
平成25年度〜27年度現在までの、まちづくり協議会の活動をピックアップ掲載しています。
これらほかにも、他団体活動への参加・協⼒活動なども含め、様々な活動を⾏っています。

⻘森市
まちづくり協議会の

活動一覧

⻘森市まちづくり協議会懇談会
平成27年8月20日開催

（⻘森市市⺠政策部市⺠協働推進課）



荒川地域を考える会
設⽴年⽉⽇ 平成22年10⽉28⽇
代表者 櫻⽥ ⽂信（野⽊町会⻑・南部第4区連合町会⻑）
活動区域 南部第４区連合町会（11町会）の区域
区域内人口 約4,900人（※H27.5時点の概数）

平成27年度
5⽉16⽇ 荒川クリーンロード作戦
8⽉1⽇ 地産地消・食育活動 夏の陣
8⽉8⽇ 花火遊び

平成26年度
5⽉〜 野菜の栽培・収穫体験

5⽉10⽇ 荒川クリーンロード作戦
5⽉17⽇ リンゴができるまでを体験（花摘み）
6⽉28⽇ リンゴができるまでを体験（実すぐり）
8⽉9⽇ 花火あそび

9⽉20⽇ リンゴができるまでを体験（収穫）
10⽉11⽇ 荒川クリーンロード作戦

平成25年度
5⽉11⽇ 荒川クリーンロード作戦
7⽉6⽇ 水生動物観察会

9⽉28⽇ 果物収穫体験事業
10⽉5⽇ 荒川クリーンロード作戦
2⽉14⽇ ⼀人暮らし⾼齢者等の⾃宅の除雪作業

参加団体等 町会、地区社会福祉協議会、⺠生委員・児童委員、荒川⼩PTA、荒川中
PTA、荒川市⺠センター
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油川コミュニティを考える会
設⽴年⽉⽇ 平成22年11⽉17⽇
代表者 葛⻄ 清悦（かかしロード280実⾏委員）
活動区域 北部第１区連合町会（18町会）の区域
区域内人口 約10,800人（※H27.5時点の概数）

平成27年度
5⽉23⽇ 地域のお宝発表展⽰会（北⾼校生カフェと連携）
6⽉23⽇ 第7回 あずましい町づくり懇談会
7⽉27⽇ 第8回 あずましい町づくり懇談会

平成26年度
6⽉30⽇ 第5回 あずましい町づくり懇談会
7⽉4⽇ 県防災教育センター⾒学

9⽉13⽇ 油川探訪ツアー
9⽉21⽇ ⻘森四国⼋⼗⼋ヶ所霊場探訪ツアー
10⽉2⽇ スポーツレクリエーションの実施

11⽉29⽇ 油川みんなの防災訓練の実施
12⽉ 27年版元気町あぶらかわカレンダーの制作

3⽉15⽇ 油川あずまし通信の発⾏
3⽉19⽇ 第6回 あずましい町づくり懇談会

3⽉28〜29⽇ 油川の歴史とわがまちのお宝発表展⽰会

平成25年度
6⽉14⽇ 第3回 あずましい町づくり懇談会
7⽉21⽇ ⻘森四国⼋⼗⼋ヶ所霊場探訪ツアー
8⽉31⽇ 油川みんなの防災訓練
10⽉3⽇ 認知症サポーター養成講座　
11⽉9⽇ チャレンジ異⽂化理解講座

12⽉ 商店会と共同による地域⾏事カレンダー作成
2⽉25⽇ 第4回 あずましい町づくり懇談会
3⽉8⽇ ⾼齢者向けスポーツレクリエーション講習会

3⽉15⽇ 認知症サポーターフォローアップ研修

町会、⺠生委員・児童委員、油川⼩ＰＴＡ、野⽊和保育園、元気町あぶらか
わ商店会、サークル虹の会、かかしロード280実⾏委員会参加団体等
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あんずましい三内地域を目指す会
設⽴年⽉⽇ 平成24年6⽉2⽇
代表者 ⽊⽴ 精⼀（三内第⼀町会⻑）
活動区域 ⻄部第４区連合町会＋⻄近野町会（21町会）の区域
区域内人口 約20,100人（※H27.5時点の概数）※⻄部第4区地区の概算人口

平成27年度
7⽉8⽇ ヨガ教室

7⽉11⽇ ノルディックウォーク
7⽉18〜19⽇ ⻄地区近隣校防災キャンプ

7⽉29⽇ ヨガ教室

平成26年度
9⽉27⽇ 三内オータムクリーン大作戦

10⽉31⽇ 安心安全マップ作成
7⽉23⽇ ⼀人暮らし⾼齢者に反射テープ配布
12⽉9⽇ 会の紹介リーフレット作成

12⽉ 広報紙「あんずましいさんない」作成 vol4
1⽉ 広報紙「あんずましいさんない」作成 vol5
3⽉ 広報紙「あんずましいさんない」作成 vol6

平成25年度
8⽉25⽇ 三内サマークリーン大作戦

11⽉ 広報紙「あんずましいさんない」作成
1⽉ 広報紙「あんずましいさんない」作成

2⽉5⽇ 災害時避難所の看板制作設置事業
3⽉ ⼀人暮らし⾼齢者に反射テープ配布
3⽉ 広報紙「あんずましいさんない」作成 vol3

参加団体等

町会、地区社会福祉協議会、⺠生委員・児童委員、三内⼩ＰＴＡ、三内⻄
⼩ＰＴＡ、三内中ＰＴＡ、三内⼩⼦供会、三内丸⼭⼦ども会育成会、三内⻄
⼩おやじの会、三内丸⼭応援隊、三内を美しく元気にする会、三内学区健全育
成協議会、雪国懇談会、三中会

-3-



原別地域まちづくりを進める会
設⽴年⽉⽇ 平成24年5⽉17⽇
代表者 ⼩笠原 正勝（泉野町会⻑・原別地区社会福祉協議会⻑）
活動区域 東部第2区連合町会（11町会）の区域
区域内人口 約8,400人（※H27.5時点の概数）

平成27年度
4⽉5⽇ 「原別稲荷神社みずばしょう」ＰＲ活動　
5⽉9⽇ 原別地域清掃活動「クリーン作戦」

平成26年度
4⽉5⽇ 「原別稲荷神社みずばしょう」ＰＲ活動　

5⽉10⽇ 原別地域清掃活動「クリーン作戦」
6⽉28⽇ 原別地域を学ぶ勉強会の開催
8⽉17⽇ 避難所運営訓練の実施

10⽉12⽇ 第３回原別地域大収穫祭の開催
2⽉21⽇ 認知症サポーター養成講座
3⽉30⽇ 原別まちづくり通信発⾏ 第5号

平成25年度
7⽉ 原別まちづくり通信発⾏　

8⽉19⽇ 防災教室の開催　
9⽉28⽇ 原別クリーン作戦

10⽉14⽇ 原別地域大収穫祭
2⽉ 原別まちづくり通信発⾏ 第4号

参加団体等
町会、地区社会福祉協議会、原別⼩ＰＴＡ、東中後援会、地区⺠生委員児
童委員協議会、地区連合農事振興会、納税貯蓄組合13⽀会、⻘森消防団
原別分団、原別郵便局、交通安全協⼒会、東部市⺠センター管理運営協議会
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幸畑団地地区まちづくり協議会
設⽴年⽉⽇ 平成26年7⽉14⽇
代表者 （会⻑代⾏）副会⻑　大川 久志（幸畑ひばりヶ丘町会⻑）
活動区域 南部第5区連合町会（9町会）の区域
区域内人口 約4,700人（※H27.5時点の概数）

平成27年度
5⽉17⽇ わくわくGOMI拾い大会

5⽉29〜30⽇ オレオレ詐欺事件ファイルの舞台上演
7⽉26⽇ 交流ハウス「安住増し家（あずましや）」開所式

平成26年度
8⽉30⽇ 幸畑団地地区合同ねぶた運⾏

9⽉ イメージキャラクター「ハッピー・ビーン」ぬいぐるみ作り
10⽉2⽇ 空き家活用シンポジウム

10⽉11〜12⽇ 幸畑ヒルズ⽂化祭
10⽉11〜12⽇ 認知症サポーター養成講座

10⽉12⽇ 資源ごみ回収セミナー
10⽉23⽇ 雪の利活用会議（ワークショップ）
12⽉20⽇ 元気あっぷる体操で健康ライフ！

12⽉22〜24⽇ 幸畑ヒルズにサンタがやってくる！
1⽉1⽇ 留学生に⽇本髪・和装体験

1⽉15⽇ ⻘森大学防災授業に参加
2⽉22⽇ 幸畑ヒルズ・スノーフェスティバル
12〜3⽉ 幸畑ヒルズ・除雪隊

参加団体等
町会、地区社会福祉協議会、⺠生委員児童委員、⽼人クラブ、交通安全協会
幸畑⽀部、地区防犯協会幸畑⽀部、⻘森大学、⻘森幸畑郵便局、⻘森銀⾏
幸畑出張所、若⼿住⺠グループ
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横内地区まちづくり協議会
設⽴年⽉⽇ 平成27年1⽉21⽇
代表者 舘⼭ 義光（雲⾕町会⻑・南部第2区連合町会⻑）
活動区域 南部第2区連合町会（10町会）の区域
区域内人口 約5,100人（※H27.5時点の概数）

平成27年度
4⽉26⽇ まち歩き探検団・ワークショップ
5⽉17⽇ ワークショップ（地域の課題を考えよう！）
6⽉21⽇ ワークショップ（具体的な取組を考えよう！）
7⽉26⽇ 『報告会《地域計画（たたき台）』

平成26年度
3⽉8⽇ キックオフミーティング

（まちづくりに向けた打合せ・交流会）

参加団体等

町会、地区連合町会、地区社会福祉協議会、地区防犯協会横内⽀部、交通
安全協会横内⽀部、横内市⺠センター管理運営協議会、消防団横内分団、医
療法人芙蓉会、(株)⿅内組、横内郵便局、⻘森中央学院大学、⻘森中央短
期大学
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