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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２８年４月２３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２７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２７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２８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 平成２８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 （上海府地区町づくり推進委員会副会長） 



報告第１号 

 

 

平成２７年度上海府地区町づくり推進委員会事業報告 

 

 

 平成２７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２８年 ４月２３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２８年 ４月２３日  承 認                

上海府地区町づくり推進委員会総会議長        



平成２７年度 上海府地区町づくり推進委員会事業報告 

 

１． 環境を活かしたまちづくり （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防災対策助成事業 

 

【継続】 

通年 8集落 

高齢者にも配慮した災害時の避難路整備および 

住民の円滑な避難に必要な用具を整備するため、

『防災対策助成金支給の基準』に基づき、１集落

５万円を上限として、資材や用具を購入し、配備

しました。 

（各集落の整備品） 

岩ヶ崎：ﾃﾝﾄ(横幕 2枚付)1張 

保存水 2ℓ(6本入)5箱 

大月：避難路上の手すり取付材料(単管、ﾊﾟｲﾌﾟ等) 

野潟：災害救急ｾｯﾄ(20人用)1 ｾｯﾄ 

非常食(50食入)1箱 

間島：保存水 500ml(24本入)8箱および備蓄ﾗｼﾞｵ、

非常食(けんちん汁)6缶 

柏尾：避難路上の橋補強材料(ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板、ﾋﾞｽ)

および防寒ｼｰﾄ、ﾍﾙﾒｯﾄ 

吉浦：非常食 5kgセット 3箱 

早川：非常食(50食入)3箱 

馬下：テント(名入れ)1張及び救急用品、（ｼｮﾙﾀﾞｰ

ﾊﾞｯｸﾞ付）1 ｾｯﾄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②消防団・自警団・住民

合同の消火・防災訓練 

 

【継続】 

8月 30日 

（日） 

(市防災訓練) 

消防団 

自衛団 

地区住民一般 

市防災訓練の際に、各集落において、整備した

避難路や購入した避難用具を使用しながら訓練を

実施しました。 

 また、岩ヶ崎、柏尾、早川、馬下の各集落にて

非常食の炊出訓練と試食体験を実施し、家庭での

非常食の備蓄についてＰＲしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③救急法講習会 

 

【継続】 

7月 6日

（月） 

 

7月 10日

（金） 

 

10月 29日

（木） 

地区住民一般 

①講習会の開催を希望する集落へ出向き、応急手

当を中心とした講習会を開催しました。 

・講師として、消防本部警防課救急企画係・瀬賀

さん又は佐藤さんが来館されました。 

・実施集落は、以下のとおりです。(いずれも集落

公民館において、行われました。) 

野潟：7/6(月)19:00～20:30 17名参加 

    心臓マッサージと AEDの使用方法 

大月：7/10(金)10:00～11:00 22名参加 

    高齢者の熱中症対策及び心肺蘇生  

間島：10/29(木)19:00～20:13 18名参加 

    打撲や火傷等、日常で起こる怪我の応急

手当及び脳梗塞等発症時の対応 

 

②地区内のＡＥＤ設置施設をまとめた「ＡＥＤマ

ップ」を作成し、各世帯へ配布しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/6 野潟での講習の様子 

7/10 大月での講習の様子 



④花いっぱい運動 

 

【継続】 

通年 

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、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、馬下、ゆきわり荘 

上海府地域コミュニティセンター 

 

（花壇への植栽） 

 早川、上海府小学校、上海府保育園 

 

（支給したもの） 

柏尾：花苗 102株、ﾌﾟﾗﾝﾀｰ 6個 

   肥料 1袋 

早川：花苗 150株、ﾎﾟﾘﾀﾝｸ 1個 

   肥料 2袋 

馬下：花苗 54株、肥料 2袋 

上海府小学校：花苗 30株 

肥料等 21袋 

上海府保育園：花苗 80株 

ゆきわり荘：花苗 48株 

      ﾌﾟﾗﾝﾀｰ 10個 

上海府地域コミュニティ 

センター：花苗 54株、肥料 2袋 

 

 

 

 



⑤公共スペースなどの 

 草刈り作業 

 

【継続】 

通年 
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。 

 

⑥海岸の清掃活動 

 

【継続】 

通年 
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に対し、清掃に必要な消耗品

（ごみ袋）を支給しました。 

県の「うるおいの郷土はぐくみ事業」を利用し

県から消耗品（ごみ袋）の支給を受けました。 

 

⑦施設・資源活用事業 

 

【新規】 

9月 6日 

（日） 
地区住民一般 

8 月に行われる海幸フェスタとの同時開催を想

定していましたが、会場となる海府ふれあい広場

が海水浴シーズンと重なり混雑するため、9 月に

地域活性化イベントとして開催しました。初の試

みとなる今回は、ゆきわり荘との共催で、縁日（模

擬店による飲食、ゲーム、カラオケ等）が行われ

ました。海府ふれあい広場とゆきわり荘が会場で

したが、雨天のため、ゆきわり荘施設内とその周

辺に模擬店を設営しましたが、利用者で賑わい、

来年も実施を希望する声が多く聞かれました。 

 

 

 

 

食券販売等枚数一覧 

品 名 枚数 

わたあめ 91 

玉コン 124 

いももち 88 

カキ氷 43 

ジュース 62 

ノンアルコール 8 

合 計 416 

 



２．人とのつながりを大切にしたまちづくり （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ふれあい大運動会 in

かみかいふ 

（地区合同運動会） 

 

【継続】 

5月 31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、上海府保育

園児が一堂に会し、競技を通じて親睦を深め、地域

の連帯感の醸成を図りました。 

今年は、デイサービスセンターゆきわり荘の職員

の方々もご参加くださり、賑やかに開催することが

できました。 

集落対抗競技の最終種目「異種目

リレー」は、得点配分や順位の決定

方法を変更し、例年以上に白熱した

一戦となりました。 

②上海府地区文化祭・ 

芸能祭 

 

【継続】 

10月 18日 

（日） 

住民一般 

上海府小学校 

上海府保育園 

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。 

【主な内容】 

①住民、小学校児童、保育園児の作品展示 

②企画展示「船員のまち かみかいふ」、「鉄道模型

公開運転」 

③地域住民等による芸能祭（14演目） 

④地区食推の試食コーナー 

⑤「かみかいふ写真コンテスト」応募作品の展示、

投票 

⑥お茶席体験 

⑦小学校ＰＴＡ主催「瀬波潮太鼓演奏会」 

⑧市保健医療課主催「無料歯科検診コーナー」 

・企画展「船員のまち かみかいふ」

展では、ボトルシップや昔の写真等、

珍しい品々が出品され、地域の歴史

が感じられる作品展となりました。 

 

・新潟エンドレスクラブのご協力に

より、鉄道模型公開運転を行いまし

た。教室全面を使用する大きな鉄道

模型を実際に操作することができ、

子どもから大人まで大勢の方に喜ば

れたほか、地区外からの観客も訪れ

ました。 



③上海府地区敬老会 

 

【継続】 

9月 13日 

（日） 

地 区 在 住 の

75 歳以上の

住民 

対象：384名 

出席：135名 

上海府地区区長会と共催で、地区在住の 75 歳以

上の方を対象として開催しました。 

アトラクションでは 9演目が行われ、賑やかな会

食となりました。 

 

④上海府地区 

囲碁・将棋大会 

 

【新規】 

2月 7日 

（日） 

囲碁：12名 

将棋：10名 

海府ふれあい広場を会場に、囲碁愛好者および将

棋愛好者を対象とした大会を開催しました。 

地区外からも参加していただき、大会を通じて交

流を図ることができました。 

参加者内訳 

【囲碁】地区内：4名、地区外 8名 

【将棋】地区内：3名、地区外 7名 

⑤パソコン教室 

 

【継続】 

2月 8日 

（月） 

2月 9日 

（火） 

地区住民 9名 

村上市教育情報センターの職員を講師に迎え、初

心者向けに Word や Excel の操作方法の講習会を開

催しました。 

2月 8日（月） Word講座 

2月 9日（火） Excel講座 

⑥住民交流事業 

 

【新規】 

通年 地区住民一般 

①7/25（日）上海府小学校 PTA共催「バーベキュー

大会」 

②8/8 （土）上海府地区青少年健全育成会共催 

「ランニング教室」 

③11/11（土）上海府地区青少年健全育成会共催 

「ヨガ＆ストレッチ教室」 

④10/15（木）、2/5（金）未就園児世帯対象「かも

めだより」発行 

⑤10/30（金）未就園児対象「遠足交流会」、2/24

（水）未就園児世帯対象交流会→中止 

 

 

 

 

↑バーベキュー大会 集合写真 



⑦保育園・小学校・地域

連携活動 

 

【継続】 

①5月 23日 

（土） 

 

②9月 5日 

（土） 

 

③10月 3日 

（土） 

住民一般 

①地区合同運動会開催に向けて、小学校グラウンド

の整備（草取り）や国道沿いの花壇の整備を行いま

した。 

 

②小学生の陸上大会に向けて、小学校グラウンド整

備作業を実施しました。大勢の地域の皆さんがボラ

ンティアとして参加してくださいました。 

 

③「上海府小学校 海っ子シーサイド駅伝競走大会」

開催にあたり、地域住民より選手やボランティアを

募る等、大会の運営に協力しました。 

 

 

 

 

 

 

 

↑9/5グラウンド整備作業の様子 

（平成 27 年度 かみかいふ写真コン

テスト応募作品「ご苦労様、皆で輪

を描き、草取り作業」） 

⑧集落・サークル活動 

支援事業 

 

【継続】 

― ― 

①集落活性化支援事業（通年） 

1集落につき、5,000円の助成を行いました。 

・岩ケ崎：岩ケ崎集落ふれあい旅行 

・大月：お花見会 ・野潟：野潟ふれあいもみじ狩り 

・間島：ふれあいのっけ山 

・柏尾：柏寿会 クリスマスパーティー 

・吉浦：お茶のみ会 

・早川：夕食の会 ・馬下：ぶどう狩り 

 平成 27 年度は、すべての集落に 

助成を行いました。 

②短歌教室吟行研修 

 5/3（日）、庭園公開イベントが開催されている普

済寺を訪れました。研修の成果が発揮された作品

は、7/15発行の「上海府かわら版」に掲載しました。 

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。研修の実施

に要した費用は、参加費にて賄いま

した。 



⑨次世代育成事業 

 

【継続】 

通年 

地区住民一般 

地区在住の 

青少年 

上海府地区青少年健全育成会への助成を行いま

した。 

また、育成会活動の周知を図るため、7/15発行の

「上海府かわら版」に活動内容を掲載しました。 

 

⑩かみかいふ写真 

コンテスト 

 

【継続】 

9月～10月 
住民一般 

ほか 

平成 27年度は、22名の方が参加され、55点の応

募作品が集まりました。 

作品は文化祭にて、応募者の氏名等を明記せずに

展示し、来場者による投票を行いました。 

コンテストを通して、地区の魅力を再確認する機

会となりました。 

平成 26 年度、平成 27 年度の応募

作品の一部を、海府ふれあい広場「鮭

の塩引きまつり」にて展示し、来訪

者に地区の魅力を PRしました。 

⑪郷土料理・特産物の 

普及広報活動 

【継続】 

①8月 2日 

（日） 

 

②10月 18日 

（日） 

①住民一般 

観光客 

 

②文化祭来場者 

①「海幸フェスタ」の開催 

海府ふれあい広場にてサザエのつぼ焼きをふる

まい、地区の特産物を PRしました。 

 

②文化祭での郷土料理の試食品提供 

食生活改善推進委員のご協力により、タコ料理

（タコめし、タコ汁、タコのやわらか煮）の試食品

を提供しました。 

どちらも地区で捕れた食材を使用

しました。 



⑫伝統文化継承事業 

 

【新規】 

9月 16日 

（水） 

9月 25日 

（金） 

小学校 3･4年

生児童 10名 

地区伝統のタコ漁について学ぶため、道具作りや

漁体験を行いました。 

また、早川集落の郷土料理「タコ汁」を試食し、

子どもたちが地区の伝統文化や食文化を学ぶ良い

機会となりました。 

 事業の様子は、テレビや新聞でも

取り上げられ、まちづくり活動の PR

にもつながりました。 

⑬高齢者生活支援事業 

 

【新規】 

通年 地区住民一般 
平成 27年度は実施できなかったため、平成 28年

度より取り組みます。 
 

⑭健康ウォーク 

 

【継続】  

9月 24日

（木） 

児童保護者 

地区住民一般 

上海府小学校の秋遠足と合同で開催し、児童と一

緒に村上市街地の散策と、お城山登山を行いまし

た。 

児童と参加者が交流するとともに、参加者の健康

増進を図る良い機会になりました。 

 

⑮スポーツ振興基金 

事業 

 

【継続】 

通年 

地区在住の 

小学生 

中学生 

高校生 

11 月 14 日、15 日に京都府で開催された、少林寺

拳法の全国大会に出場の上海府小学校 6 年生児童 2

名に、激励金を贈呈しました。 

 

  



３．老若男女問わず、広く意見を取り入れるまちづくり （理事会・役員会・各専門部会） 

事業名 実施時期 対象・参加者等 事業実施状況 備考 

①住民への意見収集 

活動 

 

【新規】 

通年 地区住民一般 

・運動会および文化祭の実施後、各集落公民館長さ

んを通じて、次年度に向けた意見の取りまとめを行

いました。 

 

・上海府保育園の統廃合について、アンケートや懇

談会の実施を通して、子育てをしている方々や若い

世代の方々から意見収集を行いました。 

 

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】 

通年 地区住民一般 

①『上海府かわら版』を毎月発行し、地区内の全世

帯に配布しました。写真を多く掲載し、読みやすい

誌面作りに努めました。 

 

②上海府地区町づくり推進委員会のホームページ

に、時季の話題や地区内での出来事などを掲載しま

した。 

 

③事業実施の際は、のぼり旗を掲揚し、当会および

まちづくり事業の PR を行いました。 

 

 



一円玉募金特別会計事業 

事業名 実施時期 対象・参加者等 事業実施状況 備考 

募金活動 通年 住民一般 

集落公民館長さんを通じて、集落単位で募金

活動を行いました。 

募金活動については、1/15発行の「上海府か

わら版」にて、地区住民に向けて協力を依頼し

ました。 

 

中学校へ進学する児童

への記念品贈呈事業 

３月 

小学校卒業式

にて 

中学校へ進学

する児童 

平成 27 年度に上海府小学校を卒業する児童  

8名へ、図書カードを贈りました。 

小学校校舎と卒業生の集合写真を使

用し、記念に残るオリジナルデザインの

図書カードを作成しました。 

共用備品購入事業 通年 ― 
当該年度内での備品購入は実施せず、翌年度

へ繰り越しました。 
 

 



平成27年度上海府地区町づくり推進委員会実施事業評価

27年度 28年度 29年度

1 環境美化活動 ○

2 自然活用事業 ○

3 産業開発事業 ○

4 施設、資源を活用した地域活性化事業 ○ ※基本方針②-4と重複

5 歴史探究活動

6 防災・防犯意識啓発活動 ○

7 災害対策事業 ○ ※基本方針②-13と重複

8 集落・サークル活動支援事業 ○ ※基本方針②-9と重複

9 一円玉募金活動及び募金活用事業 ○ ※基本方針②-14と重複

1 上海府地区合同運動会 ○

2 上海府地区文化祭・芸能祭 ○

3 上海府地区敬老会 ○

4 施設、資源を活用した地域活性化事業 ○ ※基本方針①-4と重複

5 交流活動促進事業 ○ ※基本方針③-1と重複

6 文化活動推進事業 ○

7 食文化継承事業 ○

8 伝統文化継承事業 ○

9 集落・サークル活動支援事業 ○ ※基本方針①-8と重複

10 地域の人材育成事業

11 高齢者の生活支援事業

12 健康づくり推進事業 ○

13 災害対策事業 ○ ※基本方針①-7と重複

14 一円玉募金活動及び募金活用事業 ○ ※基本方針①-9と重複

15 スポーツ振興基金事業 ○

３．老若男女問わず、 1 交流活動促進事業 ○ ※基本方針②-5と重複

広く意見を取り入れるまちづくり 2 住民への意見収集事業 ○

3 住民同士の意見交換促進事業

4 まちづくり事業の広報活動 ○

２．人とのつながりを大切にしたまちづくり

基本方針 実施事業計画（「第２次 上海府地域まちづくり計画」より）
実施年度

備考

１．地域の環境を活かしたまちづくり



報告第２号 

 

 

平成２７年度上海府地区町づくり推進委員会決算報告 

 

 

 平成２７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２８年 ４月２３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２８年 ４月２３日  承 認                

上海府地区町づくり推進委員会総会議長        



平成２７年度　上海府地区町づくり推進委員会一般会計収支決算書

平成２８年３月３１日現在

●収入の部 （単位：円）

特記事項

１　地域まちづくり交付金 1,265,000 1,265,000 0 1,265,000 平成27年1月1日現在の人口等で積算。

121,250 1世帯250円×487世帯（3月1日現在）

121,250 1世帯250円×487世帯（3月1日現在）

３　繰越金 408,007 408,007 0 408,007

33,000 1人1,500円×22名

6,000 参加者テキスト代として 1冊300円×20冊

2,000

83

142 4月1日:75円、10月1日:67円

収入合計 1,928,670 1,956,732 28,062

●支出の部

防災対策助成事業 381,663

消防団・自警団・住民合同の消火・防災訓練 56,743

救急法講習会 2,116

花いっぱい運動 74,426

公共スペースなどの草刈り作業 41,253

海岸の清掃活動 10,368

地区文化祭・芸能祭 137,666

地区敬老会 48,525

囲碁・将棋大会 53,506

パソコン教室 18,074

集落・サークル活動支援事業 40,000

次世代育成事業 20,000

かみかいふ写真コンテスト 28,755

伝統文化継承事業 16,380

施設・資源活用事業 93,715

高齢者生活支援事業 0

健康ウォーク 1,200

事務局経費 55,694

広報費 69,588

７　予備費 190,670 － ▲ 16,400 174,270

支出合計 1,928,670 1,640,924 － 287,746

地区合同運動会 147,292

備品購入費 45,204
チラシ販促物作成ソフト:15,552円

●平成２７年度収支決算

バーベキュー大会:6,000円 ほか
住民交流事業 21,466

海っ子シーサイド駅伝競走大会（ボランティア用飲料 ほか）:7,880円
保育園・小学校・地域連携活動 23,157

出品者及び出演者記念品、展示用消耗品　ほか

報償費（競技参加者等景品 ほか):108,695円

保険料

0

郷土料理・特産物の普及広報活動

６　組織運営費 363,000 331,116 31,884

報償費

４　地区の活性化事業費 0

収入額　１.９５６,７３２円　－　支出額　１,６４０,９２４円  ＝　３１５,８０８円

事業名

内   訳

内　　訳

平成27年度地域まちづくり交付金

町づくり推進委集落負担金

預金利子

ふるさと上海府の歴史頒布代金

パソコン教室参加費

囲碁・将棋大会参加費

平成26年度繰越金

地区運動会・文化祭負担金

花苗、肥料　ほか

ＡＥＤマップ用カラー用紙

集落活性化支援助成金 @5,000円×8集落

小学校グラウンド整備作業（作業参加者用飲料 ほか）:15,277円

ランニング教室:5,000円、ヨガ＆ストレッチ教室:5,000円

参加者用テキスト ほか

草刈り用混合油（計２３０リットル支給）

入賞者賞品及び参加賞、参加者昼食　ほか

白布借上料、司会者謝礼　ほか

取っ手付ポリ袋

16,630

上海府かわら版発行経費（オルフィスインク代、コピー用紙 ほか）

一跳山案内看板保険掛金:1,000円

生産物賠償責任保険掛金:5,000円

公民館総合保障制度保険料:10,500円、入金手数料:130円

93,503

144,000

平成27年度上海府地区青少年健全育成会負担金

ハードディスクドライブ:22,672円、長机:6,980円

入賞者賞金、展示用消耗品代　ほか

監事 @6,000円×2人=12,000円

集落公民館長　@12,000円×8人=96,000円

会長、各部会長  @12,000円×3人=36,000円

参加者施設入館料

納涼祭:63,301円、能化山登山道案内看板修繕:30,414円

講師謝礼、写真用紙 ほか

文化祭食推コーナー（郷土料理の試食）:16,061円

海幸フェスタ：77,442円

総会参加者飲料、プリンターインク、ラベルシートほか

備品購入費（打込棒）、消耗品費（救急用品 ほか）:38,597円

炊出訓練用非常食（マジックライス） 54,162円　ほか

防災用品等購入費助成（8集落）

特記事項

0

ふれあい交流会残金

２　集落負担金 243,500 242,500 ▲ 1,000

５　諸収入

１　防災防犯対策事業費 458,000 440,522 17,478

４　行事参加費 10,000 39,000 29,000

2,163 2,225 62

区　　分 予算額① 決算額② 比較①-②予備費充用額

0

区　　分 予算額① 決算額②
比較

②－①

５　健康福祉事業費 30,000 1,200 28,800

12,353

0

２　環境対策事業費 122,000 126,047 04,047

３　地域活動事業費 545,000 509,686 35,314

220,000 232,353



平成２７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決算書

平成28年3月31日現在

●収入の部 （単位：円）

区　　分 予算額① 決算額②
比較

②－①
内　　訳

１　募金 45,000 34,912 ▲ 10,088 平成27年度一円玉募金

２　繰越金 101,983 101,983 0 平成26年度繰越金

３　諸収入 42 29 ▲ 13 預金利子（4月1日:16円,10月1日:13円）

収入合計 147,025 136,924 ▲ 10,101

●支出の部

区　　分 予算額① 決算額②
比較

①－②
内　　訳

小学校卒業児童への図書カード贈呈（8名分）

※オリジナルカード印刷代含む。

２　共用備品購入事業 1,000 0 1,000 ※項目設置のため

３　予備費 114,025 0 114,025

支出合計 147,025 32,556 114,469

●平成２７年度収支決算

１　記念品贈呈事業費 32,000 32,556 ▲ 556

収入額　１３６,９２４円　－　支出額　３２,５５６円　＝　１０４,３６８円　



（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

平成26年4月1日 預金利子 12 0 88,423

平成26年5月28日 上海府小学校児童ソフトテニス全国大会出場激励金 5,000 83,423

平成26年10月1日 預金利子 11 83,434

平成27年4月1日 預金利子 11 83,445

平成27年10月1日 預金利子 11 83,456

平成27年11月26日 上海府小学校児童少林寺拳法全国大会出場激励金 10,000 73,456 　@5,000円×2名

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



（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

平成26年4月1日 利子 163 0 600,298

平成27年4月1日 利子 162 600,460

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



 

平成２８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   片野 壮一     

           横山 千章     

 

 

平成２７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２７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２８年４月１日（金） 午前 9時 00分～ 
 
２．対象年度   平成２７年度（平成２７年４月１日～平成２８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２７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） 

副 会 長    太田 純一 （早川集落公民館長） 

  監  事    小野 好昭 （柏尾区長） 

          本間 清  （早川区長） 

   

 

 

 ２．役員の任期  総会で承認を得た日から平成３０年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年 ４月２３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２８年 ４月２３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 小野　好昭

副会長 太田　純一 本間　清

（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 監事・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 監事・理事 本間　清 環境安全部会 早川集落 区長

８ 理　事 井上　剛 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 理　事 片野　壮一 環境安全部会 交通安全協会上海府支会 支会長代理

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 瀬賀　真亮 地域活動部会 上海府小学校PTA 会長

１５ 理　事 根布　久美子 環境安全部会 上海府小学校PTA 副会長

１６ 理　事 環境安全部会 保育園保護者会

１７ 理　事 太田　加奈子 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 小松　直樹 地域活動部会 上海府小学校長

２０ 理　事 横山　千章 環境安全部会 消防団副方面隊長

２１ 理　事 相馬　奈央子 環境安全部会

２２ 副部会長 瀬賀　秀雄 地域活動部会 岩ヶ崎集落公民館 館長

２３ 五十嵐　琢磨 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 磯部　佐一郎 地域活動部会 間島集落公民館 館長

２６ 佐藤　茂 地域活動部会 柏尾集落公民館 館長

２７ 理　事 三浦　和紀 地域活動部会 吉浦集落公民館 館長

２８ 副会長 太田　純一 地域活動部会 早川集落公民館 館長

２９ 井上　真人 地域活動部会 馬下集落公民館 館長

３０ 事務局 横山　政信 自治振興課

３１ 事務局 横山　静子 自治振興課

選出区分等

平成２８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２８年４月１日～平成３０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２８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 

 

 

 平成２８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２８年 ４月２３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２８年 ４月２３日  議 決                

上海府地区町づくり推進委員会総会議長        



平成２８年度 上海府地区町づくり推進委員会事業計画 

 

１． 環境を活かしたまちづくり （環境安全部会） 

事業名 実施時期 対象・参加者等 事業内容 備考 

①防災対策助成事業 

 

【継続】 

通年 
上海府地区内

の集落 

①高齢者にも配慮した災害時の避難路整備に取

り組む集落に対して、資材や用具の購入費を助

成します。 

 

②避難の際に資する用具や備品を購入する集落

に対して、購入費を助成します。 

 

③１集落当たりの助成額は、５万円を限度としま

す。 

 

②消防団・自警団・住民

合同の消火・防災訓練 

 

【継続】 

８月下旬 

(市防災訓練) 

消防団 

自衛団 

地区住民一般 

市防災訓練の際に、防災対策助成事業を活用 

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。 

 



③救急法講習会 

 

【継続】 

通年 地区住民一般 

講習会の開催を希望する集落へ出向き、応急手

当を中心とした講習会を開催します。 

講師は消防署に依頼します。 

・多くの方に受講していただけるよ

うに開催時期等を検討します。 

 

・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。 

④花いっぱい運動 

 

【継続】 

通年 

上海府地区内

の集落 

公共施設 

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。 

⑤公共スペースなどの 

 草刈り作業 

 

【継続】 

通年 
上海府地区内

の集落 

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。 



⑥海岸の清掃活動 

 

【継続】 

通年 
上海府地区内

の集落ほか 

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。 

 

⑦施設・資源活用事業 

 

【継続】 

８月下旬 地区住民一般 

納涼祭（模擬店による飲食、ゲーム、販売、カ

ラオケ等）を開催します。また、今年度もゆきわ

り荘との共催を目指し協議します。 

・模擬店の運営方法やスタッフの役

割分担等、検討が必要です。 

⑧集落内環境整備事業 

 

【新規】 

通年 
上海府地区内

の集落 

 集落内の環境整備に取り組む集落に対して、購

入費等を助成するものです。 

 

①集落内のゴミ置き場を新設または修繕する集

落に対して、その費用を助成します。また、ゴミ

置き場用としてゴミバケツを購入する集落に対

して、購入費を助成します。 

 

②集落内の掲示板を修繕する集落に対して、修繕

費を助成します。 

 

③１集落当たりの助成額は、合計で 18,000 円を

限度とします。 

 

 

 



２．人とのつながりを大切にしたまちづくり （地域活動部会） 

事業名 実施時期 対象・参加者等 事業内容 備考 

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 5日 

（日） 

住民一般 

上海府小学校 

 上海府地区住民、上海府小学校児童が一堂に会す

る地区運動会を開催します。 

 小学校就学前の子どもたちを対象とした競技種

目を企画し、幅広い年齢層の参加を図ります。 

 平成 28年度は上海府保育園が休園

することになりましたので、上海府

地区町づくり推進委員会と上海府小

学校の合同開催になります。 

②上海府地区文化祭・ 

芸能祭 

 

【継続】 

10月 16日 

（日） 

住民一般 

上海府小学校 

 平成 28 年度についても、上海府小学校と合同で

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、かみかいふ写真コンテスト 

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バザー 

⑥小学校ＰＴＡ主催事業 

・企画展示は、第 2回「船員のまち か

みかいふ展」として、外国等から持

ち帰ったおみやげ品を中心に作品を

募集します。 

 

・瀬波保育園の協力により、瀬波保

育園園児の作品も展示する予定で

す。 

③上海府地区敬老会 

 

【継続】 

9月 19日 

（敬老の日）  

上海府地区在

住の 75 歳以

上の住民 

上海府地区区長会と共催で開催します。 

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。 

 



④住民交流事業 

 

【継続】 

通年 住民一般 

住民が集まる機会や場を作り、住民の交流を促進

します。 

 

・4/23（土）「かみかいふ ふれあい交流会」 

・9～10月頃「バーベキュー大会」（上海府小学校

ＰＴＡ共催） 

「かみかいふ ふれあい交流会」の

開催に要する経費は、参加費で賄い

ます。 

⑤保育園・小学校・地域

連携活動 

 

【継続】 

①5月 28日 

（土） 

②8月 27日 

（土） 

 

③10月 1日 

（土） 

住民一般 

①、②地区合同運動会および小学校の陸上大会に向

けて、小学校のグラウンドや国道沿いの花壇の草

刈り（草取り）を行います。 

 

③上海府小学校主催「海っ子シーサイド駅伝競走大

会」の開催に協力します。 

その他、保育園、小学校との協力

を図ります。 

⑥集落・サークル活動 

支援事業 

 

【継続】 

通年 
上海府地区内

の集落 

①集落活性化支援事業 

 集落活性化のため、集落行事や集落の各種団体が

実施する行事の経費の一部を助成します。 

1 集落あたり、年 5,000 円を助成

します。 

6月 
砂丘短歌会 

住民一般 

②短歌教室吟行研修 

 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参加

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。 



⑦次世代育成事業 

 

【継続】 

通年 

地区住民一般 

地区在住の 

青少年 

地区在住の次世代を育成するため、上海府地区青

少年健全育成会への支援を行います。 
 

⑧かみかいふ写真 

コンテスト 

 

【継続】 

9月～10月 
住民一般 

ほか 

・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。 

 

・地区文化祭で出品作品を展示し、来場者の投票お

よび審査員の選考により入賞作品を決定します。

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などに活用します。 

 

⑨郷土料理・特産物の 

普及広報活動 

【継続】 

①未定 

 

②10月 16日 

（日） 

地区住民一般 

①海府ふれあい広場を利用して、上海府の特産物を

ふるまうイベントを開催します。 

 

②食生活改善推進委員の皆さんに協力をお願いし、

文化祭にて郷土料理の試食品を提供します。 

 



⑩伝統文化継承事業 

 

【継続】 

9月～10月 
小学生児童 

地区住民一般 

 地区の伝統文化を次世代に継承し、伝統文化の保

存および世代間交流、地区の人材育成を図ります。 

平成 28年度は「バーベキュー大会」の開催に合

わせて、小学生児童やＰＴＡを対象に、地区伝統の

タコだまし漁体験を行います。 

 

⑪高齢者生活支援事業 

 

【継続】 

通年 地区住民一般 
安心して住み続けられる地域を目指して、地区の

高齢者の生活支援への取り組みを検討します。 
 

⑫健康ウォーク 

 

【継続】  

10月 21日 

（金） 
地区住民一般 

 上海府小学校の秋遠足に合わせて開催する予定

です。内容については、小学校と協議します。 
 

⑬婚活支援事業 

 

【新規】 

通年 地区住民一般 

・上海府地区在住者の婚活支援イベント参加費の一

部助成を検討します。 

 

・「上海府かわら版」やホームページを通して、市

内で開催される婚活イベントをＰＲします。 

 

⑭スポーツ振興基金 

事業 

 

【継続】 

通年 

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、基金を活用して激励金を贈呈します。 

 



３．老若男女問わず、広く意見を取り入れるまちづくり （理事会・役員会・各専門部会） 

事業名 実施時期 対象・参加者等 事業内容 備考 

①住民への意見収集 

活動 

 

【継続】 

通年 地区住民一般 

・住民の意見を収集するため、アンケートの実施や

メール等で簡単に意見を受付けられる窓口の開

設を検討します。 

  

・若い世代へ各種事業について広報し、参加を呼び

かけるとともに、若い世代との意見交換を図りま

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】 

通年 地区住民一般 

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

地区外への情報発信を行います。 

 

③上海府地区町づくり推進委員会のオリジナルＴ

シャツを作成し、地区の一体感の醸成を図るとと

もに、まちづくり事業のＰＲを行います。 

・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。 



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 通年 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 

小学校卒業式

にて 

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、

卒業記念品を贈ります。 

 

教育活動支援事業 10月 ― 

地区文化祭にて開催される上海府小学

校ＰＴＡ主催事業にかかる経費の一部を

助成します。 

 

共用備品購入事業 通年 ― 
募金を利用して、地域の行事等で必要な

共用備品の購入に充てます。 
 

 



第３号議案 

 

 

平成２８年度上海府地区町づくり推進委員会予算（案）について 

 

 

 平成２８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２８年 ４月２３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２８年 ４月２３日  議 決                

上海府地区町づくり推進委員会総会議長        



平成２８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 （単位：円）

備考

１　地域まちづくり交付金 1,246,000 1,265,000 ▲ 19,000 平成28年度地域まちづくり交付金 1,246,000 平成28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 119,250 1世帯250円×477世帯（3月1日現在）

地区運動会・文化祭負担金 119,250 1世帯250円×477世帯（3月1日現在）

３　繰越金 315,808 408,007 ▲ 92,199 平成27年度繰越金 315,808

４　行事参加費 1,000 10,000 ▲ 9,000 ※項目設置のため

オリジナルTシャツ頒布代金 150,000

ふるさと上海府の歴史頒布代金 2,000

預金利子 142

収入合計 1,953,450 1,928,670 24,780

●支出の部

備　考

防災対策助成事業 400,000 1集落50,000円×8集落=400,000円

救急法講習会 3,000 講習会案内チラシ用紙代　ほか

花いっぱい運動 60,000 花苗代、肥料代　ほか

公共スペースなどの草刈り作業 42,000 草刈り用混合油代

海岸の清掃活動 11,000 ゴミ袋等清掃用具代

集落内環境整備事業 144,000 1集落18,000円×8集落=144,000円

地区合同運動会 150,000 競技参加者用景品代、競技用具購入代　ほか

地区文化祭・芸能祭 90,000 出品者・出演者記念品代　ほか

地区敬老会 80,000 白布借上料　ほか

住民交流事業 20,000 バーベキュー大会開催経費　ほか

保育園・小学校・地域連携活動 25,000 作業参加者用飲料代　ほか

集落・サークル活動支援事業 40,000 1集落5,000円×8集落=40,000円

次世代育成事業 20,000 上海府地区青少年健全育成会助成金20,000円

婚活支援事業 10,000 婚活イベント参加助成金 ほか

かみかいふ写真コンテスト 32,000 入賞者賞金代　ほか

郷土料理・特産物の普及広報活動 90,000 海幸フェスタ:60,000円、文化祭郷土料理試食:30,000円

伝統文化継承事業 10,000 用具・食材等購入代　ほか

施設・資源活用事業 60,000 納涼祭開催経費

オリジナルＴシャツの頒布 150,000 オリジナルTシャツ作成経費　

高齢者生活支援事業 3,000 実態把握調査代　ほか

健康ウォーク 3,000 案内チラシ用紙代　ほか

役員報償費（@12,000円×4名） 48,000 正副会長及び専門部会長2名

集落公民館長報償費（@12,000円×8名） 96,000

監事報償費（@6,000円×2名） 12,000

事務局経費 50,000

備品購入費 30,000

保険料（公民館総合保障制度保険 ほか） 17,000

広報費 60,000

村上地区まちづくり協議会共同活動参加費 20,000

７　新規事業対策費 10,000 0 0 ※項目設置のため

８　予備費 167,450 190,670 ▲ 23,220

支出合計 1,953,450 1,928,670 24,780

※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。

区　　分 予算額① 前年度予算額② 比較①－②

２　集落負担金 238,500 243,500 ▲ 5,000

５　諸収入 152,142 2,163 149,979

１　防災防犯対策事業費 403,000 458,000 ▲ 55,000

区　　分 予算額① 前年度予算額② 比較①－②

２　環境対策事業費 257,000 122,000 135,000

３　地域活動事業費 435,000 545,000 ▲ 110,000

説　　明

内　　容

内　　容

説　　明

６　組織運営費 333,000 363,000 ▲ 30,000

５　健康福祉事業費 6,000 30,000 ▲ 24,000

４　地区の活性化事業費 342,000 220,000 122,000



平成２８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① 前年度予算額② 比較①－② 内　　訳

１　募金 35,000 45,000 ▲ 10,000 平成28年度一円玉募金

２　繰越金 104,368 101,983 2,385 平成27年度繰越金

３　諸収入 25 42 ▲ 17 預金利子

収入合計 139,393 147,025 ▲ 7,632

●支出の部

区　　分 予算額① 前年度予算額② 比較①－② 内　　訳

小学校卒業児童への記念品代

（4,500円×4人）

２　教育活動支援事業 6,000 0 6,000

３　共用備品購入事業 1,000 1,000 0 ※項目設置のため

４　予備費 114,393 114,025 114,025

支出合計 139,393 147,025 ▲ 7,632

１　記念品贈呈事業費 18,000 32,000 ▲ 14,000


