
 

 

 

 

 

 

 

 

業　　　務　　　名 時期 備考
7月5日

（雨天中止）
綱引き大会 8月30日
運動会マラソンコース清掃 10月11日 母塚山

10月12日
（雨天10月18日）

11月15日
（雨天中止）

ソフトビーチバレーボール大会 1月17日
町大会への参加 2月7日 ｿﾌﾄﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男女各上位2ﾁｰﾑ

グランドゴルフ大会 協議中 部会で協議
スキー教室 2月13日 東西町と合同
たそがれコンサート 9月26日
撮影会（春） 6月21日 天津写真研究会
撮影会（秋） 未定 天津写真研究会と協議
作品展示 3月6･7日 天津写真研究会
ふれあい芸能ｉｎさいはく 11月8日 芝オケ研究会
歴史探訪 11月22日
天津地区文化祭 3月6･7日
カルチャースクール 年間 天津レディース樹になる会

各種教室・同好会の育成 年間
書道、３B体操、大正琴、筝
曲、生花、藤かご、カラオケ、
詩吟、グランドゴルフ

コミュニティ・スクールへの協力 年間
人権啓発・男女共同参画推進 年間
人権問題研修会 未定 教育委員会と協議
青少年健全育成 年間 天津地区青少年育成会
子ども会の育成 年間 子ども会
ＰＴＡ活動 年間 ＰＴＡ
夏休み絵画教室 8月22日 絵画研究会と日程協議必要
運動会参加 10月12日
ゴズ釣り大会 未定 青少年天津地区会と協議
ふるさとウォーク 未定 青少年天津地区会と協議
しめ縄つくり 未定 青少年天津地区会と協議
お菓子つくり 未定 青少年天津地区会と協議
文化祭作品展示 3月6･7日
防犯パトロール 年間
教育の日事業への協力 11月1日 ウォーキング

体育

青少年

人権

公民館部

ソフトボール大会

天津地区駅伝競走大会

天津地区運動会

文化

 

裏面へ

天津地域振興協議会だより 
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天津地域振興協議会 

総務企画部 

皆様のご協力よろしくお願い致します。 あくまで予定ですので、変更があればお知らせ致します。 



時期 備考
6･9･12･3月

随時
6月14日

6月
8～10月
9月13日
7月19日 土砂災害防災訓練

町に併せて 町からの報告待ち
12月

協議中 火災報知器の設置推進に取り組む

協議中 取り組む
協議中 取り組む
協議中 取り組む
協議中 取り組む
年間 横断旗、足型ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸのﾍﾟｲﾝﾄ
年間

時期 備考
6月13日
未定

定期開催
年間

7月5日
年間

10月25日
協議中

5月・8月
協議中
年間 生ごみ処理機斡旋、広報

協議中 さといも栽培
協議中
協議中

時期 備考
協議中 天津いきいきサロン
9月27日
12月23日
3月6･7日

年間
協議中
11月1日
協議中
協議中
協議中
協議中
協議中
協議中

交流センター美化デー（春）
地域づくり計画の策定

ふるさと健康ウォークの開催

ふれあい部
業　　　務　　　名

天津ふれあい会の開催
敬老会の開催

資源ゴミの回収事業（西伯小ﾘｻｲｸﾙ協力）

不法投棄ゴミ回収事業（秋）

収穫祭の開催

総務企画部

防犯灯・消火栓・防火水槽等の集落周知
災害時対応マニュアルの作成

防災対策（春の防災訓練）
防災対策（秋の防災訓練）

交流センター美化デー（秋）

集落づくり計画の活動状況把握

協議会だよりの発行

業　　　務　　　名
広報紙『はつかさん』の発行

荒廃農地対策

歳末福祉餅つき会の開催
天津地区文化祭へ参加
天津百寿会への支援

独居老人・高齢者世帯の見守り体制の確立

健康講座・栄養相談の開催
料理教室の開催

伝統行事の継承
農園利用事業

環境美化活動
ふれあい道路サポート事業
ジゲの道づくり事業

ボランティアフェスティバルへの参加

健康診断の受診率向上対策

ペットマナーの周知

地区内の危険箇所の把握・集落周知

不法投棄防止パトロール事業

地域づくり部

資源ゴミの回収事業

若者支援
火災報知機取付事業

ゴミの５％減量化事業

行政要望の取りまとめ

交通政策
防犯対策

防火対策

業　　　務　　　名
不法投棄ゴミ回収事業（春）

あいさつ運動の実施

 



平成21年4月1日～平成22年3月31日

収　　　　入 （単位：円）

内　　　　　訳 前年度予算額 本年度予算額 比較 備　　　　　　　考

3,220,000 3,357,000 137,000

町交付金 3,220,000 3,357,000 137,000 地域振興協議会運営交付金、地域活動活性化交付金

補助金 162,550 225,000 62,450

社会福祉協議会補助金 162,550 165,000 2,450 会費補助金、地域福祉活動補助金

町補助金 0 60,000 60,000 生ごみ処理機購入補助

301,500 287,400 △ 14,100

運動会負担金 301,500 257,400 △ 44,100 400円×531世帯＋地区5,000円

生ごみ処理容器負担金 0 30,000 30,000

0 2,635,000 2,635,000

町委託金 0 2,635,000 2,635,000 防災コーディネーター人件費、事務費

30,000 30,000 0

協賛金 30,000 30,000 0 たそがれコンサート協賛金(東西町)

雑収入 4,517 48,486 43,969

雑収入 4,517 48,486 43,969 預金利息、アルミ缶販売、コピー代

1,206,433 1,465,114 258,681

繰越金 1,206,433 1,465,114 258,681 前年度繰越金

4,925,000 8,048,000 3,123,000

支　　　　出 （単位：円）

内　　　　　訳 前年度予算額 本年度予算額 比較 備　　　　　　　考

事務局費 1,708,520 4,529,680 2,821,160

会議費 60,000 23,400 △ 36,600

評議会費 10,000 7,500 △ 2,500

区長連絡会費 20,000 6,000 △ 14,000

役員会費 30,000 9,900 △ 20,100

事務局費 1,144,320 4,002,080 2,857,760

事務局費 180,000 475,000 295,000 郵送料、ｺﾋﾟｰ代、事務用品代、パソコン機器

文書配布費 964,320 892,080 △ 72,240 文書配布費

防災ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ費 0 2,635,000 2,635,000 人件費、事務費

報償費 423,200 423,200 0

評議員報酬 46,800 46,800 0 5,200円

区長連絡会報酬 140,400 140,400 0 15,600円

役員報酬 230,000 230,000 0 部長10,000円、副部長5,000円、部員3,000円

監事報酬 6,000 6,000 0 3,000円

保険料 81,000 81,000 0

保険料 81,000 81,000 0 自治会活動損害保険料155円×579世帯×90％（割引）

活動部費 3,141,000 3,336,000 195,000

総務企画部費 845,000 767,000 △ 78,000

運営費 20,000 20,000 0 会議費

活動費 795,000 717,000 △ 78,000
新規事業、広報紙の発行、美化デー、地域づくり計画、交通政策、防犯
対策、災害時ﾏﾆｭｱﾙ作成

助成費 30,000 30,000 0 集落づくり計画費30,000円×1集落

公民館部費 998,000 1,035,000 37,000

運営費 20,000 20,000 0 会議費

活動費 893,000 930,000 37,000
ソフトボール、綱引き、運動会、駅伝、ソフトビーチバレーボール、町大
会、グランドゴルフ、スキー教室、文化祭、たそがれコンサート、歴史探訪

助成費 85,000 85,000 0 研究会・団体ほか

地域づくり部 383,000 389,000 6,000

運営費 20,000 20,000 0 会議費

活動費 363,000 369,000 6,000
新規事業、環境対策、可燃ごみ５％削減事業、環境美化活動、ペットマ
ナー推進事業、収穫祭の開催

助成費 0 0 0

ふれあい部 915,000 1,145,000 230,000

運営費 20,000 20,000 0 会議費

活動費 855,000 1,085,000 230,000
新規事業、敬老会、歳末福祉餅つき、文化祭、ふれあい会、ボランティア
フェスティバル、料理教室、若者支援

助成費 40,000 40,000 0 百寿会、天津地区地域福祉委員連絡会、健康ウォーク研究会

予備費 75,480 182,320 106,840

4,925,000 8,048,000 3,123,000

繰越金

委託金

平成２１年度天津地域振興協議会　収支予算

交付金

（支出合計）

項　　　　目

項　　　　目

（収入合計）

負担金

協賛金

 



景山　峻吾 (上阿賀) 佐伯　收(谷川)

庄倉　三保子 (清水川) 遠藤　真次(ﾌｫﾚｽﾄ)

総務企画部 公民館部 地域づくり部 ふれあい部

種　　紹夫(上阿賀) 岩田　栄隆(柏尾) 野口隆資(谷川) 野口みどり(谷川)

天野　正明（境） 亀尾　武尚(坂根) 松竹　治樹(ﾌｫﾚｽﾄ) 藤原信喜(四季)

赤井　恭二(柏尾) 西本信也(清水川) 桑名　尚人(坂根) 杉本光昭(上阿賀)

区長 評議員 藤野　　敏(四季) 田子　一誠(境) 大塚秀二(清水川) 畑中　昌美(ﾌｫﾚｽﾄ) 体育委員 文化委員

仲田　司朗 渡辺　義明 境 丸山　隆弘 安達　保 田子　信治 田子　稔 田子　浩司 安達　保

加藤　晃 加藤　晃 坂根 中野　久志 加藤　哲英 松岡　千寸 亀尾　弘子 中野　久志 亀尾　幸司

野口　卓夫 野口　卓夫 谷川 三好　明雄 野口　　亮 佐伯　平樹 野口　勝子 安達　武志 佐伯　重美

花房　和夫 花房　和夫 四季 武海　博華 糸原　由美子 田村　誠 佐伯　勉 永島　直樹 糸原　由美子

亀尾　正明 亀尾　正明 柏尾 長谷川　智之 植尾　篤 天野　治吉 亀尾　明正 亀尾　秀樹 生田　幹夫

畠　　稔明 畠　　昭久 清水川 大塚　　壮 倉田　秀和 庄倉　　隆 大塚志津子 倉田　秀和 本田　　靖

新宮　和幸 新宮　和幸 フォレスト 遠藤　真次 井上　健太郎 角　賢司 山岡　淳也 加納　修二 三浦　常雄

須山　啓己 須山　啓己 上阿賀 小森　修也 秦　　哲郎 戸田　幹男 景山　玲子 種　浩一 秦野晃一郎

山根　奈生子 担当保健師

畠　　稔明(清水川)
企画政策課

地域振興専門員
永井　志保 担当栄養士

渡邉　悦朗(上阿賀)
企画政策課

主幹
岡田　洋子　 社会福祉協議会

平成21年度　天津地域振興協議会　役員名簿

監　　事

支援員

会  長

副会長兼事務局員

部
 
 

員

部 　長

副部長

 

 

 

 

可燃ごみ減量作戦、今回はプラスチック類、庭木について掲載します。 

◎プラスチック類 

容器の包装は、購入時は詰め替え製品を選んだり、過剰包装を断る、処分時は分別をす

る（軟質プラスチックの回収に出す、食品トレイはスーパーなど。）などで減らせます。 

レジ袋は、マイバッグを持参して断りましょう。 

このようにすると、プラスチック類のごみは半分になると言われています。 

◎庭木 

庭木の中で、１週間程度乾燥させた、直径１０ｃｍ以下でかつ長さが１ｍ以下のものは

軟質プラスチック類の回収に出すことができます。 

 

可燃ごみを減量しよう！ No.３ 

※軟質プラスチック類の回収（町のごみ収集） 

月に２回、資源ごみの日と再生用資源ごみの日に収集が行われています。透明または半

透明の袋に入れて出してください。次のマークが付いているものが対象になります。 

      

その他に、ＣＤ・ＤＶＤケース、スポンジ、布団、庭木（１週間程度乾燥させたもので、

直径１０ｃｍ以下でかつ長さが１ｍ以下のもの）は出すことができます。 


