
平成２９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

１．新しい組織立上げ事業 （49,000 円）

２．子育て支援事業 （20,000 円）

３．伝統行事支援事業 （66,000 円）

４．美しい町並み事業 （329,000 円）

No. 町内
補助金

交付額
事業目的 事業内容と主な経費

１ 羽黒町 30,000 円 登山を通じて親睦を深め、世代

間交流を図る。（初年度）

登山用具一式、活動記録作成

用具一式

２ 山居町一丁目 19,000 円 青壮年層の親睦、町内全体の

活性化。町内行事への参加協

力。

※改正前経過措置（2 年次目）

運営に伴う活動費

No. 町内
補助金

交付額
事業目的 事業内容と主な経費

1 山居町二丁目 20,000 円 町内幼児の健全な成長を願い

保護者や幼児の活動支援。

4 月～12 月に「おひさまサーク

ル」を 34回開催（延べ273人参

加）。活動に必要な物品を購入

No. 町内
補助金

交付額
事業目的 事業内容と主な経費

1 大工町 10,000 円 村上大祭に参加する他町内か

らの児童受入れ、引き手・乗り

子を確保する。

村上大祭時の傷害保険掛金の

うちの他町内参加者分

2 羽黒町 10,000 円 村上大祭時の傷害保険掛金の

うちの他町内参加者分

3 大町 10,000 円 他町内の関係者（参加者）への

各種案内文作成、印刷・コピー

4 庄内町 10,000 円 村上大祭時の傷害保険掛金の

うちの他町内参加者分

5 肴町 10,000 円 村上大祭練習期間の他町内児

童の傷害保険掛け金

6 小町 6,000 円 町内の関係者（参加者）への各

種案内文作成、印刷・コピー、

郵送経費

7 大町 10,000 円 七夕祭り参加する他町内から

の児童受入れ、引き手・獅子舞

踊り手を確保する。

他町内の関係者（参加者）への

各種案内文作成、印刷・コピー

No. 町内
補助金

交付額
事業目的 事業内容と主な経費

1 石原 23,000 円 区内及び村上市街の主要入口

にあるポケットパークの除草・

整備・植栽を行い、環境美化に

努める。

ポケットパーク周辺の除草、ご

み拾い、植栽を実施。花苗、肥

料、培養土、プランター、箕、軍

手などを購入



No. 町内
補助金

交付額
事業目的 事業内容と主な経費

2 片町 29,000 円 道路の植栽帯の美化、維持管

理と整備。

整備に必要なスコップ、くわ、移

植コテを購入

植栽するマツバギクの花苗の

購入

3 大欠 30,000 円 町内美化とまちづくりへの感心

を持たせ、親睦を図る。

植栽や管理に必要な花苗や腐

葉土、花壇用ブロック BOX など

の購入

4 山居町一丁目 30,000 円 公会堂地内への植栽活動と区

内排水路周辺の環境整備を行

い、環境美化の向上を図る。

花壇の整地と植栽作業に必要

な肥料、花壇ブロック、プランタ

ー花苗、移植ゴテなどの購入

排水路周辺整備のための防草

シートの購入

5 二之町 18,000 円 町内の除草や植栽の環境美化

に取組み、親睦と融和を深め

る。

植栽と整備に必要な花苗、肥

料、腐葉土、花壇用フェンス、く

わなどの購入

6 大町 30,000 円 協議会の取り組み期間以外で

花一輪挿し運動に取り組み、町

内のまちなみに一体感を醸し

出す。

竹製一輪挿し用の花の購入

7 杉原 30,000 円 毎月第３日曜日を「道路清掃奉

仕の日」とし、自宅近くの道路

や空き地の清掃等を行い環境

美化に努める。

各家庭で対応できない植木の

刈り込み、災害時避難場所、通

学路の草刈りなどに必要な鎌、

刈込バサミの購入と既存用具

の補修

8 南町二丁目 20,000 円 歩道部分の植栽、草取り、ゴミ

拾いを通じて道路周辺の美化

を推進する。

植栽や管理に必要な肥料、ホ

ースリール、鍬、鉈、などの購

入（花苗は村上地域振興局か

ら支援を受けた）

9 若葉町 29,000 円 公民館周辺の整備に取り組

み、町内の親睦を図り、環境美

化に努める。

花苗植栽活動。雑草防止シート

止めピン、肥料、花苗を購入

10 山居町二丁目 30,000 円 公民館周辺の整備に取り組

み、町内の親睦を図り、環境美

化に努める。

花壇の管理に必要な剣スコップ

と化粧ブロックなどの購入と、花

壇整備に使用するバックホー費

用。

11 久保多町 30,000 円 町内の歩道、清水川沿いの公

道、その他景観が損なわれが

ちな箇所の除草を行い、地域

の環境美化に努める。

環境整備に必要な草刈機、鎌、

ノコギリ、高枝切鋏などの購入

12 小町 30,000 円 協議会の取り組み期間以外で

花一輪挿し運動に取り組み、町

内のまちなみに一体感を醸し

出す。

竹製一輪挿し用の花の購入



５．元気づくり事業 （2,309,000 円）

No. 町内
補助金

交付額
事業目的 事業内容と主な経費

1 山居町一丁目 300,000 円 町内交流行事の充実を図る。 発電機、ガソリン携行缶、照明

器具（ＬＥＤ投光器）、ワンタッチ

テント（名入り）、座椅子、座布

団の購入費

2 飯野三丁目 249,000 円 町内行事・町内活動の充実を

図る。

デジタルワイヤレスアンプセット

の購入費

3 飯野桜ヶ丘 66,000 円 町内交流行事の充実を図る。 ワンタッチテント 2張（町名入り）

の購入費

4 大工町 300,000 円 村上大祭での夜の曳き回しを

行うために提灯の新調する。

長提灯、大丸提灯、小丸提灯

の新調費

5 長井町 45,000 円 区民が心ひとつにして語り合

い、元気で活気溢れるまちづく

りを目指すため、交流行事を開

催する。

「布袋まつり」開催のための、音

響設備等借上げ費、ブルーシ

ート購入費

6 細工町 241,000 円 町内行事・町内活動の充実を

図る。

町内行事・町内活動で使用する

折りたたみ式リアカー2台の購

入費

7 大欠 300,000 円 町内行事への高齢者の参加促

進と異世代交流を図る。

座卓兼用会議テーブル、スタッ

キングチェアー、台車の購入費

8 石原 194,000 円 町内行事を充実させ、住民の

一層の親睦を図る。

テント 2 張（町名入り）の購入費

9 飯野二丁目 119,000 円 町内活動を気持ちよく行えるよ

うにするため。

座卓テーブルの購入費

10 若葉町 249,000 円 町内会事業の活性化と各グル

ープ活動の親睦と融和を図る。

テレビ、カラオケセットの購入費

11 飯野一丁目 246,000 円 町内活動の活性化を図る。 液晶テレビ、ビデオプレーヤ

ー、マイク、掃除機の購入費


