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手間山お知らせ版 
第２０号 

平成２５年６月６日発行 

あいみ手間山地域振興協議会 

総務企画部 

電話：ＦＡＸ ６４－３７９０ 

市川春樹評議員 
二期目を迎え会長・副会長 

地域の発展に頑張ってくださ

い。 

長尾和彦評議員 
微力ではありますが、振興区

と三崎区と『出来るときに出

来ることを』頑張ります。 

吉次淳志評議員 
地域の活性化に向け頑張って

ください。 

永江博志評議員 
地域の発展と人と人とのつな

がりを大切にした協議会にな

るようよろしくお願いいたし

ます。 

新井将司評議員 
沢山の事業を計画されておら

れます大変ですが、頑張って

ください。 

小林 傑評議員 
積極的に出来ることに参加し

ましょう。 

岩田浩司評議員 
人と人とのつながりを大切に

して頑張ってください。 

佐伯 操評議員 
少子高齢化社会をみんなで助

け合っていきたいと思いま

す。 

小早川宗夫評議員 
行事が多すぎて部員さんがか

わいそう。 

門原加納評議員 
会長さん始め、部員さん活動

ありがとうございます。 
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平平成成２２５５年年度度  

協議会全体 

４月２３日(火) ２５年度第１回評議会が開催され、新年度事業及び予算が承認されました。

協議会全体及び各部事業方針、事業計画をお知らせします。 

基本方針 

我が協議会は、発足７年目を迎えて第Ⅰ期地域づくり計画の最終年であり、残された

課題を実行するとともに総括をしてⅡ期の地域づくり計画に反映したい。 

私たちは、「手間ひまかけて育もう、地域の絆、地域の誇り」を合言葉にして安心安

全で、明るく活力ある地域を目指しながら、事業活動を展開する。 

住民の方には、「できる人が、できる時に、できることで活動に参加する」を原則

に、気軽に参加できる体制を創り、地域間そして人的交流ができる事業を実施する。 

基本方針 

重点事業 
住民目線に立ち、多くの方々が参加できる事業を企画するとともに、世代間の交流が 

生まれ育ち、一体感が醸成できる事業活動を実行する。また、必要に応じて各部から 

の相互応援やボランティアスタッフによる協力体制を構築する。  

事 業 

・グリーンツーリズムてま山(農園の運営管
理） 

・エコツーリズム手間山(要害山トレッキン
グコースの整備） 

・地域防災活動の協力支援と啓蒙 
・教育環境の整備による若者定住促進 
 
・情報発信塔(メッセージタワ－)の効果的
運用 

・手間山事業回顧展の開催 
・おせの背中を魅せよう町民運動の展開 
 
・ふるさと夕べの音楽祭の開催 
 
・御内谷線存続委員会の開催 

年間：（総務企画部・ふれあい部） 
 
年間：（地域づくり部・総務企画部） 
 
随時：集落要請に対応:（総務企画部） 
随時：(事務局：小中学生よりメッセージ募
集） 

年間：(事務局） 
 
平成２６年１月：(事務局） 
平成２５年４月～平成２６年３月：(総務企
画部） 

平成２５年１１月：(総務企画部・公民館
部・地域づくり部・ふれあい部） 

随時：[富有の里と協議]:（総務企画部） 

基本方針 

総務企画部 

事 業 

ふるさとの美しい自然、暮らしや仕事、人との交流、生活文化など調和のとれた地域

づくりを目指し、つながりを大切に、健康で安心して暮らせる町づくりと、子どもた

ちの見守り体制を充実強化します。 

・広報誌の発行 
・教育サポートとコミュニティスクールに協力 
 
・白パト隊・地域見守り隊の充実 
  
・集落要望の取りまとめと現地確認 
・前年度集落要望の最終現地確認 
・交通安全の啓発活動を実践 
  
・エコツーリズム手間山(要害山)の整備  
・グリーンツーリズムてま山農園の運営管理 
  
・御内谷線存続委員会 
 

年３回発行(６月・１０月・３月） 
年２回（６月・１１月）：南中防災訓練に協
力 
平成２５年４月～平成２６年３月：下校
時・夜間パト等 
平成２５年９月：重点要望を決定 
平成２６年３月：事業完了を確認 
平成２５年４月～平成２６年３月：講習
会・反射材 
 
平成２５年６月：地域づくり部と協力 
平成２５年４月～平成２６年３月：住民参
加型に転換 
平成２５年４月～平成２６年３月：富有の
里共同事業 
 

平成２５年６月：地域づくり部と協力 
平成２５年４月～平成２６年３月：住民参加
型に転換 

平成２５年４月～平成２６年３月：富有の里
共同事業 
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地域づくり部 

基本方針 

きれいな地域環境を守り、心安らぐ場を提供するため、ゴミの不法投棄やポイ捨て防

止など意識を高揚し、環境美化に向けた事業を推進します。 また、住民みんなが地

域の様子に『気づく』ことが大切であり、そのための啓蒙活動を展開します。 

事 業 

・フラワーロードの継続(会小へ協力要請） 
 
・全日本トライアスロン皆生大会の協力 
・エコツーリズム手間山(要害山）の整備 
・思い出ロードの制作 
・環境パトロ-ルの実施 
 
・カーブミラーの清掃活動 
 
・リサイクル視察研修 

平成２５年４月～平成２６年３月(河川及び事業
所に設置） 

平成２５年７月１４日(ゴミ回収と応援） 
平成２５年６月：総務企画部と協力 
平成２６年３月（さくら卒園児対象） 
平成２５年８月･２６年２月:年２回(ダミーカメ
ラの設置） 

平成２５年９月:天萬、宮一、宮二地区(住民参加
を要請） 

平成２５年１０月:視察場所（山陰クリエイト等） 

公民館部 

基本方針 

事 業 

身近にある自然や多くの地域資源を活用し、子どもから大人まで楽しく遊び、学べる環

境づくりを目指します。また、誰もが気軽に参加でき、異世代交流が図られるような事

業を実施し、そして培った知識や技能を地域に還元し、伝統文化を次世代に伝承するた

めの場を積極的に推進します。 

・ソフトボール大会 
 
・チャレンジカップ（ｶﾛｰﾘﾝｸﾞ大会） 
・サマーフェスティバル＆盆踊り大会 
・あいみ地区運動会 
 
・史跡めぐり(歴史散策ツアー） 
 
・ソフトバレーボール大会 
・しめ縄づくり講習会 
・むかしあそび大会 
・人権啓発活動への取り組み 

平成２５年６月９日（日）:１２チーム(各集落、小中学
生） 

平成２５年７月７日（日）:各集落(子どもから大人） 
平成２５年８月１１日（日）:富有の里共同 
平成２５年９月２９日（日）:富有の里共同(9/28前日
準備） 

平成２５年１０月２０日（日）:コース(手間要害～清水
井） 

平成２５年１１月２４日（日）:会見地区対象 
平成２５年１２月２２日（日）:伝統文化を継承 
平成２６年２月９日（日）:会見地区こども対象 
平成２５年４月～平成２６年３月:年２回学習会と懇談会 

ふれあい部 

基本方針 

事 業 

自己管理に努めながら、正しい生活習慣を身につけ健康で活発に活動できる地域を目

指します。また、子育て世代や障がい者、高齢者を孤立させることがないよう、見守

りや世代間交流が活発にされ、支えあう福祉づくりを推進します。 

・ふれあいカードの作成(新規作成、更新） 
 
・おひさま通信の発行(受診率向上･健康づ
くり） 

・地域見守り懇談会の開催 
 
・他振興区ふれあい部との交流会 
・食育教室の開催 
 
・敬老会記念品作成 
 
・手間地区敬老会の開催 
 
・ボランティアフェスティバル参加 
 
・歳末助け合いの実施 

平成２５年４月～平成２６年３月(新情報に更新･新

規対象者） 

平成２５年４月～平成２６年３月(年 3～4 回発行）

   

平成２５年４月３０日･１１月１９日（民生・福

祉・健康・部員の連携強化） 

平成２５年７月 

平成２５年６月３０日健康づくり(ストレッチ・栄

養士） 

平成２５年９月８日：長寿記念品ポーセラーツ(マ

グカップ） 

平成２５年１０月１３日・１０月１２日(会場準

備） 

平成２５年１０月２７日・１０月２６日(そば打ち

等準備） 

平成２５年１２月１４日・１２月１３日(洗米、具

材準備） 
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収入 （単位：円）

項目 内訳 予算額 前年度予算 比較 備考

町交付金 8,360,000 8,405,000 -45,000

振興区支援交付金 8,360,000 8,405,000 -45,000

諸収入 230,810 227,411 3,399

補助金 100,000 100,000 0 ふれあい部補助金、地区緑化補助金

寄付金 0 0 0

雑収入 130,810 127,411 3,399 社協助成金、利息　他

繰越金 255,190 356,589 -101,399

繰越金 255,190 356,589 -101,399

8,846,000 8,989,000 -143,000

支出 （単位：円）

項目 内訳 予算額 前年度予算 比較 備考

報酬 238,000 238,000 0 部長・副部長・部員・監事

文書配布手数料 1,365,000 1,388,000 -23,000 区長（評議員）

事務局費 4,623,000 4,752,000 -129,000

賃金 3,596,000 3,596,000 0 職員給与

福利厚生費 568,000 568,000 0 健康保険、雇用保険、健康診断 他

消耗品費 114,000 167,000 -53,000 印刷機インク、コピー代、事務消耗品 他

会議費 20,000 20,000 0 役員会、部会

通信費 55,000 116,000 -61,000 電話代、切手代

使用料 5,000 5,000 0 会場使用料 他

備品費 10,000 20,000 -10,000 協議会備品

保険料 250,000 250,000 0 傷害保険料

手数料 5,000 10,000 -5,000 報酬等振込手数料

評議会費 50,000 50,000 0

事業費 2,250,000 2,250,000 0

重点事業 200,000 170,000 30,000
グリーンてま山・エコ手間山、地域防災、教育環

境整備、情報発信塔、手間山回顧展 他

総務企画部 300,000 350,000 -50,000
広報発行、教育サポート、白パト隊・地域見守り

隊、交通安全啓発運動、エコツーリズム 他

地域づくり部 300,000 310,000 -10,000
フラワーロード、トライアスロン、思い出ロード、

環境パトロール、カーブミラー清掃 他

公民館部 500,000 520,000 -20,000
ソフトボール、サマーフェスティバル、運動会、ソ

フトバレー、史跡めぐり、しめ縄 他

ふれあい部 950,000 900,000 50,000
敬老会、歳末助け合い、ふれあいカード・おひさ

ま通信、ボランティアフェスティバル 他

施設運営費 60,000 60,000 0

自動車管理費 250,000 170,000 80,000 ガソリン代、車検費用

予備費 10,000 10,000 0

租税公課 0 71,000 -71,000 法人税等

8,846,000 8,989,000 -143,000
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