
　１．事業方針
（１） 長畝地区民の安全を確保するために、多くの地区民参加型の事業を

企画する。

（２） いつ襲ってくるかわからない災害に対して、できる限りの対応を整えて

おく環境づくりを行うと共に地区民に対して日頃の備えの啓発を行う。

（３） ５年間継続で行なっている、地区内の河川環境向上の取り組みへの

地区民の参加を増やすことを考える。

　２．事業内容

事 業 名 事業内容 実施月日 参加者数 摘　　要

防災訓練
坂井市総合防災訓練の一つとして長畝

地区防災訓練を行った。 9月1日 1600名

・集落ごとの一時避難避難訓練

・地区対策本部開設訓練

・救護所開設、炊き出し訓練

・広域避難所開設及避難訓練　　他

防災事業に
伴う研修

防災訓練開催に伴い事前研修を5回

行った。避難所のレイアウトプランワーク

ショップ、地区災害対策本部立上げと役

割、地区対策本部開設及避難所開設マ

ニュアル作成、避難訓練の役割説明

4/13、6/10、
7/8、7/22、

8/12
300名

訓練に伴う事前学習会及び地区
内全域における避難訓練

福祉関連事業
要援護者のためのあんしんマップの見

直し他
80名

地区内自治会長、民生委員、福祉委

員、社協職員、消防団員

エコキャップ収
集運動

のうねまつり、のうね健康まつり時に、エ

コキャップ収集活動を行い、集まった

キャップを長畝小学校に寄贈した。

のうねの郷まつ
り時

100名

エコキャップの再資源化を図り、その収

益で発展途上国の子どもたちにワクチン

を贈る運動を展開している長畝小学校

に協力した。

夜間あんしんパ
トロール

毎週木曜日夕方、地区内を青色灯を取

付けた車で巡回した。（約９０分）
毎週木曜日 150名（延）

夏期（５月～１０月末）１８時３０分～

冬季（１１月～４月末）１８時～

見守り隊顕彰事
業

子どもたちの登下校時等における安全

確保を図る地域ぐるみの「見守り隊」並

びに個人の取り組みを顕彰した。

のうねの郷まつ
り時

3名
自治会毎に結成され、積極的活動を

行っている見守り隊並びに個人

河川環境保全
活動事業

竹田川・五味川の堤防や河川敷の立木

伐採並びに草刈を行った。133,400㎡の

土地の草刈り・立木伐採を行った。
6月～11月 500名（延）

地区内を流れている河川の草刈りなど

の環境保全を行い、安心して歩ける地域

環境向上に努めると共に、鳥獣被害の

抑制を図った。

平成25年度　あんしん部会　事業報告書



事 業 名 事業内容 実施月日 参加数 摘　　要

草刈・U字溝清掃・安全
ロープ設置

6月14日・16日 延20名 東側道路側溝の落葉清掃等
広場周辺に約200mﾛｰﾌﾟ設置

清掃・広場にﾃｰﾌﾞﾙ・椅
子を製作

8月 4日
18名
（遺族
会除）

市職員・郷協会員・小学校教
諭で実施
遺族会の方々は清掃作業

味岡山いこい祭 8月11日 延75名
14家族59名と16名の個人
遊味岡クラブの協力で楽しい1
日で、来年も開催予定

10月5・6日 15名 苗木・肥料・材料買出し　　草
刈・植樹場所整備作業

11月10日 6名 植樹用場所（穴掘り）作り

12月5日 約100名
長畝小学校みどりの少年隊と
わっか保育園児が植樹
木名・植樹者名板取付け

竹田川せせらぎ
遊歩道整備事
業

遊歩道除草剤散布 5月25日 3名 国体看板草取りと同日実施
軽ﾄﾗｯｸ走行散布

カブト虫の里づく
り事業 維持・除草作業 随時 山本部副会長が何度となく清掃・

保守作業を実施頂きました

5月25日 10名 皐月の間の草取り実施

8月4日 15名 味岡山整備と同時実施
主に小学校教諭の方が作業

部会開催状況

5月部会 5月13日 16名

6月部会 6月10日 12名

7月部会 7月8日 13名

8月部会 8月8日 5名

9月部会 9月9日 9名

2月部会・慰労会 2月8日 18名 郷協各部会参加者7名含

　　郷まつり準備 8月28日 11名

　　郷まつり手伝い 8月29日 13名 区長除く

部会・活動に総数26名で1度も参加しない方3名です

26年度は全員参加方法を検討したい

延べ活動回数15回・延べ参加人員約350名　ご協力有難うございました

平成25年度　　かんきょう部会事業報告書

里山(味岡山)整
備事業

2018ふくい国体PR看板
除草作業

山久保花いっぱ
い事業

果樹・花木約90本植樹
（環境ふくいCO2削減貢

献事業の補助事業）



平成２５年度 ふれあい部会事業報告書 

 

事業名 事業内容 実施月日 参加者数 摘 要 

第１５回のうね健康まつ

り 

５月２６日 

（日） 
７５０名 運動会を実施 

ラジオ体操の会 
７月２０日 

（土） 
６００名 晴天の下実施 

第７回のうねの郷まつ

り 

９月２９日 

（日） 
２，５００名 高齢者の方を招待 

古城まつり総おどり 
１０月１３日 

（日） 
１５０名 

小学生が親子で参

加 

ふれあい 

事業 

のうねふれあいウォー

ク 

１１月１７日 

（日） 
３０名 

地区内をウォーキン

グ 

第３８回丸岡町総合体

育大会 

６月１６日 

（日）～３０日 

（日） 

５８名 ６競技へ参加 

第１６回丸岡自治区ス

ポーツ・レクリェーション

祭 

９月２９日 

（日） 
８５名 

ニュースポーツ競技

に参加 

体協 

事業 

長畝地区親睦スティッ

クリング大会 

１１月１７日 

（日） 
４０名 長畝小学校で実施 

ホタル観察会 
６月１４日 

（金） 
１５０名 

長畝小学校ＰＴＡ事

業 
関連共催 

事業 
わんぱく探偵団 別紙のとおり 

 

○ふれあい部会開催状況 

項 目 実施月日 参加者数 摘 要 

第１５回のうね健康まつりについて 
５月１５日 

（水） 
１４名 

 

ラジオ体操の会について 
６月２８日 

（金） 
 １６名 

 

第７回のうねの郷まつりについて 
８月２９日 

（木） 
   １７名 

 

 



事業名 事業内容 実施日

5月23日発行

1,850部

8月8日発行

1,900部

11月14日発行

1,900部

3月13日発行

1,900部

のうねキッズカルタ
募集事業

小学生を対象に「の
うねキッズカルタ」を
募集

募集期間：夏休み 応募総数140点
過去5回の募集で入賞作
品のない頭文字19文字に
しぼって募集

のうねの郷ホーム
ページ運営事業

通年

開催日 参加人数

5月例会 5月7日 12人

6月例会 6月12日 11人

7月例会 7月10日 10人

8月例会 8月28日 9人

9月例会 9月18日 10人

2月例会 2月4日 8人

平成２５年度　部会例会開催状況

平成２５年度　じょうほう部会事業報告書

摘要

臨時号
のうねの郷推進協議会の平
成24年度決算報告、平成25
年度事業計画と予算

特集　震度７－その時、あな
たはどう行動しますか？

特集　FESTVAL WE LOVE
NOUNE のうねの郷まつり

春号

秋号

夏号

のうねの郷「広報紙
ＮＯＵＮＥ＋」発行事

業

特集　レビュー（回顧）2013！

発行部数：

7,550部



9

平成25年度　　のうね郷史編纂委員会事業報告書

事 業 名 事業内容 実施月日 参加数 摘　　要

郷史編纂事
業

　郷土史の学習、現地調
査、集落聴き取り調査、史
料の収集等を通じて研究
調査を行い、その成果を紀
要「のうね郷誌」として発行
する。

○26年3月
　・紀要「のうね郷誌」第3号
  　・郷史研究

　　・集落史研究

  　・のうねの民話
  　・集落歴史座談会
　　・のうね断章
  　・付録
　・紀要　日向神楽特集号

集落歴史座
談会

　集落センターを訪問し、
各集落に伝えられる民話
や伝説、しきたり、昔の暮
らしぶり、地域の偉人など
を聴き取るとともに、集落、
各戸に残っている古文書、
写真等の借用を進め、郷
史編纂の調査研究に資す
る。

城 北 区（1/22）
1２名

【会　場】
　城北ふれあい会館

古文書を読む
会

　昔の「のうね郷」の生活、
しきたり、伝統文化等に係
る古文書を読む。

「寺送り状」、「山論」、「年貢に関する

覚」、「天保飢饉の記」、「山方御條目

坂井郡川上村」

「古墳時代の長畝」 9月16日 42名 講　師　：　水野　和雄氏
（一条谷朝倉氏遺跡資料館元館長）

「斉藤実盛の生涯」 11月23日 38名
講　師　：　山口　百樹氏
　　　　　　（鯖江市元職員）

パネル展

　歴史年表のほか、長畝の
郷の史跡、文化財、出来事
など（各ブロック毎）をテー
マに開催。

9月30日 -
　のうねの郷まつり時に長畝小
学校体育館で実施

6/22(15名)、7/27(14名)、
8/31(11名)、9/21(15名)、
10/26(15名)、11/30(10名)、

1/25(12名)、2/22(14名)、

3/30(15名)

歴史講演会

4/16（15名）
5/27（15名）
3/15（6名）
3/20（2名）




