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平成２６年６月１９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 

手間山お知らせ版 
第２３号 

あいみ手間山地域のみなさんこんにちは。 

私たちは、地域づくり計画書を基に具体的な施策を計

画・実行し、絆とほこりを大切にする活気ある地域を目指

して取組んできました。 

この度、集落のみなさんから頂いたご意見や地域の課

題・問題点等を整理し、『第Ⅱ期地域づくり計画書』を策定

し、皆さんのお手元にすでにお配りしました。 

『第Ⅱ期地域づくり計画書』は、私たちが住む“あいみ手

間山地域”が安心・安全で明るく活気に溢れ、若者が住み

やすい地域を創造するための基礎となるものです。 

この計画書を基に、多くの皆さんに参加して頂くため

に、住民目線を大切にしながら事業交流を図っていきます

ので、まずは、「できる人が、できる時に、できることで」

をモットーに参加することから始めてみてはいかがでしょ

うか。 

あいみ手間山地域振興協議会 

役 職 員 一同 

六宮さん（三崎） 

 

 

永江さん（宮一） 

 
上段左から 

 

 

佐伯さん（諸木） 

 

岩田さん（西原） 

 

 門原さん（福里） 

 

新井さん（宮二） 

 

吉田さん（寺内） 

 
三鴨さん（天萬） 

 

小早川さん（円山） 

 

 小林さん（田住） 

 

 

みんなの声でつくられた、みんなで創るまちづくりの計画 

『第Ⅱ期 地域づくり計画書』ができました！ 
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平平成成２２６６年年度度  

協議会全体 

４月２２日(火) 第１回評議会が開催され、平成２６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の事業方針、事業計画をお知らせします。 

基本方針 

発足８年目を迎える本協議会は、『手間ひまかけて育もう、地域の絆、地域の誇り』をスロ
ーガンに、笑顔が輝き明るい声が飛び交う安心、安全な町づくりと若者が定住できる活力
と活気ある地域環境を目指した事業展開を推進する。そして、第Ⅱ期地域づくり計画に基
づき、新たなニーズを探索し年齢層の欲求に合致した事業を着実に実行し、地域間また人
的な交流が図られるよう努めたい。また、住民の皆さんには『できる人が、できる時に、
できることで参加する』をモットーに気軽に事業参加して、地域の一員だという『所属
感』を醸成したい。 

基本方針 

重点事業 
地域資源の活用と自然体験ができる事業をベースに、住民の方々が参加して交流が図られる

事業を展開しながら、各年齢層のニーズに合致した事業を実施し『一体感』と地域との『信

頼感』を醸成できる活動を実行する。また、各部からの応援体制とボランティアスタッフに

よる協力体制を構築しながら事業を円滑に推進する。 

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(要害山ﾄﾚｯｷﾝｸﾞｺｰｽの整備） 

・手間要害山自然観察会の開催 

・教育環境の整備とふれあいデーへの協力 

・情報発信塔(ﾒｯｾｰｼﾞﾀﾜ-)の効果的運用 

・地域防災活動の協力支援と啓蒙 

・おせの背中を魅せよう町民運動の展開 

・手間山事業回顧展の開催 

・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：（総務企画部・地域づくり部） 

6 月：（総務企画部：南中土曜開校に対応） 

随時：（事務局） 

年間：（事務局） 

随時：（総務企画部：集落要請に対応） 

随時：（総務企画部） 

1 月：（事務局） 

随時：（富有の里と協議） 

基本方針 

総務企画部 

事 業 

かけがいのない美しい自然、暮らしや仕事、人々との交流、生活文化など調和のとれた地

域づくりを目指し、安心・安全で暮らせる町づくりと子ども達の見守り体制の充実強化に

取組み、『ふれあいを大切に、健康で安心して暮らせる地域』を掲げ、コミュニケーショ

ンを図り連動した事業活動を積極的に展開します。 

・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(要害山ﾄﾚｯｷﾝｸﾞｺｰｽの整備)  

 

・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 

・ウォーキングロードの清掃(天萬～大袋） 

年 3 回発行：（6 月、10 月、3 月） 

年 2 回：（6 月・11 月）：南中防災訓練 

年間：下校時(白パト隊)、夜間(部員) 

10 月：重点要望を決定 

3 月：実施完了を確認 

7 月：講習会：(案)パトカー・白バイ等展示 

6 月：地域づくり部と協力 

7 月：総務企画部のみ単独 

年間：ふれあい部と協力 

年間：富有の里と協力 

年 1 回：（地域住民に参加を呼びかけ） 

 

 

 

http://illpop.com/png_school/community_a10.htm
http://illpop.com/png_school/community_a14.htm
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3Jvcn8Gu5dTQFEAuMYdOfx7/SIG=13caumcmg/EXP=1402539142/**http:/www2.town.fuchu.hiroshima.jp/www/contents/1358900406556/simple/130123113126_0.jpg
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地域づくり部 

基本方針 

美しい自然と環境を守り、住む人達にとって心安らぐ場所として、みんなが地域の様子に

『気づく』ことが大切です。また、不法投棄防止意識を高揚し環境美化の向上に向けた活

動を推進します。そして、身近にできるリサイクル・リユース等に取組み地域全体でゴミ

の減量化、資源の有効活用を目指します。 

事 業 
・フラワーロードの継続(会見小児童へ協力要請) 

・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(要害山ﾄﾚｯｷﾝｸﾞｺｰｽの整備) 

・思い出ロードの制作 

・環境パトロ－ルの実施 

・リサイクル視察研修 

年間：(河川及び事業所に設置） 

7 月 6 日(日)：(横断幕設置） 

7 月 20 日(日)：(ゴミ回収･応援） 

6 月：総務企画部と協力 

3 月：壁面設置･披露（さくら保育園卒園児対象） 

年 2 回：12 月・2 月 (啓発・ゴミ回収・看板設置） 

2 月：視察先調整中 

 

公民館部 

基本方針 

事 業 

数多くの歴史的遺産、身近にある自然環境と地域資源を活用し、子どもから大人まで楽しく

遊び、学べる体験･体感できる事業を企画していきます。また、地域との交流に力点を置い

た活動を推進し、異世代交流が図られる事業を実施していきます。そして知識や技能を地域

に還元し伝承するための場づくりを積極的に展開していきます。 

・ソフトボール大会 

・チャレンジカップ(カローリング大会) 

・サマーフェスティバル in 手間山 

・あいみ地区運動会 

・史跡めぐり(歴史散策ツアー) 

・バウンスボール大会 

・しめ縄づくり講習会 

・人権啓発活動への取り組み 

6 月 1 日(日)：12 チーム程度(集落、小中学生) 

7 月 13 日(日)：上限 20 チーム(異世代交流) 

8 月 24 日(日)：手間山主催･音楽祭検討 

9 月 28 日(日)：富有の里と共同(9/27 前日準備) 

ふれあい部 

基本方針 

事 業 

自分で体調管理しながら、正しい生活習慣を身につけ健康で活発に活動でき長生きできる

地域を目指します。福祉ネットワークを定着させて情報の共有化を図り、高齢者の見守

り、子育て世代や障がいのある方を孤立させることがないように支えあう福祉の地域づく

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 

・地域見守り懇談会の開催 

 

・ふれあい勉強会の開催 

・他振興区ふれあい部との交流会 

・敬老会記念品作成 

・手間地区敬老会の開催 

 

・南部町ボランティアフェスティバル参加 

 

・歳末助け合いの実施 

年間：(随時新しい情報に更新･新規対象者に声かけ) 

年 3 回程度発行：(活動紹介、健診案内、健康づくり情報） 

年 2 回開催：5 月 (情報交換・共有、見守り体制) 

11 月(ビデオ視聴『探梅』) 

6 月 22 日(日)：(木村院長講演＆ﾛｺﾓﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ） 

7 月：東西町地域振興協議会 

9 月 7 日(日)：長寿記念品マグカップ(ポーセラーツ) 

10 月 12 日(日) 

・10 月 11 日(土)：(前日 会場準備他) 

10 月 26 日(日) 

・10 月 25 日(土)：(前日 そば打ち等準備) 

12 月 13 日(土) 

・12 月 12 日(金)：(前日 洗米、具材等準備) 

 

10 月 19 日(日)：コースを検討 

11 月 9 日(日)：50 名程度(集落へ募集) 

12 月 21 日(日)：伝統文化を継承 

年間：年 2 回学習会、 

年 1 回人権学習推進委員との懇談会 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW3wgrJdTEEMAzqodOfx7/SIG=12hn88vms/EXP=1402535328/**http:/pds.exblog.jp/pds/1/201207/27/38/b0022138_21492093.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvcpQRuZdTVAMAxFAdOfx7/SIG=12lv57ers/EXP=1402538641/**http:/www.misaki.rdy.jp/illust/kisetu/ivent/taiiku/sozai/803.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMFQ_spdTCQUAmBYdOfx7/SIG=12l927b43/EXP=1402536895/**http:/www.misaki.rdy.jp/illust/kisetu/ivent/taiiku/sozai/802.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTWXBtZdThzUA4o4dOfx7/SIG=13k4092a1/EXP=1402537793/**https:/www.city.katsushika.lg.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/002/020/houkatuirasuto.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvThEHtZdTL3YAEkMdOfx7/SIG=13uofja80/EXP=1402537607/**http:/www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1354255678867/html/common/other/52bd0957092.gif
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平成２６年度あいみ手間山地域振興協議会一般会計予算 

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 8,272,000 8,360,000 -88,000

振興区支援交付金 8,272,000 8,360,000 -88,000

諸収入 229,877 230,810 -933

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 129,877 130,810 -933 社協助成金、利息　他

繰越金 354,123 255,190 98,933

繰越金 354,123 255,190 98,933

8,856,000 8,846,000 10,000

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 1,347,000 1,365,000 -18,000 区長（評議員）

事務局費 4,721,000 4,623,000 98,000

賃金 3,596,000 3,596,000 0 職員給与

福利厚生費 598,000 568,000 30,000 健康保険、雇用保険、健康診断 ほか

研修費 50,000 0 50,000 研修費、出張旅費

消耗品費 172,000 114,000 58,000 印刷機マスター・インク、コピー代、事務用品 ほか

会議費 20,000 20,000 0 役員会、部会

通信費 60,000 55,000 5,000 電話代、切手代

使用料 5,000 5,000 0 会場使用料 ほか

備品費 10,000 10,000 0 協議会備品

保険料 200,000 250,000 -50,000 傷害保険料

手数料 10,000 5,000 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 210,000 200,000 10,000
手間山農園とエコツーリズム、地域防災、教育環境整備、情

報発信塔、おせの背中、手間山回顧展 ほか

総務企画部 280,000 300,000 -20,000
広報紙の発行、教育サポート、白パト隊・地域見守り隊、交通

安全啓発運動、御内谷存続委員会、集落要望 ほか

地域づくり部 280,000 300,000 -20,000
環境パトロール、フラワーロード、思い出ロード、トライアスロ

ンの協力、リサイクル研修 ほか

公民館部 500,000 500,000 0
ソフトボール大会、サマーフェスティバル、運動会、史跡、バウ

ンスボール大会、しめ縄、人権啓発 ほか

ふれあい部 980,000 950,000 30,000
敬老会、歳末助け合い、ボラフェス、見守り懇談会、ふれあい

勉強会、交流会、ふれあいカード、おひさま通信 ほか

施設運営費 60,000 60,000 0

自動車管理費 180,000 250,000 -70,000 ガソリン代 ほか

予備費 10,000 10,000 0

租税公課 0 0 0

8,856,000 8,846,000 10,000


