
平成３０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 （40,000 円）

２．子育て支援事業 （ 8,000 円）

３．伝統行事支援事業 （80,000 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 10,000 円 登山を通じて親睦を深め、世代

間交流を図る

（2 年次目）

「マルハ ワンダーフォーゲル

部」

登山用具、活動記録作成用具

の購入

2 若葉町 30,000 円 町内の老若男女がカラオケを

通じて交流と親睦を深め、歌う

ことにより、ストレス解消と健康

増進を図る

（初年度）

「若葉町カラオケ同好会」

運営に伴う活動費及びカラオケ

用具の購入

No. 町内
補助金

交付額
事業目的 事業内容と主な経費

1 山居町二丁目 8,000 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「ひまわりサーク

ル」を 24回開催（延べ184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 羽黒町 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 大工町 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 小町 10,000 円 村上大祭時の他町内参加者の

貸出法被クリーニング代

4 大町 10,000 円 町内の関係者（参加者）への各

種案内文作成、印刷・コピー

5 肴町 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

6 塩町 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

7 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

8 庄内町 10,000 円 七夕祭りに参加する他町内か

らの児童受入れ、引き手・獅子

舞踊り手を確保する

七夕祭時の傷害保険掛金のう

ちの他町内参加者分



４．美しい町並み事業 （359,000 円）

No. 町内
補助金

交付額
事業目的 事業内容と主な経費

1 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

花苗植栽活動に必要な肥料、

花苗、水まき用ホースリールな

どを購入

2 石原 19,000 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

プランター、肥料、花苗を購入

3 加賀町 20,000 円 毎月５月に「清水川清掃日」と

決め、沿線町民と共に一斉清

掃活動を行い、清水川の美化

に努める

清掃作業を効率よく行うための

清掃用具（トンボ）の購入

4 庄内町 30,000 円 清掃作業を効率よく行うための

清掃用具（トンボ）の購入

5 上片町 20,000 円 清掃作業を効率よく行うための

清掃用具（トンボ）の購入

6 杉原 29,000 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

生垣刈り込みに必要な用具の

購入と既存用具の補修

7 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

8 羽黒町 25,000 円 区民参加の清掃･美化活動を

行い、環境美化に寄与し、世代

間交流を図る

町内総出で側溝清掃、路肩清

掃、公会堂清掃を実施するため

の軍手、汚泥袋を購入

9 鍛冶町 30,000 円 公民館周辺の整備に取り組

み、環境美化の向上を図る

管理に必要な備品（草刈機）の

購入

10 大欠 30,000 円 町内美化とまちづくりへの関心

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

11 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、、プランター花苗の購

入

排水路周辺整備のための防草

シートの購入

12 二之町 8,000 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

の購入

13 南町二丁目 30,000 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備品（ホー

スリール）の購入（花苗は村上

地域振興局から支援を受けた）

14 久保多町 29,000 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

環境整備に必要な用具（鍬、植

木鋏、刈り込み鋏、チップソー）

の購入



５．元気づくり事業 （2,761,000 円）

No. 町内
補助金

交付額
事業目的 事業内容と主な経費

1 片町 300,000 円 町内行事・町内活動の充実を

図る

カラオケ一式、ハードディスクレ

コーダー、クリーナーの購入費

2 飯野桜ヶ丘 233,000 円 町内交流行事の充実を図る 折りたたみ長机、パイプイス、

備品収納用物置の購入費

3 加賀町 300,000 円 町内行事・町内活動の充実を

図る

テント 1 張と備品の収納に必要

な物置の購入費

4 石原 87,000 円 町内交流行事の充実を図る 高齢者が町内行事への参加拡

大を図るための座椅子の購入

費

5 飯野一丁目 54,000 円 町内交流行事の充実を図る ワンタッチテント、同横幕の購

入費

6 鍛冶町 170,000 円 先人から受け継いだ町内の歴

史を誇り、伝統や行事を自信を

持って後世に伝えていくため

町内創立 400 年記念誌「鍛冶

町の歴史」発行費用

7 新町 300,000 円 地域住民のコミュニティづくりを

高める

「新町みんなのマップ」の制作

費

8 長井町 255,000 円 町内行事を充実させ、住民の

一層の親睦を図る

テント１張（横幕付、町名入り）

の購入費

9 小町 108,000 円 町内の由来や歴史に誇りを持

つ

小町区由来紹介看板の塗りな

おし、囲み枠の新調費

10 小町 125,000 円 伝統行事を通じて、住民の一

層の親睦と異世代交流を図る

御用達車の新調費

11 二之町 239,000 円 町内交流行事の充実を図る お座敷チェア（肘付イス）、ワイ

ヤレスアンプ、ＤＶＤ装置の購

入費

12 塩町 100,000 円 町内に縁の歴史や伝統文化に

関する他世代参加のイベントを

開催し、世代間交流の促進と

地域の活性化を図る

「第 1 回塩町区 竹灯籠・雪洞

まつり」開催に係る材料費、会

場設営、看板作成、事務費等

13 三之町 78,000 円 町内行事を充実させ、住民の

一層の親睦を図る

ガスコンロ、ガスボンベ、鍋、座

椅子の購入費

14 飯野二丁目 56,000 円 町内行事を充実させ、住民の

一層の親睦を図る

お座敷チェアの購入費

15 山居町二丁目 56,000 円 町内行事を充実させ、住民の

一層の親睦を図る

お座敷チェアの購入費

16 堀片 300,000 円 町内行事を充実させ、住民の

一層の親睦を図る

カラオケセットの購入


