
小浜市市制施行 70周年記念市民提案事業の決定について 

 

小浜市市制施行 70 周年記念市民提案事業について、下記のとおり採用決定しまし

たのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 採用事業の概要（申請順） 

 

◆「おばまの人財と地域」育成枠 

〇鯖街道案内ガイド養成事業 

 提案者：鯖街道ウォーキング実行委員会／代表 田村 均 

 概 要：素晴らしい文化歴史遺産「鯖街道」を歩く鯖街道ウォーキング。安全に楽

しむためのガイドの高齢化が進んでいる。若手ガイドを育成することで、

地域の大切な資源である「鯖街道」を後世へ引き継いでいく。 

 助成額： 45.6万円               

 

〇「はばたけ未来へ」20周年記念ブリリアントコンサート 

 提案者：「はばたけ未来へ」実行委員会／代表 重田 美幸 

 概 要：小浜出身の演奏家と地元の若手との合同コンサートを開催し、子どもたち

へ夢を与える。また、市民が中心となって地元の神話をテーマにしたミュ

ージカルを作り、舞台を作り上げる喜び、達成感を経験し、人材育成へと

繋げる。 

 助成額： 60万円  

 

〇ハンセン病回復者との交流３０周年記念事業 

人権桜の記念標設置・アーカイブ事業 

 提案者：ハンセン病回復者との交流 30周年記念事業実行委員会／代表 岡尾正雄 

 概 要：国立療養所邑久光明園と長島愛生園との交流事業 30 周年を迎えるにあた

り、交流のシンボルとして植樹された桜の記念標を制作し、設置する。こ

れを契機に、地域の子どもたちに、ハンセン病の歴史を学び、人権への関

心をより一層喚起し、未来を担う子どもたちの人・心・地域づくりに繋げ

る。 

 助成額： 50万円  

 



〇夜でも「映える」商店街 

 提案者：小浜駅通り商店街振興組合／代表 岸野 光恭 

 概 要：地元高校生が駅前通りのシャッターにスプレーで絵を描くシャッターアー

トを考案した。シャッターアートの実現により、旅行者の玄関口であるＪ

Ｒ小浜駅通りが楽しく元気な街として印象付けられるとともに、高校生の

夢を実現し、自ら実践する地域づくりを体験することで郷土愛を育み、商

店街の店主との協働による地域の活性化へ繋げる。 

助成額： 95万円  

 

〇若狭小浜 放生祭 御旅所披露、宵山巡行 

 提案者：放生祭 祭礼委員会／代表 風呂 繁昭 

 概 要：放生祭は、隔年で半分の区が交互に出し物を披露しているが、Ｒ２年が中

止となったことから、Ｒ３年は、若い世代が中心となって事業を進め、全

区の出し物の集結・共演を実現することで、市内外の人に小浜町衆の心意

気を再確認いただくとともに、お囃子などの伝統を未来へ伝承し、次代を

担う人材の育成と地域の伝統文化への誇りをより深めていく。 

 助成額： 80万円  

 

〇OBAMA LIVING PARK CARAVAN PROJECT 

 提案者：OPEN OBAMA／代表 堀越 一孝 

 概 要：小浜市内に点在する空き空間を、市内で活躍する新たなプレイヤーのチャ

レンジと出会い、地域づくりの実験の場として活用する。Ｒ３年度は、旧

古河屋別邸「護松園」前の広場で開催。地域で活躍する人材の発掘と出会

いから地域活動の活性化へ繋げる。 

 助成額： 73.1万円  

 

〇地酒「岳颪」吟醸生酒の開発と地下水の有効利用 

 提案者：今富酒造り体験事業の会／代表 森下 幸治郎 

 概 要：今富地区内で作付けした酒米を使用し、新たに地酒「岳颪」の醸造生酒を

開発する。70 周年記念ラベルも作成し、完成したものは他地区等へ配布

する。公民館敷地に水汲み場を整備し、雲城水のように、地元の資源を地

区民で共有するとともに、災害時における水を確保する。 

 助成額： 30万円  

 

 



◆「郷土愛」醸成枠 

〇70 周年記念メッセージ看板の設置 

 提案者：口名田みちもりの会／代表 大澤 公生 

 概 要：福井国体の前年から総合運動場前の花壇管理のボランティアを始めており、

70 周年を機に看板を設置し、国道を通る市民や地区民へ笑顔で頑張って

いただくメッセージを届けることで、一人ひとりがこれまで以上に活発で

賑やかな地域を創っていく。 

 助成額： 6万円  

 

〇エンゼルライン活用 ヒルクライム＆スカイツリーの高さから眺める若狭湾 

 提案者：ヒルクライム♡エンゼル実行委員会／代表 永田 一博 

 概 要：エンゼルラインの標高 619ｍに 15ｍ加えると、スカイツリーと同じ高さに

なる。ヒルクライムエンゼル（ロードバイク競技）の開催に併せ、スカイ

ツリーの高さから若狭湾を一望できる 15ｍ展望台（高所作業車）を設置

し、地元住民や観光客を呼び込むことで、エンゼルラインの良さを広くＰ

Ｒし、小浜市が誇る観光資源を活用するきっかけづくりにつなげる。 

 助成額： 16万円  

 

〇みんなの生涯学習～きょうここ～ 

 提案者：ぴーすふるわかさ／代表 渡辺 一弘 

 概 要：障がいの有無にかかわらず、学ぶ機会、多様な人が交流できる場をつくる

ことで、相互理解につなげ、一人ひとりの能力を活かした共生社会の実現

を目指す。学びの場では、「災害」、「金融リテラシー」、「先進地視察」な

ど。 

 助成額： 14万円  

 

〇三丁町バザール 

 提案者：三丁町寄り合い／代表 塩野 栄作 

 概 要：三丁町にてバザール（飲食、フリーマーケット、ワークショップ）を開催。

重伝建地域での賑わいづくりと、観光客の呼び込みに繋げる。 

 助成額： 12万円  

 

 

 

 



〇庚申堂・身代わり申 景観ブラッシュアップ事業 

 提案者：庚申堂世話人会／代表 西川 典宏 

 概 要：地区内にある庚申堂の伝承で、魔よけのお守りとされる「身代わり申」を

香取区、飛鳥区および庚申堂に飾り付ける。地域住民自ら実施することで、

郷土愛の醸成をはかる。 

 助成額： 7万円  

 

〇環境にやさしく安全なエアガンで、カワウから天然アユを守る！ 

 提案者：ＷＡＡ（若狭小浜エアソフトガン協会）／代表 大城戸 将司 

 概 要：南川は、天然アユやサクラマスが生息しているが、川鵜やサギによる捕食

被害も多い。エアガンとドローンを使用した追い払いを実施し、南川の豊

かな資源を守るとともに、普段接することの無いエアガンを体験する機会

を設ける。 

 助成額： 10万円  

 

〇E-space プロジェクト 

 提案者：E-space チーム／代表 森口 航大 

 概 要：市内飲食店の店内に学習スペースとして開放してもらう仕組みをつくる。

新型コロナの影響による学習スペースの減少が問題であるが、地域の店舗

が学生を支える環境を作ることで、つながりの強いおばまをつくる。 

 助成額： 14万円  

 

〇古民家で伝承料理をお膳で味わう。 

 提案者：だるま会女性部／代表 芝 美代子 

 概 要：古民家で、膳にて郷土料理の振る舞いの実施。 

また、行事などとのコラボしたＰＲを通じ、伝統料理を次世代に継承して

いく。 

 助成額： 13万円  

 

〇青井川景観整備事業 

 提案者：青井の未来を考える会／代表 國久 弘敏 

 概 要：小浜公園の散策道を整備（剪定、川掃除）し、地域住民の憩いの場として

の魅力アップ、子どもたちの自然学習へ活用する。 

 助成額： 7万円  

 



〇「もっと知ろう 小浜の歴史と文化」 

 提案者：観光ボランティアガイド若狭の語り部／代表 坂田 稔 

 概 要：広く一般市民に「小浜のことを学ぶ場」を提供し、郷土に対する愛着心と

観光ボランティアとして活動する人材を発掘する。 

 助成額： 18万円  

 

〇みんなで作ろう七夕まつり 

 提案者：小浜商工会議所青年部七夕まつり実行委員会／代表 杉谷 将典 

 概 要：まちの駅旭座屋外広場に市民から集めた願い事短冊を飾る（七夕）期間中

は、ライトアップや特設アトラクションを開催し、市民や観光客が集まる

場をつくる。 

 助成額： 20万円  

 

〇音楽の力で地域活性化 企業 in若狭のオリジナルソングを作ろう 

 提案者：おたまじゃくし Express／代表 木村 武史 

 概 要：市内の企業が参加し、オリジナルソングを作成する。店舗、ＳＮＳ等を通

じて幅広い地域と年齢層に向けてＰＲし、おばまの思いと良さを届ける。 

 助成額： 10.8万円  

 

〇町家 de フェスタ ２０２１ 

 提案者：小浜西組町並み協議会／代表 中島 福則 

 概 要：町家 de フェスタを開催し、伝統建築や街並みの活かし方などを住んでい

るみんなで考え実行することで、郷土愛を醸成する。フェスタでは、空き

家の活用することで、今後の移住や出展につなげ、地域の活性化へ繋げて

いく。 

 助成額： 12万円  

 

２ 事業の趣旨 

新幹線敦賀開業、全線開業を見据え、新しい小浜のまちに向けた魅力ある地域を

創造する人づくり、まちづくりのスタートとして、「小浜市市制施行７０周年記念

事業」を実施する。 

本事業では、将来を担う人財（＝小浜人）づくり、そして活躍できる地域づくり

につながる事業を展開し、本市のさらなる地域力の向上につなげる。 

 

 



３ 提案の対象事業 

「おばまの人材（財）と地域」育成枠 

・将来を担う人材の育成および地域づくりのステップアップにつながる取組み 

「郷土愛」醸成枠 

・～シビックプライド（郷土愛）醸成につながる取組み 

 

４ 提案者の要件 

「おばまの人材（財）と地域」育成枠 

・小浜市内に活動拠点がある団体であること 

・構成する会員が５人以上の団体であること 

・運営に関する会則等があり、適切な会計処理が行われている団体であること 

「郷土愛」醸成枠 

・小浜市内に活動拠点がある団体であること 

・適切な会計処理が行われている団体であること 

 

５ 市の助成額 

   「小浜の人財と地域」育成枠 対象経費の１０分の１０（上限１００万円） 

   「郷土愛」醸成枠      対象経費の１０分の１０（上限 ２０万円） 

    

６ 募集期間 

   令和３年１月１３日（水）～２月１７日（水） 

 

７ 応募件数 

  ２２件（「小浜の人財と地域」育成枠 ９件、「郷土愛」醸成枠 １３件） 

 

８ 審査会 

① 日 時 令和３年３月１８日（木）１７時３０分～２０時３０分 

② 審査委員 事業検討プロジェクトチーム １７人 

（小浜市社会福祉協議会、商工会議所青年部、若狭高校、若狭東高校、市職員） 

 

 

 

 

 

 



小浜市市制施行 70周年記念市民提案事業 採用 22事業の概要 

「おばまの人材（財）と地域」育成枠 

事業名 申請額 決定額 

鯖街道案内ガイド養成事業 １００万円 ４５.６万円 

「はばたけ未来へ」20 周年記念ブリリアントコンサート １００万円 ６０万円 

ハンセン病回復者との交流３０周年記念事業 
人権桜の記念標設置・アーカイブ事業 

６０万円 ５０万円 

夜でも「映える」商店街 １００万円 ９５万円 

若狭小浜 放生祭 御旅所披露、宵山巡行 １００万円 ８０万円 

OBAMA LIVING PARK CARAVAN PROJECT １００万円 ７３.１万円 

地酒「岳颪」吟醸生酒の開発と地下水の有効利用 １００万円 ３０万円 

計 ６５０万円 433.7 万円 

 

「郷土愛」醸成枠 

事業名 申請額 決定額 

70 周年記念メッセージ看板の設置 １２万円 ６万円 

エンゼルライン活用 ヒルクライム＆スカイツリーの高さか
ら眺める若狭湾 

２０万円 １６万円 

みんなの生涯学習～きょうここ～ ２０万円 １４万円 

三丁町バザール ２０万円 １２万円 

庚申堂・身代わり申 景観ブラッシュアップ事業 １４万円 ７万円 

環境にやさしく安全なエアガンで、カワウから天然アユを守る！ ２０万円 １０万円 

E-space プロジェクト ２０万円 １４万円 

古民家で伝承料理をお膳で味わう。 ２０万円 １３万円 

青井川景観整備事業 ２０万円 ７万円 

「もっと知ろう 小浜の歴史と文化」 ２０万円 １８万円 

みんなで作ろう七夕まつり ２０万円 ２０万円 

音楽の力で地域活性化 企業 in 若狭のオリジナルソングを作ろう ２０万円 １０.８万円 

⑬町家 de フェスタ ２０２１ ２０万円 １２万円 

計 ２４６万円 159.8 万円 

※小浜市市制施行 70周年記念市民提案事業 予算額 600 万円 


