
 

令和２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） 

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 

（４年次目） 

 

「ﾏﾙﾊ ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ部」 

コロナ禍で登山は未実施。 

登山用具の購入 

2 鍛冶町・小国町 30,000 円 鍛冶町と小国町の有志で「村上

甚句保存会」を立ち上げ、町内

間の交流を深めるとともに、各町

内へ啓発のための活動を実施す

る。 

（１年次目） 

「村上甚句保存会」 

村上甚句のCDを作成し、会員に

配布 

2 若葉町 9,000 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 

（３年次目） 

「若葉町カラオケ同好会」 

感染症対策を講じ、通年実施。 

運営に伴う活動費及びカラオケ

カラオケ DVD、CD ソフトの購入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．子育て支援・ふれあい事業 （0円） 

No. 町内 
補助金 

交付額 

事業目的 
事業内容と主な経費 

     

 

３．伝統行事支援事業 （30,000円） 

No. 町内 
補助金 

交付額 
事業目的 事業内容と主な経費 

1 小町 10,000 円 

コロナ対策を施しながら、伝統

行事を実施し、継承を図る 

節分、初午参加者のコロナ対

策経費 

2 泉町 10,000 円 地蔵様まつり参加者のコロナ

対策経費 

3 塩町 10,000 円 地蔵様まつり参加者のコロナ

対策経費 

「村上甚句保存会」 村上甚句の CD作成 
(鍛冶町区・小国町区) 

令和２年度申請なし 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．美しい町並み事業  （271,000円）  

No. 町内 
補助金 

交付額 
事業目的 事業内容と主な経費 

1 大町 30,000 円 集会所周辺等の草刈り、除草

を実施し、町内環境美化を図る 

刈払機のメンテナンス経費、草

刈りに必要な用具の購入 

2 小町 30,000 円 花一輪挿し運動に町内ぐるみ

で取り組み、町並みに一体感を

醸し出す 

竹製一輪挿し用の花の購入 

3 若葉町 30,000 円 

 

町内の環境美化の向上、植栽等

を通じて親睦を深める 

花苗植栽活動に必要な肥料、

花苗などの購入 

4 大欠 20,000 円 児童遊園地、集会所周辺の草

刈り作業を通じ、環境美化とま

ちづくりへの関心を持ってもら

い、区民の親睦を深める。 

草刈りに必要な用具及びコロナ

対策の用品購入 

5 山居町一丁目 24,000 円 公会堂の花壇整備と排水路の防

草シート敷設を行い、環境美化

を図る 

花苗、防草シート等の購入 

6 南町二丁目 30,000 円 町内の歩道の草刈り、花壇の

整備を行い、町内環境美化を

図る 

花苗、刈払機の購入 

7 飯野西 11,000 円 道路沿い、ゴミステーション周

辺、空き地周辺の草刈りを実施

し、環境美化を図る。 

刈払いに必要な用具の購入 

8 飯野三丁目 29,000 円 南線、ポケットパーク等の街路

樹剪定、草刈り及び側溝清掃

を実施し、町内環境整備と美化

活動の推進を図る。 

歩道、緑地帯広場等の花壇草

取り、剪定、清掃作業等に必要

な用具の購入 

9 二之町 20,000 円 集会所の花植え、除草と遊休

地の除草を実施し、町内環境

美化を図る 

植栽と除草に必要な花苗、肥料

等の購入 

10 三之町 17,000 円 空き地を利用した花壇の整備と

植栽を実施し、町内環境美化を

図る 

植栽や管理に必要な花苗や用

具の購入 

11 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、町

内の美化に努める 

生垣刈り込みに必要な用具の

購入 

 

初午(小町区) 地蔵様まつり(泉町区) 地蔵様まつり(塩町区) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．元気づくり事業 （1,786,000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 139,000 円 会議等で使用するテーブルを

整備し、区民の利便性向上を

図る 

折りたたみ式会議テーブルの

購入 

2 大町 300,000 円 椅子を購入し、集会所の利便

性を向上させ、町内の活性化を

図る 

アルミ椅子の購入 

3 久保多町 292,000 円 町内活動、防災用品を整備し、

活動拠点の充実と町内活性化

を図る 

テレビ、ＤＶＤプレーヤー、発電

機の購入費 

4 幸町 300,000 円 物品倉庫を設置し、町内備品

の維持管理に努める。 

組立式倉庫の購入費 

5 山居町二丁目 244,000 円 町内活動に必要な備品を整備

し、世代間交流による活性化を

図る 

ワイヤレスマイクセット、屋外テ

ントの購入 

6 南町一丁目 82,000 円 町内行事、施設の利便性向上

のため備品整備を実施し、住

民の一層の親睦につなげる 

冷蔵庫の購入 

7 飯野三丁目 8,000 円 感染症対策を施した上で会議、

行事等を実施することで、町内

会の運営を維持する。 

役員会、防災訓練の参加者が

使用する不織布マスクと消毒液

の購入費 

8 羽黒口 158,000 円 町内行事の充実と施設の利便

性向上により、住民の一層の

親睦を図る 

会議テーブル、座椅子、カラオ

ケ追加データチップ、マスク、消

毒液等の購入費 

9 三之町 50,000 円 町内のイベントや各種集会等

で利用する機材の充実を図り、

町内活性化を推進する。 

幟旗の製作費 

エアーベッドの購入費 

10 杉原 213,000 円 町内事業や老人会、ＰＴＡ等各

種団体が使用できる備品を整

備し、町内活動の充実を図る。 

冷蔵庫、マイクスピーカーセット

の購入 

 

環境美化活動(二之町区のみなさん) 環境美化活動(山居町一丁目区のみなさん) 

ワイヤレスマイク、 
屋外テントの整備 
（山居町二丁目区) 

テレビ、DVD プレーヤー、発電機
の整備 (久保多町区) 


