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平成３０年度 岩船まちづくり協議会 通常総会

次 第

１ 開 会

２ 挨 拶

岩船まちづくり協議会 会長 大越 孝行

３ 来賓紹介

４ 資格審査報告

５ 議長及び議事録署名人の選出

６ 議 事

（１）第１号議案 平成２９年度 事業報告について

（２）第２号議案 平成２９年度 収支決算報告について

（３）第３号議案 平成３０年度 事業計画（案）について

（４）第４号議案 平成３０年度 収支予算（案）について

７ 議長退任

８ 来賓祝辞

村上市議会議員 長谷川 孝 様

９ 閉 会

岩船まちづくり協議会 副会長 亀岡 利和



第１号議案

平成２９年度 事業報告について

平成２９年度事業報告について、別紙のとおりご報告いたしますので、議

決を求めます。

平成３０年 ４月２５日 提出

岩船まちづくり協議会

会 長 大 越 孝 行

平成３０年 月 日 承認

岩船まちづくり協議会

総会議長



平成２９年度 岩船まちづくり協議会 事業報告

○実施事業関係
基本方針 実施事業 実施期日 会場 事業内容 参加者数 課題・評価 備考

地域の宝を活

用した魅力あ

るまちづくり

地域ＰＲ事業 ４月２９日（土） 漁協荷さばき所

漁協主催の「さかなまつり」に参加し、来場者に岩船大祭や

岩船麩のＰＲを行いました。

具体的な内容

①「いわ麩ねラスク」「いわふね手ぬぐい」配布

・岩船麩を使って作ったお菓子を用意し、「岩船甚句花火募金」

の協力者に配布しました。また、まち協で作成したいわふね PR

手ぬぐいを抽選で配布しました。

②「岩船大祭」CDの販売

・「岩船まつり保存会」と共同で、岩船大祭のお囃子のＣＤを販

売しました。

③「広報“石船”」第３号を配布

・広報事業部で作成したカラー広報紙を設置し、岩船地区のＰ

Ｒを行いました。

スタッフ７名

昨年に引き続き参加しましたが、「岩船

大祭」および「岩船麩」をＰＲすることが

できました。募金活動については、会場入

り口付近で実施したものがより募金にご

協力いただけました。今後も、ＰＲの内容

や方法等を検討しながら、継続して取り組

んでいきます。

地域ＰＲ事業 ７月１６日（日） 岩船港緑地公園

岩船商工業会主催の「みなとフェスティバル」に参加し、来

場者に岩船大祭や岩船酢のＰＲを行いました。

具体的な内容

①「いわふね酢カッシュ」「いわふね手ぬぐい」配布

・岩船酢を使って作った炭酸飲料を用意し、「岩船甚句花火募金」

の協力者に配布しました。また、まち協で作成したいわふね PR

手ぬぐいも配布しました。

②「岩船大祭」CDの販売

・「岩船まつり保存会」と共同で、岩船大祭のお囃子のＣＤを販

売しました。

スタッフ５名

昨年に引き続き参加しましたが、今年は

あまり天候に恵まれず例年に比べると来

客数が少ないようでした。それでも、訪れ

た多くの方に「岩船酢」および「岩船大祭」

をＰＲすることができました。今後も、Ｐ

Ｒの内容や方法等を検討しながら、継続し

て取り組んでいきます。

学生支援事業 通年 いわくす会館

新潟リハビリテーション大学、新潟看護医療専門学校村上校

との関わりは岩船地域の今後の振興や発展に重要と考え、両校

の学生を様々な形で支援するべく学生サポート委員会を立ち上

げ、支援内容や方法について検討しました。

昨年に引き続き「学生サポート窓口」の一環として、岩船地

域コミュニティセンターと両校に掲示板「いわふね情報」を設

置することとしました。

７名

昨年に引き続きの取り組みとなりまし

たが、地域と両学校がより関係を深められ

るよう内容や方法を検討しながら、継続し

て取り組んでいきます。

岩船港夏祭 ８月５日（土） 岩船港緑地公園

岩船甚句保存会主催の「岩船甚句大会」とあすの岩船を考え

る会主催の「岩船納涼カラオケ会」を同日に開催し、岩船港を

舞台に、賑やかに盛り上がろうという趣旨で行われ、「岩船甚句

保存会」「あすの岩船を考える会」「岩船まちづくり協議会」が

連携して取り組みました。また当日は、岩船甚句大会の休憩時

間に「花火」の打ち上げも行いました。

天候にも恵まれ、大勢の皆様にご参加いただき、盛大に開催

することができました。

具体的な内容

①岩船納涼カラオケ会(主催：あすの岩船を考える会)

②岩船甚句大会（主催：岩船甚句保存会）

③花火打上（主催：岩船まちづくり協議会）

約700人

昨年に引き続きの取り組みとなりまし

たが、団体間で連携して取り組むことによ

り、事業の効率化が図られ、大勢の方に参

加していただくことができ、岩船港を舞台

に盛大に開催することができました。今後

も内容の拡充等を検討しながら実施して

いきます。

酒の肴グランプリ in

岩船
いわくす会館

検討の結果、審査の難しさなどの理由から、今回は休止する

こととしました。

これまで４回開催してきましたが、再開

や新事業の立ち上げも含めて検討してい

きます。

第１号議案



基本方針 実施事業 実施期日 会場 事業内容 参加者数 課題・評価 備考

健康で元気に

笑顔で暮らせ

るまちづくり

「たんぽぽクラブ」

の開催

小学校の夏・冬・

春休み期間
いわくす会館

「たんぽぽクラブ」とは、子育て中の保護者がいわくす会館

に集い、子供と一緒に遊んだり、親同士が親睦を深めたりする

サークルです。

岩船児童館の休館日に、子供達の遊びの場・出会いの場およ

び親同士の交流の場として、いわくす会館の会議室などを開放

しました。

約５0人

利用者アンケートでいただいたご意見、

ご要望等を参考にさせていただき、今後も

岩船地域の子育てを応援し、より多くの親

子が楽しく参加できるような方策を検討

し、実施していきます。

開催案内を全世帯に

回覧し、児童館や保育

園にチラシを掲示

「ちびっ子プール」

の開設

7月2１日（金）

～

8月2６日（金）

※月・水・金曜日

いわくす会館

夏場の子育てを応援したいと考え、「いわくす会館」の中庭を

利用して「ちびっ子プール」を開設しました。親子連れが訪れ、

毎回、子ども達の楽しそうな声が聞こえていました。期間中に

１３回開催し、延べ約 10人の親子にご利用いただきました。

約10人

昨年に比べて雨天日が多く利用者数は

減っていますが、利用者アンケートでいた

だいたご意見、ご要望等を参考にさせてい

ただき、今後も岩船地域の子育てを応援

し、より多くの親子が楽しく参加できるよ

うな方策を検討し、実施していきます。

開催案内を全世帯に

回覧し、児童館や保育

園にチラシを掲示

豊かな自然を

大切にし、環

境に優しいま

ちづくり

「お幕場広場」の清

掃
4月9日（日） 岩船お幕場広場

グラウンドゴルフ大会などを開催している「岩船お幕場広場」

を、地域住民が協力して清掃し、環境保全に努めました。
約150人

「お幕場広場」の清掃は継続して実施し

ていきますが、今後は更に岩船地域内の環

境保全や改善について検討し、「美しいま

ち岩船」を目指していきます。

各町内や各種団体に

開催案内を送付

地域の絆を大

切にし、地域

全体で支え合

う、優しいま

ちづくり

ゆめのまち ワクワ

ク横丁
6月18日（日）

岩船横新町通り

（市場通り）

岩船横新町通り（市場通り）の活気を取り戻そうと、通りを

１日通行止めにしイベント会場としました。雑貨や軽食店、個

人の展示、体験コーナーなど多くのブースが設けられました。

約300名

２回目となる昨年からまち協が引き継

ぎ取り組みましたが、多くの来場者が訪れ

楽しんでいました。次回も開催してほしい

との声もあるので、内容の拡充や課題な

ど、各団体と連携しながら検討していきた

いと考えています。

関係チラシを全世帯

に配布

「郷育カレンダー」

作成事業

4月から

平成30年3月
岩船地域全体

岩船中学校区郷育会議・岩船地区青少年健全育成会との共催

で取組み、岩船小学校・岩船中学校・岩船保育園の行事などを

掲載したカレンダーを作成し、全世帯に配布しました。

約1,500 世帯

昨年度に引き続きの取組みになりまし

たが、岩船小・中学校および岩船保育園の

取組みなどを地域住民に知ってもらい、

様々な形で、地域住民の協力を得ながら、

地域の宝である子ども達を地域全体で支

えて行きたいと考えており、今後も関係団

体と連携しながら取り組んでいきたいと

考えています。

岩船地域の全世帯に

配布

小学生料理教室＆ク

リスマスツリー飾り

付け

12月2日（土） いわくす会館

家庭教育の一環として岩船小学校の３年生を対象に開催し、

「岩船地区食生活改善推進委員会」の協力を得ながら、カレー

ライス、スープ、デザートを作り、料理の楽しさや協力するこ

との大切さをなどを体験し、また、子どもと大人が料理を通じ

て交流を図ることができました。今年度も料理教室終了後に、

みんなで「クリスマスツリー」に飾り付けを行い、クリスマス

まで、いわくす会館のホールに飾りました。

岩小３年：9人

食推：2人

保健師：１人

現状を維持しながら、より多くの子ども

達が楽しく参加できるような方策を検討

し、実施していきます。

参加者募集チラシを

作成し、岩船小学校３

年生に配布



平成２９年度 岩船まちづくり協議会 事業報告

○実施事業関係
基本方針 実施事業 実施期日 会場 事業内容 参加者数 課題・評価 備考

スポーツを通

じ、住民がふ

れあい、親睦

を深め、健康

で元気なまち

づくり

第27回 女性グラウ

ンドゴルフ大会
5月14日（日） 岩船お幕場広場

地域在住の女性を対象に町内対抗戦で実施し、グラウンドゴ

ルフを通じ、住民がふれあい、親睦を深めました。

10チーム

約100名

現状を維持しながら、更に多くの地域住

民が楽しく参加できる内容を検討していき

ます。

代表者会議を開催

第36回 壮年ソフト

ボール大会
6月4日（日） 岩船運動広場

35歳以上の住民を対象に町内対抗戦で実施し、ソフトボー

ルを通じ、住民がふれあい、親睦を深めます。（雨天中止）
9チーム

現状を維持しながら、更に多くの地域住

民が楽しく参加できる内容を検討していき

ます。

代表者会議を開催

第23回 熟年層グラ

ウンドゴルフ大会
7月2日（日） 岩船お幕場広場

45歳以上の住民を対象に町内対抗戦で実施し、グラウンド

ゴルフを通じ、住民がふれあい、親睦を深めました。

22チーム

約200名

現状を維持しながら、更に多くの地域住

民が楽しく参加できる内容を検討していき

ます。

代表者会議を開催

第60回 野球大会 8月15日（火） 岩船運動広場
地域住民や帰省の元住民を対象に町内対抗戦で実施し、野球

を通じ、住民がふれあい、親睦を深めました。

9チーム

約150名

現状を維持しながら、更に多くの地域住

民が楽しく参加できる内容を検討していき

ます。

代表者会議を開催

第23回 熟年層ソフ

トボール大会
9月24日（日） 岩船運動広場

45歳以上の住民を対象に町内対抗戦で実施し、ソフトボー

ルを通じ、住民がふれあい、親睦を深めました。

5チーム

約70名

現状を維持しながら、更に多くの地域住

民が楽しく参加できる内容を検討していき

ます。

代表者会議を開催

第 8 回 岩船スポー

ツフェスティバル
10月28日（土） 岩船中学校

岩船中学校のオープンスクールに合わせて、岩船中学校、岩

船体育協議会、岩船まちづくり協議会の共催、また新潟リハビ

リテーション大学の協力もいただきながら取り組みました。

岩船中学校の生徒と地域住民が、色々なスポーツ種目を「中

学生対大人」の形式で対戦し、スポーツを通じて交流を図り、

スポーツの秋に、中学生と一緒に爽やかな汗を流し、健康的な

楽しい一日を過ごしました。

約250名

今後も関係団体と連携しながら、より楽

しく参加できるような仕組みや内容を検討

し、継続して実施していきます。

調整会議を開催

第59回 バスケット

ボール大会
11月19日（日） 岩船小学校体育館

地域住民を対象に町内対抗戦で実施し、バスケットボールを

通じ、住民がふれあい、親睦を深めました。

15チーム

約200名

現状を維持しながら、更に多くの地域住

民が楽しく参加できる内容を検討していき

ます。

代表者会議を開催

スポーツ事業協力

（諸上寺公園ヒルク

ライム）

9月17日（日） 市道諸上寺公園線

岩船サイクリングクラブ主催の諸上寺公園ヒルクライムに

協力しました。当日は、出場者の受付やタイム記録係などに従

事しました。

スタッフ 5名
今年度初の取り組みとなりましたが、来

年も協力要請が来た場合は検討します。



平成２９年度 岩船まちづくり協議会 事業報告

○実施事業関係
基本方針 実施事業 実施期日 会場 事業内容 参加者数 課題・評価 備考

地域の伝統を

守り、文化・

芸術にふれあ

い、心豊かな

まちづくり

源内塾環境整備事業 5月20日（土） 源内塾
源内塾の利用シーズン前に、施設の点検を兼ねて大掃除を実

施しました。
スタッフ15人

現状を維持しながら、より充実した内容

を検討していきます。
文化事業部で設置

芸能音楽祭 9月18日（月） 岩船小体育館
敬老会と合同で開催し、小・中学生および保育園児を含む 9

団体が出演し、会場を盛り上げ、地域住民の親睦を深めました。
約300人

現状を維持しながら、より多くの住民が

楽しく参加できるような方策を検討し、実

施していきます。

実行委員会を開催

第 16 回 いわふね

茶会
10月29日（日）

源内塾

ｶﾈﾀﾞｲ川崎邸

お茶の各流派が、それぞれの会場に分かれてお茶の席を設け、

たてたお茶を披露し、振舞いました。
約200人

現状を維持しつつ、住民のご意見等を取

り入れながら、より良い内容を検討し、実

施していきます。

実行委員会を開催

岩船地区文化祭 11月3日（金） 岩船小体育館

小学校の展覧会と合同で開催し、住民から出展された一般作

品、岩船中学校、岩船保育園の子どもたちの作品や各団体から

の出展がありました。

今回も、新潟リハビリテーション大学と新潟看護医療専門学

校村上校が参加し、授業で学んだことを活かしながらのブース

を設けました。

約1,000人

現状を維持しつつ、住民のご意見等を取

り入れながら、より良い内容を検討し、実

施していきます。

実行委員会を開催

だんご木づくり
平成30年

1月13日（土）
いわくす会館

商売繁盛、豊作祈願を願う小正月の行事である「だんごの木」

を飾り、「岩船地域コミュニティセンターいわくす会館」のホー

ルに設置しました。

スタッフ８人

現状を維持しつつ、住民のご意見等を取

り入れつつより良い内容を検討し、実施し

ていきます。

文化事業部で設置

源内塾利活用事業 通年 源内塾

地域のほぼ中央に位置する源内塾の利活用を進めるため、

様々な検討を行いました。

今回は、岩船地区の大学、専門学校の学生を中心にお祭りを

楽しんでいただこうと、お祭り当日に源内塾を開放しました。

年間利用者数

906人

現状を維持しながら、住民のご意見等を

取り入れつつより充実した内容を検討し

ていきます。

検討委員会を開催



広報事業部 実施報告

広報紙“石船”作成事業

期 間 平成２９年４月～平成３０年３月

会 場 岩船地域コミュニティセンター いわくす会館

目 的 岩船住民の皆さんに岩船地区の情報や魅力を発信します。

内 容 岩船地域の情報や魅力を発信していくために、広報紙「石船」

（ｲﾜﾌﾈ）を発刊しました。今年度は第４号と第５号を発刊しま

した。

第４号発行 平成２９年８月１５日発刊

掲載内容

・花まつり

・小学校、保育園運動会、中学校チャレンジウォーク

・“晋”夜特急 ほか

第５号発行 平成３０年１月１５日発刊

掲載内容

・七五三

・諸上寺公園 hill climb

・いわふねクックパッド ほか

・課題、評価 昨年度から引き続きの事業となりましたが、多くの方のご協

力をいただいて発刊することができました。表現の仕方につい

てご指摘をいただきましたので、今後はより読みやすくなるよ

うに検討を重ね、定期的に発行していきます。

・次回発行日 平成３０年６月１５日（予定）



３　各種会議関係

①協議会役員会

会議名 開催日 出席者 主な内容

第１回 役員会 平成29年4月27日
・役員 １１名
・市職員 ２名

役員の選出、通常総会議案書について、
通常総会の役割について等

第２回 役員会 平成29年8月24日
・役員 １０名
・市職員 ２名

町内および団体活動支援助成事業の検討
等

第３回 役員会 平成30年3月22日
・役員 １０名
・市職員 ２名

平成２９年度事業報告及び決算見込み、
平 成 ３ ０ 年 度 事 業 計 画 及 び 予 算 書
（案）、委員報償費（案）、通常総会開
催日（案）

②ちいき元気事業部会議

会議名 開催日 出席者 主な内容

第１回ちいき元気事業部会議 平成29年4月18日
・委員 １３名
・市職員 ２名

正副実行委員長の選出、今年度の事業計
画について

第２回ちいき元気事業部会議 平成29年7月4日
・委員 ８名
・市職員 ２名

地域PR事業について

第３回ちいき元気事業部会議 平成30年2月22日
・委員 ９名
・市職員 ２名

各事業の検討について、今年度の振り返
りについて、来年度の取り組みについて

③ちいき元気事業部プロジェクト会議

会議名 開催日 出席者 主な内容

第１回酒の肴グランプリ実行
委員会

平成29年12月6日
・委員 ２名
・市職員 ２名

開催日時、イベント内容、イベントスケ
ジュール、スタッフ役割分担、支出経費
の検討等

第１回ヒラメ試食会（仮称）
会議

平成30年1月29日
・委員 １１名
・市職員 ２名

開催日時、イベント内容等の検討

第１回学生サポート委員会 平成30年2月1日
・委員 ４名
・市職員 ２名

副委員長の選出、掲示板設置の検討



④スポーツ事業部会議

会議名 開催日 出席者 主な内容

第１回スポーツ事業部会議 平成29年4月10日
・委員 １１名
・市職員 １名

正副実行委員長の選出、今年度の事業計
画について

第２回スポーツ事業部会議 平成29年8月9日
・委員 　７名
・市職員 ２名

イベントの協力（依頼）について

第３回スポーツ事業部会議 平成30年3月9日
・委員 　８名
・市職員 ２名

今年度の振り返りについて、来年度の取
り組みについて

⑤各種スポーツ大会代表者会議

会議名 開催日 出席者 主な内容

女性グラウンドゴルフ大会
代表者会議

平成29年4月25日
・町内代表者 ９名
・ｽﾎﾟｰﾂ事業部 １名
・市職員 １名

実施要項の検討、組み合わせ抽選など

壮年ソフトボール大会
代表者会議

平成29年5月26日
・町内代表者 ９名
・ｽﾎﾟｰﾂ事業部 １名
・市職員 １名

実施要項の検討、組み合わせ抽選など

野球大会
代表者会議

平成29年7月25日
・町内代表者 ９名
・ｽﾎﾟｰﾂ事業部 １名
・市職員 １名

実施要項の検討、組み合わせ抽選など

岩船スポーツフェスティバル
事前会議

平成29年8月10日
・岩船中学校 1名
・ｽﾎﾟｰﾂ事業部 ２名
・市職員 １名

実施要項の検討、大人達の関わり方につ
いて

熟年層ソフトボール大会
代表者会議

平成29年9月14日
・町内代表者 ５名
・ｽﾎﾟｰﾂ事業部 １名
・市職員 １名

実施要項の検討、組み合わせ抽選など

岩船スポーツフェスティバル
直前打ち合わせ

平成29年10月11日
・岩船中学校 1名
・ｽﾎﾟｰﾂ事業部 ２名
・市職員 １名

実施要項の最終確認、組み合わせ確認な
ど

バスケットボール大会
代表者会議

平成29年10月27日
・町内代表者 1０名
・ｽﾎﾟｰﾂ事業部 １名
・市職員 １名

実施要項の検討、組み合わせ抽選など

岩船スポーツフェスティバル
反省会

平成29年11月16日
・岩船中学校 1名
・ｽﾎﾟｰﾂ事業部 ２名
・市職員 １名

実施要項の検討、組み合わせ抽選など



⑥文化事業部会議

会議名 開催日 出席者 主な内容

第１回文化事業部会議 平成29年4月5日
・委員 １７名
・市職員 ２名

正副実行委員長の選出、今年度の事業計
画について

第２回文化事業部会議 平成29年8月8日
・委員 １５名
・市職員 ２名

源内塾に関する市への要望事項の確認つ
いて、各プロジェクトメンバー（実行委
員会）の選出について、岩船地区文化祭
のまち協特別展について

第３回文化事業部会議 平成29年10月10日
・委員 １５名
・市職員 ２名

イベントの協力要請について、いわふね
茶会の運営について、岩船地区文化祭の
運営について

第４回文化事業部会議 平成30年3月6日
・委員 １４名
・市職員 ２名

今年度の振り返りについて、来年度の取
り組みについて

⑦各種文化事業会議

会議名 開催日 出席者 主な内容

第１回
芸能音楽祭実行委員会

平成29年8月28日
・関係団体 １１名
・文化事業部 ３名
・市職員 １名

実施要項、開催内容などの検討

いわふね茶会打ち合わせ会及
び実行委員会

平成29年8月30日
・関係団体 ９名
・市職員 １名

前年度報告、実施内容などの検討

源内塾利活用事業検討委員会 平成29年8月31日
・文化事業部 ８名
・市職員 ２名

源内塾管理規則について、意見交換

第２回
芸能音楽祭実行委員会

平成29年9月12日
・関係団体 １１名
・文化事業部 ３名
・市職員 １名

実施要項、開催内容などの検討

岩船地区文化祭事前会議 平成29年10月24日
・関係団体 ７名
・文化事業部 ２名
・市職員 １名

実施要項、開催内容などの検討

いわふね茶会反省会 平成29年11月24日
・関係団体 ９名
・市職員 １名

決算報告、反省事項、来年度茶会につい
て検討等



⑧広報事業部

会議名 開催日 出席者 主な内容

第１回
広報事業部会議

平成29年4月20日
・委員 ８名
・市職員 １名

意見交換、広報紙のレイアウト及び内容
について

⑨広報“石船”編集会議

第１回広報“石船”編集会議 平成29年5月18日
・委員 ７名
・市職員 ２名

広報紙「石船」編集

第２回広報“石船”編集会議 平成29年6月8日
・委員 ９名
・市職員 １名

広報紙「石船」編集

第３回広報“石船”編集会議 平成29年6月29日
・委員 ９名
・市職員 １名

広報紙「石船」編集

第４回広報“石船”編集会議 平成29年7月13日
・委員 ９名
・市職員 １名

広報紙「石船」編集

第５回広報“石船”編集会議 平成29年7月21日
・委員 ７名
・市職員 １名

広報紙「石船」編集

第６回広報“石船”編集会議 平成29年9月13日
・委員 ７名
・市職員 １名

広報紙「石船」編集

第７回広報“石船”編集会議 平成29年9月28日
・委員 ６名
・市職員 １名

広報紙「石船」編集

第８回広報“石船”編集会議 平成29年11月8日
・委員 ９名
・市職員 １名

広報紙「石船」編集

第９回広報“石船”編集会議 平成29年11月21日
・委員 ９名
・市職員 １名

広報紙「石船」編集

第１０回広報“石船”編集会
議

平成29年12月5日
・委員 ９名
・市職員 １名

広報紙「石船」編集

第１１回広報“石船”編集会
議

平成29年12月11日
・委員 ９名
・市職員 １名

広報紙「石船」編集

第１２回広報“石船”編集会
議

平成30年2月8日
・委員 ５名
・市職員 １名

広報紙「石船」編集

第１３回広報“石船”編集会
議

平成30年3月8日
・委員 ６名
・市職員 １名

広報紙「石船」編集



４　広報紙発行状況

①岩船まちづくり通信

No 発行日

第７２号 平成29年4月1日

第７３号 平成29年4月15日

第７４号 平成29年5月15日

第７５号 平成29年6月15日

第７６号 平成29年7月1日

第７７号 平成29年8月1日

第７８号 平成29年9月1日

第７９号 平成29年9月15日

第８０号 平成29年10月1日

第８１号 平成29年11月1日

第８２号 平成29年11月15日

第８３号 平成29年12月1日

第８４号 平成30年1月15日

第８５号 平成30年2月15日

第８６号 平成30年3月15日 たんぽぽクラブ春休み開放、保健師メモ、忘れ物処分

敬老会・芸能音楽祭の開催、スポーツ大会の結果、岩船港夏祭、七夕、保健師メ
モ

スポーツフェスティバル参加者募集、いわふね茶会、スポーツ大会結果

芸能音楽祭、諸上寺公園ヒルクライム、岩船祭、スポーツフェスティバル参加者
募集、スポーツ大会結果

バスケットボール大会開催案内、岩船祭、岩船スポーツフェスティバル、いわふ
ね茶会、保健師メモ

新年あいさつ、小学生料理教室、源内塾フルートピアノコンサート、保健師メモ

文化祭、源内塾インフォメーション、忘れ物

たんぽぽクラブ冬休み開放、スポーツ大会結果、年末年始の案内

町内活動事業取り組み紹介、まち協新年研修会、だんご木

みなとフェスティバル開催、スポーツ大会結果、野球大会開催案内

主な内容

酒の肴グランプリ、保健師メモ、人事異動あいさつ

岩船お幕場広場清掃、協議会通常総会案内、交通安全祈願祭、セーフティスタッ
フ面識会

協議会通常総会の内容、保健師メモ、スポーツ大会結果、さかなまつり参加、源
内塾インフォメーション

地域元気づくり支援事業案内、交通安全標語、岩船中学校講演会、スポーツ大会
結果

ワクワク横丁開催、「いわふねちびっ子プール」「たんぽぽクラブ」の開催、保
健師メモ



②広報紙“石船（ｲﾜﾌﾈ）”

No 発行日

第４号 平成29年8月15日

第５号 平成30年1月15日

③各種チラシ関係

発効日 形態

平成29年5月1日 全戸配布

平成29年6月1日 全戸配布

平成29年6月15日 全戸配布

平成29年7月1日 世帯回覧

平成29年7月15日 全戸配布

平成29年10月1日 全戸配布

岩船地域の各種イベント、特集、インタビュー記事ほか

岩船地域の各種イベント、特集、インタビュー記事ほか

主な内容

いわふね茶会案内
岩船地区文化祭開催、出展作品募集

広報内容

ワクワク横丁案内

ワクワク横丁チラシ

岩船甚句、花火打上、岩船港夏祭開催

岩船納涼カラオケ会チラシ
寄席・歌声案内

ワクワク横丁案内図



２　町内および団体活動支援事業

受付No 町内名 申請日 活動名 活動内容 活動日 活動場所 参加者（予定）活動費（予定）審査結果 交付額

健康ウォーク２０１７

「村上春の百景めぐり」をもとに、満福寺・長楽
寺の庭を見ながらウォーキング。村上の町を
回ってクリエートで昼食。昼からは、まいづる公
園・若林家を散策。ウォーキングの距離３．５
km。効果「上大町だより」に記載。

5月14日
城下町村上
春の庭百景め
ぐり

21

上大町納涼祭
上大町の各種団体による納涼祭。子ども会から
大若、鶴友会、いするぎ会、婦人会（会費はな
し）効果「上大町だより」に記載。

8月20日 上大町会館 70

上大町区グラウンドゴルフ
春と秋に町内住民を対象にグラウンドゴルフ大
会を開催して住民の健康増進や親睦を深める。

9月10日
お幕場ゴルフ
場

24

春季グラウンドゴルフ大会
花見を兼ねて町内住人を対象にグラウンドゴル
フを開催し、町民の健康増進や親睦を図った。

4月9日

岩船小学校グ
ラウンドと上町
会館(雨のた
め花見のみ)

28

上町会館草刈整備
上町会館敷地内の草取りを行い、会館の補修、
及び整備に取り組んだ。

5月14日 上町会館 45

秋季グラウンドゴルフ大会
上町区長杯グラウンドゴルフを開催し、町内住
民の健康増進や親睦、融和を図った。

9月24日
岩船小学校グ
ラウンドと上町
会館

32

住吉神社草刈整備
岩船大祭を控え、町内の守護神である住吉神
社の清掃を行い、大祭準備を整えた。

10月7日 上町住吉神社 30

町内お花見ウォーキングと
懇親会

午前9時45分町内会館前に集合。石船神社を経
由して、諸上寺公園まで散策。帰路は海岸沿い
に歩いて「なかよし広場」に到着。その後「なか
よし広場」にて懇親会を行う準備をしている途中
で雨が降ってきたので、町内会館に場所を変更
して懇親会を行った。懇親会には子どもからお
年寄りまで参加して、ビンゴゲームなど大変賑
わった。

4月29日
昭和の日

横新町会館 78

町内グラウンドゴルフ大会
区民の健康推進と親睦を目的に、春に区民を
対象にしたグラウンドゴルフ大会を開催した。終
了後、懇親会を行った。

6月
なかよし広場
（浜の公園）

20

なかよし広場（浜の公園）
とその周辺の草刈りと清掃

蜘蛛の巣、枯れ枝などの除去、ごみ拾い等、子
ども達やお年寄りが安心して遊んだり、散策が
出来るよう清掃活動を行った。昨年度からは草
刈り機を購入したので、適宜草刈りも行ってい
る。

4月～9月
毎月１回

なかよし広場
（浜の公園）

20

単位：円　①平成２９年度　町内活動支援事業　助成金交付実績

1 上大町 6月14日 118,619 ○ 30,000

30,000

3 横新町 6月10日 100,000 ○ 30,000

2 上町 6月30日 88,128 ○



受付No 町内名 申請日 活動名 活動内容 活動日 活動場所 参加者（予定）活動費（予定）審査結果 交付額

秋葉神社境内の草刈り
災害時に避難場所として利用できるように常に
きれいにしておくため。

5月10日 秋葉神社 5

町内花見
ミニグラウンドゴルフ

町内の皆さんに顔合わせと健康の一環として料
理とお酒でおもてなしを行いました。

5月14日 秋葉神社 60

納涼祭

若連中の主催による町内の皆さん、帰省された
人との交流の場として、ごちそうとビンゴゲー
ム、子ども達のスイカ割りで盛り上がり、交流を
深めました。

8月15日 公民館 60

町内グラウンドゴルフ
台風小雨の中参加者が少なかったですが、皆さ
ん一生懸命健康のため、後の慰労会を楽しみ
に頑張りました。

9月17日
神林パルパー
ク

16

健康福祉活動（介護予防
教室）

町内の60歳以上を対象に月1回軽運動を行い、
体力維持に取り組んでいます。(ケガの予防)

毎月第１月曜日 町内公民館 20

環境保全（花いっぱい運動
及び歩道の掃除）

公民館前を花できれいに整備、また、御旅場前
の歩道の落ち葉・ゴミ等を掃除し、整備に取り組
みました。(周辺がきれいになった）

5月25日
公民館前広場
及び歩道

30

納涼祭

8月お盆過ぎの夜に若連中・婦人会・小中ＰＴＡ
等の協力を得ながら納涼祭を開催し、飲食等を
振る舞い、子どもからお年寄りまで楽しくふれあ
いながら親睦を深め合った。(町内の融和がは
かられた)

8月26日 町内公民館 100

グラウンドゴルフ大会
町内住民を対象に開催し、住民の健康増進と
親睦が図られた。

8月26日
町内の御旅場
周辺

25

納涼会

子ども会・若連中・婦人会・町内役員会主催の
納涼祭。岩船祭ビデオ上映・子ども会独自の遊
び(ゲーム・きもだめし他)・食事会を行い、子ども
からお年寄りが楽しくふれあい親睦を深めた。

7月29日 町内公民館 32

グラウンドゴルフ大会
春のグラウンドゴルフ・秋のグラウンドゴルフを
開催。練習した成果を発揮して、熟年層グラウ
ンドゴルフ大会で優勝できた。

6月4日春季
9月3日秋季

お幕場広場
16
11

新田町地蔵堂・公民館前
の草刈

公民館前・地蔵堂の草刈りを行い、納涼祭やい
こいの場の整備をした。

7月23日
新田町地蔵
堂、公民館前
広場

27

30,000

5 縦新町 6月30日 150,000 ○ 30,000

4 中新町 6月13日 180,000 ○

30,0006 新田町 6月1日 54,000 ○



受付No 町内名 申請日 活動名 活動内容 活動日 活動場所 参加者（予定）活動費（予定）審査結果 交付額

花いっぱい運動
毎年5月上旬、五社神社境内及び上浜町公民
館道路脇にプランター20鉢に花に苗を80苗位を
植栽し、環境美化、景観向上に役立った。

5月14日
上浜町公民館
及び五社神社
境内

10

五社神社境内・周辺の草取り

境内に雑草が生え景観が損なわれているの
で、町内住民により、境内及び周辺の草刈りを
行い、景観を整え害虫防除、環境美化に貢献し
た。

5月14日
上浜町公民館
及び五社神社
境内

70

五社神社境内・周辺の草取り
上記と同様の内容・目的で、5月上旬に1回目、8
月下旬に2回目と年2回の草取りを行い、景観を
整え害虫防除、環境美化に貢献した。

8月20日
上浜町公民館
及び五社神社
境内

75

文化講演会「平成２８年岩
船大祭ＤＶＤ上映会」（むら
かみ出前講座）

区民に関心の深い「岩船祭り」について、「むら
かみ出前講座」を利用して平成28年岩船大祭
のＤＶＤ上映会を開催。併せて区の運営にご意
見を頂く機会と捉え、親睦会を同時に開催して
区民の親睦を深めた。

11月11日 上浜町公民館 20

楽しみ会
区民、若連中、婦人会、小・中学生、他も含めて
露店・演芸会・カラオケなどを行い親睦を深め
た。

5月27日 下浜町公民館 130

グラウンドゴルフ（大会）
グラウンドゴルフの練習、大会を行い、健康増
進や親睦を図った。

通年
岩船港港湾緑
地

15

町内見回り
町内見回り等を行い、危険個所の把握や安全
を図った。

ほぼ毎日 町内・交差点 5

県道（港湾）花壇草取り
お祭り前に、町内にある県道（港湾）の花壇の
草取りを行った。

10月1日 県道（港湾） 15

公民館・地蔵会館掃除
町内公共施設の下浜町公民館・地蔵会館の清
掃を行った。

毎月1～2回
公民館・地蔵
会館

15

三角公園の草取り・清掃
夏休みのラジオ体操に使用のため、町内愛育
会の親子と町内有志にて、整備に取り組んだ。

7月15日 三角公園 30

諏訪神社内外清掃
町内神社としての維持・保存のため。8/26、
1/26祭礼のため清掃を行った。

8月20日 諏訪神社 35

町内グラウンドゴルフ大会
ＢＢＱ大会

町内老若男女を問わず、若連中の力を借り親
睦を図る。

8月20日
お幕場広場
町内空地

30
45

町内パトロール 危険箇所の把握、修理へ取り組んだ。 年6回 町内全域 8

新年親睦会（予定）
新年の挨拶と共に新年度の町内へ要望・三役
へのお願い等を話しあう懇親会を行う。

3月初旬 未定 30

7 上浜町 6月9日 41,035 ○ 30,000

30,000

9 岸見寺町 6月17日 170,000 ○ 30,000

8 下浜町 6月30日 137,386 ○



受付No 町内名 申請日 活動名 活動内容 活動日 活動場所 参加者（予定）活動費（予定）審査結果 交付額

通常総会後懇親会 総会後懇親会を開催し、区民の親睦を深めた。 4月8日 地蔵町会館 22

上の地蔵堂修繕、塗装
築50年超と経年劣化による鉄筋コンクリートの
腐食・脱落を修繕、全塗装を施行、公共施設の
保全・美観を保持した。

5月14日 上の地蔵堂 12

薬剤散布による消毒 町内の衛生環境の保持を図った。
7月13日
毎月第三土曜日

地蔵町会館及
び地蔵堂2ヶ
所

4
5

会館・地蔵堂掃除
同上大掃除

毎月の掃除に加え、大掃除を行うことで衛生・
保全及び美化に努めた。

7月15日
地蔵町会館及
び地蔵堂2ヶ
所

20

川沿い、空屋敷回りの草
刈り

病害虫の発生する草むらをなくすことで、町内
の生活空間の環境を改善し、町内美化に努め
た。

7月15日 町内全域 11

町内グラウンドゴルフ大会 4月16日
岩船小学校グ
ラウンド

28

花見の宴 4月16日 下大町公民館 44

花いっぱい運動
小学生親子が参加して和気藹々の中で植栽
し、住環境と安らぎを求めることが出来た。

6月11日 岩船港線脇 35

草刈り
住環境の整備を図り、共同作業を通じてお互い
の意識を高めることが出来た。

6月11日 公民館、他 25

諸上寺公園ハイキング
住民の体力の向上と親睦を深める事が出来
た。

6月11日 公園遊歩道 60

グラウンドゴルフ大会
健康増進や町民間の親睦を深める事が出来
た。

6月25日 岩船神社広場 65

伝統文化行事
河内神社の注連縄をつくり、伝承する事が出来
た。

8月27日 農家作業所 13

納涼祭
新しく子どものおどりやマジックなどを取り入
れ、カラオケ大会を実施し、前年より多くの人が
参加し、活性化につながった。

9月3日 河内神社前 250

○

30,000

11 下大町 6月1日

恒例となっているグラウンドゴルフ大会、花見の
宴は、今年も子どもの参加は悪く、中高年での
開催となりました（当町内は極端に子どもが少
ない）。岩船担当の保健師さんにも昨年同様お
声がけし、若い花を添えることができました。例
年通り、グラウンドゴルフに参加しなかった人に
料理を作ってもらい、また、グラウンドゴルフが
早く終わった人から公民館に戻り、盛り付けや
配膳をし、定刻の乾杯となりました。婦人会が今
年3月で解散し、横のつながりが低下しつつある
中、親睦を図ることができました。映写会も2回
実施し、冬には鱈鍋を囲む会などを予定し、更
なる町内融和を図る予定です。

91,275 ○ 30,000

10 地蔵町 6月7日 135,000 ○

30,00012 三日市 6月8日 200,000



受付No 町内名 申請日 活動名 活動内容 活動日 活動場所 参加者（予定）活動費（予定）審査結果 交付額

春季グラウンドゴルフ大会
お花見会

春季グラウンドゴルフ大会後に成績発表を行
い、その後お花見会を実施し、住民の健康増進
と親睦を深めました。

4月23日
お幕場広場
公民館

50

津波避難路の草刈・整備
防災の一環として、三日市地区と共同で作業し
ました。

6月11日 津波避難路 30

花の植栽・草刈・清掃
海岸公園で花の植栽・草刈は町内有志で年間
を通じて行った。清掃は岩船一斉清掃の時に行
い、美化と環境保全に努めました。

4月～11月 海岸公園 20

遊園地、駐車場の草刈・清
掃・整備

遊園地と町内管理の駐車場草刈・清掃・整備は
4月から9月に実施し、環境保全に努めました。

4月～11月
遊園地
町内駐車場

20

秋季グラウンドゴルフ大会
紅葉狩り

秋季グラウンドゴルフ大会後に成績発表を行
い、その後紅葉狩りの会を実施し、住民の健康
増進と親睦を深めました。

9月17日
お幕場広場
公民館

50

ＥＭ菌散布
通年毎週月曜日の朝に町内有志により、下水
溝にＥＭ菌を散布し、環境保全を図りました。

通年 町内の下水溝 12

介護予防教室
高齢者を対象に行い、高齢者の健康増進を図
りました。

通年 町内公民館 15

花いっぱい運動
長寿会が地区排水路の沿道に花の苗を植え、
水遣り草取りの手入れを行い、地域の景観・環
境美化に努めました

6月～9月 八日市区内 約30

グラウンドゴルフ大会

昨年までの真夏・炎天下のプレーを避け、6月に
岩船小学校グラウンドを借用。前日の草刈りか
ら始まり、当日は小雨・霧雨・曇天・肌寒と天気
はイマイチでしたが、参加者32人、混成6チーム
でワイワイガヤガヤ楽しくプレーしました。お昼
から区民会館で成績発表と懇親会、それぞれ
チームや自分の成績に満足?で話も弾みまし
た。後日、小学校教頭先生からグラウンド草刈
りに謝意がありました。

6月4日

岩船中学校グ
ラウンド及び
八日市区民会
館

32

納涼祭

響心会(青年層)運営で恒例となりました納涼
祭、夏の夕べのひとときを楽しく過ごしました。
子ども達は遊び心とお腹も満腹になりました。
大人は、生ビールと枝豆、焼き鳥で出来上がり
ました。民謡夕凪会様には、今回も本格的な
唄・踊り・三味線を披露していただきました。

8月20日
八日市区民会
館

約120

30,000

13 北浜町 6月6日 120,000 ○ 30,000

14 八日市 6月3日 約400,000 ○



　①平成２９年度　地域元気づくり支援事業　助成金交付実績

判定 助成額 審査過程

1
伝統文化こどもお花お茶
教室
代表　　関　文恵

6月27日
春の地域茶会
おひなさま茶会

・岩船の古民家を利
用しての「春の地域茶
会」を開く事により子
供達の交流や親子の
つながりを深めさせ
る。
・また地域のお年寄り
や町の人たちを広く招
待することで、交流の
輪をひろげ、地域の人
たちの活性化につな
げる。

　前日までの悪天候で開催を心配しましたが、当日
は春さながらの良い天気で多くの子ども達や小さな
子ども連れのお父さん･お母さんにも参加していただ
き、地域の人達でにぎやかなお茶会になりました。
　この茶会も年々、大勢の皆さんに参加していただく
ようになり、定着してきたように思われます。
　岩船の中心地に位置する古民家「源内塾」で、子ど
もの育成の目的もあり、無料とし、誰でも気軽にお茶
を飲んでいただき、参加者の交流を通じ町の活性化
に繋がればと思って続けています。
　当教室で学んでいる子ども達（4歳～小学6年生）に
とっても、友達や地域の方の前でこれまで練習してき
たお点前やお運びができ、自信に繋がっていると
思っています。
　これからも、源内塾を地域の茶の間として使用し、
この茶会を大人から子どもまで幅広い世代の人達の
交流の場として広め、地域活性化の一助となればと
思っています。そして、次世代の子ども達に、日本の
伝統文化であるお茶やお花にもっと興味を持ってもら
えるよう指導していきたいと思います。

無料茶券の配布・
声かけ・ポスターの
設置・回覧等で案
内した。

平成30年3月3日（土）
源内塾（村上市
岩船上大町）

１００人 43,521

今回も、下浜町の磯
部幸雄様に協力して
いただき、おひなさま
と屏風を飾っていただ
き、大好評でした。
また、前岩船小学校
校長先生丹後様から
寄付していただいた
抹茶碗を使わせてい
ただきました。
ご支援いただき御礼
申し上げます。

承認 40,000

2
岩船小路研究会
代表　西坂　寛

7月6日
蘇れ岩船小路！
看板設置予定

港町岩船に数多く残
る小路が「いつどのよ
うにして形成され、誰
が名づけたのか」を探
求し、住時そこに住ん
だ人達の息吹と岩船
の繁栄を感じながら、
小路名の由来を研究
しています。その結果
を多くの地区民にお
聞き頂き、全国でも数
少ない歴史的財産の
保全への理解と岩船
のＰＲにつながること
を目的としています。

事業承認を受け、３ヶ所（いずれも上浜町）に小路名
入り看板を設置しました。これで既設の16小路を合
わせ19小路となります。
今回はまちづくり協議会様の配慮により、文化祭会
場にブースを設けさせていただき、地区民の皆様方
に岩船小路研究会の成果物の展示と説明をさせて
いただく機会をいただきました。
成果としては、ほぼ全小路の写真（Ｅ判）を撮り、会場
に貼り出したところ、関心が非常に高く、当会が把握
していない小路名や由来までもお話しいただき、勉強
になったと共に事業推進上、大いに役立った場にな
りました。

「岩船まちづくり通
信」の文化祭開催
通知を利用させて
いただく。

平成29年11月3日

看板設置：上浜
町3ヶ所
展示会の説明
会：岩船小学校
体育館

岩船地区民多数 50,000

事業の内容で記した
とおり、地区民の小路
に対する関心度は高
く、愛着を持っている
ことが諮りしれました。
当会の活動にも限度
があることから、今後
は各町内が中心とな
り、独自色を出した事
業遂行が成されて行
けばいいなあー、と夢
見ている次第です。
今年度は看板設置の
外、研究発表会も予
定していましたが、文
化祭の場での変更と
なりました事をお詫び
申し上げます。

承認 40,000

3
岩船地区区長会
会長　大野　進一

7月12日 岩船地区敬老会

地域社会の発展に寄
与してきた高齢者の
長寿を地区全体で祝
福し、地域住民の敬
愛の念と親睦を深め
る。

岩船地区の７５歳以上の高齢者の皆様にお集まりい
ただき、長寿をお祝いする式典を開催しました。来賓
として、高橋邦芳村上市長ほか、地区の市議議員、
民生・児童委員等の出席をいただきました。アトラク
ションとして、村上市介護高齢課の生活支援協議
体、「むらかみ互近所（ごきんじょ）ささえ～る隊」活動
の一環として、「劇団いわふね」の皆様による、『お互
いさまのまちづくり』と題した寸劇をご覧いただきまし
た。また、岩船小学校児童により、「敬老の日の作
文」を発表してもらい、日頃の感謝の気持ちを伝えて
もらうことができました。式典後には、岩船保育園、岩
船小・中学校及び岩船地区の親睦団体の芸能発表
を楽しみながら、歓談いただき参加者の友好を図る
ことができました。

岩船地区在住の７５
歳以上の方に開催
案内を配布し、ま
た、広報誌で岩船
地区内に開催につ
いて周知しました。

平成29年9月18日
（敬老の日）

岩船小学校
体育館

２３９人
　(式典参加者）

1,841,861 承認 40,000

4
上濱町屠龍会
代表　津島　健二

7月13日
第2回　浜ＣＵＰ
野球大会

町内や年齢にとらわ
れない野球大会を通
じて岩船地域のより一
層の活性化の一助と
なることを目的としま
す。

野球を通じて岩船地域の活性化を図る事を主旨の下
開催。岩船地区の各町内の各種団体、小・中・高の
学生、リハビリテーション大学、北都建生学園の学生
等、幅広い世代との交流を野球というスポーツの中
で実現できたと思います。
　当地区では、10月の岩船大祭時に、岩船地域全体
の一体感を感じる事ができますが、今後もスポーツを
通じての一体感と青少年の育成の観点も踏まえ、引
き続き本事業の様な催しを検討していきたいと考えて
おります。

チラシを作成し、岩
船の広報に折込し
ました。

平成29年5月14日 岩船運動公園 50人 61,413

雨天の場合は、延
期し、9月頃を目途
にあらためて実施す
る。

承認 40,000

審査内容
No 申請者名 申請日 事業名 事業の目的 事業の効果 募集・周知方法 事業実施日 事業実施場所 参加者数

事業費
総額

その他
特記事項



判定 助成額 審査過程

審査内容
No 申請者名 申請日 事業名 事業の目的 事業の効果 募集・周知方法 事業実施日 事業実施場所 参加者数

事業費
総額

その他
特記事項

5
岩船サイクリングクラブ
代表　　西坂　哲

7月13日
第１回　諸上寺
公園ヒルクライ
ム大会

桜の名所である諸上
寺公園の知名度を
アップさせると共に、
自転車マナーの向上
とロードバイクの普及
を目的とする。

チャンピオンクラス20名、ママチャリクラス20名を募集
し、村上市以外(新潟市・胎内市・阿賀野市・山形県
小国町)からも参加いただいたので、花見以外でも諸
上寺公園の活性化が出来たと思います。
参加賞・入賞賞品として岩船にある各食堂(岩船荘・
はまなす食堂)や居酒屋（華美陣）のチケットを贈呈
し、昼食や慰労会に利用していただき、岩船地域に
おいて経済効果があったと思います。

チラシを作成し回覧
する。諸団体に呼び
かける。

平成29年9月17日(日) 諸上寺公園 40人 31,878 承認 30,000

6
あすの岩船を考える会
代表　竹内　秀榮

7月14日
いわふね納涼カ
ラオケ大会

岩船地域の唄の好き
な人が気楽に参加し、
自慢の唄や踊りを披
露してもらい、参加者
も観客も一体となっ
て、町の活性会に繋
がれば良いと考えま
す。

岩船地域のカラオケ好きな人が気楽に参加し、自慢
の唄を披露してもらう。山形出身のゲスト歌手、佐藤
善人さんを迎え、唄を披露していただき、会場の中か
らステージに上がり、デュエットして会場を盛り上げま
した。今年は岩船地域以外からも数名の人に歌って
もらい、好評でした。

ポスター、回覧、口
コミ

平成29年8月5日（日）
岩船港町地内
港湾緑地公園
野外ステージ

300人 141,046 承認 40,000

8
岩船甚句保存会
会長　磯部　幸雄

7月14日 岩船甚句大会

岩船の盆の流し歌か
ら伝承されている岩船
甚句を、次の代に伝
えていくこと、また、岩
船甚句大会を通じて、
地域住民の親睦、地
域振興に貢献するこ
とを目的に開催しま
す。

岩船緑地公園内に、紅白幕や提灯で飾り付けをした
櫓を組み、その櫓を中心に当会員が演奏する岩船甚
句に合わせて輪踊りを踊りました。
休憩時間中には花火を打ち上げ、甚句大会をより華
やかに彩り、参加者が見て、踊って甚句大会を楽し
んでおりました。
また今年度も、新潟リハビリテーション大学の学生及
び先生が練習から参加され、多くの地域の方と交流
し、大会も楽しまれていました。
今後は、より多くの方に参加していただけるように、
広報範囲の拡充や、踊り、演奏の練習期間を増やす
など工夫し、また、地方の育成についても検討してい
きます。

チラシとポスターを
作成し、岩船地区
の広報誌と一緒に
各世帯に送付、ま
た観光施設等にチ
ラシとポスターを設
置した。

平成29年8月5日（土） 岩船港緑地公園 約500人 97,767 承認 40,000

9
岩船体育協議会
会長　増田　喜大

7月14日
第２７回　岩船地
区駅伝大会

一本のタスキを繋ぎ
互いの信頼と団結を
深め、併せて地域に
おけるスポーツの活
性化を図る。

岩船運動広場を発着点とし、地域内を約2周するコー
スにおいて5区間を設定して実施した。
参加チーム数は13チーム。うち一般男子・一般女子・
小学生の3部門を設け、部門ごとにチーム順位を決
定・表彰した。また、各区間1位の人には、部門ごとに
区間賞を表彰した。
今年も各町内の若連中をはじめ、リハビリ大学生な
ど大勢の地域の方々に協力をいただいた他、村上警
察署及び村上市交通安全協会といった地域外の
方々のお力をお借りして、事故なく無事に大会が終
了できた。
この大会は、選手だけでなく、大会運営に協力いただ
いた方や沿道で声援を送ってくれた方など、多くの地
域の方々が、大会に参画することができることから、
地域の活性化及び自治の振興に大きな役割を果た
していると思われる。

各町内若連中代表
等に募集案内文書
を送付。

平成29年9月23日（祝） 岩船地域全域 160人 139,403

運動広場内倉庫にあ
るライン引きに係る用
具や机、イス等を借用
したい。
また、大会本部用とし
て、テントを借用した
い。

承認 40,000

約150万円

昨今の不景気により
協賛金も集まりにくい
状況が続いておりま
す。
数少ない、岩船地区
の大きなイベントを継
続していくためにご配
慮頂けますよう切にお
願い申し上げます。

承認 40,000

　岩船港緑地公園ステージをメイン会場に、「活気あ
る岩船！」を内外にアピールするべく、岩船商工業会
を中心に多彩な催事を行っています。
　内容は、「夕日コンサート」から続く、生バンドによる
演奏をはじめ、大道芸、こども縁日、地元高校生によ
るダンス、作業車両やヒストリックカーの展示などを
行いました。
　また、「地酒カクテルコンテスト」と銘打って、村上の
地酒を使ったカクテルを考案し、優秀賞の作品を地
元の居酒屋で提供するなど、地域の活性化に考慮い
たしました。
　そして、今年の「みなとフェスティバル」では、近隣の
「みなとオアシス」認定港との連携・協力を深めるた
め、新潟市や聖籠町からのアマチュアバンドも招待
し、港で行う夏の一大イベントを目指しました。
　残念ながら当日は悪天候に見舞われましたが、そ
れでも例年に近い来場者を迎えることができました。
　来年度も趣向を凝らした演出とイベント内容で、さら
なる集客に努め「港町　岩船」の発展に寄与したいと
考えます。

チラシを作成し、岩
船地域の全世帯に
配布しました。

7月16日 岩船港緑地公園 約3,000人7
岩船商工業会
会長　津島　重敏

7月14日
第１８回　みなと
フェスティバルin
いわふね

岩船地区に活気を与
え、住民の方々に楽し
んで頂けるようなイベ
ントを目指す。
また、近接地区にも物
産等をＰＲし、次世代
に「魅力ある岩船」で
あることを知らしめる。



第２号議案

平成２９年度 収支決算について

平成２９年度収支決算書について、別紙のとおり承認を求めます。

平成３０年 ４月２５日 提出

岩船まちづくり協議会

会 長 大 越 孝 行

平成３０年 月 日 承認

岩船まちづくり協議会

総会議長



（単位：円）

予算額 決算額 比較

3,450,000 3,450,000 0

232,396 232,396 0

50,000 24,500 ▲ 25,500

180,000 191,000 11,000

604 8 ▲ 596

3,913,000 3,897,904 ▲ 15,096

（単位：円）

予　算　額 決算額 比　較

１　地域活性化事業費 1,530,000 995,757 ▲ 534,243
１　地域振興事業費 450,000 165,539 ▲ 284,461

２　安全安心対策事業費 70,000 0 ▲ 70,000

３　健康福祉事業費 40,000 27,634 ▲ 12,366

４　環境美化事業費 60,000 7,433 ▲ 52,567

５　地域交流事業費 150,000 65,189 ▲ 84,811

６　スポーツ事業費 350,000 341,081 ▲ 8,919

７　文化事業費 410,000 388,881 ▲ 21,119

880,000 770,000 ▲ 110,000

１　町内活動支援事業費 480,000 420,000 ▲ 60,000

２　団体活動支援事業費 400,000 350,000 ▲ 50,000

500,000 496,051 ▲ 3,949

広報活動事業費 200,000 209,452 9,452

カラー印刷機管理費 300,000 286,599 ▲ 13,401

100,000 116,760 16,760
施設管理費 100,000 116,760 16,760

今年度決算額　
（今年度予算額）

319,000

(403,000)

28,548

(50,000)

0

(10,000)

64,399

(80,000)

35,157

(30,000)

20,580

(25,000)

２　備品購入費 200,000 244,990 44,990

６　基金積立 0 0 0
１　地域振興事業 0 0 0

２　安心安全事業 0 0 0

３　健康福祉事業 0 0 0

４　環境美化事業 0 0 0

５　地域交流事業 0 0 0

６　スポーツ事業 0 0 0

７　文化事業 0 0 0

８　広報事業 0 0 0

７　予備費 105,000 105,000 0
予備費 105,000 105,000 0

3,913,000 3,196,242 ▲ 648,192

収入合計 支出合計 差引収支

3,897,904 3,196,242 701,662 差引収支額は、次年度に繰り越しいたします。

差引収支

各種文化事業（別紙参照）

消耗品費

旅費

印刷機リース料およびインク代

光熱水費、修繕費など

各町内の新規事業および既存事業の拡充などに対す
る助成
実績：@30,000円*14町内

各種イベント用具など

備品購入費へ充当

各種スポーツ事業（別紙参照）

合　　計

研修費

467,684598,000 ▲ 130,316１　組織管理費

雑費

食料費（会議費）

４　源内塾施設管理費

まちづくり広報発行経費（78,411円）、ホームページ
管理経費（11,772円）、インターネット回線接続経費
（79,812円）、PC用備品購入費（39,457円）

報償費（別紙参照）

協議会の趣旨にあった、団体および住民グループの新
規事業および既存事業の拡充などに対する助成
実績：@40,000円*8団体 @30,000*1団体

預金利息（2円）

イベント・地域ＰＲ・産業振興事業（別紙参照）

住民交流事業（別紙参照）

@1,000円×180枚

平成２９年度　岩船まちづくり協議会　収支決算書

２　地域活動支援事業費

３　広報事業費

収入の部

支出の部

区　　　分

環境（景観）保全事業・ＥＣＯ活動（別紙参照）

平成２９年度地域まちづくり交付金
（人口割、行政区割、加算額）

説　　　　明

説　　　　明

防災、防犯・交通安全事業（別紙参照）

地域福祉・子育て支援・青少年健全育成事業（別紙参照）

５　雑収入

１　地域まちづくり交付金

798,000 712,674 ▲ 85,326５　まちづくり組織運営費

３　源内塾利用料

合　　　計

２　繰越金

項　　　目

４　いわふね茶会茶券販売

第
２
号
議
案



監査報告書

平成29年度岩船まちづくり協議会の事業報告並びに収支決算、

預金通帳及び資産について監査した結果、適正に処理、記載されて

いると認める。

平成80年　4月　ナ目

監事竹し良房終

監事　を耗日露ナ



第３号議案

平成３０年度 事業計画（案）について

平成３０年度事業計画（案）について、別紙のとおり定めたいので、承認

を求めます。

平成３０年 ４月２５日 提出

岩船まちづくり協議会

会 長 大 越 孝 行

平成３０年 月 日 承認

岩船まちづくり協議会

総会議長



平成３０年度 事業計画（案）

○実施事業関係
基本方針 実施事業 実施期日 事業内容 備考

地域の宝を活

用した魅力あ

るまちづくり

岩船地域ＰＲ事業

（第２５回さかな

まつり参加）

4月
漁協主催の「さかな祭」に参加し、

岩船地域のＰＲを行います。

「ちいき元気

事業部」で検

討します。

岩船地域ＰＲ事業

（ヒラメフェステ

ィバル参加）

６月

漁協主催の「ヒラメフェスティバ

ル」参加し、岩船産「ヒラメ」をＰ

Ｒすることを目的に、開催内容・運

営方法など様々なことを検討しま

す。

プロジェクト

チームを立ち

上げ、検討し

ます。

岩船地域ＰＲ事業

（第１９回みなと

フェスティバル）

７月

岩船商工業会主催の「みなとフェス

ティバル」に参加し、岩船地域のＰ

Ｒを行います。

「ちいき元気

事業部」で検

討します。

岩船港夏祭 ８月

岩船港緑地公園を会場に、「岩船納

涼カラオケ会」「岩船甚句大会」を

開催し、また、会場を盛り上げるた

めに「花火」の打ち上げも行い、各

団体と連携しながら、岩船地域のＰ

Ｒに取り組みます。

「ちいき元気

事業部」で検

討します。

学生サポート事業 未定

新潟リハビリテーション大学と新

潟看護医療専門学校村上校と連携

を図りながら、学生の支援事業につ

いて検討、実施していきます。

「学生サポー

ト委員会」で

検討・実施し

ます。

安全で安心に

暮らせるまち

づくり

安全安心対策事業 未定
地域の安全安心を考えた取組みを

検討して行きます。

「ちいき元気

事業部」で検

討します。

第３号議案



健康で元気に

笑顔で暮らせ

るまちづくり

「たんぽぽクラブ」

の開催※「たんぽぽ

クラブ」とは、子育

て中の保護者が「い

わくす会館」に集

い、子供と一緒に遊

んだり、親同士が親

睦を深めたりする

サークルです。

小学校の

春・夏・冬

休みの期

間

岩船児童館の休館日に、子供達の遊

びの場・出会いの場および親同士の

交流の場として、「いわくす会館」

の会議室などを開放します。

開催案内を全

世 帯 に 回 覧

し、児童館や

保育園にチラ

シを掲示しま

す。

「ちびっ子」プール

の開設

７月～８

月

「いわくす会館」に簡易プールを設

置し、水遊びをしながら親子がふれ

あえる環境を提供し、子育てを応援

する。

開催案内を全

世 帯 に 回 覧

し、児童館や

保育園にチラ

シを掲示しま

す。

いわふね健康卓球

部
通年

「卓球」を通じて、運動不足の解消

や心身のリフレッシュを図り、地域

住民の健康づくりに取り組みます。

「卓球を楽し

む会」と連携

しながら実施

します。

豊かな自然を

大切にし、環

境に優しいま

ちづくり

「お幕場広場」の清

掃
４月

グラウンドゴルフ大会などを開催

している「岩船お幕場広場」を、地

域住民が協力して清掃します。

各町内や各種

団体に開催案

内を送付しま

す。

環境美化事業 未定
地域の環境美化を考えた取組みを

検討して行きます。

「ちいき元気

事業部」で検

討します。



地域の絆を大

切にし、地域

全体で支え合

う、優しいま

ちづくり

小学生料理教室 １２月

家庭教育の一環として岩船小学校

の３年生を対象に開催し、楽しく参

加できるような内容を検討し、実施

します。

「ちいき元気

事業部」で検

討します。

郷育カレンダー作

成事業
３月

岩船中学校区郷育会議、岩船地区

青少年健全育成会および岩船まち

づくり協議会が連携して取組み、地

域の宝である子ども達を、地域全体

で支援していきます。

「ちいき元気

事業部」で検

討します。

ゆめのまち ワク

ワク横丁
６月

各団体と連携しながら、岩船横新町

通りの活気を作るため検討してい

きます。

「ちいき元気

事業部」で検

討します。



平成３０年度 事業計画（案）

○実施事業関係
基本方針 実施事業 実施期日 事業内容 備考

スポーツを通

じ、住民がふ

れあい、親睦

を深め、健康

で元気なまち

づくり

第 28 回 女性グラ

ウンドゴルフ大会
5月

地域在住の女性を対象にして開催

し、町内対抗戦で実施します。

代表者会議を

開催

第 37 回 壮年ソフ

トボール大会
6月

35 歳以上の住民を対象にして開催

し、町内対抗戦で実施します。

代表者会議を

開催

第 24 回 熟年層グ

ラウンドゴルフ大

会

7月
45 歳以上の住民を対象にして開催

し、町内対抗戦で実施します。

代表者会議を

開催

第61回 野球大会 8月
地域住民を対象に開催し、町内対抗

戦で実施します。

代表者会議を

開催

第9回 岩船スポー

ツフェスティバル
8月

岩船中学校のオープンスクールに

合わせて、岩船中学校、岩船体育協

議会と共催し、また新潟リハビリテ

ーション大学の協力を得ながら開

催し、岩船中学校の生徒と地域住民

が、「中学生対大人」の形式で対戦

し、スポーツを通じて学生と住民の

交流と、健康づくりを図ります。

調整会議を開

催

第 24 回 熟年層ソ

フトボール大会
9月

45 歳以上の住民を対象にして開催

し、町内対抗戦で実施します。

代表者会議を

開催

第 60 回 バスケッ

トボール大会
11月

地域住民を対象に開催し、町内対抗

戦で実施します。

代表者会議を

開催



平成３０年度 事業計画（案）

基本方針 実施事業 実施期日 事業内容 備考

地域の伝統を

守り、文化・

芸術にふれあ

い、心豊かな

まちづくり

源内塾環境整備事業 ６月

源内塾の利用シーズン前に、施

設の点検を兼ねて大掃除を実

施します。

文化事業部で実施

芸能音楽祭 9月

敬老会と合同で開催し、より多

くの住民が参加できるような

方策を検討し、実施していきま

す。

実行委員会を開催

いわふね茶会 10月

茶道の各流派と連携しながら

開催し、より多くの住民が参加

できるような方策を検討し、実

施します。

実行委員会を開催

岩船地区文化祭 11月

小学校の展覧会と合同で開催

し、より多くの住民が参加でき

るような方策を検討し、実施し

ます。

実行委員会を開催

だんご木づくり
平成31年

1月

商売繁盛、豊作祈願の小正月の

行事である「だんごの木」飾り

を作成し、いわくす会館に設置

します。

文化事業部で検討

源内塾利活用事業 通年

「源内塾」の活用を考えなが

ら、様々な文化事業を検討しま

す。

文化事業部で検討

囲碁大会 未定

地域住民を対象に開催し、より

多くの住民が参加できるよう

な方策を検討し、実施します。

参加者募集チラシ

を作成し、岩船地域

の全世帯に配布



広報事業部 実施計画（案）

広報紙「石船（ｲﾜﾌﾈ）」作成事業

期 間 平成３０年４月～平成３１年３月

会 場 岩船地域コミュニティセンター いわくす会館

目 的 岩船の住民の皆さんに岩船地区の情報や魅力を発信します。

内 容 岩船地域の情報や魅力を発信していくために、広報紙「石船

（ｲﾜﾌﾈ）」を定期的に発刊していきます。地域の行事やイベント、

地域住民の方に取材等を行いながら、誰もが見て楽しめるよう

な広報紙を作成していきます。

事業計画 ６月に第６号、１１月に第７号を発行、平成３１年４月に第

８号を発行する予定で、平成３１年３月中に製本予定。

※詳細な時期については広報事業部で検討します。

編集会議 １冊発行につきおよそ５回開催



第４号議案 

 

平成３０年度 収支予算（案）について 

 
 

平成３０年度収支予算について、別紙のとおり定めたいので、議決を求め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年 ４月２５日 提出 

              岩船まちづくり協議会 

                  会 長 大 越 孝 行 

 

平成３０年  月  日 承認 

岩船まちづくり協議会 

総会議長 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）

本年度予算額
①

前年度予算額
②

比較
①－②

3,457,000 3,450,000 7,000

701,662 232,396 469,266

30,000 50,000 ▲ 20,000

180,000 180,000 0 @1,000円×180枚

1,338 604 734

4,370,000 3,913,000 457,000

（単位：円）

本年度予算額
①

前年度予算額
②

比較
①－②

１　地域活性化事業費 1,670,000 1,530,000 140,000

１　地域振興事業費 370,000 450,000 ▲ 80,000

２　安全安心対策事業費 50,000 70,000 ▲ 20,000

３　健康福祉事業費 40,000 40,000 0

４　環境美化事業費 60,000 60,000 0

５　地域交流事業費 220,000 150,000 70,000

６　スポーツ事業費 440,000 350,000 90,000

７　文化事業費 490,000 410,000 80,000

880,000 880,000 0

１　町内活動支援事業費 480,000 480,000 0

２　団体活動支援事業費
（地域元気づくり支援事
業）

400,000 400,000 0

560,000 500,000 60,000

広報活動事業費 260,000 200,000 60,000

カラー印刷機管理費 300,000 300,000 0

100,000 100,000 0

施設管理費 100,000 100,000 0

今年度予算額　
（前年度予算額）

403,000

(403,000)

50,000

(50,000)

10,000

(10,000)

80,000

(80,000)

30,000

(30,000)

100,000

(25,000)

２　備品購入費 200,000 200,000 0 各種イベント用具など 200,000

６　基金積立 0 0 0

１　地域振興事業 0 0 0

２　安全安心対策事業 0 0 0

３　健康福祉事業 0 0 0

４　環境美化事業 0 0 0

５　地域交流事業 0 0 0

６　スポーツ事業 0 0 0

７　文化事業 0 0 0

８　広報事業 0 0 0

７　予備費 287,000 105,000 182,000

予備費 287,000 105,000 182,000

4,370,000 3,913,000 457,000

（単位：円）

収入合計 支出合計 差引収支

4,370,000 4,370,000 0

支出の部

３　広報事業費

イベント・地域ＰＲ・産業振興事業

各種スポーツ事業

各種文化事業

２　地域活動支援事業費

防災、防犯・交通安全事業

健康福祉・子育て支援・青少年健全育成事業

環境（景観）美化事業・ＥＣＯ活動

住民交流事業

平成３０年度　岩船まちづくり協議会　収支予算書（案）
収入の部

区　　　分 説　　　　明

１　地域まちづくり交付金 平成30年度地域まちづくり交付金（人口割、行政区割、加算額）

２　繰越金 平成29年度繰越金

５　雑収入 預金利息など

合　　　計

３　源内塾利用料 施設利用料および暖房使用料

４　いわふね茶会茶券販売

合　　計

差引収支

「源内塾」にかかる光熱水費、消耗品費および軽微な修繕
費等の管理費

雑費

75,000598,000673,000１　組織管理費
消耗品費

873,000 798,000 75,000

区　　　分 説　　　　明

報償費（別紙参照）

食料費（会議費）

各町内の新規事業および既存事業の拡充などに対する助成
根拠：@30,000円*16町内

協議会の趣旨にあった、団体および住民グループの新規事業
および既存事業の拡充などに対する助成
根拠：@40,000円*10団体

広報石船印刷経費（135,000円）、PC環境維持管理経費
（40,000円）、インターネット利用経費（85,000円）

研修費

旅費

４　源内塾施設管理費

印刷機リース料およびインク代

５　まちづくり組織運営費

第
４
号
議
案


