③上海府地域内の少子高齢化対策、過疎対策や福祉の充実を図る事業
④上海府地域の活性化を図る事業　など

普通預金　（ゆうちょ銀行　吉浦郵便局）

平成２４年２月２６日



（単位：円）

積立金の名称

積立の目的

積立開始年月日

管理方法

異動年月日 異動事由 増加額 減少額 差引残高 備　　　考

平成24年2月26日 設置 600,000 0 600,000

平成25年4月1日 利子 135 0 600,135

積　立　金　台　帳

上海府地域まちづくり基金

上海府地域のまちづくりに資する備品の購入、周年事業等の大型事業実施に係る支出
に備え基金の積み立てを行うもの。

定額貯金　（ゆうちょ銀行　吉浦郵便局）

平成２４年２月２６日



（単位：円）

積立金の名称

積立の目的

積立開始年月日

管理方法

異動年月日 異動事由 増加額 減少額 差引残高 備　　　考

平成24年2月26日 設置 88,363 0 88,363

平成24年4月1日 預金利子 12 0 88,375

平成24年10月1日 預金利子 12 0 88,387

平成25年4月1日 預金利子 12 0 88,399

平成25年10月1日 預金利子 12 0 88,411

積　立　金　台　帳

上海府地区スポーツ･文化振興基金

上海府地域在住の小学生、中学生、高校生がスポーツや文化芸術の分野で優れた成
績をおさめた場合に激励金を贈呈するため、基金の積み立てを行うもの。

普通預金　（ゆうちょ銀行　吉浦郵便局）

平成２４年２月２６日



 

平成２６年４月１日 

 

上海府地区町づくり推進委員会 

会長  片野高義 様 

 

 

監 事  横山 千章   

         菅原  豊   

 

 

平成２５年度上海府地区町づくり推進委員会事業・会計監査

報告書 

 

 

 平成２５年度上海府地区町づくり推進委員会の事業実施状況及び会計事務について 

下記のとおり監査を実施しましたので報告いたします。 

 

記 

 

 

 

１．実 施 日   平成２６年４月１日（火） 午前 9時 00分～ 
 
２．対象年度   平成２５年度（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日） 
 
３．監査事項   ①事業実施報告書の記載内容の確認 

②収支関係書類確認と預金通帳との照合 
 
４．監査結果   監査の結果、平成２５年度事業及び会計事務は適正に執行されている

ものと認めました。 
 

 

以上 



第１号議案 

 

 

上海府地区町づくり推進委員会役員の選出について 

 

 

 上海府地区町づくり推進委員会役員を次のとおり選出したいので承認を求めます。 

 

 

 

 １．選出する者および役職 

  会  長         片野 高義 （吉浦区長） 

  監  事         横山 千章 （消防団村上方面隊副方面隊長） 

               菅原 豊  （交通安全協会上海府支会長） 

 

  地域活動部会 部会長   佐藤 和久 （野潟区長） 

         副部会長  太田 純一 （早川集落公民館長） 

 

  環境安全部会 部会長   佐藤 和彦 （消防団第５分団長） 

         副部会長  五十嵐 徹 （間島区長） 

 

※副会長は当面空席とし、後日選出します。 

 

 

 ２．役員の任期  総会で承認を得た日から平成２８年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

平成２６年 ４月１９日  提 出                

上海府地区町づくり推進委員会会長    片野 高義 

 

平成２６年 ４月  日  承 認                

上海府地区町づくり推進委員会総会議長        



会　長 片野　高義 　　　監　事 横山　千章

副会長 菅原　豊

（敬称略）

役職 氏名 所属部会

１ 理　事 瀬賀　賢一 環境安全部会 岩ヶ崎集落 区長

２ 理　事 長　茂樹 地域活動部会 大月集落 区長

３ 部会長・理事 佐藤　和久 地域活動部会 野潟集落 区長

４ 副部会長・理事 五十嵐　徹 環境安全部会 間島集落 区長

５ 理　事 小野　好昭 地域活動部会 柏尾集落 区長

６ 会　長 片野　高義 地域活動部会・環境安全部会 吉浦集落 区長

７ 理　事 斎藤　邦夫 環境安全部会 早川集落 区長

８ 理　事 井上　久 地域活動部会 馬下集落 区長

９ 部会長・理事 佐藤　和彦 環境安全部会 消防団村上方面隊第五分団 分団長

１０ 監事・理事 菅原　豊 環境安全部会 交通安全協会上海府支会 支会長

１１ 理　事 瀬賀　四郎 地域活動部会 上海府地区老人クラブ 会長

１２ 理　事 太田　静雄 環境安全部会 海晴会 副会長

１３ 理　事 小野　正晴 環境安全部会 海府ふれあい広場管理運営組合 事務局長

１４ 理　事 佐藤　英和 地域活動部会 上海府小学校PTA 会長

１５ 理　事 田中　真由子 環境安全部会 上海府小学校PTA 副会長

１６ 理　事 瀬賀　優子 環境安全部会 保育園保護者会 副会長

１７ 理　事 五十嵐　智恵子 地域活動部会 食生活改善推進員 代表

１８ 理　事 相馬　和子 地域活動部会

１９ 理　事 渡辺　恵子 地域活動部会 上海府小学校長

２０ 監事・理事 横山　千章 環境安全部会 消防団副方面隊長

２１ 理　事 黒沢　幸美 地域活動部会

２２ 瀬賀　秀雄 地域活動部会 岩ヶ崎集落公民館 館長

２３ 五十嵐　彰 地域活動部会 大月集落公民館 館長

２４ 菅原　豊 地域活動部会 野潟集落公民館 館長

２５ 理　事 磯部　佐一郎 地域活動部会 間島集落公民館 館長

２６ 小野　満也 地域活動部会 柏尾集落公民館 館長

２７ 長谷川　幸雄 地域活動部会 吉浦集落公民館 館長

２８ 副部会長 太田　純一 地域活動部会 早川集落公民館 館長

２９ 井上　豊文 地域活動部会 馬下集落公民館 館長

３０ 事務局 横山　静子 自治振興課

選出区分等

平成２６年度　上海府地区町づくり推進委員会役員・理事等名簿

学識経験者等

●役員・正副部会長任期：平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日まで

●集落公民館長代表（理事）は、1年交代で各集落持ち回り。



第２号議案 

 

 

平成２６年度上海府地区町づくり推進委員会事業計画案ついて 

 

 

 平成２６年度上海府地区町づくり推進委員会事業計画を別紙のとおり定めたいので

承認を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年 ４月１９日  提 出                

上海府地区町づくり推進委員会会長    片野 高義 

 

平成２６年 ４月  日  議 決                

上海府地区町づくり推進委員会総会議長        



平成２６年度 上海府地区町づくり推進委員会事業計画 

 

 

①防災・防犯対策事業 （環境安全部会） 

基本方針 事業名 実施時期 対象・参加者等 事業内容 備考 

１  日 頃 か ら  

防災・防犯に 

努め、住民が 

安心して暮ら

せる上海府を

めざす。 

①高齢者にも対応した

津波避難路等の整備 

 

【継続】 

年間を通じて 
上海府地区内

の集落 

①津波避難路の整備に取り組む集落

に対して、『津波避難路等の整備 

助成金支給の基準』に基づき資材

や用具の購入費を助成します。 

 

②上記以外の集落については、避難

の際に資する用具や備品を集落の

希望を踏まえて購入配備します。 

 

③１集落あたりの金額は７万円を 

上限とします。 

・平成２７年度以降も継続して助成

金の額（１集落７万円）は保証で

きないので、今年度から助成金の

前倒し支給は行いません。 

 

・平成２６年度中に助成事業の内容

および金額の見直しを行います。 

 

・避難路や避難場所の整備に国など

の補助金が活用できないか検討

します。 

②消防団・自警団・住民

合同の消火・防災訓練

の実施 

 

【継続】 

８月下旬 

(市防災訓練) 

ほか 

消防団 

自衛団 

一般住民 

①市防災訓練の際に、避難路等の 

整備助成金を活用して整備した  

避難路や避難用具を使用して訓練

を行います。 

 

②防災訓練の際に希望する集落へ 

非常食（アルファ米）を支給して

炊き出し訓練と非常食の試食を 

行い、家庭での非常食備蓄に  

ついてＰＲします。 

 

③今年度は新潟地震から５０年、 

中越地震から１０年という節目の

年になるので、文化祭などの行事

の際に防災についてＰＲする企画

を検討します。 

（新潟地震の記録映画上映など） 

 

③救急法講習会の開催 

 

【継続】 

７月上旬 

ほか 

消防団 

集落役員等 

住民一般 

①海水浴シーズンが始まる時期に 

合わせて人工呼吸、ＡＥＤの操作 

方法の講習会を開催します。 

 

②文化祭で体験コーナーの一環とし

て開催することを検討します。 

 

※いずれも講師は消防署に依頼。 

・①の講習会は消防団や自衛団、 

集落の役員等を対象とし、②の 

講習会は広く一般住民を対象と

することを想定しています。 

 

・講習会の開催を希望する集落へ 

出向いての開催も検討します。 

 

・住民の要望や想定される災害に 

合わせて内容の検討も行います。 

 

  



②地域活動事業 （地域活動部会） 

基本方針 事業名 実施時期 対象・参加者等 事業内容 備考 

２ 人と人との 

つ な が り を 

大 切 に し 、 

若者から高齢

者まで住民が 

住みよい上海

府をめざす。 

①ふれあい大運動会 in

かみかいふ 

（地区合同運動会） 

 

【継続】 

６月１日 

（日） 

住民一般 

上海府小学校 

上海府保育園 

 平成２６年度も上海府地区住民、   

上海府小学校児童、上海府保育園児

が一堂に会する地区運動会を開催 

します。 

 実施に当たっては幅広い年齢層が

参加できるように配慮するととも

に、村上などに住む地区出身者も 

取り込めるような企画を行い、  

運動会の盛り上げを図ります。 

若い世代が力を発揮できる  

『綱引き』のような競技を復活させ

ます。実施に当たっては複数集落で

チームを編成するなど集落ごとの

負担を軽減するようにします。 

また、地区住民、保育園児、   

小学生が一緒に競技する種目も 

設けられるよう検討します。 

②上海府地区文化祭・ 

芸能祭 

 

【継続】 

10月 19日 

（日） 

住民一般 

上海府小学校 

上海府保育園 

 平成２６年度についても、上海府 

小学校、上海府保育園と合同で開催

します。 

 

主な内容（案） 

①住民、小学校児童、保育園児の  

作品展示。 

②企画展示、写真コンテスト 

③地域住民等による芸能祭。 

④地区食推の試食コーナー 

⑤お茶席体験 

⑥小学校ＰＴＡ主催事業 

・文化祭に合わせて写真コンテスト

を行うことで、文化祭の盛り上げ

を図ります。 

 

・体験型の催しを希望する意見も 

挙がっているので、お茶席や  

生け花、うどん作りなど、家族で

気軽に参加できる催しを検討し

ます。 

 

・昨年度、音響設備を寄贈いただき、

ステージの環境が良くなったの

で芸能祭に大勢参加いただける

ようＰＲに努めます。 

③上海府地区敬老会 

 

【敬老会】 

９月 15日 

（敬老の日） 

上 海 府 地 区 

在住の 75 歳 

以上の住民 

上海府区区長会と共催で地区在住

の 75 歳以上の方を対象として開催 

します。 

米寿該当者へ祝い状と記念品の 

贈呈のほか、アトラクションを観覧

しながらの会食を行います。 

また、平成２６年度も参加者席は

長机と椅子の席を用意します。 

・敬老会で使用する長机と椅子は、

昨年度同様、市施設から調達する

予定ですが、調達できない場合は

業者からレンタルします。 

 

・昨年度、音響設備を寄贈いただき、

ステージの環境が良くなったの

でアトラクションに大勢参加 

いただけるようＰＲに努めます。 

④上海府地区囲碁大会 

 

【継続】 

１月下旬 
住民一般 

ほか 

主に上海府地区の囲碁愛好者を 

対象とした大会を開催します。  

（ただし、地区内外の交流を図る 

という面で、地区外からの参加も 

歓迎します。） 

なお、開催に当たっては、初心者

と上級者が対戦しない様にする  

など、初心者でも参加しやすいよう

に配慮します。 

・生涯学習推進センター等でも囲碁

サークルが活動しているので、 

大会についてＰＲしたい。 

 

・平成２５年度に引き続き、自由に

囲碁や将棋を楽しむ機会も  

設けたい。 

⑤健康ウォーク 

 

【継続】 

時期未定 

児童保護者 

住民一般 

ほか 

 平成２６年度も上海府小学校の 

秋遠足と合同での開催を予定してい

ます。内容については、小学校と  

協議のうえ決定します。 

 



⑥スポーツ・ 

レクリエーション 

教室 

 

【継続】 

― ― 

 平成２５年１２月に小学校児童の

保護者に行ったアンケートの結果な

どを踏まえて、平成２６年度は次の

ことに取り組みます。 

 

① 定 期 的 に 体 育 館 を 利 用 し て   

バドミントンやニュースポーツ 

などを親子で自由に楽しむことが

できる機会を設けます。 

（フリースポーツ） 

 

②小学校の孫親学級（７月４日開催

予定）に合わせて木工教室を  

行います。 

・フリースポーツの参加状況や  

参加者の意見を踏まえて、   

次のステップを考えていきます。 

 

・木工教室については新潟県北部 

林業振興協議会の支援制度を 

活用します。 

 

⑦パソコン教室 

 

【継続】 

時期未定 地域住民一般 

 初心者向けに Wordや Excelの操作

方法の講習会を開催し、パソコン 

技術の普及を図るとともに、多くの

人にパソコンに触れる楽しみを  

感じてもらう機会を提供します。 

 講習内容は参加者の希望等も  

踏まえて設定します。 

パソコンを持ち寄って参加者 

同士で教えあうなど、学習会という

形式にこだわらないなど、住民の 

皆さんが参加しやすい開催方法を

検討します。 

 

⑧ひよこ組活動 

 

【継続】 

年間を通じて 
保育園入園前

の子と保護者 

 保育園入園前の親子を対象に  

お花見会や遠足交流会、クリスマス

会等を開催して親子同士の交流を 

図ります。 

 

（２６年度の活動・事業予定） 

４月 お花見会 （間島 仲雲寺） 

９月 遠足交流会 

（ゆきわり荘、ふれあい広場） 

１２月 クリスマス会 

（コミュニティセンターまたは保育園） 

３月 お別れ会 

（コミュニティセンターまたは保育園） 

 

広報紙かもめだよりの発行 

（4月、8月、11月、3月の年 4回） 

・昨年度同様、保育園の園開放を 

利用して、他地域のお子さんや 

保護者と交流する機会を設けま

す。 

 

・対象の乳幼児が少なくなり、個々

の活動の参加者が減っています。 

 活動の開催方法を工夫していく

必要あがります。 

⑨スポーツ振興基金 

事業 

 

【継続】 

年間を通じて 

地区在住の 

小学生 

中学生 

高校生 

上海府地区在住の小学生、中学生、

高校生がスポーツや文化芸術の分野

で優れた成績をおさめた場合に、 

基金を活用して餞別、激励金などを

贈呈します。 

 

⑩保育園・小学校と地域

の連携 

 

【継続】 

５月 24日 

（土） 
住民一般 

①上海府地区運動会開催に向けて、

小学校のグラウンドや児童がシバ

ザクラを植えた花壇の草刈り 

（草取り）を行います。 

 

②その他、保育園、小学校の活動  

支援を進めます。 

 



⑪集落およびサークル

活動等支援事業 

 

【新規・継続】 

― ― 

①集落活性化支援事業（年間を通じて）  

 上海府地区内の集落活動活性化の

ため、集落行事や老人クラブなど 

集落の各種団体が行う行事の経費の

一部を予算の範囲内で助成します。 

 平成２６年度は１集落あたり 

年 5,000円を上限に助成します。 

 助成対象となる事業や申請方法

については別途基準を定めます。 

②短歌教室吟行研修（4月 20日） 

 上海府地区の短歌教室である砂丘

短歌会の研修会を行います。 

 なお、事業実施に要する経費は 

短歌教室運営経費から支出します。 

※この事業は旧上海府地区公民館

から引き継いだものです。 

 

 

 

③環境対策事業 （環境安全部会） 

基本方針 事業名 実施時期 対象・参加者等 事業内容 備考 

３ 上海府地域

の景観・環境

の保全に取り 

組む。 

①花いっぱい運動 

 

【継続】 

年間を通じて 

上海府地区内

の集落 

公共施設 

上海府地区の環境美化や景観向上

のため、道路脇花壇への植栽や公共

スペースへの花プランター設置に 

取り組む集落や公共施設に対して 

花苗や肥料などを支給する事業を 

継続して実施します。 

 花の水やり、プランターの設置や

撤去など維持管理が負担となって

いるので、その軽減策を講じる必要

があります。 

②公共スペースなどの 

 草刈り作業 

【継続】 

年間を通じて 
上海府地区内

の集落 

上海府地区の環境美化や景観向上

の た め 、 道 路 や 公 園 な ど 公 共   

スペースの草刈り作業に集落単位で

取り組みます。 

また、作業をする集落に対しては

草刈機用の混合油など必要な物品を

支給するなど支援を行います。 

①道路等で作業を行う場合は、作業

従事者の安全対策を十分に図っ

てください。 

 

②万一、作業に伴い第三者の物を 

破損した場合や、第三者にケガを

させた場合の保険（補償）を  

各集落において手当てしておく

必要があります。 

③海岸の清掃活動 

【継続】 
年間を通じて 

上海府地区内

の集落ほか 

上海府地区の環境美化や景観向上

のため、集落単位で海岸清掃に取り

組みます。 

作業をする集落に対しては清掃に

必要な物品を支給するなど支援を 

行います。 

また、小学校が行うシーサイド 

クリーン作戦の支援も行います。 

・瓶や缶などの不燃ごみやプラス 

チックごみの回収に重点を置き、

カヤや海藻は一か所に集めて 

おくこととします。 

 

・市や県などでごみ袋の支給といっ

た支援制度が整えられてきたた

め、町づくり推進委員会としての

支援方法を検討する必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

④地域の活性化事業 （地域活動部会） 

基本方針 事業名 実施時期 対象・参加者等 事業内容 備考 

４ 上海府地域

の 資 源 （ 自

然・人・食材・

施設）を活か

したまちづく

りをめざす。 

上 海 府 地 区 の 郷 土  

料理・特産物の普及及び

広報 

 

①海府ふれあい広場を

利用した郷土料理 

教室 

 

②うどん打ち教室 

 手作りうどん試食会 

 

【継続】 

7月下旬 

など 
住民一般 

・上海府の特産品をＰＲするため、

海府ふれあい広場を利用して  

上海府の料理をふるまうイベント

を開催します。 

 

・実施時期は夏場の海水浴シーズン、

提供品はサザエのつぼ焼き、   

手作りうどんなどを想定して  

います。 

・実施に当たっては、海府ふれあい

広場とも十分協議しながら進め

ます。 

 

・整理券を配布するなど提供方法に

ついて、他地区の事例なども参考

にしながら十分検討します。 

③ 上 海 府 地 区 写 真  

コンテスト 

 

【新規】 

10月 19日 

（日） 
一般 

・上海府地区の自然景観や行事、  

名勝旧跡などを題材とした写真を

広く地区内外から募集して写真 

コンテストを開催します。 

 

・文化祭で出品作品を展示し、来場

者や小学生などの投票により入賞

作品を選びます。入賞者には賞金

（品）を贈呈して表彰します。 

 

・出品作品は上海府地区のＰＲなど

に活用させてもらいます。 

コンテストはスマートフォンや

携帯電話等で撮影したものなど、 

本格的なものでなくても気軽に 

出品できるものとします。 

④名勝・旧跡への案内 

看板設置 

 

【継続】 

通年 
地域内の旧跡

等 

 案内看板等の設置により、上海府

地区内の名勝・旧跡の整備を進め、

来訪者へ上海府地区の歴史・文化の

PRに努めます。 

 看板の設置場所については写真 

コンテストの結果等も踏まえて検討

します。 

・能化山などで地区外からの登山者

による山野草の乱獲が問題と 

なっています。また、交流人口の

拡大によりゴミのポイ捨て等の

問題が発生することも危惧され

るので、こうした問題の対策につ

いても併せて考えていく必要が

あります。 

 

・名勝・旧跡の活用方法（散策   

マップ、散策コースの設定など）

についても検討を進めます。 

 

  



⑤住民の参加促進 （理事会・各部会） 

基本方針 事業名 実施時期 対象・参加者等 事業内容 備考 

５  老 若 男 女 

問わず住民の

意見を積極的

に取り入れた

組 織 作 り を 

行い、住民誰

もが参加しや

すい事業実施

に努める。 

①女性や若者が参加し

やすい組織運営を 

行い、積極的な参加を  

促す。 

 

【継続】 

年間を通じて ― 

①各種行事の企画立案、運営等へ 

女性や若者に加わってもらえる 

ように環境を整え、積極的な参加

を促します。 

 

②上海府地区のまちづくりの意識 

高揚と事業促進のため、『上海府 

地区町づくりスローガン』の制定

を検討します。 

・小学校児童の保護者アンケートの

結果から、若い世代も地域のまち

づくりに関心を持っていること

が分かりました。若い人の意見を

積極的に採用して、若者を活動に

取り込んでいきたいと考えます。 

 

・スローガンのほかに『ゆるキャラ』

を作るといった意見も出ていま

す。活動の促進材料として有効と

考えられるので、実現に向けて 

検討していきます。 

②地域住民に『まちづく

り事業』についての 

広報を行い、浸透を  

図る。 

 

【継続】 

年間を通じて ― 

①毎月発行の『上海府かわら版』を

通じて、上海府地区町づくり推進 

委員会の各種事業や集落行事など 

上海府地区の話題について広報 

するとともに、まちづくり事業に

対する理解促進を図ります。 

 

②村上市ホームページ内に開設した

上海府地区町づくり推進委員会の

コーナーを活用して、上海府地区

外への情報を発信も行います。 

・かわら版に地区内のサークルや 

団体などの活躍や作品を掲載 

することで、活動をバックアップ

していきます。また、集落の行事

も紙面で紹介していきます。 

 

・かわら版を町づくり推進委員会の

ホームページに掲載するほか、 

地区内の施設等にも置いてもら

うなど、皆さんの目に触れるよう

に工夫します。 

 

・地区外の人にも速やかに情報を 

伝えられるように独自のホーム

ページを開設します。これにより

行事の中止連絡など速やかな 

情報伝達が期待されます。 

 

 

⑥一円玉募金特別会計事業 

事業名 実施時期 対象・参加者等 事業内容 備考 

募金活動 

 
年間を通じて 住民一般 

 集落単位で募金活動を行い、集まった 

募金を上海府地区内の防災、防犯対策、 

地区行事等で使用する備品の購入、その他

地区の福祉向上に活用します。 

・住民の皆さんに無理のない範囲で協力  

いただけるよう配慮します。 

 

・募金の活用方法には集落や関係機関の  

要望、意見を十分勘案して決定します。 

また、募金の使途や活用実績については、

かわら版等で住民の皆さんにお知らせし

ます。 

中学校へ進学する児童

への記念品贈呈事業 
３月 

上海府地区の

中学校へ進学

する児童 

 上海府地区在住または上海府小学校 

在学者で中学校へ進学する児童に対して、

図書カード（額面 3,000円）を贈ります。 

記念品として贈る図書カードは、小学校の

教室や校舎等をデザインしたオリジナルの

カードとし、記念に残るものとします。 

上海府地区忠魂碑修繕

事業費の助成 
時期未定 ― 

経年劣化のため損傷が著しい上海府 

地区忠魂碑修繕費の一部を助成します。 
 

共用備品購入のための

積立事業 
年間を通じて ― 

毎年度の事業執行残金を積み立てて、 

地域の行事等で使用する共用備品の購入

に充てます。 

 

 



第３号議案 

 

 

上海府地区まちづくり計画の一部変更ついて 

 

 

 上海府地区町づくり計画を別紙のとおり一部変更したいので承認を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年 ４月１９日  提 出                

上海府地区町づくり推進委員会会長    片野 高義 

 

平成２６年 ４月  日  議 決                

上海府地区町づくり推進委員会総会議長        
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（別 紙） 

 

１．変更概要 

 平成２４年２月２６日開催の総会において制定した上海府地区まちづくり計画の内容の一部（事業実施計画）を平成２６年度事業

計画の内容に合わせて変更するものです。 

 変更の内容は次のとおりです。 

 

 

 ①市教育委員会から小学校児童に防犯ブザーが配布されることを受けて、町づくり推進委員会からの防犯ブザー配布を終了する 

  ため、防犯ブザー配布事業を計画から削除します。 

  併せて、一円玉募金事業を実情に即した形で計画に記載しなおします。 

 

 ②上海府地区内にも光ファイバ―による通信環境が整備されたため、高速（光）通信環境導入促進のための取り組みを実施計画 

  から削除します。 

 

 ③『草刈り用具の支給』および『浜掃除用具の支給』の事業名称を実情に即した名称に変更します。 

 

 ④上海府地区の郷土料理や特産品のＰＲ活動を柔軟に行えるよう、料理や産物の種別を限定しない事業名称に変更します。 

 

 ⑤上海府地区写真コンテストを事業実施計画に追加します。 

 

 ⑥名勝・旧跡や能化山登山道への案内看板設置事業から能化山登山道を削除します。 
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２．変更案 （太字の部分が変更する箇所） 

 

基本方針 事業名 
実施年度 

備考 
24年度 25年度 26年度 

日頃から防災・防犯に努め、住

民が安心して暮らせる上海府

をめざす。 

高齢者にも対応した津波避難路等の整備 ○ ○ ○  

消防団、自警団、住民合同の消火・防災訓練の実施。 ○ ○ ○  

救急法講習会の開催 ○ ○ ○  

小学校新入学児童への防犯ブザー贈呈 ○ ○ ○ 一円玉募金を利用 

人と人とのつながりを大切に

し、若者から高齢者まで住民が

住みよい上海府をめざす。 

上海府地区合同運動会 ○ ○ ○  

上海府地区文化祭・芸能祭 ○ ○ ○  

上海府地区敬老会 ○ ○ ○ 地区区長会と共催 

上海府地区囲碁大会 ○ ○ ○  

健康ウォーク ○ ○ ○  

スポーツ・レクリエーション教室 ○ ○ ○  

パソコン教室 ○ ○ ○  

ひよこ組活動 ○ ○ ○  

一円玉募金活動及び募金を活用した事業 ○ ○ ○  

スポーツ振興基金事業 ○ ○ ○  

保育園・小学校と地域の連携（グラウンド草刈りなど） ○ ○ ○  

高速（光）通信環境導入促進のための取り組み ○ ○ ○  

上海府地域の景観・環境の保全

に取り組む。 

花いっぱい運動 ○ ○ ○  

草刈用混合油の支給 公共スペースなどの草刈り作業 ○ ○ ○  

浜掃除用具の支給 海岸の清掃活動 ○ ○ ○  
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基本方針 事業名 
実施年度 

備考 
24年度 25年度 26年度 

上海府地域の資源（自然・人・

食材・施設）を活かしたまちづ

くりをめざす。 

上海府地区の郷土料理・特産物の普及および広報 

 ・海府ふれあい広場を利用した郷土料理教室 

 ・うどん打ち教室・手作りうどん試食会 など 

○ ○ ○ 

 

上海府地区写真コンテスト   ○  

名勝・旧跡や能化山登山道への案内看板設置 事前準備 ○ ○  

老若男女問わず住民の意見を

積極的に取り入れた組織作り

を行い、住民誰もが参加しやす

い事業実施に努める。 

女性や若者が参加しやすい組織運営を行い、積極的な

参加を促す。 
○ ○ ○ 

 

地域住民に『まちづくり事業』についての広報を行い、

浸透を図る。 
○ ○ ○ 

 

 

 



第４号議案 

 

 

平成２６年度上海府地区町づくり推進委員会予算案ついて 

 

 

 平成２６年度上海府地区町づくり推進委員会予算を別紙のとおり定めたいので承認

を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年 ４月１９日  提 出                

上海府地区町づくり推進委員会会長    片野 高義 

 

平成２６年 ４月  日  議 決                

上海府地区町づくり推進委員会総会議長        



平成２６年度　上海府地区町づくり推進委員会一般会計収支予算書

●収入の部

区　　分 予算額 前年度予算額 比較増減 特記事項・積算根拠等

１　地域まちづくり交付金 1,266,000 1,266,000 0 平成25年度地域まちづくり交付金 1,266,000 平成26年1月1日現在の人口等で積算。

町づくり推進委集落負担金 122,750 1世帯250円×491世帯（3月1日現在）

地区運動会・文化祭負担金 122,750 1世帯250円×491世帯（3月1日現在）

３　繰越金 450,927 578,548 ▲ 127,621 平成25年度繰越金 450,927

４　行事参加費 5,000 10,000 ▲ 5,000 地区囲碁大会参加費 5,000 1人1,000円×5名　　※囲碁大会予算へ充当

ふるさと上海府の歴史頒布代金 2,000

預金利子 73

収入合計 1,969,500 2,105,200 ▲ 135,700

●支出の部

区　　分 予算額 前年度予算額 比較増減 特記事項・積算根拠等

津波避難路等の整備事業 490,000 1集落当たり70,000円×7集落＝490,000円

消防団・自衛団・住民合同の防災訓練 52,000 炊き出し訓練用非常食（マジックライス）　13,000円×4集落分

救急法講習会 4,000 講習会案内チラシ用紙代、会場使用料　ほか

地区合同運動会 170,000 競技参加者景品代、競技用具購入代　ほか

地区文化祭・芸能祭 100,000 出品者・出演者記念品代、作品展示用品代　ほか

地区敬老会 60,000 白布借上げ代、床養生シート代ほか

地区囲碁大会 15,000 賞品及び参加賞代　ほか

健康ウォーク 5,000 ウォーキング参加者飲料代ほか

フリースポーツ開催経費（講師謝礼ほか）　15,000円

木工教室開催経費（工作材料代）　50,000円

パソコン教室 10,000 プリンターインク、パソコン操作テキスト代　ほか

ひよこ組活動 10,000 参加者用茶菓代、たより発行用の用紙代　ほか

保育園・小学校・地域連携活動 20,000 作業参加者用飲料代、草刈機用混合油代　ほか

集落およびサークル活動等支援事業 40,000 集落活性化支援助成金　＠5,000円×8集落

花いっぱい運動 60,000 花苗代、肥料代ほか

草刈り混合油の支給 50,000 1缶（20㍑）3,892円×1.5缶×8集落

浜掃除用具の支給 30,000 ゴミ袋等清掃用具代

上海府地区の郷土料理・特産物の普及広報活動 ふれあい広場を利用した試食イベント経費　70,000円

（郷土料理教室・手作りうどん試食会） 文化祭等での郷土料理等ＰＲ経費　　30,000円

上海府地区写真コンテスト 30,000 入賞者賞金（品）代、写真飾り付け用消耗品代ほか　30,000円

名勝、旧跡等への案内看板設置 90,000

５　新規事業対策費 1,000 100,000 ▲ 99,000 ※項目設置のため

６　負担金 20,000 30,000 ▲ 10,000 上海府地区青少年健全育成会助成金 20,000 平成25年度実績を踏まえて10,000円減額。

正副会長：12,000円×2人＝24,000円　　※各1000円減額

部会長：12,000円×2人＝24,000円　　　　※各1000円減額

集落公民館長：12,000円×8人＝96,000円　　※各1,000円減額

監事：6,000円×2人＝12,000円　　※各500円減額

事務局経費 50,000 会議費、各種会合会費、事務用品購入代、通信費　ほか

備品購入費 50,000

公民館総合補償制度（賠償保険等）　10,620円

一跳山由来看板施設賠償保険　　　　　1,000円

飲食イベント賠償保険　　　　　 　　　　10,000円

上海府かわら版発行経費　60,000円

町づくり推進委員会ホームページ開設費　15,000円

８　予備費 194,500 217,200 ▲ 22,700

支出合計 1,969,500 2,105,200 ▲ 135,700

※事業予算に不足が生じた場合は、報償費を除き区分間で予算流用できるものとする。

156,000

広報費 75,000

７　組織運営費 353,000 331,000 22,000

報償費

保険料 22,000

590,000 ▲ 95,000

１　防災防犯対策事業費 546,000

４　地区の活性化事業費 220,000 150,000 70,000

内　　訳

２　集落負担金 245,500 248,500 ▲ 3,000

スポーツ・レクリエーション教室 65,000

100,000

５　諸収入 2,073 2,152 ▲ 79

事業名

497,000 49,000

３　環境対策事業費 140,000 190,000 ▲ 50,000

２　地域活動事業費 495,000



平成２６年度　上海府地区町づくり推進委員会一円玉募金特別会計収支予算書

●収入の部

区　　分 予算額 前年度実績 比較増減

１　募金 50,000 41,615 8,385 平成26年度一円玉募金

２　繰越金 166,157 152,828 13,329 平成25年度繰越金

３　諸収入 33 34 ▲ 1 預金利子

収入合計 216,190 194,477 21,713

●支出の部

区　　分 予算額 前年度実績 比較増減

小学校卒業児童への図書カード贈呈（4,000円×3人）

※オリジナルカード印刷代含む。

２　忠魂碑修繕事業費 100,000 0 100,000 上海府地区忠魂碑修繕費（一部負担） 100,000

３　予備費 104,190 0 104,190

支出合計 216,190 28,215 187,975

事業名

内　　訳

１　記念品贈呈事業費 12,000 28,215 ▲ 16,215 12,000


