
＜身近な交流部門＞

事　業　名

団　体　名
実施学区 開催日・場所（予定） 概　　　要

御津活性化事業実行委員会

たけべの森はっぽね桜まつり実行委員会

牧石ふれあいまつり実行委員会

高田地区コミュニティ協議会

平津学区安全・安心ネットワーク

大元学区地域活性化推進委員会

吉備・陵南おかやま木堂
ふるさとまつり実行委員会

みのサマーフェタ実行委員会

津島学区コミュニティ協議会

福谷コミュニティ協議会

まやしも夏まつり実行委員会

平成２６年度 北区区づくり推進事業

御津地区ふれあい事業
①桜まつり ②納涼まつり ③お月見会

御津

①平成26年4月6日（日）
　御津金川観波橋河川公園
②平成26年8月14日（木）
　御津スポーツパーク
③平成26年9月7日（日）
　御津紙工河原邸

自然や歴史にあふれる地域性をいかし、地域住民の交
流と地域の活性化をねらいに、春・夏・秋３つのイベ
ントを実施。
[３イベント]　○桜まつり　○納涼まつり（花火打ち
上げほか）　○お月見会（河原邸で琴演奏、お茶会ほ
か）

たけべの森はっぽね桜まつり

建部
　平成26年4月13日(日)

　たけべの森公園

四季折々の自然が楽しめる「たけべの森公園」で行う
桜まつり。会場は約100種、15,000本の桜が咲き誇る。
地域の魅力発信と、活性化をねらいに平成4年から実
施。
○地域特産品ＰＲ、販売　○郷土芸能　ほか

野菜の里　牧石ふれあいまつり

牧石
　平成26年4月20日（日）

　牧石小学校

全国有数の出荷量を誇る黄ニラをはじめ、青ネギ、大
根など野菜の産地としての地域特性を生かした地域の
交流イベント。
○黄ニラ、青ネギ、季節野菜などのＰＲ、食コーナー
○マラソン大会　○講座受講生の作品展示　ほか

高田ホタルまつり・高田地区ふれあい夏
まつり

旧高田

　平成26年6月上旬
　平成26年8月3日（日）

　蛍明小学校

地域の活性化と住民の親睦をねらいに２つの祭りを実
施。ホタルの里として知られる地域の美しい自然を内
外にＰＲする。
［２イベント］　○ホタルまつり（日近川のホタル鑑
賞ほか）　○ふれあい夏まつり（栄西踊り、花火打ち
上げほか）

ひらつおばけ屋敷

平津
　平成26年7月20日（日）

　平津小学校体育館

おばけ屋敷をメーンにした地域の交流イベント。企
画・立案は、小中学生が担い、大人はそれを応援する
形をとる。世代間の交流の促進や、地域の教育力向上
につなげる。
○おばけ屋敷は上級・初級の２コース設営　○各種飲
食コーナー　ほか

子どもたちの夢をはぐくむふるさとづく
り「サマーフェスタおおもと」

大元
　平成26年7月26日（土）・27日（日）

　大元中央公園

健全な学区の発展と地域の活性化をねらいに、住民参
加型の手づくりイベントを開催。交流とふれあいの場
を提供。
○メーンステージ（保・幼・小・中学生ほか）　○ふ
るさと夢づくりコーナー（子ども中心の企画多数）
○大ラジオ体操、クリーン作戦（翌日早朝実施）　ほ
か

吉備・陵南おかやま木堂ふるさとまつり

吉備

　平成26年7月26日（土）

　吉備中学校グラウンド
　吉備小学校区全体（パレード）

吉備文化の伝承と地元出身の偉人「犬養毅（木堂）」
の功績を学習するとともに、新旧住民の交流の場を提
供するイベント。
○木堂の故郷を巡るパレードをはじめ、木堂にちなん
だ企画多数　○ステージ（幼・小学生、中国学園ほ
か）　○出店

みのサマーフェスタ

御野
　平成26年7月26日（土）

　岡北中学校

教育機関の集積や外国人が多く居住する地域性をいか
し、地域住民、学生、外国人などが一体となって開催
するイベント。
○ステージ（音楽、舞踊）　○演芸、盆踊り（御野音
頭ほか）　○出店　ほか

岡山市無形文化財「津島はっさく踊り」
の継承事業

津島
　平成26年8月上旬

　津島小学校運動場

「津島はっさく踊り」の保存・継承をねらいに、地域
に多く暮らす外国人との交流も視野に入れた津島の伝
統文化を取り入れた交流イベント。
○各種団体のほか、中・高・大学生も参加しての踊り
披露　○出店　ほか

花火の里“ファンタジック福谷”

旧福谷
　平成26年8月23日（土）

　福谷スポーツ広場

県内唯一の花火製造所の協力を得て行う、花火を中心
とした地域活性化イベント。
○花火打ち上げ（約千発）　○地元民による演奏　○
フリーマーケット　ほか

まやしも夏まつり

馬屋下
　平成26年8月23日（土）

　馬屋下小学校

地域の伝統文化や、桃やブドウなどの特産品をいかし
た、地域の交流イベント。
○浴衣コンテスト　○踊り（まやしも音頭ほか）　○
桃の漬物等の特産品紹介　ほか



陵南フェスタ事業実行委員会

一宮わくわくふれあい広場実行委員会

伊島学区コミュニティ協議会

建部町ふるさと野菜市感謝祭実行委員会

＜広域交流部門＞

事　業　名

団　体　名
実施学区 開催日・場所 概　　　要

足守地域活性化推進事業実行委員会

みつ地区夏祭り実行委員会

一宮地域活性化推進委員会

建部町納涼花火大会実行委員会

星空サマーコンサート実行委員会

津高ふれあいマスカットまつり実行委員会

高松地区地域振興事業実行委員会

吉備・陵南まちかど博物館実行委員会

陵南フェスタ

陵南
　平成26年11月9日(日)

　陵南小学校

学区の各種団体が協働して行う地域活性化イベント。
三世代交流に重点を置き、地域力の向上と安全・安心
のまちづくりを推進する。
○各種団体による出店　○ステージ企画　○健康コー
ナー　○子ども劇場　ほか

第12回一宮わくわくふれあい広場

中山
　平成26年11月16日(日)

　中山小学校

学区の各種団体と福祉施設が合同で行う地域交流福祉
イベント。障害の有無を超えた住民間の交流を促進す
る。
○ステージ企画　○歴史、文化、環境を考える各種展
示企画　○福祉施設による出店販売　ほか

歌って踊ってみんなで交流する集い

伊島
　平成26年11月23日(日)

　伊島小学校

京山音頭、京山踊りをはじめとする歌と踊りのステー
ジを核に据えた地域交流イベント。子どもから大人ま
で幅広い層が出演。
○歌・踊りのステージ　○災害を想定した炊き出し
○防災勉強会　ほか

建部町ふるさと野菜市感謝祭

福渡

　平成26年11月23日(日)

　建部町産業観光物産
　案内所周辺

地域特産品のＰＲを通じて、地域の振興と区民の交流
の場を提供。
○地元芸能（はっぽね太鼓、神楽等）　○中学生、地
元演奏家による演奏　○模擬店（バザー、特産品試食
販売等）　ほか

陣屋町あしもり再発見！
①足守洪庵さくらまつり
②足守メロンまつり

足守
旧大井
旧高田
旧福谷

①平成26年4月6日（日）
②平成26年10月19日（日）

　近水園一帯
　町並み保存地区一帯

地域の活性化をねらいに、春・秋２イベントを実施。
自然、歴史、文化にあふれる足守の魅力を発信する。
○さくらまつり…新撰組と歩く陣屋町歴史ウオーク、
投扇興体験、足守八洲太鼓などのステージほか　○メ
ロンまつり…陣屋町歴史ウオーク、各種ステージ、メ
ロンにちなんだ企画　ほか

夏祭りinみつ 御津
御津南
五城

　平成26年7月26日(土)

　御津公民館

豊かな自然から生まれる農業と、工業団地を中心とし
た商工業のまちとしても知られる地域特性を生かし
た、手づくり感あふれる住民参加型の地域活性化イベ
ント。
○花火打ち上げ（約2500発）　○ステージイベント多
数　○地元農産物、特産品販売　ほか

びぜん一宮桃太郎フェスティバル 中山
馬屋下
桃丘
平津

　平成26年7月27日（日）

　吉備津彦神社 馬場

「ももの里、桃太郎の郷、環境ゆたかな町　いちのみ
や」をテーマに、特産の清水白桃や吉備の中山などに
見られる、物産、歴史、文化あふれる一宮の魅力を発
信するイベント。
○ステージイベント多数　○桃の即売　○桃太郎にち
なんだ各種企画　○吉備の中山紹介、環境学習コー
ナー　ほか

建部町納涼花火大会 建部
福渡
竹枝

　平成26年8月9日(土)

　建部町親水公園

豊かな自然と清流旭川の恵みを受けた建部地区の夏の
夜空を彩る一大イベントで、まちの活性化と住民交流
を促進。
○花火打ち上げ（約1500発）　○はっぽね太鼓、かさ
踊りなどの郷土芸能　○特産品販売　ほか

御南中学校区 星空サマーコンサート
御南
西

　平成26年8月下旬

　岡山県立おかやま福祉の郷
　屋外ステージ

学校、福祉施設などから多くの出演者が参加する音楽
コンサートで、芸術的な環境を住民に提供。福祉のま
ちをアピールするとともに、障害の有無を超えた住民
間の交流を促進する。
○コンサート（学校、福祉施設等多数出演）　○花火
打ち上げ　○出店　ほか

津高ふれあいマスカットまつり 横井
野谷

馬屋上

　平成26年9月21日(日)

　岡山空港隣接地

特産のマスカットをシンボルとしたイベント。地域住
民、企業・各種団体によるステージ、出店などを通し
て、住民の交流と一体感を高めるのが狙い。
○小中学生によるステージ　○マスカット音頭、四つ
拍子踊り　○マスカットにちなんだゲーム、出店多数

まほろば祭り「高松城水攻め歴史合戦」 庄内
加茂
鯉山

　平成26年10月26日（日）

　高松城址公園

全国に誇れる地域の歴史・文化遺産を有効に活用した
イベント。高松地区の魅力を広く発信するとともに、
住民交流や地域の活性化を促進する。
○ステージ（吉備津三味線餅つき、宮内踊りほか）
○史跡めぐりウオーク　○戦国合戦にちなんだ各種企
画　ほか

吉備・陵南まちかど博物館
吉備
陵南

　平成26年11月8日（土）・9日（日）

　吉備・陵南学区内

歴史と伝統にあふれるまち全体を博物館に見立て、地
域ゆかりの偉人や伝統工芸、古民具など、各所に保
存、伝承されている歴史ある地域資源を一般公開。
○行燈によるライトアップと音楽会（前日）　○陶
芸、絵画、彫刻、古文書、古民具等の展示　○社寺等
の所蔵品公開　○仮装パレード　ほか



岡山中央地区ふれあい祭実行委員会

＜地域活動部門＞

事　業　名

団　体　名
実施学区 開催日・場所 概　　　要

吉備まちづくりの会

南方安全・安心ネットワーク

御津獅子舞継承活動実行委員会

津島学区コミュニティ協議会

NPO法人岡山市子どもセンター

蕎麦でイキイキ実行委員会

造山古墳蘇生会

横井小学校創立百周年実行委員会

建部はっぽね Project 実行委員会

陵南学区安全・安心ネットワーク

竹枝学区ふるさと活性化協議会

岡山中央地区ふれあい祭
旧出石

旧内山下
旧弘西
旧深柢
旧南方

  平成26年11月16日(日)

　岡山中央小学校

児童生徒と地域住民とのふれあいの場を創出するイベ
ント。安全・安心のまちづくりに貢献。
○小・中・高校生による演奏　○屋台　○小・中学生
によるフリーマーケット　○大人と子どものふれあい
の企画多数

吉備まちづくり事業

吉備
　平成26年4月～27年3月

　吉備小学校区

災害の知識や対応策を学ぶ活動を行い、減災に役立て
るとともに、災害発生後に効率的な復興を図るための
ネットワークを構築。また、地域の文化的遺産の公開
や、保護・保存に努める。
○安否確認カードの製作、配布　○防災のつどい　○
防災出張出前講座　○歴史的・文化的遺産をまとめた
ガイドブック作成　ほか

南方地区「ふれあい地域づくり」事業

旧南方

　平成26年4月～27年3月

　南方コミュニティハウス
　南方北公園　　ほか

「住みやすさ」「安全・安心」の視点を大切にし、共
助にあふれた地域づくりを実現させるため、防犯、防
災、保健福祉、健康づくりなど様々な分野の活動を展
開。
○防犯、防災講習会　○見守り、声掛け運動　○花
いっぱい運動　○高齢者サロン　○医療、福祉講習会
○「南方ふれあいだより」発行　ほか

御津獅子舞継承活動事業 御津
御津南
五城

　平成26年4月～27年3月

　五城活性化センター
　御津公民館　ほか

御津地区の貴重な文化遺産である獅子舞の小中学生へ
の演舞指導などを通じて、異世代交流を深めるととも
に、獅子舞の維持保存と次世代への継承につなげる。
○小中学生への指導　○獅子舞フェスタ（11月）　ほ
か

いきいき生活応援プロジェクト！

津島

　平成26年6月～11月

　津島スポーツ広場
　津島小学校体育館

グラウンドゴルフを年齢性別に関係なく一緒に体験で
きる場を設けることで、健康づくりやコミュニティ強
化につなげる。また、「多文化共生社会推進モデル地
区」という地域特性をいかし、外国人との友好の輪を
広げることも目指す。
○グラウンドゴルフ（練習、大会）　○文化祭（健康
づくり・環境対策パネル展示等）　ほか

プレーパークによる遊びあふれるまちづ
くり事業

御野

　平成26年4月～27年3月

　国際児童年記念公園
　こどもの森

自然の中で子どもが主体的に行動できる遊びの場（プ
レーパーク）を設けることで、子ども、親、地域住民
が出会い、交流する機会を継続的に提供する。
○プレーパーク（週5日）　○子ども、遊び、地域づく
りに関する情報発信　ほか

耕作放棄地でソバを栽培し、蕎麦打ち体
験講座で楽しく食べる会

牧石
　平成26年4月～27年3月

　玉柏、下牧地域ほか

耕作放棄地を活用したソバ栽培を、地域、ＮＰＯ、企
業等が連携して行うことで、新たな地域資源（特産
品）の開発を進めるとともに、地域コミュニティの活
性化に貢献する。
○ソバ栽培、収穫、ソバ打ち体験　ほか

古代文化遺産の語り継ぎと世代間交流に
よる学びの場づくり

加茂
　平成26年4月～27年3月

　加茂小学校区

地域の歴史的文化遺産である造山古墳及びその周辺地
域の整備活動を通して、青少年の健全育成や高齢者の
生きがいづくりに貢献。
○古墳ガイド　○ガイドマップ等の作成　○古代吉備
文化を学ぶ講演会　○古墳周辺の清掃活動　ほか

竹枝・生きものの里プロジェクト
（旭川かいぼり調査）

竹枝
　平成26年9月～27年3月

　竹枝学区地域

旭川での自然体験活動・環境教育・環境保全活動に取
り組むことで、地域の魅力を発信し、地域活性化に貢
献する。
○旭川河川敷の保全管理　○旭川かいぼり調査
○ふるさとづくりのワークショップ　ほか

地域の歴史を振り返る冊子「横井のあゆ
み」編纂並びに安全マップ作成事業

横井
　平成26年4月～27年3月

　横井小学校区

横井小学校創立100周年にあたり、地域の歴史や文化を
振り返る冊子や映像等を作成。幅広い世代の住民が一
体となって地域の現状や歴史に向き合うことで、地域
への誇りや愛着心の醸成につなげる。
○冊子作成（A4、80P、1000冊）　○安全マップ作成
○映像制作　ほか

陵南学区「ふれあい地域づくり」推進事
業

陵南
　平成26年9月～27年3月

　陵南学区地域

安全・安心ネットワークが実施主体となり、地域住民
の防災・防犯に対する危機意識の啓発。
○防災・防犯教室の開催　○町内会ごとの防災マップ
の作成　○学区防災訓練の開催　ほか

ふるさと活性化事業「建部はっぽね
Project」

建部
　平成26年4月～27年3月

　建部小学校区

広く参加者を募り、農業や自然体験などの農村交流会
（全5回）を実施することで、建部の魅力を発信すると
ともに地域力の強化を図る。
○米作り（田植えや除草など）　○特産品（ピーマ
ン）収穫、調理　○参加者と地域住民とのランチミー
ティング　○建部の主要イベントや史跡などの紹介
ほか


