
事 業 名 事業内容 実施月日 参加者数 摘　　要

河川環境保全
活動事業

地域を流れる、竹田川・五味川
の堤防や河川敷を沿川の住民
に参加していただき草刈り・雑
木伐採を行う

6月～11月
約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る

県道勝山丸岡
線歩道改修推

進事業

平成22年12月に関係機関に提
出した提言書に基づく内容で
行政側が実施計画・工事を進
めているかどうかのチェックを
行う

城のまちまちづくり協議会、たか
むくのまちづくり協議会との共催
事業

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する

毎週木曜日
約150名

（延）
年間通して18時30分～（約90分）

小学校児童の登下校時、交通
安全見守り・声掛け活動を実施

20名の見守り隊員実施

自家用車に、【地域安全ﾊﾟﾄﾛｰ
ﾙ】ステッカー掲示、子ども安全
巡回

約10名の方が常時心掛けパト
ロール実施

危険個所点検
事業

地区内の通学路の危険箇所を
点検し、危険告知看板などを
設置する

7月～9月 約20名
郷協役員及び見守り隊員が調査
後、横断幕・看板を設置

子育て支援
事業

長畝小学校全校児童に防犯意
識の向上、不審者対応訓練

1月30日（火）
１月31日（水）

全校児童
教職員

不審者対応訓練、声掛け被害
防止を実施

・のうねシルバーフェスタ＆郷
まつりで交通整理、駐車場整
理等に協力
・郷まつりのイベント協力

9月24日（土）
9月25日（日）

参加者
3,000名

三世代囲碁教室の開催
毎月第2・
4土曜日

延193名 継続会員：子ども6名・大人10名

防災事業

長畝地区　避難所運営マニュ
アルの検討会(2月28日は広域
避難所・3月28日は地域避難
所・8月20日防災訓練)

2月28日(火)
3月28日(火)
8月20日(日)

延110名

長畝地区の“小規模避難所運営
ﾏﾆｭｱﾙ”及び“長畝地区避難所
開設運営ﾏﾆｭｱﾙ”を作成し各区
配布

福祉・防災
関連事業

平成20年度に作った要援護者
のためのあんしんマップの見直
し

8月4日(火） 90名
区長、民生委員、福祉委員、社
協職員

　定例部会開催状況
5月～10月及び翌年3月に不定期に開催し

活動計画等を協議しました。

高齢者福祉
事業

平成２９年度　あんしん・ふくし部会 事業報告書

本年、県三国土木事務所
の都合で開催できず。

見守り隊活動
事業

通年

通年
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事 業 名 事業内容 実施月日 参加数 摘　　要

山城山城跡展望台の整備
及びフットパスコースの草刈
り実施。

7月17日(月) 11名
展望台に防腐剤並びにペンキ
の塗付。合わせて、豊原遺跡
内等の草刈等整備を行う

豊原遺跡内及びフットパス
コースの下見 10月8日(日) 3名

豊原史跡内及び化生ヶ岳登頂
のコース状況確認

豊原遺跡内及びフットパス
コースの草刈他整備 10月9日(月) 6名

豊原遺跡内及び山城山城址、
化生ヶ岳等の草刈等整備を行
う

フットパスコースの案内看板
設置、コース整備、最終
チェック

10月21日(土) 3名 上記続き及び看板準備

１０月に行う予定のフットパ
スのコースの下見

7月15日(土) 3名
歴史探訪コース＋化生ヶ岳登
頂のルート確認

台風21号襲来によるフット
パス中止（残務整理）

10月22日(日) 7名
一般参加者・小学校への対応
（連絡及び配布品のお届け）

文化史跡等
の整備事業

地区内の文化遺産を継承
するために環境の整備を行
う、歴史や自然に触れると
共に整備状況を視察し今
後の活動の参考にする

通　年

文化史跡造
詣事業

「女形谷の桜を見に行こう」
をサブタイトルに、長畝地区
の史跡と自然を楽しむ
ウォーキングの開催

4月2日(日) 32名 平成28年度計画

東十郷まち協主催「ごうちゃ
んウォーク」に協力し史跡案
内などでサポート

6月11日(日) 2名 豊原地区の史跡紹介・説明

のうねの郷誌編纂委員会行
事に協賛

通　年 8名 歴史講座・古文書を読む会等

平成２９年度 部会開催状況

5月例会 5月25日（木） 12名

９月例会 9月12日（火） 13名

臨時例会 10月11日（火） 10名

平成29年度は、台風21号襲来ということでフットパスが初めての中止となりました。

想定外の出来事のため、特に小学校４年親子行事に対するフォロー並びに代替行事を提案実施を

行うことができませんでした。小雨決行の行事ではありますが同様の事態あった際の対応を検討する

必要があります。

また部会への参加者を増やすことと、フットパスのPRが今後の課題であります。

平成２９年度　ふるさと部会　事業報告書

豊原整備
事業

フットパス
体験事業

協賛事業
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事 業 名 事業内容 実施月日 参加数 摘　　要

第19回のうね健康まつり 5月28日(日) 1,000名 運動会を実施

第10回ラジオ体操の会 7月22日(土) 600名 朝6時30分より実施

第４回のうねシルバーフェス
タ＆郷まつり

9月24日(日) 3,000名 敬老会・郷まつりを実施

古城まつりもりあげ 10月8日(日) 120名
丸岡古城まつり総踊り・五万石
パレードに参加

第４２回丸岡町総合体育大
会

6月18日（日）～
8月20日（日）

50名 ６競技へ参加

第20回まるおかスポーツ・レ
クリェーション祭

10月1日(日) 120名 ニュースポーツ競技に参加

平成２9年度 部会開催状況

実施月日 参加者数 摘　　　　要

4月23日（月） 19名

7月4日（水） 18名　ラジオ体操の会について

平成２９年度　ふれあい部会　事業報告書

ふれあい
事業

項　　　　　目

　のうね健康まつりについて

体協事業
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事 業 名 事業内容 実施月日 参加数 摘　　要

草刈・清掃作業 5月21日（日） 14名
東側道路側溝の落葉清掃等
（内郷協会員3名協力）

草刈・清掃作業 8月 6日（日）
10名

（遺族会
会員除く）

市職員・郷協会員で実施
（内郷協会員3名協力）
遺族会の方々は清掃作業

味岡山いこい祭 8月14日（日） 約80名 区内の家族が楽しみました

3月24日(土)
25日(日)

延26名
撤去作業 ・雪倒木後始末と国
体看板修理

竹田川せせらぎ
遊歩道整備事業

遊歩道草刈作業 5月21日（日） 7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
部会員が清掃・保守作業を実
施頂きました

5月21日（日） 6名 皐月の間の草取り実施

8月6日（日） 6名 味岡山整備と同時作業

城東グラウンドﾞ花壇
7月20日(水）

11月22日（水）
5名

１m巾×８５mの花壇に
マリーゴールド・ｹｲﾄ植栽
春用ﾊﾟﾝｼﾞｰ植栽

”七夕星の市”盛りあげ活動
で丸岡城西口広場にｲﾙﾐﾈｰ
ｼｮﾝ設置

6月17日(土)設置
7月9日(日)撤収

延21名
”七夕星の市”実行委員会の要
請で、丸岡城西口広場に7月1
日ｲﾍﾞﾝﾄの前後2週間点灯

古城まつり協賛事業

設置：9月30(土)、
10月1日(日)

撤収：10月9日
（月）

延34名
体育館前石垣にｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ設
置し、古城まつりを盛り上げる

　　　平成２９年度　部会開催状況

5月部会・懇親会 5月 2日(火） 15名 部会後　懇親会開催

6月部会 6月12日(月） 11名

7月部会 7月10日(月） 14名

8月部会 8月1日(火） 13名

9月部会 9月11日(月） 13名

10月部会 10月10日(火） 12名

3月部会・慰労会 3月17日(土）  15名 郷協各部会参加者2名含

郷まつり準備 9月23日(土） 13名

郷まつり手伝い 9月24日(日） 12名 反省会11名参加

30年度は全員に参加いただきます様お願いいたします

花いっぱい
事業

2018ふくい国体PR看板除草
作業

延べ活動回数24回・延べ参加人員約307名　ご協力有難うございました

平成29年度　かんきょう部会　事業報告書

里山(味岡山)
整備事業

味岡山冬まつり
イルミネーション点灯
（11月29日より1月31日)

9月30(土）
10月1日(日)
10月6日(金)

延34名
イルミネーション設営
（郷協会員2名協力）

協賛活動
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事 業 名 事業内容 実 施 日

臨時号
6月22日発行

1,850部

特集：のうねの郷推進
協議会総会(30年度事
業計画等)

夏　号
8月24日発行

2,250部
特集：「のうね健康まつ
り」

秋　号
11月22日発行

2,250部
特集：長畝地区防災訓
練

春　号
3月23日発行

2,250部
特集：まちづくり協議会
10年を振り返って

のうねの郷ホーム
ページ運営事業

リニューアル更新 通　年

推進協議会ホームペー
ジの運用を行うととも
に、コンテンツの拡充を
図る

開催日 参加人数

5月例会 5月 8日（月） 7人

6月例会 6月12日（月） 8人

7月例会 ７月21日（金） 10人

9月例会 9月13日（水） 9人

10月例会 10月18日（水） 8人

1月例会 1月31日（水） 8人

3月例会 3月14日（水） 8人

平成29年度　じょうほう部会　事業報告書

摘　　　要

のうねの郷だより
「ＮＯＵＮＥ＋」
発行事業

発行総部数：
8,600部

平成29年度　部会開催状況
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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。
 のうね郷史の調査研究が
まとまった段階で「のうね郷
史」を発刊する。

○29年9月
　・紀要「のうね郷誌」第6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。

― 　　― ―

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。

「 御尋之節村方ニ而請書 」、
「演仙寺文書（寺送り状）」、
「演仙寺文書（除地に関して）」

歴史
講演会

のうね郷史編纂にかかわる
歴史テーマについて住民を

対象に講演会を開催
― 　　― ―

パネル展
郷史編纂に係る研究・調査

の成果をパネルで紹介
― 　　― ―

平成29年度　のうね郷史編纂委員会　事業報告書

5/27（土）8名
7/15（土）12名
　8/19（土）9名

4/22（土）8名
6/17（土）13名
7/15(土）12名
8/19(土）9名
9/16（土）9名

10/21（土）12名
11/18(土）9名
12/16(土）10名
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