










 

 

 

 

事業名 ふるさと公園「モミジまつり」事業 審査結果 採 択 

提案者 ふるさと公園の桜を楽しむ会 助成決定額(希望額) 85 万 5 千円(89 万円) 

事業概要 

浦川原区中猪子田地内の「ふるさと公園」に 5 種類のモミジを各 6 本植樹・管理し、次年度
以降、モミジを活用したイベントを実施することで、地域の連帯感と絆を育む。 
 

事業名 第 9 回浦川原和太鼓祭 審査結果 採 択 

提案者 特定非営利活動法人保倉川太鼓 助成決定額(希望額) 48 万円(48 万円) 

事業概要 

和太鼓に関する事業を積極的に展開するため、浦川原和太鼓祭を開催し、日本古来の和太鼓文
化の伝承・継承を行う。 
 

事業名 地域活性化モデル事業 審査結果 採 択 

提案者 
特定非営利活動法人浦川原桜づつみ公

園を守る会 
助成決定額(希望額) 50 万円(52 万円) 

事業概要 

浦川原区長走地内の「桜づつみ公園」の維持管理や桜づつみを活用したイベントを開催するこ
とで、地域内及び近隣地域との交流による地域活力の向上を図る。 
 

事業名 浦川原中学校吹奏楽部支援事業 審査結果 採 択 

提案者 浦川原中学校同窓会 助成決定額(希望額) 52 万円(52 万円) 

事業概要 

母校の吹奏楽部への支援として、打楽器 2 台を購入し貸与することで、演奏技術の向上と活動

環境の整備を行う。 
 

 
 

事業名 「俵みこし」の補修による盆行事事業 審査結果 採 択 

提案者 中猪子田盆行事実行委員会 助成決定額(希望額) 30万7千円(33万7千円) 

事業概要 

毎年、お盆に町内会行事として行っている「俵みこし巡行」における俵みこしの補修及びリヤ
カー取付加工を行うことで、高齢化による担ぎ手不足の解消と地域の賑わい創出を図る。 

 
 
 
 

 
 
9団体から 10事業の提案があり、すべて採択（減額を含む。）となりました。 

 ※各事業に対する地域協議会からの意見はありませんでした。 
 
                                            
 

業名 和太鼓購入事業 審査結果 採 択 

提案者 特定非営利活動法人保倉川太鼓 助成決定額(希望額) 160 万円(166 万円) 

事業概要 

新たに中型の和太鼓 1 台を購入することにより、出演回数を増加することができ、より多くの
皆さんに「和太鼓文化」に触れる機会を提供することで、地域の活力増進を図る。 
 

事業名 うらがわらファミリーコンサート事業 審査結果 採 択 

提案者 浦川原音楽協会 助成決定額(希望額) 22 万円(22 万円) 

事業概要 

音楽・楽器演奏をたしなんでいる住民に対し、日頃の練習の成果を発表する機会を提供するこ
とで、人の輪やつながりを持つことができ、より豊かな個々の感性の育成を図る。 
 

事業名 第 5 回うらスポマラソン大会 審査結果 採 択 

提案者 
特定非営利活動法人うらがわらスポー
ツクラブ 

助成決定額(希望額) 35万2千円(38万2千円) 

事業概要 

第 5 回うらスポマラソン大会を開催することで、地域住民に対しスポーツ振興と健康づくりを
行い、豊かな地域社会の創造に寄与する。 

 

事業名 
青少年少女サッカー・フットサル普及

整備事業 
審査結果 採 択 

提案者 浦川原イレブンボーイズ 助成決定額(希望額) 42万7千円(42万7千円) 

事業概要 

浦川原体育館にフットサルゴール 1 台を設置することで、ジュニアや青年の冬季間練習と大会

運営の充実を図る。また、芝刈機 1 台を購入し、練習会場である月影の郷と連携してグラウンド
を整備することで、地域の活性化を図る。 

 

事業名 うらがわら雪あかりフェスタ 審査結果 採 択 

提案者 
うらがわら雪あかりフェスタ実行委員
会 

助成決定額(希望額) 23万9千円(23万9千円) 

事業概要 

イベントに必要な案内看板やチラシを作成することで、区内における交流と区外からの誘客を
進めるとともに、雪と親しみながら地域活力の向上を図る。 

 

◆地域活動支援事業の採択事業一覧（提案順） 



 

 

 

 

期日 実施項目 主な実施内容（地域協議会は協議事項のみ掲載） 

1/26 平成 28年度 

第 10回浦川原区地域協議会 

・平成 28年度浦川原区地域活動支援事業報告会について 

・平成 29年度浦川原区地域活動支援事業採択方針について 

・中学生との意見交換会で寄せられた意見の取扱いについて 

2/18 地域活動支援事業報告会 ・平成 28年度地域活動支援事業の採択団体(7団体)による活動成果発表 

2/18 第 11回浦川原区地域協議会 ・中学生との意見交換会で寄せられた意見の取扱いについて 

・地域協議会だよりの発行について 

3/16 第 12回浦川原区地域協議会 ・中学生との意見交換会で寄せられた意見の取扱いについて 

4/21 平成 29年度 

第 1回浦川原区地域協議会 

・平成 29年度浦川原区地域活動支援事業の採点票について 

・平成 29年度浦川原区地域活動支援事業の審査手順について 

・浦川原区地域協議会だよりの発行について 

5/21 第 2回浦川原区地域協議会 ・平成 28年度浦川原区地域活動支援事業の審査について（審査） 

6/23 第 3回浦川原区地域協議会 

（会場：浦川原里山地域活性

化センター） 

・中学生との意見交換会で寄せられた意見の取扱いについて 

6/26 浦川原中学生との視察見学

に向けた説明会 

（会場：浦川原中学校） 

・地域協議会と浦川原中学生との浦川原区内バス視察見学の実施

に向けた事前説明会 

7/11 浦川原中学生との視察見学 

（会場：区内 7か所） 

・地域協議会と浦川原中学生との浦川原区内バス視察見学 

7/27 第 3回浦川原区地域協議会 

（会場：月影の郷） 

・自主的審議事項（浦川原区の若者の暮らしにおける交通機関の

利便性と安全性の向上について） 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

浦川原中学生との視察見学に向けた説明会      浦川原中学生との視察見学 

 

 

「ここが大好き！みんなで描こう明日の浦川原」というテーマで中学生とのワークショップが

進行中です。未来を担う世代が地域に根を張ってくれることを願っての取組ですが、外を知るこ

とで故郷の良さに気付く場合もあり、そのとき礎となるのが浦川原で過ごした時間です。人の多

さや少なさ、自然の厳しさの中にさえ喜びは隠れています。故郷の価値は共通項ではなく、彼ら

の内部で多様に見出されるものなのかもしれない…そんな風に感じました。 

 【編集委員】西山 康博、福井 克利、前島 邦子 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浦川原区がもっと住みやすく、活気あふれるまちにするため、今年度も地域活動支援事業を募集
したところ、10 件の提案がありました。地域協議会では、提案いただいた皆様のプレゼンテーショ
ンに真剣に耳を傾け、慎重に審査を行った結果、すべての提案を採択することとしました。 

  採択された事業は、楽器の購入やスポーツ環境の整備、伝統的な行事の伝承、各種イベントの開
催など、非常に多岐にわたっており、あらゆる側面から浦川原区を盛り上げようという、多くの方々
の強い意欲が感じられました。 

  地域の皆様からも、これらのイベントへ積極的にご参加いただくなど、各事業へのご理解とご支
援を賜りますようお願いします。 

      

          浦川原和太鼓祭            地域活性化モデル事業（観桜会） 

 

 

          浦川原区 

地域協議会だより  
発行日：平成 29年 8月 1日 
通 算：41号 
発 行：浦川原区地域協議会 
編 集：地域協議会編集委員会 

地域協議会事務局 
（総務・地域振興グループ内） 

◆平成 29年度の地域活動支援事業、決まる 

Kawarimasita  

浦川原区地域協議会事務局（浦川原区総合事務所内 総務・地域振興グループ） 
TEL５９９－２３０１ FAX５９９－２２２５ 

編集後記 

活動報告 ―平成 29 年 1 月～7 月－ 
 

【提案団体の声・特定非営利活動法人保倉川太鼓】 
今年度、本会は「第 9 回浦川原和太鼓祭」と「和太鼓購入事業」の 2 事業を地域活動支援事

業に提案しました。和太鼓祭は、9 年前に結成 30 周年を記念して初めて開催し、回を重ねつ
つ浦川原ならではのイベントとして定着化を図っています。今年は集客目標の 500 人を大きく

上回る過去最多の 656 人の来場を得ることができ、大成功と評価しております。 
 また、和太鼓購入事業は、新たに 2 尺の太鼓を導入することにより、出演回数をさらに増や
し、地域の活力増進・元気創出につなげようと考え、計画しているものです。来年は 40 周年
という大きな節目を迎えます。今後も浦川原の文化発信源として、積極的かつ多角的に活動を
展開していきます。地域の皆様、今後も応援をお願いいたします。 
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