平成 30 年度地域コミュニティ活性化事業（第１次募集）の採択事業について

【コミュニティ活性化プラン策定事業
団体名
新

千坂校下町会連合会

１校下（地区）町会連合会】

事業タイトル・事業内容
千坂地区コミュニティ活性化プラン
「夏祭りによる地域の活性化」
、
「ゴミ当番等の地域負担の軽減」等を
テーマとして、地域団体間で協議のうえ、活性化プランを策定

【一般事業 17 団体（10 校下（地区）町会連合会、７町会）】
団体名
モ

モ

新

田上校下町会連合会

光が丘２丁目町会

浅野町校下連合町会

事業タイトル・事業内容
自主防災訓練
子ども会、民生委員と連携し、弱者の保護及び救護体制の確立を目指
した防災訓練を実施。また、金沢大学と提携し、学生の訓練参加を呼
びかけ、地域住民と学生の協力体制を強化
ひかりカフェ開設運営事業
ボランティア町会員が常駐するカフェを週２回開設し、作品展示や体
験講座、夏祭りなどのイベントを開催
防災対策を通じた地域の絆強化事業
「浅野川水害」の写真パネルを制作し、防災訓練など地域内の行事で
展示。また、防災士会の名称入りジャケット及びヘルメットを作成し、
あらゆる機会に着用することで、防災意識を高揚
獅子舞の巡行
町会の伝統芸能である獅子舞を後世に継承していくため、町会及び周
辺地域を巡行。また、初めて、お囃子の演奏を生演奏に変更

改

泉町交友会

新

辰和会町会

自然と遊ぶ
卯辰山公園内でツリーハウスを築造し、自然へのふれあい体験を通じ
て、三世代の交流を促進

新

松ヶ枝地区町会連合会

災害時の初期消火訓練
初期消火訓練及び炊き出し訓練の実施と、消火器についての講演を開
催。また、最新の保存期間の長い水や食料等を展示

改

若松第三町会

わかさん夏祭り（住民～学生～留学生）
町内にある公園で、新たに学生が気軽に参加して交流できるような出
店や座談会等を行う夏祭りを開催

大徳地区連合町会

金沢マラソンおもてなし清掃活動事業
各町会で 10 月に、地区内の道路等公共の場所の清掃活動を行う地域
美化一斉清掃を実施

割出町町会

割出町カルチャーマルシェ
町会で文化祭を開催し、公園にて昔の子供の遊び及びミニ SL を走ら
せるイベントを実施

新

新

団体名
モ

安原地区町会連合会

新

畝田西町会

モ

薬師谷地区町会連合会

新

モ

やくしだに・みんなの食堂
みんなの食堂を毎月１回実施し、食品の有効活用や食事面から考える
健康管理に関する講演並びに勉強会を開催
三浦ホップステップジャンプ！！
ハロウィンや学べる移動動物園の新規行事を実施するとともに、町会
ホームページを立ち上げ、幅広い年齢層の町会員への周知し、世代交
流や新旧町民間の交流を促進

三浦町会

湯涌校下町会連合会

改

西南部校下町会連合会

改

粟崎校下町会連合会

新

事業タイトル・事業内容
平成 30 年度『第５回 安原地区いんぎらぁ～と盆踊り大会』
盆踊り大会の開催場所を安原小学校の中庭に変更し、
「オープニング
音楽祭」を開催。また、緑中学校吹奏楽部と金沢龍谷高等学校吹奏楽
部がコラボレーションして、盆踊りの生演奏を実施
なつやすみプログラミング教室
親子や大人を対象とした「なつやすみプログラミング教室」を開催し、
幅広い世代に参加してもらうことで、地域の交流を促進

二塚地区町会連合会

地域紙とソーシャルメディアを活用したコミュニティ活性化事業
Facebook 講座を開催し、特に高齢者でも使いこなせるようにサポ
ートを行う。また、集積した情報を編集して地域紙を発行し、配布
チカモリじょんがら踊りの夕べ
新たに模擬店ブースに町会加入啓発活動ブースを設け、パンフの配布
や地域消防団、地区交通推進隊員の募集を行うとともに、企業住民や
学生の地域イベント参画を促進
第 34 回 粟崎 夏まつり
新たに地域の伝統である獅子舞の演出や和太鼓、三味線などを加え
て、「和」と「輪」の魅力を合わせたプログラムで開催
防犯パトロール犬による見守りパトロール活動
飼い犬を防犯パトロール犬として登録して、地域見守り活動に賛同す
る地域住民を募集し、登録犬による散歩パトロールを実施

※参考
新

新規事業
→ 新規事業

モ

平成 29 年度実施の地域コミュニティ活性化モデル事業から継続

改

既存事業の見直し（下線部の内容が変更点）

平成 30 年度地域コミュニティ活性化事業（第２次募集）の採択事業について

【一般事業 ２団体（２町会）
】
団体名
改

泉誠交会町会

改

泉新町第二町会

事業タイトル・事業内容
木陰で野点を楽しむ会
三馬、泉の隣接する２校下の親睦交流を図るため、街中の樹林地の一
角で野点の会を開催。また、子ども達にもお茶の作法や樹木に触れ合
う機会として、今回初めて小学校を通じて、子どもの参加を促進
泉獅子の復活
泉獅子舞の町練りを３２年ぶりに開催し、三馬校下の４町会の児童に
も参加を促進。また、新たに「泉獅子の歴史」についての冊子を作成
し、地域の伝統を継承していくためのシンポジウムを開催

※参考
改

既存事業の見直し（下線部の内容が変更点）
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Šᢠᎋ
  ᢠᎋ૾ඥ  ƴǑǔᢠᎋ
  ᢠᎋؕแ  ໜЎᲢᅦᅍŴؾŴᏋŴܤμȷ࣎ܤŴǇƪƮƘǓᲣƱƷ᧙ࣱ̞ƱഏƷᚇ
ໜưݙ௹ƠǇƢŵ
Ĭ πႩࣱᲢٶƘƷထ˟ՃǍʻࢸŴထ˟ՃƴƳǔʴƕ᧙ǘǔǋƷưƋǔƜƱᲣ
ĭ ܱྵࣱᲢܱӧᏡưƋǔƜƱᲣ
Į оᡯࣱᲢ؏עƷཎࣱǛဃƔƠƨоႎƳૼƠƍӕኵưƋǔƜƱᲣ
į ႆࣱޒᲢਤዓႎƔƭʻࢸƷޒƕࢳưƖǔƜƱᲣ
İ јௐࣱᲢʙಅјௐƕᛐǊǒǕǔƜƱᲣ
  ኽௐᡫჷ  ݙ௹ƷኽௐǛ᩿ưᡫჷ

ŠዓƖƷ්Ǖ
ʙಅဎᛪăᢠᎋăᢠᎋኽௐᡫჷăᙀяʩ˄ဎᛪăʩ˄ൿܭăʙಅƷܱăܱጚإԓ
èКኡƷž؏עǳȟȥȋȆǣࣱ҄ʙಅᙀяዓƖƷ්ǕſǛƝᚁƘƩƞƍŵ
èᢠᎋƴǑǓ৸ƞǕƨ˳ׇƸŴᙀяʩ˄ဎᛪǄƔŴ࣏ᙲƳǛ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
è࣏ᙲƴࣖơƯŴቇҥƳɶ᧓إԓǛƠƯƍƨƩƖǇƢŵ
èʙಅܦʕࢸƸŴܱጚإԓӏƼӓૅൿምሁƷ੩Јƕ࣏ᙲƴƳǓǇƢŵӓૅൿምƴƸŴ
᪸ӓሁƷૅЈǛᚰଢƢǔӍƸƦƷϙƠǛช˄ƠƯƘƩƞƍŵ
è৸ƞǕƨʙಅƴƭƍƯƸŴࠊƷțȸȠȚȸǸሁưኰʼƞƤƯƍƨƩƖǇƢƷưŴƋǒ
ƔơǊƝʕᚐƘƩƞƍŵ
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