
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４月２６日(火)第１回評議会が開催され、平成２８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。 

 

   

 

手間山お知らせ版 
第２９号 

平成２８年６月１６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 

努力は実る   （南部中学校 平成２7 年度卒業生より） 

 

基本方針   私たち協議会は、初心を忘れず『手間ひまかけて育もう地域の絆と地域の誇り』を合言葉に

住民ニーズを聴きながら事業展開してきたが、発足して１０年目を迎えます。 

地域資源(宝)を磨き、活用しながら地域に賑わいを創出、安心・安全で住みやすく、住みたく

なる地域を目指し「地域でできることは地域で」と鋭意取り組んできたところです。 

  今後は、より多くの住民が参加したくなる組織・地域活動を進めることが重要であり、その

ためには、住民の声を幅広く拾い集めて、住民の身近な問題にも応える活動を展開する必要が

あり実施にあたっては、できる人が・できる時に・できる事で活動に参加しやすい環境を創

り、住民(人)が『つどう』『つなげる』『つづける』など地域力を活かして永続的に発展してい

きたいと考えている。 

方 針 

事 業 

重点事業 自然体験など地域資源を活用し、郷土愛や住民が誇りを育み一体感が醸成できる活動を基

軸に、地域ニーズに合致した年齢層にあった事業を企画しながら一過性でなく継続性を持っ

た事業展開を図る。また、各部の協力体制を構築し、住民にボランティアを広く呼びかけ事

業を円滑に推進する。

する。  

 ・ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑてま山(てま山農園の運営管理） 

・広報誌の発行 

・教育ｻﾎﾟｰﾄとｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙへの協力 

 

 

 

・防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(白ﾊﾟﾄ隊)・地域見守りの充実 

・ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ手間山(要害山ﾄﾚｯｷﾝｸﾞｺｰｽの整備） 

 

・ｳォｰｷﾝｸﾞﾛｰﾄﾞの清掃 

・集落要望の取りまとめと現地確認、最終確認 

 

 

・講演会の開催 

 

・4 月～3 月：ふれあい部と合同(植付･収穫) 

・年３回発行：6 月、10 月、3 月 

・年２回南部中防災訓練への協力（6 月:地震想定・11

月:火災想定）、10 月 15 日(土)：土曜開校(ふれあ

いｳｵｰｸ)協力、2 月～3 月：小中学生ﾒｯｾｰｼﾞ募集･掲

示、随時：おせの背中を見せよう 

・4 月～3 月：会見小下校時、夜間 

・6 月１９日(日)：地域づくり部と合同、下旬：部単

独･復路ｺｰｽ探索 

・９月：住民参加要請で草刈･ゴミ拾い(天萬～大袋) 

・10 月上旬：現地確認、中旬：提出書類確認、下旬：

提出、3 月：前年要望の完了確認と報告(区長と部員

で実施し報告） 

・１月下旬：講師：祐生出会いの館: 中尾慶治郎氏 

 

平成 28年度評議員（各集落の区長） ＜敬称略＞ 

天 満：三鴨義文  三 崎：岩田充夫 

寺 内：安森 正  宮前一：板持 秀 

宮前二：中前松司  田 住：小林秀雄 

西 原：岩田典弘  諸 木：沢村一朗 

円 山：野口誠治  福 里：森田 剛 

 

 
第１回評議会の様子 

・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） 

・随時：（事務局）ため池のハザードマップ作成支援 

・随時：（総務企画部･事務局）集落要請に対応 

・年間：（事務局）行事開催、健康管理など 

・随時：（部員･事務局）法人化、事業活動を研鑽 

・随時：（[評]正副議長･[総]正副部長、事務局） 

 

 

ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑてま山（てま山農園の運営管理） 

ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ手間山 

地域防災活動の協力支援と啓蒙 

 

情報発信塔（ﾒｯｾｰｼﾞﾀﾜｰ）の効果的運用 

先進地視察研修 

御内谷線存続委員会の開催 

 



 

  

 

  

・年間：会見小に協力要請し、河川･事業所設置 

・6 月１９日(日)：（総務企画部と合同） 

・7 月３日(日)：野鳥･植物等観察（案内人：桐原氏） 

・7 月 17 日(日)：ｺﾞﾐ回収･応援 

・7 月 3 日(日)：横断幕設置 

・年２回：11 月、3 月啓発・ｺﾞﾐ回収・看板設置 

・２月：愛称描き 

・３月：壁面設置・披露（さくら保育園卒園児対象） 

・11 月～12 月：視察場所（県内） 

ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ 

ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ手間山(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 

全日本ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ皆生大会の協力 

 

環境ﾊﾟﾄﾛ-ﾙの実施 

思い出ﾛｰﾄﾞの制作 

 

視察研修 

・年間：（ふれあい部と合同） 

・年３回：（6 月、10 月、3 月） 

・随時：おせの背中を魅せよう町民運動 

・１１月：南部中防災訓練等 

・１０月１５日(土)：ふれあいｳｫｰｸ（土曜開校） 

・２～３月：小中学生ﾒｯｾｰｼﾞ（募集・掲示） 

・年間：会見小下校時、夜間 

・6 月１９日(日)：（地域づくり部と合同） 

・6 月下旬：復路ｺｰｽ探索 

・７月：住民参加要請で草刈･ｺﾞﾐ拾い(天萬～大袋) 

・10 月上旬：現地確認、3 月：最終確認 

・１月下旬 

 

 

 

ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑてま山(てま山農園の運営管理） 

広報誌の発行 

教育ｻﾎﾟｰﾄとｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙへの協力 

 

 

 

防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(白ﾊﾟﾄ隊)・地域見守りの充実 

ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ手間山(要害山ﾄﾚｯｷﾝｸﾞｺｰｽの整備） 

 

ｳォｰｷﾝｸﾞﾛｰﾄﾞの清掃 

集落要望の取りまとめと現地確認、最終確認 

講演会の開催 

 

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。 

地域づくり部 

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 

みんなで大きな壁をのりこえろ！！ （南部中学校 平成２７年度卒業生より） 



 

 

  

公民館部 

方 針 

事 業 

多くの歴史的遺産や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。 

ふれあい部 

方 針 

事 業 

自分で体調を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と安心し

て暮らせる地域づくりを推進します。 

ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑてま山(てま山農園の運営管理） 

ふれあいｶｰﾄﾞの作成 

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 

富有の里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 

南部町ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙへ参画 

 

歳末助け合いの実施 

・年間：（総務企画部と合同） 

・年間：随時新情報に更新・新規作成 

・年 3 回：（5 月・9 月･2 月） 

・年 2 回：5 月(各委員と情報交換) 

11 月(講演と情報交換) 

・6 月 26 日(日)：ﾛｺﾄﾚ等健康運動・座談会 

・7 月：「富有の里ふれあい部」と交流 

・9 月 4 日(日)：長寿記念品(ﾎﾟｰｾﾗｰﾂ) 

・10 月 9 日(日)：会場:いこい荘 

・10 月 23 日(日)：『赤猪岩そば』販売 

(前日そば打ち等準備) 

・12 月 17 日(土)：おこわ調理・配布 

 

地域をね 明るくしてね あいさつで （会見小学校 平成２7 年度卒業生より） 

人権啓発活動への取り組み 

手間地区ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会(集落対抗) 

ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 手間山 

あいみ地区運動会 

手間山たんけん隊 

 

しめ縄づくり講習会 

ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ(ﾊﾞｳﾝｽﾎﾞｰﾙ大会) 

第 3 回南部町民ﾊﾞｳﾝｽﾎﾞｰﾙ大会へ参加 

・年 2 回：映画会、人権学習推進委員との懇談会 

・5 月 29 日(日)：各集落へ参加要請 

・7 月 24 日(日)：手間山主催(会場：ﾄﾚｾﾝ) 

・9 月 25 日(日)：富有の里と共同開催 

・11 月 6 日(日)：ｺｰｽ(宮前二･宮前一･浅井、約 4 ㎞) 

(案内人 中尾氏） 

・12 月 25 日(日)：伝統文化を継承 

・1 月 29 日(日)：集落対抗(子どもから大人） 

・2 月 5 日(日)：ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ優勝ﾁｰﾑ 



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 8,380,000 8,514,000 -134,000

振興区支援交付金 8,380,000 8,514,000 -134,000

諸収入 225,408 227,107 -1,699

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 125,408 127,107 -1,699 社協助成金、利息　他

繰越金 394,592 319,893 74,699

繰越金 394,592 319,893 74,699

　　　　　　　　　計 9,000,000 9,061,000 -61,000

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 1,330,000 1,341,000 -11,000 区長（評議員）

事務局費 4,892,000 4,822,000 70,000

賃金 3,644,000 3,644,000 0 職員給与

福利厚生費 628,000 618,000 10,000 健康保険、雇用保険、健康診断 ほか

研修費 50,000 50,000 0 研修費、出張旅費

備品・消耗品費 265,000 215,000 50,000 コピー代、事務用品 ほか

会議費 30,000 20,000 10,000 役員会、部会

通信費 60,000 60,000 0 電話代、切手代

使用料 5,000 5,000 0 会場使用料 ほか

保険料 200,000 200,000 0 傷害保険料

手数料 10,000 10,000 0 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 200,000 200,000 0
グリーンツーリズムとエコツーリズム、地域防災、情報発信

塔、先進地視察、御内谷線存続委員会 ほか

総務企画部 210,000 280,000 -70,000
広報紙の発行、教育サポート、白パト隊・地域見守り隊、講演

会、ウォーキングロード、集落要望 ほか

地域づくり部 200,000 260,000 -60,000
フラワーロード、思い出ロード、トライアスロンの協力、環境

パトロール、自然観察会、視察研修 ほか

公民館部 550,000 530,000 20,000
ソフトボール大会、サマーフェスティバル、運動会、てま山探

検隊、しめ縄、チャレンジカップ、人権 ほか

ふれあい部 1,090,000 980,000 110,000
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 170,000 290,000 -120,000 ガソリン代、修理・点検費用 ほか

予備費 10,000 10,000 0

　　　　　　　　　計 9,000,000 9,061,000 -61,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度あいみ手間山地域振興協議会一般会計予算 

きまりを守って 登下校をしよう （会見小学校 平成２7 年度卒業生より） 


