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平成25年度 小浜西組町並み協議会総会報告の続き

小浜西組町並み協議会

事業種目 事業内容 担当 事業種別

協議会の総会・役員会・各部会
などの開催

原則として総会は1回、役員会は２ケ月毎、委員会（広報委員会、
活性化委員会、建築委員会、環境整備委員会、資料館企画運営委員
会）は必要に応じて開催する。

事務局 会務

町並み保存資料館管理事業
市よりの受託事業。協議会活動の中核として活用し、年に数回企画
展を開催する。

資料館 継続

一門一灯運動の推進
前年度に引き続き地域内の皆さんにご協力いただいて門口に置いて
いただき、安全安心な町づくりに資する。

活性化 継続

地域文化創造支援事業
西組を舞台にイベントを開催し、町のにぎわいを演出する。（着物
de三味線体験、本稽古そぞろ歩き、ベンガラ格子修理体験会、祭
りと町並み散策ツアーなど）

活性化 継続補助

町家deフェスタ
昨年に引き続き、若狭青年会議所と連携して町家のにぎわいを取り
戻すイベントを開催する。

活性会 継続

町家deペンション 町家の新しい活用の仕方を模索する。 活性化 新規

環境整備事業
西組内の案内看板、防災機器等の設置に関して企画・立案する。ま
た小規模の設備について製作、設置、修繕等を行う。

環境整備 継続

案内看板、サインの整備 地域内のトイレや案内看板を整備する。 環境整備 新規

自主防災組織の維持管理 各区防災組織と連携して、防災対策事業を行う。 環境整備 継続

ホームページ維持管理事業
西組の町並みや協議会の活動、事業などをインターネットを通じて
発信する。

広報 継続

町並み月報発行事業
町並みを活かしたまちづくりの動向や、協議会の活動、まちの話題
などをまとめた月報を毎月発行する。

広報 継続

よろず相談所（空き家対策）
空き家の実態調査、情報発信、入居希望者への仲介、相談などの
他、町家住まい方の提案などを行なう。

建築 継続

街路整備要望の継続、推進
既に要望し、本年度基本設計を行う予定の街路整備について、住民
の代表として積極的に関与する。

建築 継続

町家標準仕様書の作成
修理基準、修景基準、許可基準につき、地域住民の立場から標準仕
様書を作成し、市へ提言する。

建築 新規

西組地域内での修理修景に伴う
相談、助言、および周知活動

建築委員会を中心として域内建築全般に関する助言、相談活動を行
う。

建築 通年

通過車両の抑制啓蒙活動 西組エリア内に侵入する通過車両を抑制するための方策を行う。 建築 継続

ふるさと福井景観づくり懇談会
への参画

福井ふるさと百景の選定と保全活用への積極的な取り組みにむけて
の意見交換会へ参加する。

- 通年

地域づくり全国大会への参画
11月に行われる「地域づくり団体全国研修交流会福井大会」の分
科会の活動に参画する。

実行委 新規

町並み基金の維持管理 町づくり支援金を広く募集し、活用する。 会計 継続

文化庁調査官との懇親会 秋に熊川宿で開催予定。 役員会 継続

視察団体への対応
全国各所、各団体からの視察の申し込みに、市当局を通じて対応
し、役員で案内、説明のお手伝いをする。

役員会 継続

各区での説明会、報告会
重伝建選定五年目にあたり、一門一灯運動など、協議会の活動につ
いて市当局の説明会に参加し各区で報告を行い、協力を仰ぐ。

役員会 継続

平成25年度事業計画書





６月30日（日）、「お初戦国浪漫フェア」が行なわれました。

このイベントは、「若狭一領具足武者の会」などでつくる同

フェア実行委員会が主催で、市内外にお初を広く知ってもらい、

地域の活性化を図ることを目的とし、小浜市の「いいとこ小浜

づくり協働推進事業」に採用されています。

オープニングでは甲冑
かっちゅう

姿の武者らが山門から勇壮に登場し、

訪れた地域住民や観光客は500年～600年前の戦国の風情を満

喫しました。

その後、お初コンテスト、郷土研究会によるパネル展、

フードコーナー、よさこい、古武術演武等など楽しい催しが

ありました。

メインイベントのお初コンテストでは、３歳～60歳代の女性30名が出場しました。参加

者の服装は自由ということでしたので、浴衣姿の子どもさんはじめ、ヨサコイのコスチュー

ム、自分で作った甲冑を身にまとって出場した方等、様々でした。

参加された方々は８名の審査委員に、特技を披露したりして自己ピーアールしていました。

成人の部で優勝された方は、偶然にも今年２月、小浜西組町並み協議会が救急救命の講

習会でお世話になった若狭消防署の救急救命士でした。

今回、優勝された方は今後のイベントにお初として参加されることもあるときいています。

更にお忙しくなるかと思いますが、頑張っていただきたいと思いました。

お初戦国浪漫フェア行なわれるお初戦国浪漫フェア行なわれるお初戦国浪漫フェア行なわれる
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平成25年度　小浜西組町並み協議会委員名簿
No. 区名 氏名 役員役職 No. 区名 氏名 役員役職
1 鹿島 山田規久子

37 飛鳥 中井　　章2 鹿島 村松　利樹 理事
38 飛鳥 奥　　明人3 鹿島 尾上　彰一
39 飛鳥 三宅千代子4 鹿島 古川　順也
40 貴船 石野　幸子 副会長、資料館、広報委員長5 鹿島 吉岡　純也
41 貴船 吹田　義雄 理事6 鹿島 武部　敏哉
42 貴船 池田　勝之7 鹿島 高鳥　忠彦
43 貴船 武永　幸裕8 浅間 澤口　輝禅 会長
44 貴船 村上　幸一9 浅間 居関　武男
45 貴船 山中　宗治10 浅間 森田　実嗣
46 貴船 筒井　貴之11 浅間 佐野　達也 理事、地域活性化委員長
47 貴船 大島　洋一 建築委員長12 浅間 宮坂　明宏
48 貴船 田井　義幸13 浅間 小森　　治
49 男山 桂田　定樹 理事、事務局長14 大原 吹田　栄子
50 男山 新谷　和男15 大原 野瀬　俊夫 理事
51 男山 伊藤きみ江16 大原 熊谷　秀夫
52 男山 畠中　　實17 大原 河村　徳行
53 男山 松浦　　崇18 大原 岩崎　妙子
54 男山 針田　親生19 大原 谷原　清美
55 男山 一瀬晃一郎20 大原 中道　　亨
56 男山 鈴木　邦夫21 大原 竹原　義和
57 白鳥 中島　福則 副会長、環境整備委員長22 大原 近藤　一孝
58 白鳥 梅田　敏郎 監査23 香取 山田　　満
59 白鳥 新宮　正幸24 香取 大田　康博 会計
60 白鳥 針田　耕一25 香取 藤井　壽一
61 白鳥 平井　孝司26 香取 内藤　弘子
62 白鳥 山田　浩一27 香取 松坂　光洋
63 白鳥 冨田チイミ28 香取 河野　泰夫
64 白鳥 今川由利子29 香取 橋本　次博 理事
65 白鳥 古田　　守30 飛鳥 岩井　　俊
66 白鳥 下林　太志 理事31 飛鳥 村上　光紀 監査
67 貴船 大島　久男 顧問32 飛鳥 岩崎　啓治
68 酒井 風呂　繁昭 顧問33 飛鳥 嶋田　　朗
69 生玉 佐久間　博 顧問34 飛鳥 三宅　寿幸 理事
70 住吉 藤田　靖人 顧問35 飛鳥 谷口　勝章

36 飛鳥 杉山　繁男

（H25.7現在）

小浜西組町並み協議会からの お知らせ
小浜西組重要伝統的建造物群保存地区の航空写真を
町並み保存資料館ホールに展示しました。

小浜の商店のうちわ展（大正～昭和）開催中
７月12日（金）～８月10日（土）
午前９時～午後５時（火曜日休館）

小浜西組魅力アップ事業のＤＶＤ製作「小浜西組重伝建地区の紹介」が完成
町並み保存資料館で見ることができます。

興味のある方は町並み保存資料館まで足を運んでください。

もう一つの小浜西組魅力アップ事業の写真パネルの撮影も

近所の皆様の協力のおかげで無事おえることができました。


