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村上地域まちづくり協議会

令和４年度 通常総会議案の掲載

第１号議案 令和３年度事業報告及び収支決算について

○事業報告（各部会：主なもの）

環境整備部会
●花一輪挿し運動
秋（9/15～10/15）、春（3/1～3/31）

●堆肥化枠の設置、腐葉土の無料配布

伝統文化部会
●城下町探検ウォーク（11/14）
江戸時代の祭礼巡行コースめぐり

●城下町探検ガイドⅧ発行
稲荷さまと初午行事

生活安心部会
●地域内小学校へトレッキングベル配布
愛称「見守鈴（みまもりん）」

●地域の茶の間「三の丸カフェまちなか
ま」の運営（毎月第２、第４金曜日）

地域活性部会
●村上南小学校６年生提案企画
「村上キーホルダーガチャ」

●お地蔵様スタンプラリー（7/16～7/25）

○収支決算書（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）

予算額 決算額 比　較

1 交付金 10,997,000 9,900,000 -1,097,000

2 補助金 0 0 0

3 助成金 50,000 80,000 30,000

4 繰越金 1,647,648 1,647,648 0 令和2年度繰越金

5 繰入金 2,000,000 2,000,000 0 地域づくり支援事業積立金繰出

6 雑収入 50,352 102,349 51,997

14,745,000 13,729,997 -1,015,003

【支出の部】 （単位：円）

区分 事　　業 予算額 決算額 比　較

1 組織管理費 4,275,000 3,487,492 -787,508

2 環境整備費　［環境整備部会］ 1,000,000 709,263 -290,737

3 伝統文化費　［伝統文化部会］ 900,000 563,719 -336,281

4 生活安心費　［生活安心部会］ 900,000 844,493 -55,507

5 地域活性化費　［地域活性部会］ 900,000 887,318 -12,682

6 元気づくりプロジェクト事業 100,000 0 -100,000

7 地域づくり支援事業 4,550,000 2,673,000 -1,877,000

8 施設整備事業費 2,100,000 2,094,088 -5,912

9 積立金 0 0 0

10 予備費 20,000 0 -20,000

合　　計 14,745,000 11,259,373 -3,485,627

収入合計 13,729,997
支出合計 11,259,373
差し引き 2,470,624 残金は次年度へ繰り越します。

町内活動への支援（延べ40町内）

村上地域コミュニティ空間「土間ん中」の管理・運営費

防災意識啓発用品購入、トレッキングベル購入

村上キーホルダーガチャ、お地蔵様スタンプラリー

事業中止

花一輪挿し運動、堆肥化木枠設置

城下町村上探検ガイドⅧ発行、城下町探検ウォーク

合　　　計

内　　訳（主なもの）

協議会組織運営経費

頒布資料代金、預金利息ほか

区　　　分 内　　訳（主なもの）

交付金変更申請　10,997,000円→9,900,000円

他団体からの助成金



第２号議案 第３次村上地域まちづくり計画（案）の承認について

・令和３年度で第２次計画が目標年次を迎えたことから、これまでの活動
と課題を精査し、第３次計画を策定しました。
・将来像の原型として掲げるまちづくりの理念は、「城下町村上の個性と
支え合いが暮らしの中にあり次世代も安心して住み続けられる環境のある
まちをつくる」とし、第１次及び第２次計画で掲げたものを踏襲します。
・目指すべき将来像及び将来像を実現するための方針について、地域づく
りの担い手育成に関する項目を加えました。

第３号議案 村上地域まちづくり協議会規約の一部改正について

・市の行政組織の見直しに伴い、令和４年４月から自治振興課が廃止され、市民課に自治振興室が
置かれたことによる改正を行いました。（第３条、第17条関係）
・役員に副部会長を加え、役員の職務、役員会の条項において必要な改正を行いました。
（第６条、第７条、第15条関係）

第４号議案 村上地域まちづくり協議会の報償金の取り扱いについて

・専門副部会長の報償金額を新たに設定し、加えました。（年額30,000円）

第５号議案 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の
一部改正について

・対象事業（事業メニュー）の一部見直しを行いました。
・「交流支援事業」を新設し、町内等のコミュニティ創出事業などに対し支援します。
・従来の「元気づくり事業」を「町内活性化支援事業」に名称変更しました。要件や補助限度額に
変更はありません。

【新制度】　Ｒ４～Ｒ８

別表（第２条、第３条関係）

対象事業 事業内容 対象経費と要件
補助金の
限度額

２　伝統行事支援事業 伝統行事の受け入れ事業
活動整備費。参加受入は中学
生以下1人以上を含むものとす
る。1町内2行事に限る。

1行事1万円

３　美しい町並み事業 環境整備事業
植栽や清掃などに係る活動整
備費。

４万円

４　町内活性化支援事業
（旧「元気づくり事業」）

町内の課題解決や活動の
充実又は活性化につながる
事業。

活動整備費。集会施設整備に
係る経費は除く。令和８年度ま
で１町内３事業に限る。

３０万円

1 交流支援事業
町内又は複数町内で行う
世代間交流やコミュニティ
の創出促進事業

活動費（主にイベント）。町内
の経常的運営に係る経費は
除く。1町内2事業に限る。

1事業1万円



第６号議案 令和４年度事業計画及び収支予算（案）について

○事業計画（主なもの）

環境整備部会
●花一輪挿し運動（秋、春実施）
●堆肥化枠の設置、腐葉土の無料配布
●530（ごみゼロ）運動、930（草ゼロ）
運動の推進

伝統文化部会
●城下町探検ウォーク
●地域の伝統文化の調査・研究
●地域住民が村上大祭に参加できる仕組み
の検討

生活安心部会
●防災意識の啓発活動
●住民同士がささえあう仕組みづくり
●地域の茶の間「三の丸カフェまちなか
ま」の運営（毎月第２、第４金曜日）

地域活性部会
●村上オリジナルサービスの開発・支援
●地域商店街等を会場としたイベント実施
●まちの情報発信・ＰＲ

○収支予算書（ここでは事業項目の掲載を省略しています）

地域づくり支援事業
町内が行う地域づくり活動を支援
●交流支援事業
●伝統行事支援事業
●美しい町並み事業 ●町内活性化支援事業

施設整備等事業
●拠点施設の管理運営
拠点施設「土間ん中」の管理・運営

●事業備品等の整備
●活動用自動車の整備（車両リース）

議案書、地域まちづくり計画書の詳細について
令和４年度の通常総会議案書及び地域まちづくり計画書については、まちづくり協議会ホームペー

ジで公開しています。ぜひご覧ください。
村上まち協 検索

村上まち協ＨＰ 総会議案書 地域まちづくり
計画書

【収入の部】 （単位：円）

本年度 前年度 比較増減 内　　　　訳

11,069,000 10,997,000 72,000 村上市からの交付金

0 0 0

50,000 50,000 0 他団体からの助成金

2,470,624 1,647,648 822,976

0 2,000,000 -2,000,000 地域づくり支援事業積立金

90,376 50,352 40,024 事業参加費、預金利息ほか

13,680,000 14,745,000 -1,065,000

【支出の部】 （単位：円）

区分 事　　　業 本年度 前年度 比較増減 内　　　　訳

１　組織管理費 4,120,000 4,275,000 -155,000 協議会組織運営経費

1,000,000 1,000,000 0 花一輪挿し運動、堆肥化木枠設置

900,000 900,000 0 城下町村上探検ガイド印刷、伝統文化の調査・発信

900,000 900,000 0 防災・子ども育成団体と連携した活動の推進

900,000 900,000 0 地域活性イベント開催、情報発信・ＰＲ

６　元気づくりプロジェクト事業費 100,000 100,000 0 各種団体等と連携した地域全体の活性化推進事業

７　地域づくり支援事業費 3,090,000 4,550,000 -1,460,000 町内の地域づくり活動への支援

2,650,000 2,100,000 550,000 拠点施設の管理・運営、車両管理経費

0 0 0

20,000 20,000 0

13,680,000 14,745,000 -1,065,000

※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。

区　　　　分

１　交付金

２　補助金

３　助成金

４　繰越金

５　繰入金

６　雑収入

合　　　　計

２　環境整備費　（環境整備部会）

10　予備費

合　　　　計

３　伝統文化費　（伝統文化部会）

４　生活安心費　（生活安心部会）

５　地域活性化費　（地域活性部会）

８　施設整備等事業費

９　積立金



毎月第２・第４金曜日は、
地域の茶の間 三の丸カフェ

まちなかま
令和４年７月開催日
７月８日（金）、22日（金）

令和４年６月開催日
６月24日（金）

(午後１時～３時30分)

生垣・庭木のお手入れ講座
〔剪定基礎編〕のご案内
環境整備部会では、「美しい町並み景観と豊かな自然環境を守る取り組み」を進めるため、生

垣・庭木のお手入れ講座〔剪定基礎編〕を開催します。
美しい町並み景観を守るため、町内の生垣等の整備に役立てるため、自宅の庭木の手入れのため、

など課題の解決につなげるための絶好の機会です。ぜひご参加ください。

○日時 令和４年６月２７日（月）午前９時から午前１１時３０分頃まで
※荒天で実施できない場合は６月２９日（水）に延期します

○会場 村上南小学校

○内容 剪定作業の体験・見学、質疑応答など
※ツゲ、ツツジ等の剪定（手入れ）方法を実践します。

○参加費 無料

○募集人数 ２０人（先着順）

○持ち物 剪定バサミ（持っている人のみ）、軍手、タオル、水筒、雨具など

○服装 長袖、長ズボン（作業しやすい服装）

○申し込み ６月２２日（水）までに電話、メールにてお申込みください。
※定員に達し次第締め切ります。

○申込先 村上地域まちづくり協議会事務局（市民課自治振興室内）
☎７５－８９２６（直通）、E-mail：jichi-mu@city.murakami.lg.jp

○その他 マスクの着用、検温など、基本的な感染症対策をお願いいたします。


