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平成３０年度の通常総会が、４月７日（土）村上市教育情報センター

視聴覚ホールにて開催されました。代議員５０名（委任状提出者含む）、

各町内区長、協議会関係者、そして来賓として村上地域在住の市議会議員

など約１００人の方にご参加いただきました。

総会では、

（１）平成２９年度の事業報告及び収支決算

（２）平成３０年度事業計画及び収支予算（案）

（３）役員の承認

の３つの議案について審議していただき、すべてを承認

していただきました。

また、総会に先立ち、環境整備部会による景観・町内

美化活動の表彰を行い、日ごろから景観・町内美化に取

り組んでおられる個人、団体について、協議会会長から

感謝状と記念品を授与しました。

そして、総会後に開催された「報告

・交流会」へは５４人の皆さんが参加

され、報告会では、地域づくり支援事

業での「新しい組織立上げ事業」にて

取り組まれた羽黒町区の事例を紹介し

ました。羽黒町区にて制作した紹介ビ

デオは大変ユニークなもので、会場を

笑いの渦に包んでくれました。

交流会では、終始和やかな雰囲気の

中、お互いの交流を深めていました。

１

環境整備部会では、日ごろから景観・町内美化活動に積極的に取り組んでおられる個人及び団体について表彰を行う

こととし、協議会会長から感謝状と記念品を授与いたしました。

平成 30 年度通常総会において表彰を行った個人・団体は下記のとおりです。

【個人】 時田 忠一 様 （新町）

長年にわたり、お城山登山道の整備、特に裏山の登山整備には力を入れて取り組んでいます。

【個人】 渡辺 勝男 様 （新町）

長年にわたり、お城山の外来植物の除去作業に取り組んでいます。

【団体】 久保多町住吉の会 様 （久保多町）

長年にわたり、秋葉神社境内やポケットパークの環境整備に取り組んでいます。

【団体】 南町二丁目町内会 様 （南町二丁目）

毎年町内行事として県道神林線の歩道の植込み等の環境整備に取り組んでいます。



平成３０年度通常総会で審議、承認された議案は次のとおりです。
（第２号議案の詳細は次号に記載します。）

◎事業報告
【各部会事業報告】

【元気づくりプロジェクト事業報告】
※各種団体等と連携した地域全体の活性化推進事業

※村上地域まちづくり協議会でしかできない夢を実現する事業（複数年で継続して実施できるもの）

部

会
事 業 名 実 施 事 業

部

会
事 業 名 実 施 事 業

環

境

整

備

地域の花ロー
ドの検討整備

●植栽事業
（市役所花壇整備、駅前プランター木枠整

備、やさしい園芸教室の開催）

●生垣・庭木のお手入れ講座
冬囲い編 11/15基礎編、11/21実践編

①、11/22 実践編②、3/30 実践編③

●花一輪挿し運動
秋の花一輪挿し運動 9/15～10/15

春の花一輪挿し運動 3/1～3/31

伝

統

文

化

村上の伝統文化
を発信するイベン
トの開催

●甲冑作製体験 9/10
●城下町探検ウォーク 11/11
●城下町村上探検ガイドの発行 11/11

伝統文化の資料
作成

●地域の伝統文化の調査・研究

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 3/11

生

活

安

心

町内同士の連携
を促す場の仕組
みの整備

●町内自主防災活動の研修会（情報交換）
防災意識啓発活動

道路植栽帯の
美化・維持管
理の推進

●道路植栽帯の植栽・除草活動
市道飯野門線 道路植栽帯の除草・植栽

活動 6/9

市道南線 道路及び植栽帯の除草・剪

定活動 6/20

地域ぐるみで「子
ども」「人」を育む
ための環境と仕
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）
あいさつ運動キャラクターグッズの小学校新 1

年生への配布（4 月）
景観・町内美
化活動の表彰

●景観・町内美化活動の表彰

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
村上南小学校ペンキ塗り 7/29

村上小学校 外周フェンスペンキ塗り 9/3

小学校おやじの会冬季イベント「冬フェス」

1/27※中止

景観計画、歴
史的風致維持
向上計画との
連携事業の検
討と協力

●景観法、景観計画、歴史的風致維
持向上計画についての勉強会 10/25

地

域

活

性

村上オリジナル
サービス・販売の
支援

●“思い出とおもてなしをお持ち帰りいただ
ける”手提げ袋（愛称：「村紙バッグ」の製
作・配布

自然と親しめ
る空間の保護
保全

●さんきょ山里山ハイキングでのアン
ケート調査実施 5/27

地域商店街を会
場にしたにぎわ
いイベントの開催

●お地蔵様スタンプラリー 7/15～7/23
●お地蔵様にぎわいイベント 7/23

自然を活かし
た体験イベント
の開催

●さんきょ山里山ハイキング 5/27

まちの情報発信・
ＰＲ

●イベント等のＰＲ誌の発行（7 月）
●鮭かざりを活用したＰＲ（通年）
●村上地域まちづくり協議会フェイスブック
の運営（通年）

環境に意識し
た市民プロジ
ェクトの展開

●堆肥化木枠の設置（更新）
●落ち葉集積BOX用ｷｬｽﾀｰの製作（２
基）

●堆肥化木枠の腐葉土無料配布
10/10

事業名 事業内容・効果

「地域の伝統文化継承と郷土発展に
尽くした人材紹介」事業への支援

郷土愛を育みながら、地域住民との連携を強化することができたとともに、地域の魅力を
地域内外に発信することができた。

スポーツ応援関連事業 スポーツ大会等の応援を通じ、村上を広く PRできた。

事業名 事業内容・効果

村上 子供 夢 プロジェクト

Ｍ ・ Ｃ ・ Ｄ ・ Ｐ 事業
ラブ

「愛好きですお城山」

村上小学校児童による「～わたくしたちが描く未来予想図～」で提案された発表内容を具
現化させ実施するもの。提案のあった内容のうち、「村上城建設計画」を採用し、子ども
たちの「夢」の実現を目指し取り組む。実行委員会を設置し、地域が一体となって実現が
できるよう、連携して取り組む。
平成 29年度より事業費の積立を開始。（平成 29年度支出額 100万円）

２

紙面の都合上、次号に掲載いたします。



※任期は、平成３０年４月１日から２年とする。

役 職 氏 名 町 名

会 長 富樫 三男 大欠

副会長 山田 茂也 山居町二丁目

副会長 伊部 厚子 山居町二丁目

監 事 稲垣 晴一 上町

監 事 奥村 直子 肴町

（第 1 号議案 つづき）

◎平成２９年度収支決算書 （ここでは事業項目の掲載を省略しています。）
【収入の部】 （単位：円）

【支出の部】

収入合計 13,292,043

支出合計 10,919,379

差し引き 2,372,664 残金は次年度に繰り越します。

区 分 予算額 決算額 比較 説明

交付金 10,895,000 10,895,000 0 地域まちづくり交付金

助成金 50,000 48,978 -1,022 道路環境保全活動等促進助成金（環境整備費で支出）

繰越金 1,680,788 1,680,788 0

繰入金 500,000 500,004 4 車両購入積立金

雑収入 34,212 167,273 133,061 事業参加費、頒布資料、機器使用料、預金利息ほか

合 計 13,160,000 13,292,043 132,043

区 分 予算額 決算額 比較 説明

１ 組織管理費 1,890,000 1,457,815 -432,185 協議会組織管理運営経費

２ 環境整備費 900,000 887,162 -12,838
・みどりのつながり作り事業 ・表彰制度の実施 ・勉強会

・さんきょ山里山ハイキング

・落ち葉堆肥化木枠設置ほか

３ 伝統文化費 800,000 722,806 -77,194
・城下町探検ウォーク

・城下町村上探検ガイドの発行

・お祭り体験講座

４ 生活安心費 800,000 455,979 -344,021
・地域団体との連携事業

・地域交流行事開催費

５ 地域活性化費 800,000 852,666 52,666
・紙製手提げ袋製作材料費ほか

・お地蔵様祭り関連イベント開催費

・まちの情報発信ＰＲ費

６ 元気プロジェクト事業費 1,500,000 1,443,177 -56,823

・「地域の伝統文化継承と郷土発展に尽くした人材紹介」事業支援

・スポーツ応援関連事業

・Ｍ・Ｃ・Ｄ・Ｐ事業「愛好きですお城山」

７ 地域づくり支援事業 2,220,000 2,773,000 553,000

・新しい組織立上げ事業【新規】1 町内、【継続】1 町内

・子育て支援事業 1町内

・伝統行事支援事業 6町内 7行事

・美しい町並み事業 12 町内

・元気づくり事業 11 町内 合計３３件分

８ 施設整備事業費 4,200,000 2,326,774 -1,873,226
・拠点施設の管理運営費

・事業備品の購入費等

９ 積立金 0 0 0

10 予備費 50,000 0 －50,000

合 計 13,160,000 10,919,379 -2,240,621

３



４

端午の節句には

鯉のぼり風にして

飾りましょう

尾から吊るしている「鮭かざり」を

口からに付け替えてください。

鮭のまち村上のPRにご協力ください。

今年３月にＵターンされた、村上市山居町二丁目在住の相馬 百合子さんによる朗読会

を開催します。

「幸せになる勇気」より『自立』をメインテーマにピックアップした箇所の朗読です。

子育て中の方、職場で指導的立場の方に限らず、人は皆、教えたり教えられたりして

生きています。

そんな時に参考になるような内容です。

時間は３０分程度、入場無料です。お気軽にお越し下さい！

期日：２０１８年５月５日（土）午前 11 時開始、入退場自由

会場：村上地域コミュニティ空間「土間ん中」

村上地域まちづくり協議会の事業で、町内単位や複数町内の活動を支援する「地域づくり支援事業補助金」

の平成30年度の第二次募集を受け付けています。該当する事業がある場合は、各区長さんを通じて期限

内に申請をお願いします。申請期限は5月 15日（火）までです。
※今回の第２次募集にて平成３０年度分の申請受付は終了としますので、今年度に実施予定のあるものは、必ずこの機会に申請

下さるようお願いいたします。

θभὀἛ܆ὣฦἤź

※詳細、申し込み方法などは、
同時に配布する「募集チラシ」
をご覧下さい

・日 時 平成３０年５月１６日（水） 午前１０時から
・場 所 上町「町屋広場」
・持ち物 移植ごて（無い場合は若干数ですが貸し出しもあります）、

軍手、タオル、水筒、雨具など。
・募集人数 １５名（先着順、定員になり次第〆切ります。）
・服 装 長袖、長ズボン（作業しやすい服装）
・申し込み ５月１４日（月）まで、協議会事務局 ℡７５－８９２６

（担当：三須）までお申し込み下さい。

うねつくりと花つくりを実践します！

不要となった古カーペットを譲ってください！
防草シート代わりや堆肥の覆いとして使用するため、不要となった古カーペットを回収します。
譲っていただける方は、協議会事務局（担当：三須）までご連絡下さい。℡７５－８９２６


