
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

    

 
 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

手間山お知らせ版 
第２６号 

５月１７日(日)協議会と住民の方が一緒に 

夏野菜約４００本の植付けをしました。 

平成２７年６月１８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 

上段左から  山城邦夫（三崎）、 武田直樹（寺内）、 中前松司（宮前二）、 三鴨義文（天萬）、 沢村一朗（諸木）、 當別當憲正（円山） 

下段左から        板持 秀（宮前一）、 小林一弘（田住）、 森田 剛（福里）、 岩田 謙（西原）            ≪敬称略≫ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

早寝、早起き、朝ご飯。生活バランス整えよう （南部中学校 平成２６年度卒業生より） 



 

  

 

  

平平成成２２７７年年度度  

基本方針 

４月２２日(水) 第１回評議会が開催され、平成２７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。 

私たちは、発足時の初心を忘れず『地域の絆と地域の誇り』を育むために住民目線に立っ
た事業を推進し、地域に賑わいを創出していきたいと考えている。そのためには、安心安
全で明るく活気ある地域、住みやすく住みたくなる地域、若者が定住し子どもたちの声が
飛び交う地域を創造することが不可欠である。具体的には、各年齢層に合致した事業を企
画立案し、それを『みえる化』することによって、住民参加を促し世代間のふれあいや交
流を図っていきたい。地域の力は、いかに人と人との繋がりを感じて、お互いが信じあい
繋がるかであり、共生する地域を創るには、この地域の力を醸成することが重要課題であ
る。 

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基本に、住民の方々と外部の方が参加して交流が

図られる事業を展開し、そして年齢層のニーズに合致した事業を実施し『一体感』と『信頼

感』が醸成できる環境を創る。また、各部の相互応援とボランティアスタッフの協力体制を

構築し事業を円滑に推進する。  

事 業 
・グリーンツーリズムてま山(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） 

・教育環境整備とサポートの実践 

 

 

 

・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 

・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） 

随時：（事務局）おせの背中を魅せよう町民運動 

１０月：（事務局・各部）土曜開校に協力 

２月：（事務局・総務企画部）小中学生ﾒｯｾｰｼﾞ募集 

３月：（総務企画部）小中学生ﾒｯｾｰｼﾞ掲示 

年間：（事務局） 

随時：（事務局・総務企画部） 

１月：（事務局） 

随時：（事務局・総務企画部・評議会） 

富有の里と協議 

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への協力 

・防犯パトロール・地域見守りの充実 

・グリーンツーリズムてま山（てま山農園の運営管理） 

・ウォーキングロードの清掃(天萬～大袋） 

・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) 

  

・集落要望の取りまとめと現地確認 

・交通安全教室の開催 

・前年度集落要望の最終現地確認 

年３回発行：（6 月・10 月・3 月） 

年間：会見小・南中(防災訓練等) 

年間：下校時(白パト隊)、夜間(部員) 

年間：ふれあい部と合同 

年１回：（地域住民に参加募集） 

６月１３日(土)：地域づくり部と合同 

６月２７日(土)：要害山入口付近草刈り 

１０月：現地確認・提出書類確認・提出 

１１月：天万駐在所へ依頼(６５歳以上) 

３月：実施完了の確認 

 

 

 

 

 

毎日 笑顔を忘れず がんばって （会見小学校 平成２６年度卒業生より） 

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


 

 

  

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 
・フラワーロード 

・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 

・全日本トライアスロン皆生大会の協力 

 

・環境パトロ－ルの実施 

・思い出ロードの制作 

・視察研修 

年間：会見小児童へ協力要請 

６月１３日(土)：総務企画部と合同 

７月５日(日)：野鳥･植物等観察（案内人：桐原真希氏） 

７月１９日(日)：ゴミ回収･応援 

（７月５日(日)：横断幕設置） 

年２回：１１月・３月 (啓発・ゴミ回収・看板設置） 

３月：手型押し壁面設置･披露(さくら保育園卒園児対象） 

２月：県内視察研修 

 

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。 

・人権啓発活動への取り組み 

 

・手間地区ソフトボール大会 

・サマーフェスティバル 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 

・チャレンジカップ(バウンスボール大会) 

・ソフトバレーボール大会 

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。 

・ふれあいカードの作成 

・グリーンツーリズムてま山(てま山農園の運営管理） 

・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：随時新情報に更新･新規対象者に声かけ 

年間：総務企画部と合同 

年３回程度発行：ふれあい部活動・健診等情報 

年２回開催：５月（各委員情報交換） 

：１１月（情報収集とﾋﾞﾃﾞｵ鑑賞） 

６月２８日(日)：外部講師の講演と健康運動等 

７月：「あいみ富有の里ふれあい部」と交流 

９月６日(日)：長寿記念品マグカップ(ポーセラーツ) 

１０月１１日(日)：（前日 会場準備） 

１０月２５日(日)：(前日 そば打ち等準備) 

１２月１２日(土)：調理・配布（前日 準備） 

 

年間：年２回映画会 

：年１回人権学習推進委員との懇談会 

５月３１日(日)：集落、小中学生 

８月２３日(日)：手間山主催・音楽祭検討 

９月２７日(日)：富有の里と共同事業(前日準備) 

１１月８日(日)：コースを検討(案内人要請) 

１２月２７日(日)：伝統文化を継承 

１月３１日(日)：集落対抗(子どもから大人） 

２月２８日(日)：集落･前年参加チームに参加依頼 

 

 

あいさつ 飛びかう 会見小になれ！ （会見小学校 平成２６年度卒業生より） 
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平成２７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 8,514,000 8,272,000 242,000

振興区支援交付金 8,514,000 8,272,000 242,000

諸収入 227,107 229,877 -2,770

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 127,107 129,877 -2,770 社協助成金、利息　他

繰越金 319,893 354,123 -34,230

繰越金 319,893 354,123 -34,230

9,061,000 8,856,000 205,000

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 1,341,000 1,347,000 -6,000 区長（評議員）

事務局費 4,822,000 4,721,000 101,000

賃金 3,644,000 3,596,000 48,000 職員給与

福利厚生費 618,000 598,000 20,000 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 215,000 172,000 43,000 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 60,000 0 電話代、切手代

使用料 5,000 5,000 0 会場使用料 ほか

備品費 0 10,000 -10,000 協議会備品　【備品・消耗品費と合算】

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 200,000 210,000 -10,000
グリーンツーリズムとエコツーリズム、地域防災、教育環境

整備、情報発信塔、手間山回顧展、御内谷線存続 ほか

総務企画部 280,000 280,000 0
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、集落要望、ウォーキングロード ほか

地域づくり部 260,000 280,000 -20,000
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、視察研修、自然観察会 ほか

公民館部 530,000 500,000 30,000
ソフトボール大会、チャレンジカップ、サマーフェスティバル、

運動会、史跡、ソフトバレー大会、しめ縄、人権 ほか

ふれあい部 980,000 980,000 0
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 290,000 180,000 110,000 車検費用、タイヤ、ガソリン代 ほか

予備費 10,000 10,000 0

9,061,000 8,856,000 205,000

「夢」叶うまで挑戦！ （南部中学校 平成２６年度卒業生より） 

 


