
新規
継続 団　体　名 事　業　名

1 新規
ボランティア団体

松任グッドエイジング推進会
伸ばそう健康寿命！ポールと歩きましょう

2 継続
(2年目) 歩恋う会かさま わがまちを歩恋う　知ろうふるさとの歴史

3 新規 松任海岸清掃協力隊 松任の海岸保全に貢献

4 新規 出城ゆ～城倶楽部 「地域住民協働で創るゆ～城ネットワークの構築」

5 新規 ＡＩ時代のための プログラミング会 ロボットのプログラミング教室　－御手洗地区ハックー

6 新規 林中まちづくり委員会 林中防災ボランティアによる安心なまちづくり事業

7 継続
(3年目) 林中かかし地域おこし 実行委員会 かかしで林中の景観と伝統を守る事業

8 継続
(3年目)

東大寺領横江荘荘園まつり実行委員会 東大寺領横江荘　荘園まつり

9 継続
(3年目) 山島新しいまちづくりの会 山島　安心・安全まちづくり事業

10 継続
(3年目) 千代野はいかい対策委員会 千代野認知症はいかい対策事業　高齢社会意識調査と分析

11 新規 千代野ＧＧＯの会 千代野中央公園および同周辺の環境整備事業

12 新規 加賀野地区自主防災委員会 「加賀野地区・災害に負けないまちづくり」

13 継続
(2年目) 美川御酒保存会 本吉北前船と祝い唄「御酒」、”本吉「帆柱起こし」の唄”

14 新規 一の宮桜の郷友の会 桜の植樹による一の宮地区活性化事業

15 継続
(3年目) こびとづかんの町つるぎ 実行委員会 こびとづかんの町つるぎ　町おこし

16 継続
(2年目) 鶴来ふるさと歴史研究会 新鶴来八景の発掘と伝承事業

17 継続
(2年目) 白山瀬波の会 白山市天然記念物「桂の木」散策道等の

周辺環境整備及び景観改善・周知

18 新規
特定非営利活動法人
白山しらみね自然学校

白峰移住あるある支援事業

令和２年度　市民提案型まちづくり支援事業採択事業一覧



事業名 伸ばそう健康寿命！ポールと歩きましょう【新規】

団体名 ボランティア団体 松任グッドエイジング推進会

活動地区 松任地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　①

活動紹介（事業の概要）

　「ポールウォーキング」の普及による健康寿命の延伸を目的として、ポールウォーキン
グ講習会を開催しました。当初はコロナ禍により外出を控える高齢者が多く、参加人数は
低迷しましたが、広報への掲載後から徐々に参加人数が増えてきました。参加者からは
「短時間で姿勢が良くなった」、「全身を使って歩く体験が新鮮だった」など多くのの感
想を頂きました。

【活動内容】
　・ポールウォーキング講習会　10回開催
　　　延べ参加人数　181人



事業名 わがまちを歩恋う　知ろうふるさとの歴史【継続２年目】

団体名 歩恋う会かさま

活動地区 笠間地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　②

活動紹介（事業の概要）

　健康で豊かに生涯を生きるため、地域・社会活動の一翼を担い、健康寿命の延伸を図る
ことを目的に、地域住民にウォーキングの普及を図りました。また、作成したウォーキン
グマップを活用して、金城大学、短期大学部及び地区内各種団体と連携し、定期的に各
コースのウォーキングを実施し、健康寿命に対する住民意識の高揚を図ることができまし
た。
【活動内容】
　・ウォーキングマップを作成し、地区全世帯及び公共施設に配布。
　・「歩恋う会だより」（5月、10月）の発行。
　・笠間地区文化祭にて活動報告や健康寿命延伸啓発の展示。

北國新聞掲載(R2.5.24)



事業名 松任の海岸保全に貢献【新規】

団体名 松任海岸清掃協力隊

活動地区 宮保地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　③

活動紹介（事業の概要）

　海岸清掃活動を継続的に実施することで、白山市民の海岸保全への意識の向上を図るこ
とができました。また、海岸清掃ガイドブックや動画を製作し、松任の海岸へのゴミ投
棄、漂着ゴミの問題の重大さを発信しました。

【活動内容】
　・私達の故郷の海岸を清掃し、海岸保全に貢献する（実施回数：５回）
　・松任海岸へのゴミ投棄、漂着ゴミの問題の重要さを発信する。
　　　松任海岸清掃協力隊マスコットキャラクター（名前「マツクマ」）を宮保地区
　　在住の小学生にデザインしてもらい、海岸清掃ガイドブック製作、動画の製作・
　　発信を通じて多くの人々へ海岸ゴミ問題や海岸清掃参加協力を呼びかけることが
　　できました。
　・白山市民の海岸清掃活動参加を促進する。
　　　製作したガイドブックを公民館で配布することにより、地域の方々へ海岸清掃
　　への参加を働きかけることができ、また、ガイドブックのプレスリリースにより、
　　市外の地域グループの方へにも活動を知ってもらうことができました。



事業名 「地域住民協働で創るゆ～城ネットワークの構築」【新規】

団体名 出城ゆ～城倶楽部

活動地区 出城地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　④

活動紹介（事業の概要）

　新しい住民や若年層相互の交流を図る様々なイベントを通じて横の繋がりを作るととも
に、子ども達や女性など幅広い層が参加できる環境を作り、地域の担い手人材の発掘と市
民協働で創るまちづくりに繋げていくことを目的として事業を実施しました。

【活動内容】
　・とうもろこし農業体験会
　　　収穫体験を通して収穫する喜びや農業に対し興味を持ってもらうことができ
　　ました。
　・ジュニアペタンク大会
　　　白山市ペタンク協会の協力を得て、参加者に公式ルールや競技の楽しみ方を
　　伝える事ができました。
　・アピール用旗セット、スタッフジャンパーの制作

とうもろこし収穫体験会

ジュニアペタンク交流会



事業名 ロボットのプログラミング教室　－御手洗地区ハックー【新規】

団体名 ＡＩ時代のためのプログラミング会

活動地区 御手洗地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　⑤

活動紹介（事業の概要）

　地区の小学校が夢を持ってＡＩ時代に成長するように、ロボットのプログラミング教室
を開催しました。地区の高齢者が勤務時代の経験を生かして指導し、小学生と一緒に日常
生活の課題を解決するプログラミングに取り組むことにより、高齢者と子ども達との世代
間交流ができ、また、参加した小学生からは、「難しかったけど、ロボットが動いて楽し
かった」、「プログラミングの楽しさや興味、関心が大きくなりました。」など、多くの
感想が聞かれました。

【活動内容】
　・夏期プログラミング教室　２回実施　参加児童数 計７人
　　　８個のプログラムとロボットを作成。
　・冬期プログラミング教室　参加児童数 ５人
　　　８個のプログラムとロボットを作成。
　・春期プログラミング教室　参加児童数 ６人
　　　衝突回避自動ロボットを解説なしで自分で最初から作成しました。



事業名 林中防災ボランティアによる安心なまちづくり事業【新規】

団体名 林中まちづくり委員会

活動地区 林中地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　⑥

活動紹介（事業の概要）

　近年、全国において災害が多発している中、地区内の災害弱者が安心で安全な生活が送
れるよう、地区住民の災害ボランティアによる災害の事前訓練を行うことにより、住民の
防災意識の向上、地域のつながり・交流、子どもと大人の世代間交流を図ることができま
した。
【活動内容】
　「防災ボランティア」による防災活動等
　　・ボランティア講演会（講師：石川県防災活動アドバイザー）
　　　　講演会終了後に「林中地区自主防災会設立総会」を開催。参加者数34人
　　・防災図上訓練（防災研修会）　参加者数34人
　　・防災啓発
　　　　林中文化祭にて「防災展」及び防災会会長による「防災プチ講座」を開催。
　　・防災計画検討会
　　・防災訓練（避難訓練）11月15日　参加者96人　アンケートの実施。
　　・防災訓練検討会
　　　　アンケート結果と防災訓練の意見交換を行い、問題点の検証を行う。
　　・防災広報の発行（年３回）

林中文化祭・防災展

防災訓練（避難訓練）



事業名 かかしで林中の景観と伝統を守る事業【継続３年目】

団体名 林中かかし地域おこし実行委員会

活動地区 林中地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　⑦

活動紹介（事業の概要）

　農地と自然が溢れる稲作中心の純農村地帯において、昔懐かしい「かかし」で農村景観
と伝統行事を守ることにより、地域の活性化を目指しました。コロナ禍で一部行事が中止
となりましたが、行事での「かかし」の展示や、かかしコンクールの開催等を通じて地域
全体で伝統継承を行うことができました。

【活動内容】
　・入園・入学お祝いかかし　見学者570人（園児211人、児童359人）
　・七ケ用水ウォーキングＩＮかかし（歩行者60人）
　　　山島用水沿いにかかしを並べ、ウォーキングの応援を行ったところ大好評と
　　なり、新聞報道されました。
　・第４回かかしコンクール
　　　出品かかし12体、かかし人気投票数219票、表彰式参加者10人
　・田んぼのかかし展示
　・冬期間かかしイルミネーション展示、防犯対策かかし展示
　　　見学者50人（子ども30人、大人20人）

入園式お祝いかかし

かかしイルミネーション展示

七ケ用水ウオーキングＩＮかかし



事業名 東大寺領横江荘　荘園まつり【継続３年目】

団体名 東大寺領横江荘荘園まつり実行委員会

活動地区 郷地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　⑧

活動紹介（事業の概要）

　郷地区横江町にある国指定史跡「東大寺領横江荘遺跡」は2018年に東大寺に寄進され
1200年の節目の年となった。郷土の歴史を再認識し、古き時代の文化を学ぶ機会ととら
え、今年も春から秋にかけて世代間交流による地域住民参加型の事業を行いました。３年
間事業を実施することができ、地域住民にもこの事業が広く認知され、地元の歴史につい
ても興味を持っていただくことが出来ました。

【活動内容】
　・荘園米田植え　参加者　大人20人
　・荘園米稲刈り　参加者　大人30人、小人10人
　・東大寺へ荘園米奉納　２人で奉納
　・三市三大史跡巡りツアー　参加者　地区住民30人
　・史跡巡りウォーキングマップ作製　3,000部
　・音声告知ガイドシステムの製作

三市三大史跡巡り

古代米「横江荘園米」脱穀作業



事業名 山島　安心・安全まちづくり事業【継続３年目】

団体名 山島新しいまちづくりの会

活動地区 山島地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　⑨

活動紹介（事業の概要）

　山島地区の安心・安全なまちづくりのため、防災・防犯や高齢者や子ども達の見守りに
関する事業の実施により、住民の意識向上を図り、住民同士の助け合い精神の醸成するこ
とで、自助共助のまちづくりに寄与することを目的としました。
　コロナ禍による三密回避のため、参加者人数を制限しての事業実施でしたが、町会長や
関係者などの参加者には一定の意識付けができました。

【活動内容】
　●児童クラブとの連携　山島台メルヘン児童クラブ防災訓練の実施
　　　避難場所：山島台児童センター　参加人数：児童40人、指導員7人
　　〈児童避難訓練〉シェイクアウトと山島台集会所建物から山島台児童センターへ
　　　の避難
　　〈保護者への伝達訓練〉児童が山島台児童センターへ避難したことをＬＩＮＥにて
　　　一斉通知
　●山島地区防災訓練の実施　参加人数：109人
　　　・避難状況情報連絡訓練（町会長が町内状況を把握し、市へ報告）
　　　・避難所備蓄品の確認（町会長のみ、その他希望者）
　　　各町内の避難状況や人数、被災状況を把握し、情報を連絡する目的の訓練を実施。
　●ホームページ改修・運用
　●活動報告の全戸配布（３カ年実績報告）



事業名 千代野認知症はいかい対策事業　高齢社会意識調査と分析【継続３年目】

団体名 千代野はいかい対策委員会

活動地区 千代野地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　⑩

活動紹介（事業の概要）

　住民が高齢化社会についてどのような地域のあり方や環境・生活を望んでいるのかを把
握するため、全世帯アンケート調査を実施しました。回収率を上げるために設問やレイア
ウト、回収方法などに工夫をしました。アンケート結果報告会はコロナの影響により、町
内会長や民生委員、福祉協力員など関係者だけの参加となりましたが、結果の分析によ
り、住民に対してはこの高齢化社会を乗り切るため自活を促す啓発活動の方法など、今以
上に安全で安心して暮らすことができる方策を地域に提案することができました。

【活動内容】
　・住民アンケートの実施　配付数：全世帯1,908、回収率：89.3％
　・アンケート結果発表会の開催　参加者54人

高齢社会意識調査アンケート結果発表会



事業名 千代野中央公園および同周辺の環境整備事業【新規】

団体名 千代野ＧＧＯの会

活動地区 千代野地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　⑪

活動紹介（事業の概要）

　千代野のまちづくりに務めることを目的として、多くの町民が集い、憩いの場でもある
千代野中央公園とその周辺の環境整備を実施しました。活動時にロゴ入りジャンパーを着
用することにより、会員の士気高揚とともに、町民の美化意識を高めることができまし
た。また、樹木に対する関心と知識を高めるため、樹木に名札を設置しました。

【活動内容】
　・中央公園、遊歩道等の環境整備（除草、掃除等）８回実施　延べ参加者数 128人
　・ロゴ入りジャンパー作成
　・樹木名プレートを作成・設置
　・その他、会員４､５人が個人活動として環境整備を実施　延べ参加者数 320人

北陸中日新聞

R2.10.24



事業名 「加賀野地区・災害に負けないまちづくり」【新規】

団体名 加賀野地区自主防災委員会

活動地区 加賀野地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　⑫

活動紹介（事業の概要）

　加賀野で自分自身と愛する家族を守るため、今すべきことは何かを問い、防災意識の向
上と住民が互いに協力して築き上げる、住んで安心暮らして楽しい災害に負けない強いま
ちづくりを目指します。最新情報を盛り込んだ地区防災マップ及び災害発生時緊急対応マ
ニュアルを作成し、避難訓練で「黄色いハンカチ作戦推進運動」を実施しました。

【活動内容】
　・「加賀野地区防災ガイドブック」及びいち早い安全確認のための「黄色いハンカチ」
　　をセットにし、地区全世帯と関係機関・団体に配布。
　・避難訓練の実施（10/18　参加者 51人）
　　　コロナ禍に適した段ボールベット・段ボールパーテーションを設置。トイレ設置
　　体験を取り入れ、体験してもらったことが高評価につながりました。
　・文化祭にて、防災啓発パネル、非常用持ち出し品等を展示し説明しました。

黄色いハンカチ

避難訓練（加賀野体育館）



事業名 本吉北前船と祝い唄「御酒」、”本吉「帆柱起こし」の唄”【継続２年目】

団体名 美川御酒保存会

活動地区 美川地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　⑬

活動紹介（事業の概要）

　美川地区は古く北前船で栄えた湊町で、「御酒」は北前船の乗組員により伝わっていた
古謡です。今年度は北前船や「御酒」について現代向けにまとめた冊子「美川の祝い唄冊
子」を作成しました。この冊子は地域の伝統に興味を持ってもらうことを目的として小学
生向けの教室や市民教室などで活用していきます。また、北前船のシンポジウムを開催す
ることで、地域の知識向上を図ることができました。

【活動内容】
　・「本吉北前船物語と昔から美川に伝わる 祝い唄 御酒」冊子の制作（100冊）
　　　小学校、児童館、図書館等の公的機関へ配布しました。
　・北前船フォーラムの開催（開催日 10/18、参加者数 53人）
　　　コロナ対策のため人数を制限しての開催でしたが、参加者からは「非常に良かっ
　　た。また企画して欲しい」とのご感想を頂きました。
　・美川中学校立志式にて、祝い唄「御酒」を披露しました。



事業名 桜の植樹による一の宮地区活性化事業【新規】

団体名 一の宮桜の郷友の会

活動地区 一ノ宮地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　⑭

活動紹介（事業の概要）

　一ノ宮地区一帯を桜の名所とするため、桜の苗木を植樹し、景観形成と魅力アップを図
りました。また、地区内の桜のウォーキングマップを作製し、地区全世帯に配布すること
により、わが地区の桜の景観価値や当会の活動についてご理解をいただきました。さら
に、案内板や木製ベンチを設置し、地区住民が集う場所となるとともに、将来の桜の名勝
としての整備を行うことができました。

【活動内容】
　・桜の苗木を植樹。
　・桜のウォーキングマップ製作し、地区内全世帯に配布。
　・案内板及び木製ベンチの設置。

北國新聞掲載(R2.8.10)



事業名 こびとづかんの町つるぎ　町おこし【継続３年目】

団体名 こびとづかんの町つるぎ実行委員会

活動地区 鶴来地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　⑮

活動紹介（事業の概要）

　児童書「こびとづかん」の作者なばたとしたか氏の出身地である鶴来地区において、当
初は、こびとづかんを活用したスタンプラリーマップの作成やスタンプラリーを企画して
いましたが、コロナの影響により中止を余儀なくされた為、見て楽しみ、横に立って撮影
できるタイプの自立パネルを製作しました。地区内の４ヶ所に設置したパネルは、来訪者
が記念撮影を行ったり、スタンプラリーの場所の目印となるなど、こびとづかんの町を市
内外に発信することができました。

【活動内容】
　●こびとの自立パネル作成　５体
　　　地区内の４ヶ所に設置【こびと百貨店、白山市観光連盟、横町うらら館、
　　スカイ獅子吼（冬期間はパーク獅子吼）】
　●その他
　　・合併により新たに誕生した「はくさん信用金庫」が誕生記念として「ぬり絵コン
　　　クール」を開催。（応募数 582作品）
　　・泉印刷が令和３年の年賀状に「こびとづかんの町つるぎ」オリジナルデザインを
　　　新たに作成・販売。



事業名 新鶴来八景の発掘と伝承事業【継続２年目】

団体名 鶴来ふるさと歴史研究会

活動地区 鶴来地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　⑯

活動紹介（事業の概要）

　今年度は鶴来地区の「新鶴来八景」の認知を高め、白山手取川ジオパークに合わせた豊
かな自然や文化遺産を幅広く伝承することを目的として、昨年度に作成したマップを活用
して、地区内の各種団体や地元の小・中学生、高校生、来訪者への周知に努めました。

【活動内容】
　・マップを活用しての「新鶴来八景」の伝承。
　・「新鶴来八景」の説明付き立て看板の設置。
　・動画（DVD）を作成。上映会の開催。

北國新聞掲載(R3.3.22)



事業名
白山市天然記念物「桂の木」散策道等の周辺環境整備及び景観改善・
周知【継続２年目】

団体名 白山瀬波の会

活動地区 吉野谷地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　⑰

活動紹介（事業の概要）

　高齢化と人口流出が進む瀬波地区において、地域の最大資源である有用な自然を生かし
た地域活性化事業として、地域への交流人口の拡大と、元気で住みよい魅力ある地域づく
りを目指し、白山市天然記念物「桂の木」周辺環境整備を行いました。

【活動内容】
　・「桂の木」周辺の雑草木の除去や木道と木段で囲み回遊性を高める等の環境改善を
　　行いました。
　・ベンチや道標となる案内板の設置。
　・「オンソリ山登山とカツラの巨樹に出会う」イベントの開催。
　　　（開催日 10/25、参加者数 20人）

「オンソリ山登山とカツラの巨樹に出会う」イベント



事業名 白峰移住あるある支援事業【新規】

団体名 特定非営利活動法人 白山しらみね自然学校

活動地区 白峰地区

令和２年度　白山市市民提案型まちづくり支援事業　活動紹介　⑱

活動紹介（事業の概要）

　白峰地区の移住者等が地域コミュニティに溶け込むことへの支援や、移住促進を目的に
地域特有の慣習や文化、方言、地域情報や生活便利情報、移住支援情報を盛り込んだガイ
ドブックを制作しました。パンフレットの制作を通じて地域コミュニティの醸成を図るこ
とができ、パンフレットの制作過程において移住に関する課題の把握ができました。

【活動内容】
　●移住支援パンフレットの作成。500冊
　　・全体編集会議（１回）、個別編集会議（３回）
　　・白峰生活の課題に関する個別ヒアリング（随時）
　


