
【平成22年度区づくり推進事業】

事　業　名
団　体　名

事　業　部　門
実施小学校区

開催日・場所（予定）

平成２２年４月３・４日（土・日）

桜祭りin奥迫川実行委員会 灘崎・迫川分校

平成２２年７月３１日（土）

彦崎学区夏祭り実行委員会 彦崎

平成２２年８月７日（土）

浦安地域ふれあいフェスティバル実行委員会 浦安

平成２２年８月２２日（日）

せのお夏まつり実行委員会 妹尾

平成２２年４月４日（日）

妹尾ふるさと祭実行委員会 妹尾・箕島

平成２２年１０月３日（日）

芳田中学校区学びと健康ウォーク 芳田・芳明

【平成23年度区づくり推進事業】

事　業　名
団　体　名

事　業　部　門
実施小学校区

開催日・場所（予定）

平成２３年４月１（金）～１０日（日）

桜祭りin奥迫川実行委員会 灘崎迫川分校

平成２３年７月３０日（土）

彦崎学区夏祭り実行委員会 彦崎

平成２３年８月６日（土）

浦安ふれあい夏まつり実行委員会 浦安

平成23年10月2日（日）

曽根学区民支え合い防災体制づくり推進協議会 曽根

平成２３年１１月１３日（日）

二藤どんぶらこ収穫祭実行委員会 第二藤田

二藤どんぶらこ収穫祭 身近な交流部門
第二藤田小学校校庭

・体育館

浦安ふれあい夏まつり 身近な交流部門

浦安小学校運動場

曽根学区民支え合い防災体制づくり 身近な交流部門
曽根小学校グラウンド

及び体育館

第６回桜祭りin奥迫川 身近な交流部門

奥迫川地内

彦崎学区夏祭り 身近な交流部門
彦崎小学校屋内運動場

及び運動場

歴史と文化のまち
第１９回妹尾・箕島ふるさとさくら祭

広域交流部門

妹尾公園一帯

芳田中学校区学びと健康ウォーク 広域交流部門

芳田中学校区内

浦安地域ふれあいフェスティバル 身近な交流部門

浦安小学校運動場

２０１０せのお夏まつり 身近な交流部門
妹尾小学校

第２グラウンド

第５回桜祭りin奥迫川 身近な交流部門

岡山市灘崎町奥迫川地内

彦崎学区夏祭り 身近な交流部門

彦崎小学校屋内運動場



平成２３年４月３日（日）

妹尾ふるさと祭実行委員会 妹尾・箕島

平成２３年４月２９日（金）

なださきふるさとまつり実行委員会
灘崎・灘崎迫川分校・彦

崎・七区

平成２３年１０月２日（日）

芳田中学校区学びと健康ウォーク 芳田・芳明

平成２３年１１月２０日（日）

興除地区地域振興事業推進協議会 興除・曽根・東畦

平成23年12月4日（日）

藤田地区地域振興推進協議会
第一藤田・第二
藤田・第三藤田

通年

芳泉すこやかな子どもを育てる会 芳泉・浦安

【平成24年度区づくり推進事業】

事　業　名
団　体　名

事　業　部　門
実施小学校区

開催日・場所（予定）

平成24年8月4日（土）

浦安ふれあい夏まつり実行委員会 浦安

平成24年4月1日（日）～平成24年4月10日（火）

桜祭りin奥迫川実行委員会 灘崎迫川分校

平成24年8月18日（土）

芳田学区自主防災会 芳田

イベント開催：平成24年4月8日（日）

ぼんぼり点燈：平成24年4月6日
（金）～平成24年4月15日（日）

妹尾ふるさと祭実行委員会 妹尾・箕島
妹尾公園一帯（妹尾公園、妹尾公民館、妹尾

幼稚園、妹尾緑道公園）

平成24年4月29日（日）

なださきふるさとまつり実行委員会
灘崎・灘崎迫川分校・彦

崎・七区

歴史と文化のまち
第２１回妹尾・箕島ふるさとさくら祭

広域交流部門

なださきふるさとまつり 広域交流部門

岡山市南区片岡2468
岡山市サウスヴィレッジ

第７回桜祭りin奥迫川 身近な交流部門

奥迫川地内

芳田学区防災訓練 身近な交流部門

芳田小学校体育館及びグラウンド

地域で取り組む健康づくり 地域活動部門

学区全域

浦安ふれあい夏まつり 身近な交流部門

浦安小学校運動場

KOJOお米フェスティバル2011 広域交流部門
興除小学校グランド及び体育館

(雨天時:興除中学校
体育館ほか)

藤田ふれあい祭り 広域交流部門

JA岡山 藤田支所

なださきふるさとまつり 広域交流部門

ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ
ｻｳｽｳﾞｨﾚｯｼﾞ

芳田中学校区学びと健康ウォーク 広域交流部門

芳田中学校区内

歴史と文化のまち
第２０回妹尾・箕島ふるさとさくら祭

広域交流部門

妹尾公園一帯



平成24年11月18日（日）

興除地区地域振興事業推進協議会 興除・曽根・東畦

平成２４年９月８日（土）

曽根学区民支え合い防災体制づくり推進協議会 曽根

平成24年11月11日（日）

二藤どんぶらこ収穫祭実行委員会 第二藤田

平成24年12月2日（日）

藤田地区地域振興推進協議会
第一藤田、第二藤田、第
三藤田

【平成25年度区づくり推進事業】

事　業　名
団　体　名

事　業　部　門
実施小学校区

開催日・場所（予定）

平成25年4月6日（土）
　　　　　　　 ・7日（日）

桜祭りｉｎ奥迫川実行委員会 灘崎小学校迫川分校

平成２５年４月７日（日）

妹尾ふるさと祭実行委員会 妹尾・箕島

平成２５年４月２８日（日）

なださきふるさと祭実行委員会
灘崎・迫川分校

彦崎・七区

平成２５年６月２９日（土）

曽根学区民支え合い防災体制づくり推進協議会 曽根

平成２５年８月３日（土）

浦安ふれあい夏まつり実行委員会 浦安

平成２５年８月１７日（土）

興除あんどんまつり実行委員会 興除

平成２５年８月２５日（日）

せのお夏まつり実行委員会 妹尾

平成２５年１０月１３日（日）
第４回二藤どんぶらこまつり 身近な交流部門

第二藤田小学校校庭及び体育館

興除あんどんまつり 身近な交流部門

興除中学校グラウンド

2013　せのお夏まつり（音楽によるまちづくり） 身近な交流部門

妹尾小学校第２グラウンド

曽根学区民支え合い防災体制づくり 身近な交流部門

曽根小学校（体育館他）

浦安ふれあい夏まつり 身近な交流部門

浦安小学校運動場

歴史と文化のまち　第22回妹尾・箕島ふるさとさくら祭 広域交流部門

妹尾公園一帯

なださきふるさとまつり 広域交流部門

岡山市サウスヴィレッジ

藤田ふれあい祭り 広域交流部門

ＪＡ岡山藤田支所

第8回桜祭りｉｎ奥迫川 身近な交流部門

南区奥迫川地内

曽根学区民支え合い防災体制づくり 身近な交流部門

曽根小学校

第３回二藤どんぶらこ収穫祭 身近な交流部門

第二藤田小学校

KOJOお米フェスティバル2012 広域交流部門

興除小学校グラウンド及び体育館



ふじた「どんぶらこの里」の会 第二藤田

平成２５年１１月１０日（日）

福浜防災体験「収穫祭」 福浜

平成２５年１１月１７日（日）

興除地区地域振興事業推進協議会 興除・曽根・東畦

平成２５年１２月１日（日）

藤田地区地域振興推進協議会
第一藤田、第二藤田、第
三藤田

①平成２５年１０月２６日（土）
②平成２５年１０月２７日（日）

水の郷ふくだ秋祭り実行委員会 福田

平成２５年１１月１７日（日）

芳泉小学校区自主防災会 芳泉

【平成26年度区づくり推進事業】

事　業　名
団　体　名

事　業　部　門
実施小学校区

開催日・場所

平成26年4月1日（火）
～平成26年4月10日（木）

桜祭りin奥迫川実行委員会 灘崎迫川分校

台風のため中止

浦安ふれあい夏まつり実行委員会 浦安

平成２６年６月２８日（土）

曽根学区民支え合い防災体制づくり推進協議会 曽根

平成２６年１０月５日（日）

どんぶらこまつり実行委員会 第二藤田

平成２６年５月１８日（日）

芳泉小学校区自主防災会 芳泉

平成２６年８月２３日（土）

興除あんどんまつり実行委員会 興除

興除あんどんまつり 身近な交流部門

興除中学校グランド

第５回ふじた桃太郎どんぶらこまつり 身近な交流部門

第二藤田小学校

芳泉小学校区防災訓練 身近な交流部門

芳泉小学校、南公民館、
ひばり公園

浦安ふれあい夏まつり 身近な交流部門

曽根学区民支え合い防災体制づくり 身近な交流部門

曽根小学校

芳泉小学校区防災訓練 身近な交流部門

芳泉小学校、ひばり公園

第９回桜祭りin奥迫川 身近な交流部門

南区奥迫川地内

ＪＡ岡山藤田支所

水の郷　ふくだ　安全安心　なまちづくり 身近な交流部門

①福田地内の水路（大川の噴水）
②福田小学校グラウンド

ＫＯＪＯお米フェスティバル２０１３ 広域交流部門

興除小学校グラウンド及び体育館

藤田ふれあい祭り 広域交流部門

第二藤田小学校校庭及び体育館

福浜学区防災体験・第６回「収穫祭」 身近な交流部門

福浜小学校・中庭及び運動場



平成２６年８月２４日（日）

せのお夏まつり実行委員会 妹尾

平成２６年７月１９日（土）

箕島子ども夏まつり実行委員会 箕島

イベント開催
平成26年4月6日（日）

ぼんぼり点燈：平成26年4月4日
（金）～4月13日（日）

妹尾ふるさと祭実行委員会 妹尾・箕島
妹尾公園一帯（妹尾公園、妹尾
公民館、妹尾幼稚園、妹尾緑道

公園）

平成２６年４月２７日（日）

なださきふるさとまつり実行委員会
灘崎・灘崎迫川分校・

彦崎・七区

平成２６年１１月１６日（日）

興除地区地域振興事業推進協議会 興除・曽根・東畦

事業廃止

瀬戸内海の景観と自然を守る会 環境分野

平成26年12月1日（日）

藤田地区地域振興推進協議会
第1藤田・第二藤田・第

三藤田

平成２６年１１月16日(日)

水の郷ふくだ秋祭り実行委員会 福田小学校区

平成２６年度１１月１６日(日)

福島学区子ども会育成連絡協議会 福島小学校区

【平成27年度区づくり推進事業】

事　業　名
団　体　名

事　業　部　門
実施小学校区

開催日・場所（予定）

平成２７年８月２３日（日）

せのお夏まつり実行委員会 妹尾

第２９回三世代交流　創作祭り 身近な交流部門

福島小学校グラウンド及び体育館

2015　せのお夏まつり（音楽によるまちづくり） 身近な交流部門

妹尾小学校第2グラウンド

藤田ふれあい祭り 広域交流部門

ＪＡ岡山藤田支所

水の郷ふくだ秋祭り 身近な交流部門

福田小学校グラウンド
（川舟体験：にこにこ広場）

KOJOお米フェスティバル2014 広域交流部門

興除小学校グラウンド・体育館

「瀬戸内海の景観と自然を守る」 地域活動部門

平成２６年度箕島子ども夏まつり 身近な交流部門

箕島小学校運動場

歴史と文化のまち
第２３回妹尾・箕島ふるさとさくら祭

広域交流部門

なださきふるさとまつり 広域交流部門

岡山市南区片岡2468
岡山市サウスヴィレッジ

2014せのお夏まつり（音楽によるまちづくり） 身近な交流部門

妹尾小学校第２グランド



平成２７年８月２９日（土）

興除あんどんまつり実行委員会 興除

平成２７年４月２６日（日）

なださきふるさとまつり実行委員会
灘崎・彦崎・七区・迫

川分校

平成２７年８月８日（土）

浦安ふれあい夏まつり実行委員会 浦安

平成２７年１０月４日（日）

ふじた桃太郎どんぶらこまつり実行委員会 第二藤田

平成２７年７月１８日（土）

箕島子ども夏まつり実行委員会 箕島

平成２７年４月５日（日）

妹尾公園一帯

妹尾ふるさと祭実行委員会 妹尾・箕島
（妹尾公園・妹尾公民館・妹尾幼
稚園・妹尾緑道公園）

平成２７年１１月１５日（日）

興除地区地域振興事業推進協議会 興除・曽根・東畦

平成２７年１０月１８日（日）

水の郷ふくだ秋祭り実行委員会 福田

平成２８年２月２７日（土）

曽根学区民支え合い防災体制づくり推進協議会 曽根

平成２７年４月５日（日）

桜祭りin奥迫川実行委員会 灘崎迫川分校

平成２７年１１月２９日（日）

藤田地区地域振興推進協議会
第一藤田，第二藤

田，第三藤田

第１０回桜祭りin奥迫川 身近な交流部門

南区奥迫川地内

藤田ふれあい祭り 広域交流部門

ＪＡ岡山　藤田支所

水の郷ふくだ秋祭り 身近な交流部門

福田小学校グラウンド
小学校付近水路

曽根学区民支え合い防災体制づくり 身近な交流部門

曽根小学校

平成２７年度　箕島子ども夏まつり 身近な交流部門

箕島小学校運動場

歴史と文化のまち　第２４回妹尾・箕島ふるさとさく
ら祭

広域交流部門

KOJOお米フェスティバル2015 広域交流部門

興除小学校グラウンド及び体育館

浦安ふれあい夏まつり 身近な交流部門

浦安小学校運動場

第６回ふじた桃太郎どんぶらこまつり 身近な交流部門

第二藤田小学校校庭及び体育館

興除あんどんまつり 身近な交流部門

興除中学校グラウンド

なださきふるさとまつり 広域交流部門

岡山市サウスヴィレッジ



【平成28年度区づくり推進事業】

事　業　名
団　体　名

事　業　部　門
実施小学校区

開催日・場所（予定）

身近な交流部門

せのお夏まつり実行委員会

身近な交流部門

興除あんどんまつり実行委員会

身近な交流部門

浦安ふれあい夏まつり実行委員会

身近な交流部門

ふじた桃太郎どんぶらこまつり実行委員会

身近な交流部門

箕島子ども夏まつり実行委員会

身近な交流部門

水の郷ふくだ秋祭り実行委員会

身近な交流部門

曽根学区民支え合い防災体制づくり推進協議会

身近な交流部門

桜祭りin奥迫川実行委員会

広域交流部門

なださきふるさとまつり実行委員会

広域交流部門

妹尾ふるさと祭実行委員会

広域交流部門

興除地区地域振興事業推進協議会

KOJOお米フェスティバル2016 平成28年11月20日（日）

興除小学校グラウンド及び体育館興除、曽根、東畦

なださきふるさとまつり 平成28年4月29日（金）

岡山市サウスヴィレッジ
灘崎、彦崎、七区、迫

川分校

歴史と文化のまち　第25回妹尾・箕島ふるさとさくら祭

平成28年4月3日（日）

妹尾公園一帯
（妹尾公園・妹尾公民館・妹尾幼

稚園・妹尾緑道公園）
妹尾、箕島

曽根学区民支え合い防災体制づくり 平成29年1月21日（土）

曽根小学校曽根

第11回桜祭りin奥迫川 平成28年4月1日（金）～4月10日
（日）

南区奥迫川地内
灘崎迫川分校

平成28年度　箕島子ども夏まつり 平成28年7月16日（土）

箕島小学校運動場箕島

水の郷ふくだ秋祭り
平成28年11月20日（日）

福田小学校グラウンド小学校付近
水路

福田

浦安ふれあい夏まつり 平成28年8月13日（土）

浦安小学校運動場浦安

第7回ふじた桃太郎どんぶらこまつり 平成28年10月2日（日）

第二藤田小学校校庭及び体育館第二藤田

2016　せのお夏まつり（音楽によるまちづくり） 平成28年8月28日（日）

妹尾小学校第2グラウンド妹尾

興除あんどんまつり 平成28年8月20日（土）

興除中学校グラウンド興除



広域交流部門

藤田地区地域振興推進協議会

地域活動部門

芳泉小学校区自主防災会

地域活動部門

光南台地区鳥獣被害対策協議会

【平成29年度区づくり推進事業】

事　業　名
団　体　名

事　業　部　門
実施小学校区

開催日
開催場所

備考

光南台地区

箕島学区

第二藤田学区

妹尾公園一帯（妹尾公園，妹尾公民
館，妹尾幼稚園，妹尾緑道公園）

興除小学校グラウンド及び体育館

JA岡山　藤田支所

第12回桜祭りin奥迫川 身近な交流部門

平成２９年４月１日（土）～
４月１０日（月）

藤田ふれあい祭り 広域交流部門

平成２９年１１月２６日（日）
９時～１３時３０分

藤田地区地域振興推進協議会
第一藤田，第二藤田，

第三藤田

KOJOお米フェスティバル2017 広域交流部門

平成２９年１１月１９日（日）
９時～１５時３０分

興除地区地域振興事業推進協議会 興除、曽根、東畦

歴史と文化のまち　第26回妹尾・箕島ふるさとさく
ら祭り

広域交流部門

平成２９年４月２日（日）
１０時～１５時３０分

妹尾・箕島ふるさとさくら祭り実行委員会 妹尾・箕島

大規模災害に備える安全安心な二藤作り 地域活動部門

第二藤田学区大規模災害対策委員会 第二藤田 年間を通した活動

ホタルと環境を守り、憩いとふれあいの場づくり 地域活動部門

箕島ふれあいの里ホタルを守る会 箕島 年間を通した活動

光南台地区耕作放棄地の復元等による地域活
性化プロジェクト

地域活動部門

光南台地区鳥獣被害対策協議会 光南台中学校区 年間を通した活動

芳泉小学校区自主防災会
平成28年4月～平成29年1月

芳泉中学校グラウンド　他芳泉

光南台地区耕作放棄地の復元等による地域活性化
プロジェクト

平成28年4月～平成29年3月

甲浦地区光南台

藤田ふれあい祭り 平成28年11月27日（日）

JA岡山　藤田支所
第一藤田、第二藤

田、第三藤田



南区奥迫川地内

箕島小学校運動場

浦安小学校運動場

興除中学校グラウンド

妹尾小学校第２グラウンド

福田小学校グラウンド
小学校付近水路

岡山市サウスヴィレッジ

なださきふるさとまつり 広域交流部門

平成２９年４月２９日（土）
１０時～１６時

なださきふるさとまつり実行委員会
灘崎・彦崎・七区・迫川分

校

水の郷ふくだ秋祭り 身近な交流部門

平成２９年１１月１９日（日）
９時～１５時３０分

水の郷ふくだ秋祭り実行委員会 福田

第８回ふじた桃太郎どんぶらこまつり 身近な交流部門

ふじた桃太郎どんぶらこまつり実行委員会 第二藤田 第二藤田小学校校庭及び体育館

平成２９年１０月８日（日）
９時～１５時

芳泉小学校区自主防災会 身近な交流部門

芳泉小学校区自主防災会 芳泉
芳泉中学校グラウンド、南公民

館、
芳泉小中学校体育館

平成２９年９月２４日（日）
９時～１３時

2017　せのお夏まつり（音楽によるまちづくり） 身近な交流部門

平成２９年８月２７日（日）
１６時～２１時

せのお夏まつり実行委員会 妹尾

興除あんどんまつり 身近な交流部門

平成２９年８月２６日（土）
１６時３０分～２１時３０分

興除あんどんまつり実行委員会 興除

浦安ふれあい夏まつり 身近な交流部門

平成２９年８月１２日（土）
１８時～２１時

浦安ふれあい夏まつり実行委員会 浦安

平成29年度　箕島子ども夏まつり 身近な交流部門

平成２９年７月２２日（土）
１８時～２１時

箕島子ども夏まつり実行委員会 箕島

第12回桜祭りin奥迫川 身近な交流部門

桜祭りin奥迫川実行委員会 灘崎迫川分校



【平成30年度区づくり推進事業】

事　業　名
団　体　名

事　業　部　門
実施小学校区

開催日（予定）
開催場所（予定）

備考

南区奥迫川地内

妹尾公園一帯（妹尾公園，妹尾公民
館，妹尾幼稚園，妹尾緑道公園）

岡山市サウスヴィレッジ

箕島小学校運動場

浦安小学校運動場

興除中学校グラウンド

妹尾小学校第２グラウンド

芳泉小学校区自主防災会 身近な交流部門
平成３０年９月２３日（日）

９時～１３時

2018せのお夏まつり（音楽によるまちづくり） 身近な交流部門

平成３０年８月２６日（日）
１６時～２１時

せのお夏まつり実行委員会 妹尾

興除あんどんまつり 身近な交流部門

平成３０年８月２５日（土）
１６時３０分～２１時３０分

興除あんどんまつり実行委員会 興除

浦安ふれあい夏まつり 身近な交流部門

平成３０年８月１１日（土）
１８時～２１時

浦安ふれあい夏まつり実行委員会 浦安

平成30年度　箕島子ども夏まつり 身近な交流部門

平成３０年７月２１日（土）
１８時～２１時

箕島子ども夏まつり実行委員会 箕島

なださきふるさとまつり 広域交流部門

平成30年４月２９日（日）
１０時～１６時

なださきふるさとまつり実行委員会
灘崎・彦崎・七区・迫川分

校

歴史と文化のまち　第27回妹尾・箕島ふるさとさく
ら祭

広域交流部門

平成３０年４月８日（日）
１０時～１５時４０分

妹尾・箕島ふるさとさくら祭実行委員会 妹尾・箕島

第13回桜祭りin奥迫川 身近な交流部門

平成３０年４月１日（日）～
４月１０日（火）

桜祭りin奥迫川実行委員会 灘崎迫川分校



福田小学校グラウンド
小学校付近水路

興除小学校グラウンド及び体育館

福南中学校体育館及び体育館周辺

JA岡山　藤田支所

光南台地区

箕島学区

大規模災害に備える安全安心な二藤作り 地域活動部門

ホタルと環境を守り、憩いとふれあいの場づくり 地域活動部門

箕島ふれあいの里ホタルを守る会 箕島 年間を通した活動

光南台地区耕作放棄地の復元等による地域活
性化プロジェクト

地域活動部門

光南台地区鳥獣被害対策協議会 光南台中学校区 年間を通した活動

藤田ふれあい祭り 広域交流部門

平成３０年１１月２５日（日）
９時～１３時３０分

藤田地区地域振興推進協議会
第一藤田，第二藤田，

第三藤田

フェスティバル福南 広域交流部門

平成３０年１１月２３日（金）
８時２０分～１３時３０分

フェスティバル福南実行委員会 福島、南輝

KOJOお米フェスティバル2018 広域交流部門

平成３０年１１月１８日（日）
９時～１５時３０分

興除地区地域振興事業推進協議会 興除、曽根、東畦

水の郷ふくだ秋祭り 身近な交流部門

平成３０年１１月１８日（日）
９時～１５時３０分

水の郷ふくだ秋祭り実行委員会 福田

第９回ふじた桃太郎どんぶらこまつり 身近な交流部門
平成３０年１０月７日（日）

９時～１５時

ふじた桃太郎どんぶらこまつり実行委員会 第二藤田 第二藤田小学校校庭及び体育館

芳泉小学校区自主防災会 芳泉
芳泉中学校グラウンド、南公民

館、
芳泉小中学校体育館



第二藤田学区

第三藤田学区

曽根小学校

曽根学区民支え合い防災体制づくり 身近な交流部門

平成３１年１月２６日（土）
８時３０分～１２時３０分

曽根学区民支え合い防災体制づくり推進協議会 曽根

第三藤田小学校区自主防災協議会 地域活動部門

第三藤田小学校区自主防災協議会 第三藤田 年間を通した活動

大規模災害に備える安全安心な二藤作り 地域活動部門

第二藤田学区大規模災害対策委員会 第二藤田 年間を通した活動


