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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（第2回）を開催します。

今回は、6月4日の虫歯予防デーにちなみ、「0歳からの口腔育成」を朗読します。

赤ちゃんが生まれる前から行える虫歯予防のお話です。

子育て中の方にも、近い将来、お父さん･お母さん・おじいちゃん・おばあちゃんになられる方

にも、また、そうでない方にとっても有意義な情報が満載です。

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６月３日（日）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」（上町 1-36）

第
４
回

５月１日から３１日まで、第４回城下町村上 春の庭

百景めぐり が開催されています。生活文化である町

屋、寺、武家地区の６０を超える庭・花・盆栽・山野草な

どが無料公開されてます。

薫風が吹き抜ける城下町・村上の魅力を、この機会にお

楽しみ下さい。

村上地域コミュニティ空間「土間ん中」では、散策マップを

配布しています。また散策途中のお休み処として、お気軽

にお立ち寄り＆ご利用下さい！

“お休み処”に

をお気軽にご利用下さい。



前号（第８９号）に続き、平成３０年度通常総会の議案を掲載します。

２

◎平成３０年度 事業計画
【各部会事業】

【まちづくり通信】

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

駅前プランター整備、村上南小学校東側法面の植栽活動、市役所前植栽整備（春・

秋）、園芸教室の開催

●生垣・庭木のお手入れ講座

春の剪定講座、冬囲い作成講座

●花一輪挿し運動

秋の運動（竹伐採、花器作製、花配布）、春の運動（花器作製、花配布）

道路の植栽帯の美化、維持管理の推進
●道路植栽帯の植栽・除草活動

市道等沿線植栽帯の植栽・除草活動

景観・町内美化活動の表彰
●景観・町内美化活動の表彰

景観・町内美化活動の表彰を実施

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

●環境美化・景観向上の事業の検討・試験実施

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

自然と親しめる空間の保護保全
●自然と親しめる空間の保護保全活動

お城山クリーン作戦、種川クリーン作戦

自然を活かした体験イベントの開催
●自然を活かした体験イベントの開催

（仮）お城山ハイキング

環境に意識した市民プロジェクトの展開
●落ち葉等の堆肥化事業

落ち葉堆肥化木枠の設置、補修

伝

統

文

化

地域の伝統文化の学習会の開催
●伝統文化の学習会の開催

地域の伝統文化の学習会の開催

村上の伝統文化を発信するイベントの開催

●村上の伝統文化を発信するイベントの開催

城下町探検ウォーク

城下町村上探検ガイドの発行

地域の伝統文化の調査・研究
●地域の伝統文化の調査・研究

地域の伝統文化の調査

小学生向けの郷土学習冊子の発行
●小学生向け郷土学習冊子の発行

城下町村上探検ガイドバックナンバーの印刷

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

お囃子演奏体験、トキ屋台乗り子・曳き回し体験

生

活

安

心

町内自主防災活動の研修会（情報交換） ●防災意識啓発の検討

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

あいさつ運動キャラクターを活かした事業、学校や育成団体と連携強化

地域交流事業の開催
●小学校ＰＴＡや育成団体との共催事業

教室等のペンキ塗り活動支援、小学校区を超えた交流イベントなどの活動支援

地

域

活

性

村上オリジナルサービス・販売の支援
●村上オリジナルサービス・販売の支援検討・実施

商品開発の具体的手法を検討、・関係者との調整

商店街を会場としたにぎわいイベントの開催
●商店街を会場としたにぎわいイベントの開催

にぎわいイベントの実施

まちの情報発信・ＰＲ

●イベント等の広報誌の発行

イベント等の広報誌の発行、拠点施設等を活用した情報発信・PR,、フェイスブックの運営

●鮭のまちＰＲ活動

鮭飾り等の活用ＰＲ活動

事業・活動名 内容等

１ まちづくり通信 事業の告知情報を発信

２ まちづくり通信 特別号 実施した活動をＰＲ カラー印刷 8ページ程度 （年２回程度）



【元気づくりプロジェクト事業】
・地域の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）

・協議会が主体となり、地域の団体との情報交換、交流や結び付きを深める事業

・協議会でしかできない夢を実現する事業（単年度でなく複数年で継続して実施できるもの）

【地域づくり支援事業】 村上地域まちづくり協議会 地域づくり支援事業補助金交付要綱により支援

【施設整備等事業】

◎平成３０年度収支予算書 （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】

※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。

事業・活動名 内容等

１ 新しい組織立上げ事業
町内又は複数町内で行う町内事業活性化や世代間交流に向けた新たな組織の設置

（新規１町内、継続１町内）

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

３ 伝統行事支援事業 伝統行事の参加受入れ事業（５町内×２行事）

４ 美しい町並み事業 環境整備事業（１８町内）

５ 元気づくり事業 町内の課題解決や活動の充実、地域の活性化につながる事業 （９町内）

事業・活動名 内容等

１ 拠点施設の管理運営
協議会の拠点施設 コミュニティ空間「土間ん中」を運営し、団体、商店、自治会や住民が協力

ど ま なか

して、まちづくり活動の活性化を推進する。

２ 事業備品等整備事業 事業備品等購入費ほか

区 分 本年度 前年度 比較増減 説明

交付金 10,907,000 10,895,000 12,000 地域まちづくり交付金

助成金 50,000 50,000 0 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 2,372,664 1,680,788 691,876

繰入金 0 500,000 -500,000

雑収入 85,336 34,212 51,124 事業参加費、預金利子他

合 計 13,415,000 13,160,000 255,000

区 分 予算額 決算額 比較 説明

１ 組織管理費 2,505,000 1,890,000 615,000

２ 環境整備費 1,000,000 900,000 100,000 環境整備部会事業

３ 伝統文化費 900,000 800,000 100,000 伝統文化部会事業

４ 生活安心費 850,000 800,000 50,000 生活安心部会事業

５ 地域活性化費 900,000 800,000 100,000 地域活性部会事業

６ 元気プロジェクト事業費 1,400,000 1,500,000 －100,000 各種団体等と連携した地域全体の活性化推進事業ほか

７ 地域づくり支援事業 3,420,000 2,220,000 1,200,000 ４１件分

８ 施設整備事業費 2,400,000 4,200,000 －1,800,000

９ 積立金 0 0 0

１０予備費 40,000 50,000 －10,000

合 計 13,415,000 13,160,000 255,000

３



４

さをり工房和の出張教室

初心者の方もすぐにスタートできる体験織りをしてみませんか？

絵を描くように、詩を書くように自由に、織ってみましょう。

たて糸はセットされていますので、横糸を自由に選んでお楽しみいただけます。

【日 時】 6月8日（金）、9日（土）、10日（日）

☆午前10時～12時・☆午後1時～3時

【定 員】 午前と午後 各3名様

【体 験 料】 ３，０００円 材料費込み

たて糸はセットされたものをお使い下さい。

横糸はご自分の好きな色をお選びいただけます。

【所要時間】 ２時間程度

さをり工房和 0254-26-2643 火・水・金 10:00～15:00
佐藤 070-5598-4487

＊事前にご予約をお願いいたします。

自分を織る、感性の織り《さをり織り》

生活安心・安全メッセージという
ことで、緊急時またはアウトドア
でも役たつと思う簡易水タンクを
紹介します。準備するのは、あま
り大きくないダンボールと大きめ
のビニール袋（サイズ縦横共に
１ｍより大きいもの）２枚。２枚
の袋を重ねて二重にしてダンボー
ルの中に広げます。水を入れたら
袋を１枚づつ縛ります。袋を二重にするのは多少でも水

漏れを防ぐための様です。また、水を入れますと
重さが何キロにもなりますので台車等で運搬が必

要になると思います。

東海林 俊英
（飯野三丁目／生活安心部会長）

４月より生活安心部会長を努めさせていただいて
おります、東海林俊英と申します。木村前部会長
から受け継いだバトンをこれまで以上に地域の皆
様のお役に立てるようにと思っておりますので、
よろしくお願いいたします。


