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第２回役員会

松尾永子絵手紙展

期　間：平成 29年５月 27日 ( 土 )～６月 16日 ( 金 )　
場　所：小浜町並み保存資料館
来館者：約１００名

平成２９年度重伝建補助事業
鹿島　野村友之氏…主屋修理　　鹿島　藪中　博氏…主屋修理
貴船　貴 船 会 館…主屋修理　　浅間　堂下謇一氏…主屋修理
香取　河合義彦氏…主屋修理
修理工事を考えておられる方は文化課野瀬課長補佐までご相談下さい。

日　時：平成 29年５月 15日（月）　19：30～21：00
場　所：小浜町並み保存資料館　　出席者：協議会１０名　文化課２名

総会前の役員会を行いました

好評のうちに終えるこ
とができました。ご覧
下さいました皆様あり
がとうございました。

現在、町並み保存資料館に三宅清さんが趣味で集められた
古木が展示してあります。ぜひご覧になってください。
８月中展示。（火曜日休館　午前９時～午後５時）

発行日／平成29年７月25日

◆ ◆ ◆ 三丁町街路整備の進捗状況 ◆ ◆ ◆
現在、三丁町の市道柳町線（三丁町中央までの区間）の電線地中化工事にかかる電力・通

信共同溝の敷設工事と側溝工事が概ね完了し、消雪用設備工事を７月中旬より着手予定です。

同じく柳町線（三丁町中央から終点の区間）の電力・通信共同溝の敷設工事および側溝工

事は８月に地元説明を実施し放生祭以降の着手となります。

その他、共用照明柱その１（常然寺付近）と終点の付近（丁字路）の電力・通信共同溝の

敷設工事および側溝工事が追加される見込みです。

引き続き、小浜西組重伝建地区にお住まいの方には大変ご不便をおかけしますが、ご理解、

ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
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平成２９年６月３日(土)若狭消防組合主催の大規模火災訓練が小浜西組地区で行なわれ、

消防隊員、地区住民等約１００人が参加しました。

香取区の民家から出火を想定、初期消火訓練では、住民が訓練用の消火器で消火、さらに

バケツリレーで消火にあたり、延焼の可能性があるとして、住民は公園に避難し、消防隊員

が消火にあたりました。

消防車、梯子車等２０台が出動、煙を吸って気分が悪くなった人も仮定して救護所が設け

られるなど本番さながらの火災訓練でした。

小浜西組地区で火災訓練

平成29年度 小浜西組町並み協議会総会
日　時：平成２９年６月９日(金)

場　所：福祉センター

出席者：３４名　委任状１２通　合計４６名（定足数３８名を超えているため総会成立)

次　第：

１、開会の挨拶　澤口会長

２、来賓祝辞　松崎小浜市長

３、出席者の確認　

４、議長選出　香取区　橋本氏を選出

５、議題

１）第一号議案　平成２８年度事業報告書（案）承認の件

２）第二号議案　平成２８年度収支決算書（案）承認の件および監査報告

一括審議の上、採決の結果、賛成多数で可決承認

澤口会長
あいさつ

松崎小浜市長
祝辞

住民の皆さんが力を合わせ、バケツリレーでの消火活動 各区長が現状を報告



収入の部 （単位：円）

科目 前年度予算額 前年度決算額 本年度予算額 摘要

前期繰越金 前年度より

資料館業務委託料 小浜市より

活動事業補助金 小浜市より

雑収入 利息

計

支出の部

科目 前年度予算額 前年度決算額 本年度予算額 摘要

資料館運営費（管理人謝礼） 月額40,000円

活動事業費（事務局費） お茶代・事務費他

〃 （広報委員会費） 月報郵送代・原稿作成費

〃 （環境整備委員会費）

〃 （地域活性化委員会）

〃 （建築委員会費）

〃 （よろず相談所委員会費） 通信費など

〃 （防災特別委員会費） 防災研修費など

〃 （予備費）

次年度繰越金

計

3,567

480,000

170,000

0

653,567

480,000

15,000

58,000

32,000

35,000

27,000

3,000

0
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0

653,567

3,515
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170,000

0

653,515

480,000

15,000

61,000

10,000

10,000

20,000

3,000

51,000

3,515

0

653,515

3,567

480,000

170,000

14

653,581

480,000

1,867

60,705

9,504

8,704

86,286

3,000

0

0

3,515

653,581

平成２９年度小浜西組町並み協議会一般会計予算

旨いもん旨いもんすごろく in小浜旨いもんすごろく in小浜 ～歴史と食文化の
まち歩きゲーム～

平成２９年５月２１日（日）小浜商工会議所主催による小浜西組地区などを巡るスタンプラ

リーが行なわれました。

まちの駅をスタートして周辺の商店街や小浜西組地区に設けられた６か所のチェックポイント

を回りながら町歩きを楽しんでもらおうというものです。チェックポイントではサイコロを振っ

て出た目により、ゴール会場のグルメ屋台村で使える割引き券がいただけました。鹿島区にある

町並み保存資料館はクイズポイント箇所になっていてこの日は約２５０名が入館されました。

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・各委員
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、活性
化、建築、環境整備、資料館企画運営）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

町家de落語 環境整備工事が進行中で開催できない「町家deフェスタ」に代わ
り、大型連休に逢嶋楼で落語イベントを行う。 活性化 活性化

環境整備事業 ワーキング等に参画し、事業の円滑な推進を図るとともに、住民の
更なる要望を聞いて関与する。 環境整備 継続

案内看板、サインの整備 地域内の案内看板を整備する。 環境整備 継続

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。 防災 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

町並み通信発行事業 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
などをまとめた広報を年四回発行する。 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。 事務局 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 継続

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ゾーン30を含めた
方策の検討を行い、住民の合意形成に向け働きかける。 防災 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。 活性化 通年

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９年目にあたり、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、地域内住民の協力を仰ぐ。 役員会 継続

平成29年度事業計画書３）第三号議案 平成２９年度事業計画書（案）承認の件

４）第四号議案 平成２９年度収支予算書（案）承認の件

一括審議の上、採決の結果、賛成多数で可決承認

５）第五号議案 その他

６、その他

会員から、最近、新築された建物について木造の外観

でもなく、瓦葺きの屋根でもない。これでは、伝統的な

町並みと合わない建物である。協議会も事前に本人と話

し合いをして協力をお願いすべきだったのではないか。

市の担当課も現状変更行為許可を出すに当たっては、

もっと厳しく調査すべきではなかったか。このような事

例が今後もおきないように、しっかりした対応をお願い

したい。という意見がありました。

７、顧問挨拶：３名の顧問から挨拶あり

８、閉会の辞：中島副会長

終了後、市の都市計画課、上下水道課から三丁町の街路

整備について説明がありました。

総会出席の皆さん

中島副会長あいさつ
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平成２９年度重伝建補助事業
鹿島　野村友之氏…主屋修理　　鹿島　藪中　博氏…主屋修理
貴船　貴 船 会 館…主屋修理　　浅間　堂下謇一氏…主屋修理
香取　河合義彦氏…主屋修理
修理工事を考えておられる方は文化課野瀬課長補佐までご相談下さい。

日　時：平成 29年５月 15日（月）　19：30～21：00
場　所：小浜町並み保存資料館　　出席者：協議会１０名　文化課２名

総会前の役員会を行いました

好評のうちに終えるこ
とができました。ご覧
下さいました皆様あり
がとうございました。

現在、町並み保存資料館に三宅清さんが趣味で集められた
古木が展示してあります。ぜひご覧になってください。
８月中展示。（火曜日休館　午前９時～午後５時）

発行日／平成29年７月25日

◆ ◆ ◆ 三丁町街路整備の進捗状況 ◆ ◆ ◆
現在、三丁町の市道柳町線（三丁町中央までの区間）の電線地中化工事にかかる電力・通

信共同溝の敷設工事と側溝工事が概ね完了し、消雪用設備工事を７月中旬より着手予定です。

同じく柳町線（三丁町中央から終点の区間）の電力・通信共同溝の敷設工事および側溝工

事は８月に地元説明を実施し放生祭以降の着手となります。

その他、共用照明柱その１（常然寺付近）と終点の付近（丁字路）の電力・通信共同溝の

敷設工事および側溝工事が追加される見込みです。

引き続き、小浜西組重伝建地区にお住まいの方には大変ご不便をおかけしますが、ご理解、

ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
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みけつくに さば

発行責任者：澤口 輝禅（浅間１ TEL.53-2327）

平成２９年６月３日(土)若狭消防組合主催の大規模火災訓練が小浜西組地区で行なわれ、

消防隊員、地区住民等約１００人が参加しました。

香取区の民家から出火を想定、初期消火訓練では、住民が訓練用の消火器で消火、さらに

バケツリレーで消火にあたり、延焼の可能性があるとして、住民は公園に避難し、消防隊員

が消火にあたりました。

消防車、梯子車等２０台が出動、煙を吸って気分が悪くなった人も仮定して救護所が設け

られるなど本番さながらの火災訓練でした。

小浜西組地区で火災訓練

平成29年度 小浜西組町並み協議会総会
日　時：平成２９年６月９日(金)

場　所：福祉センター

出席者：３４名　委任状１２通　合計４６名（定足数３８名を超えているため総会成立)

次　第：

１、開会の挨拶　澤口会長

２、来賓祝辞　松崎小浜市長

３、出席者の確認　

４、議長選出　香取区　橋本氏を選出

５、議題

１）第一号議案　平成２８年度事業報告書（案）承認の件

２）第二号議案　平成２８年度収支決算書（案）承認の件および監査報告

一括審議の上、採決の結果、賛成多数で可決承認

澤口会長
あいさつ

松崎小浜市長
祝辞

住民の皆さんが力を合わせ、バケツリレーでの消火活動 各区長が現状を報告
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