
＜身近な交流部門＞

実施
学区
地区

概　　要

8 津島
　令和元年8月10日（土）

　津島小学校

若者の参加に取り組み、伝統ある文化である「津島はっさ
く踊り」を伝承する。地域に多く暮らす外国人との交流によ
り、国際交流の一助となる。。
○各種団体のほか、学生も参加しての踊り披露　○出店
ほか

9 竹枝
　令和元年8月14日(水)

　竹枝小学校

住民が交流し、地域の絆を深める。子どもたちにとっては
「ふるさとの原体験・原風景」となり、帰省者にはふるさと
の絆の再確認の場になることを願い実施。
○地元有志等による太鼓・ダンス　○花火打ち上げ　ほか

岡山市無形文化財「津島はっさく踊
り」の継承事業

津島学区コミュニティ協議会

竹枝夏祭り

竹枝学区ふるさと活性化協議会
竹枝夏祭り実行委員会

6 鹿田
　令和元年7月13日(土)

　大供公園

学区民の三世代交流に重点を置き、住民相互の絆を深
め、学区の活性化を図る。「しかたん」が祭りを盛り上げ
る。
○演技発表、楽器演奏などのステージ
○各種団体の紹介、啓発コーナー　ほか

7 大元
　令和元年7月27日（土）
　
　大元中央公園

「子どもたちの夢をはぐくむふるさとづくり」をテーマに、住
民参加型の手づくりイベントを開催。同窓の場、出会いの
場、交流とふれあいの場を提供。
○メインステージ（保・幼・小・中学生ほか）　○総踊り　○
ラジオ体操、クリーン作戦（翌日早朝実施）　ほか

鹿田夏祭り

鹿田学区活性化推進委員会

サマーフェスタおおもと

大元学区地域活性化推進委員会

4 高田

　令和元年6月1日（土）
　令和元年8月4日（日）
　
　旧高田小学校周辺

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。
○ホタルまつり　日近川のホタル鑑賞、ＰＲビデオほか
○ふれあい夏まつり　栄西踊り、花火ほか

5 平津
　令和元年7月14日（日）

　平津小学校

おばけ屋敷をメイ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。世代間・
地域間の交流を深め、地域の教育力の向上を図る。
○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

高田ホタルまつり
高田地区ふれあい夏まつり

高田地区コミュニティ協議会

ひらつおばけ屋敷

平津学区安全・安心ネットワーク

3 牧石

　平成31年4月21日（日）
　
　牧石小学校
　牧石コミュニティハウス

全国有数の出荷量を誇る黄ニラ、青ネギ、パクチーの知
名度を活かして、野菜の産地としての地域を次世代に
知ってもらう。
○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

2 建部
　平成31年4月7日(日)

　たけべの森公園

たけべの森公園で開催される桜まつりの時期に合わせて
実施。会場は約100種、15,000本の桜が咲き誇る。「おもて
なしの心」で町内外からの来場者に地域の魅力を発信す
る。
○地域特産品ＰＲ、販売　○郷土芸能　ほか

たけべの森はっぽね桜まつり

たけべの森はっぽね桜まつり実行委員
会

野菜の里・牧石ふれあいまつり

牧石ふれあいまつり実行委員会

令和元年度 北区区づくり推進事業一覧 

事　業　名

団　体　名
開催日・場所

1 御津

①平成31年4月7日（日）
　観波橋河川公園
②令和元年8月11日（日）
　御津スポーツパーク
③令和元年9月14日（土）
　河原邸

自然や歴史にあふれる地域性をいかし、コミュニティの育
成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（獅子舞ほか）　○納涼まつり（盆
おどり、花火ほか）　○お月見会（河原邸で琴演奏、お茶
会ほか）

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

御津活性化事業実行委員会



＜身近な交流部門＞

実施
学区
地区

概　　要

弘西

事　業　名

団　体　名
開催日・場所

12 鯉山

  令和元年11月2日(土)
　　　　　　　　　　3日(日)
　
　鯉山コミュニティハウス
　吉備津保育園園庭
　近隣住宅の軒下

地域住民の作品発表と宮内おどりなどの地域芸能の演技
を通じて、世代間交流を深め、地域に誇りを持ち、高齢者
に積極的にかかわるコミュニティづくりを目指す。
○作品発表　○小学生書道展　○演技等発表　ほか

10 福谷
　令和元年8月24日（土）

　福谷スポーツ広場

地元にある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。地区外からの来場者
多数。
○花火打ち上げ（約千発）　○地元民による演奏　○バ
ザー　ほか

11 中山
　令和元年11月17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。誰もがふれあい楽しめる地域交流福祉祭り。
○ステージ発表　○歴史、環境学習などの展示企画　○
福祉施設による出店販売　ほか

花火の里“ファンタジック福谷”

福谷コミュニティ協議会

一宮わくわくふれあい広場

一宮わくわくふれあい広場実行委員会

13
　令和元年7月28日(日)

　中央小学校

新旧住民の融合、地区の伝統文化の伝承をはかる、全住
民参加型のイベント。
○備前太鼓唄・獅子舞　○踊り　○各種地域団体による
夜店　ほか

14 足守

　令和2年2月3日(月)
　　　　　～3月25日(水)

　足守町並み保存地区一帯

各家庭で受け継がれてきた七段飾りなどのお雛様を民家
や公共施設に飾り、歴史ある町並みを散策してもらうこと
で、地区の活性化、賑わいの発信をはかる。
○陣屋町足守まちなみ雛めぐり

鯉山学区コミュニティ祭り

鯉山学区コミュニティ協議会

　
ふるさとサマーフェスティバル弘西

ふるさとサマーフェスティバル弘西実
行委員会

16
陵南フェスタ

陵南フェスタ実行委員会

陣屋町足守町並み雛めぐり

岡山市近水観光振興会

建部町ふるさと野菜市感謝祭

建部町ふるさと野菜市感謝祭実行委員
会

15

　

五城どろりんピック

五城どろりんピック実行委員会

五城
　令和元年6月9日(日)

　五城小学校周辺の田圃

陵南
　令和元年11月3日(日)

　陵南小学校

田んぼでのどろんこ運動会。健康づくりを推進し、農業に
関心を持ってもらう。地域間・世代間の交流を図る。
○どろんこバレー、ビーチフラッグ、綱引き、宝探し
○特産品ブース　　○空き家紹介　ほか

福渡

　令和元年11月24日(日)

　建部町観光物産
　案内所周辺

特産品のＰＲを通じて、地域振興と地域住民の交流の
場を提供する。おいしい野菜に興味を持つ機会、郷土
芸能に触れる機会を設け、世代間のふれあいを図る。
○地元芸能（はっぽね太鼓等）　○野菜当てクイズ
○模擬店（野菜・特産品等販売など）　ほか

地域住民が理解と親睦を深め、絆づくりに努める。学
区の各種団体が趣向を凝らした店を開いたり、活動を
ＰＲする、地域住民が幅広く集まるイベント。
○各種団体による出店　○地元団体によるステージ
○餅つき大会　ほか

17

新



＜広域交流部門＞

実施
学区
地区

概　　要

御南中学校区 星空サマーコンサート

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

津高ふれあいマスカットまつり実行委
員会

24
庄内
加茂
鯉山

　令和元年10月27日（日）

　高松城址公園

備中高松まほろば祭り「高松城水攻
め歴史合戦」

高松地区地域振興事業実行委員会

27

内山下
弘西
深柢
南方
出石

　令和元年11月24日（日）

  岡山中央小学校

５学区統合地域で相互の交流と地域を理解する機会を提供
し、より安心により心地よく過ごせる地域を目指す。
○防災展示・体験　○小・中・高校生等による演奏など
○屋台　ほか

吉備・陵南まちかど博物館

吉備・陵南まちかど博物館実行委員会

岡山中央学区ふれあい祭り

岡山中央学区ふれあい祭り実行委員会

26

全国に誇れる地域の歴史・文化遺産を活用したイベント。
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

25
吉備
陵南

　令和元年11月2日（土）
　　　　　　　      3日（日）
　吉備・陵南地域

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
承されている歴史文化遺産を一般公開。
○行燈によるライトアップと音楽会　○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

22
御南
西

　令和元年8月24日（土）

　ひらた旭川荘

福祉施設の野外ステージを使ったコンサートで、地域の子
どもたちが多数出演。新旧住民の交流を深め、健常者と
障害者が共に生きる福祉の街づくりを促進する。
○コンサート（学校園、福祉施設等多数出演）　○花火打
ち上げ　○福祉施設等による出店　ほか

23
横井
野谷

馬屋上

　令和元年9月15日(日)

　日応寺自然の森
   スポーツ広場

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、住民活動のPRなどを通し
て、住民の交流と一体感を高める。
○小中学生による演奏　○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　ほか

20
吉備
陵南

　令和元年7月27日（土）

　吉備中学校グラウンド

吉備文化を継承し、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（吉備・陵南小学校区全体）
○木堂にちなんだ企画　○ステージ（幼・小学生、中国学
園ほか）　○出店　ほか

21
建部
福渡
竹枝

　令和元年8月11日(日)

　建部町親水公園

①平成31年4月7日（日）
②令和元年10月20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。
○陣屋町歴史ウオーク　○投扇興体験　○公民館講座
生・幼小中学生によるステージ　○特産品販売　ほか

19
御津

御津南
五城

　令和元年7月27日(土)

　御津公民館前広場

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　○ステージイベント　○地元農産物、特
産品販売　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

足守地域活性化推進事業実行委員会

夏祭りinみつ

みつ地区夏祭り実行委員会

吉備・陵南おかやま木堂ふるさとま
つり

吉備・陵南おかやま木堂ふるさとまつ
り実行委員会

事　業　名

団　体　名

みつ健康マラソン大会

みつ健康マラソン大会実行委員会

御津
御津南
五城

　令和元年12月8日（日）

  御津スポーツパーク
  及び周辺

ボランティア活動に対する市民の意識向上による地域の
活性化及び生涯スポーツとしてのマラソンに親しみ、体力
維持や健康増進を図る。
〇3km・5km・10kmの部門に分かれ、ファミリー・小学生・中
学生・高校生・一般の男女毎に走る　　〇御津高校生徒に
よる吹奏楽演奏、運営ボランティア　　〇餅投げ　　〇沿道
での応援　ほか

開催日・場所

地域住民・企業・団体が協力して行う建部地区最大のイベ
ント。
地域の連携を高め、魅力ある地域づくりと活性化を図る。
○花火打ち上げ　○はっぽね太鼓、かさ踊りなどの郷土
芸能　○特産品販売　ほか

建部町納涼花火大会

建部町納涼花火大会実行委員会

18

足守
大井
高田
福谷



＜地域活動部門＞

実施
学区
地区

概　　要

31 牧石

建部地域伝統芸能伝承事業

建部町伝統芸能伝承保存会

　平成31年4月～令和2年3月

　牟佐町内

身近な自然の恵みを知ることで、地元に対する愛情、誇
り、アイデンティティの醸成を行う。
○有害獣の駆除活動の紹介　○イノシシ等のジビエ利用
○皮革加工　○「産地牟佐」のブランド作り　○町内の自
然紹介　ほか

33
御津

御津南
五城

　令和元年9月～令和2年3月

　御津公民館他

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、地域の交流や活性化を図
り、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　○御津中カルチャースクール
○獅子舞フェスタ（11月）　ほか

29 御南

　平成31年4月～令和2年3月

　岡山市子どもセンター
　（旧白石幼稚園内）

若い子育て世代が情報交換や相談し合える場をつくる。
また、子育て世代と高齢者が関わる場を提供することで、
多様な世代が支え合う地域づくりを目指す。
○サロンの開設（週2日）　○子ども、地域づくり、遊びに関
する情報発信　ほか

30

京山地区の地域課題に向けて「やさしく走ろう京山」運動
を展開し、「自転車マナー問題」の解決を目指す。
○岡山大学、伊島・津島小学校、京山中、高校への働き
かけ
〇啓発プレートの配布　〇「地域の絆プロジェクトだより」
全戸配布　ほか

　平成31年4月～令和2年3月

　建部・竹枝・福渡

少子高齢化が進む建部地区の伝統芸能である獅子神楽
や棒遣いを保存・継承するため、子どもたちへの指導、指
導者の育成を図る。地域内外に向けた広報活動を行う。
○獅子舞、棒遣いの子どもたちへの伝承活動　○地域内
外イベント等への出演　○情報発信　ほか

事　業　名

団　体　名

御津獅子舞継承活動事業

御津獅子舞継承活動実行委員会

御南和やかサロン

特定非営利活動法人岡山市子どもセン
ター

32

日本遺産認定の造山古墳を全国へ発
信

造山古墳蘇生会

加茂
　平成31年4月～令和2年3月

　造山古墳とその周辺

日本遺産の認定を受けた造山古墳を全国に発信し、取り
組みを通じて地域の活性化、郷土への愛着心の育成に繋
げる。
○書籍・ガイドマップ等の作成　○ガイド養成・講演会　○
校外学習・一般見学ガイド　○小中学校への学習協力
ほか

「やさしく走ろう京山」運動の推進

岡山市京山地区ＥＳＤ推進協議会

開催日・場所

伊島
津島

　平成31年4月～令和2年3月

　京山地区

「産地牟佐」にこだわった地域活性
化

牟佐町内会

28
建部
竹枝
福渡


