
平成30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 40,000 助成金 35,000 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 40,371 集落負担金 51,194 参加費 37,000 集落負担金 70,000 集落負担金 40,000 集落負担金 50,000

集落負担金 20,000 公民館負担金 27,993 公民館負担金 46,751

計 80,371 86,194 107,000 95,000 97,993 141,751

消耗品費（景
品ほか）

26,778 原材料費 9,737 原材料費 20,000 報償費 10,000 食料費 22,740
消耗品費(景品
ほか)

130,155

食料費 10,045 食材料費 14,811 会場借上料 26,000 食料費 42,291
消耗品費(景品
ほか)

47,663 食料費 11,596

報償費 43,548 食料費 39,646 食材料費 18,500 備品購入費 37,400 手数料 22,590

報償費 22,000 消耗品費 19,654 消耗品費 5,309 報償費 5,000

食料費 22,068

印刷製本費 778

計 80,371 86,194 107,000 95,000 97,993 141,751

40,000 35,000 50,000 25,000 30,000 45,000

40,000 35,000 50,000 25,000 30,000 45,000

0 0 864 648 864

塩野町 松岡 早稲田

① ② ① ② ① ②

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 早稲田公民館 早稲田公民館

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

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 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。参加人員は50人
ほど。
夜は住民老若男女約130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
の夏を楽しみ踊った。また、
景品が用意されアイディアあ
ふれる仮装等に贈られた。

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35名、行列22
名、沿道では、大勢の集落の
人や写真愛好家ら120名ほど
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
して食べてもらい、その他、
魚が焼き上がるまで、焼きそ
ば・焼き鳥を振舞ったり、ス
イカ割りのイベントを実施し
た。
参加家族は27家族で48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）を実施した。参
加人員は敬老者及び集落役
員、他関係者23名であっ
た。

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３0名、付き添い
の親や祖父母約15名・集落
役員10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、アイスやスイ
カ、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
れた。参加した子供達には、
お菓子、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
なっていたが、今年は天候に
恵まれず、例年よりも少ない
約170人の参加者だった。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：166名）

実 施 年 月 日 平成30年8月14日 平成30年12月9日 平成30年8月14日 平成30年10月21日 平成30年7月14日 平成30年8月15日

交付決定額

精　算　額

（手数料）

集落名

収
入

敬老会助成金を差引いた額を
対象経費として算定。

支
出



平成30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

計

計

団 体 名

事 業 名

実 施 の 場 所

事 業 の 内 容

実 施 年 月 日

交付決定額

精　算　額

（手数料）

集落名

収
入

支
出

助成金 75,000 助成金 41,000 助成金 75,000 助成金 30,000 助成金 45,000

参加費 60,000 参加費 13,000 お祝い金 13,000 公民館負担金 37,011 公民館負担金 63,407

区負担金 10,000 公民館負担金 36,555 区負担金 68,931

露店売上 8,550

153,550 90,555 156,931 67,011 108,407

原材料費（花
火代）

140,176 食材料費 19,071 原材料費 20,800
消耗品費（景
品ほか）

42,607
消耗品費（景
品ほか）

67,254

消耗品費 13,374 食料費 37,996 消耗品費 29,148 食材料費 22,364 食材料費 39,713

報償費 32,000 謝礼 17,000 高速使用料 2,040 高速使用料 1,440

消耗品費 1,488 印刷製本費 46,633

借上料 43,350

手数料

153,550 90,555 156,931 67,011 108,407

75,000 41,000 75,000 30,000 45,000

75,000 41,000 75,000 30,000 45,000

864 648 864 864

本小須戸 荒沢 大須戸 蒲萄

① ① ① ① ②

小須戸公民館、愛好会、婦人
会、消防団

荒沢公民館 大須戸公民館 蒲萄コブシ会、蒲萄公民館 蒲萄公民館

盆踊り＆第8回大花火大会 荒沢収穫祭・敬老会 敬老会 仮装盆踊り大会 蒲萄大運動会

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

集落民、帰省客、近隣の方を
含め約150人が参加した。盆
踊りをメインにマジック
ショー、様々な露店や焼き鳥
などを特価で振る舞い、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、45名が参加
した。
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。

集落民及び外部参加者による
アトラクションや敬老者参加
によるカラオケ大会を実施し
た。アトラクション参加者は
小学5年生、高校3年生を含
め、50代中盤まで幅広い年
齢層が顔をそろえた。敬老者
123名中、当日参加者は58
名。敬老会に携わった人数
は、招待状配布、当日参加者
確認などの作業を含め、大須
戸区の役員や各種団体協力者
など多数に上る。

集落住民と帰郷した人を含め
約100人ほどが参加。
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、賞品を出す。また参加
者全員に参加賞を渡す。

集落住民と鶴岡、他地区を含
め100人ほどが参加。
午前中は各競技を実施。午後
からはBBQ大会を無料で実
施。交流を続けている鶴岡の
若者が、山形名物の芋煮を振
舞ってくれた。

平成30年8月14日 平成30年12月2日 平成30年９月１6日 平成30年8月14日 平成30年9月23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。


