
平成２9年度　塩野町地域まちづくり協議会　集落活性化支援事業一覧表

助成金 助成金 30,000 助成金 42,000 助成金 50,000 助成金 25,000 助成金 30,000 助成金 45,000

集落負担金 43,093 集落負担金 43,500 参加費 40,000 集落負担金 65,000 集落負担金 30,000 集落負担金 20,000

集落負担金 20,036
参加費(敬老会
以外）

12,000 公民館負担金 16,874 公民館負担金 35,148

計 73,093 85,500 110,036 102,000 76,874 100,148

食材料費 10,820 消耗品費 4,936 原材料費
(水槽・タライ等)

55,928 原材料費 41,400 食料費 13,392
消耗品(景品
等)

83,150

原材料費 4,730 食材料費 13,649 会場借上料 33,331 謝礼 10,000
消耗品(子ども
景品代)

39,055 食料費 11,891

消耗品（参加
者景品代ほ

57,543 食料費 39,935 食材料費 16,609 食料費 48,215 原材料費 19,427 原材料費 5,107

謝礼(わら提供
者ほか）

26,980 消耗品費 4,168 消耗品費 2,385 謝礼 5,000

計 73,093 85,500 110,036 102,000 76,874 100,148

30,000 42,000 50,000 25,000 30,000 45,000

30,000 42,000 50,000 25,000 30,000 45,000

864 648 864

11月22日 1月23日 9月28日 12月8日 12月8日 12月8日

敬老会助成金を差引いた額を
対象経費として算定。

収
入

支
出

交付決定額

精　算　額

（手数料）

実 施 年 月 日 平成29年8月14日 平成29年12月10日 平成29年8月14日 平成29年10月8日 平成29年7月14日 平成29年8月15日

集落の皆さんで作った樽神輿
1基・神輿1基が集落全域を
子ども達約３５名、付き添い
の親や祖父母約15名・集落
役員8名が参加し、実施し
た。休憩時間には、集落の方
の協力を得て、アイスやお菓
子、ジュース等の振る舞いを
行った。巡行ルートをあらか
じめ集落の皆さんにお知らせ
しており、その沿道には、集
落の皆さんが大勢集まり、子
供達に大きな声援を送ってく
ださった。参加した子供達に
は、お菓子やジュース、花火
などをもたせて、喜んでいた
だいた。

仮装大会に参加する踊り子は
背に仮装名を示して踊り、審
査の結果により様々な賞に応
じて景品がもらえる。独特の
リズムの中で行う仮装大会の
楽しさや、お盆で帰省してい
る方々との年に一度のコミュ
ニケーションの場となり、豪
華景品を用意している事など
から、参加人数も年々多く
なっている。また、景品は参
加者全員に渡るよう工夫して
いる。(景品を渡した人数：
237名）

事 業 の 内 容

昼間は子ども神輿２基の巡行
にて、沿道住民が集まり声援
を受ける。夜は住民老若男女
約200人がそろい、仮装盆踊
大会を行う。帰省中の人々も
ふるさとの夏を楽しみ踊る。
また、景品が用意されアイ
ディアあふれる仮装等に贈
る。

集落男性40人ほどで、稲藁
から長さ5ｍ重さ70ｋｇの〆
縄を作り、その〆縄を、女性
の長襦袢を身につけて顔に面
白おかしく化粧した男性が樽
酒とともに担いで集落内を練
り歩き、熊野神社に奉納す
る。前夜祭32名、行列22
名、沿道では、大勢の集落の
人が待ち受け、嫁入りに見立
てた一行を箱根節や長持唄で
迎える。

主たる事業内容は、集落住民
と帰省客の子ども達に『ニジ
マスのつかみどり』を体験し
てもらい、その場で焼いて食
べるもの。
大人は魚を捌き焼いてもら
う。また大きなものは刺身に
して食べてもらう。
その他、魚が焼き上がるま
で、焼きそば・焼き鳥・フラ
ンクフルトなどを振舞った
り、スイカ割りのイベントを
実施した。
参加家族は29家族で52人程
度の参加があった。

足腰の不自由な方はトイレの
行き来や、遠方への移動が大
変である。そこで、身近な場
所で、気心の知れた方々同士
で有意義な一日を過ごしてい
ただく。内容としては、手品
などの催し物や、カラオケ大
会（希望者）を行い、参加人
数は敬老者及び集落役員、他
関係者20名であった。

実 施 の 場 所 塩野町区内 塩野町区内及び熊野神社 松岡区掲示板前 集落センター 集落全域を巡行 常林寺の境内

事 業 名 子ども神輿、仮装盆踊り お里様 ニジマスのつかみどり大会 集落敬老会
白山神社祭りの子ども神輿の
巡行

仮装盆踊り大会

早稲田公民館 早稲田公民館団 体 名 塩野町公民館 塩野町公民館 松岡公民館 松岡公民館

① ② ① ② ① ②
集落名（申請額計）

塩野町 松岡 早稲田



平成２9年度　塩野町地域まちづくり協議会　集落活性化支援事業一覧表

助成金

計

計

収
入

支
出

交付決定額

精　算　額

（手数料）

実 施 年 月 日

事 業 の 内 容

実 施 の 場 所

事 業 名

団 体 名

集落名（申請額計）

助成金 8,000 助成金 18,000 助成金 75,000 助成金 39,000 助成金 75,000 助成金 35,000 助成金 40,000

集落負担金 9,785 集落負担金 19,375 参加費 60,000 参加費 16,000 お祝い金 28,000 公民館負担金 36,333 公民館負担金 55,884

区負担金 10000 公民館負担金 24,589 区負担金 47,000

露店売上 8,418

17,785 37,375 153,418 79,589 150,000 71,333 95,884

食材料費 14,634 食材料費 14,825
原材料費（花
火代）

135,916 食材料費 17,828 食料費 68,400
消耗品費（景
品）

41,042
消耗品（景
品・容器代ほ

56,754

消耗品費 3,151 食料費 14,690 食材料費 12,593 食料費 30,769 消耗品費 2,700 食材料費 23,971 食材料費 39,130

報償費 5,000 消耗品費 4,909 報償費 30,000 謝礼 12,000
高速代・燃料
費

6,320

消耗品費 2,860 消耗品費 992 印刷製本費 29,100

借上料 37,800

17,785 37,375 153,418 79,589 150,000 71,333 95,884

8,000 18,000 75,000 39,000 75,000 35,000 40,000

8,000 18,000 75,000 39,000 75,000 35,000 40,000

648 864 648 864 648 648

3月23日 3月23日 9月28日 3月15日 11月22日 9月28日 11月22日

敬老会助成金を差引いた額を
対象経費として算定。

敬老会助成金を差引いた額を
対象経費として算定。

敬老会助成金を差引いた額を
対象経費として算定。

平成29年9月23日平成29年8月13日 平成29年10月29日 平成29年8月14日 平成29年12月3日 平成２９年９月１７日 平成29年8月14日

集落敬老者125名を対象に、
各種アトラクションを催し
て、楽しい１日を過ごしても
らった。対象敬老者のうち、
出席者は５４名であった。

集落住民と帰郷した人を含め
約100人が参加。
仮装してくれる人を募集し、
子どもの部、大人の部に分け
て、１位～３位までの順位を
決め、賞品を出した。また参
加者全員に参加賞を渡した。

集落住民と鶴岡、他地区を含
め70人が参加。
午前中は各競技を実施。午後
からはBBQ大会を無料で実施
した。また、鶴岡の人たちが
玉コンを振舞ってくれた。

集落住民と帰省客とのふれあ
いを通し、集落民のつながり
を深めるために実施。そうめ
ん流し及び焼き肉をふるま
い、参加した帰省客とも話が
弾み、好評であった。

敬老者に敬意を表し、敬老会
を開催した。地域おこし協力
隊の歌謡ショー、村上マジッ
ククラブによるマジック
ショーなどを催し、対象者が
１９名と少ないため、一般参
加者を募ってにぎやかに行う
ことができ、好評であった。

集落民、帰省客、近隣の方を
含め約200人が参加した。
花火大会をメインに盆踊りや
仮装大会など豪華景品も多数
あり、また露店でやきとり等
を特価で販売した。また、毎
年恒例となっているマジック
ショーや、最後には大花火大
会を開催した。

集落住民全員を対象、敬老者
は招待として、概ね50名位
の参加者をがあった。
集落農産物で豚汁を作り、そ
ば打ち講習会で作り方を体験
した。その後、敬老会とし
て、そばと豚汁を振る舞い、
アトラクションでマジック
ショーなどを開催した。

小須戸ふれあいセンター周辺 荒沢ふれあいセンター 大須戸担い手センター 第三駐車場 蒲萄グラウンド

蒲萄大運動会

原小須戸公民館 原小須戸公民館

そうめん流し 敬老会 盆踊り＆第７回大花火大会 荒沢収穫祭・敬老会 大須戸敬老会 仮装盆踊り大会

大須戸公民館 老人会、蒲萄公民館 蒲萄公民館原小須戸公民館 原小須戸公民館
小須戸公民館、愛好会、婦人
会、消防団

荒沢公民館

① ① ① ① ②

本小須戸 荒沢 大須戸 蒲萄原小須戸 原小須戸

① ②


