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平成２５年度 朝日地区まちづくり協議会の概要
組
設
人
行

織
立

名
年

月

称

舘腰地域まちづくり協議会

三面地域まちづくり協議会

たかねまちづくり協議会

猿沢地域まちづくり協議会

塩野町地域まちづくり協議会

日

平成２４年３月１８日

平成２４年３月８日

平成２４年３月２５日

平成２４年３月２７日

平成２４年３月１８日

２，４３１人

１，３７４人

２，６４２人

２，０６２人

２，１０１人

１１区

１０区

８区

９区

８区

４区 ・ ７０４点

２区 ・ ２１４点

２区 ・ ３３４点

口（ H２ ５ ．４ ．１ ）
政

区

数

辺地行政区数・点数
ま ち づ く り の
理 念 、 目 標 な ど

◆役員

会長１名、副会長２名、事務局長１名、専門

織

概

要

◆役員

会長１名、副会長２名以内、事務局長１名、

部正副部会長８名、理事１３名以内、監事２
理事若干名、監事２名
名
◆代議員 ４１人
◆代議員 ３０人
◆専門部会
産業振興部会、交流活動部会、

◆評議委員会（地域区長、顧問）
◆専門部会（規約に名称規定なし）
環境部会、交流部会、地域振興部会

資源活用部会、広報環境部会
Ｈ ２ ５ 予
算
額
（うちまちづくり交付金）

・

－

２区 ・ ２７９点

生きがいとふれあいに満ちた心豊かな暮ら 三面の雄大な自然と伝統・風景を大切にしが 互いに支え合って固有の自然や歴史文化を 豊かな環境を守り、みんなの生きがいを生み 交流と助け合いを通じて、いつまでも住み続
しのあるまち舘腰
ら、活気と地域愛に満ちたまちをつくる
守り、暮らしやすい地域環境をつくる
出す活力ある地域を創る
けられる固有の環境を整える
◆役員

組

－

３，２７０，０００円
（２，４４９，０００円）

◆役員

会長１名、副会長２名、事務局長１名、会計

会長１名、副会長２名、事務局長１名、理事

会長１名、副会長２名、事務局長１名、理

１名、理事３０名以内、監事２名

２７名程度、監事２名

事２５名程度、監事２名

◆代議員

４０人

◆代議員

４６人

◆代議員

３８人

◆評議委員会（地域区長）
◆評議員会（地域区長、顧問）
◆評議員会（地域区長、識者等）
◆専門部会
◆専門部会（規約に名称規定なし）
◆専門部会（規約に名称規定なし）
開発交流部、環境安全部、健康福祉部、地
まちづくり推進部会、交流事業部会、健康
地域活動あぐり部会、ふれあい伝承部会、
域振興部

１，７４２，０００円
（１，５３２，０００円）

◆役員

福祉部会、産業開発部会、歴史環境部会
２，５５０，０００円
（２，２２５，０００円）

１，８９２，０００円
（１，７６４，０００円）

産業振興部会
情報発信事業（地域振興部会）
開発交流部会
まちづくり推進部会
・地域農産物を販売する仕組みを作る。
■まちづくり協議会の取組状況などを紹介す ■郷土料理を味わう会
■広報紙「りーどご！猿沢」の発行
・地域資源を生かしたイベントを企画し、地域 る広報紙を年４回発行する。
・身近な郷土料理や地域食材を使った料理 ・年４回（６月、９月、１２月、３月）

スクラムネット観光部会、ホットニュースス
テーション
２，１７０，０００円
（１，８７７，０００円）
地域活性あぐり部会
ふれあい伝承部会
■大収穫祭の開催

外との交流を図る。
地域資源調査事業（地域振興部会）
を利用して地域住民が交流する場を創出す 協議会の活動や、集落行事などを紹介する。
地域の食文化を後世に伝えるため、地元の
■舘腰軽トラ市の開催 ８月４日（日）
■地域の名所、名物、名人などを調査し地域 る。今年度は部員によるメニュー考案など、 ■朝日駅伝大会の出場支援
食材を使った伝統料理で、塩野町地域のコミ
■大たてこし展での農作物の販売 １１月１０ 資源調査マップのデータ収集を行う。
郷土料理＋新しい〇品で挑戦。
・地域及び集落単位の駅伝チーム結成を支 ュニティをさらに賑やかにするとともに、収穫

Ｈ ２ ５ 事 業 計 画

日（日）
交流活動部会
・地域住民の交流と親睦を図るイベントを開
催する。
■大たてこし展の開催 １１月１０日（日）
資源活用部会

地域住民交流事業（交流部会）
■地域交流大運動会
・運動会及び交流会を実施し、地域住民の交
流と親睦を図る。９月中旬予定
食を通じた交流事業
■地域の食材を生かした料理の研究や食を

開催日：１１月１７日（日）
会場：高根区民会館
参加者：協力員を含め８０名程度
■たかねまちあるき大作戦
・高根地域の名所や集落に伝わる伝統文化
などを調査しまとめる。

援するために､保険加入や全体練習会､懇親
会などの計画を担う｡練習等９月～､大会１１
月３日
■集落活性化支援事業助成金
・集落や団体が実施する取り組みや事業に
対し､一集落あたり２事業､事業費の２分の１

祭を通じて地域の良さを再認識する。
『秋の大収穫祭』
部会開催予定数４～５回、全体役員会１回
必要により協力員説明会
開催日：１１月１０日（日）１０:００～１４:００
会 場：塩野町小学校体育館

・各集落を回り、歴史や文化を発掘する学習
会などを開催する。
■歴史講座の開催 ６月、１０月、２月
■舘腰史（仮名）の平成２７年度発行に向け
た内容の検討
広報環境部会
・まちづくり協議会の取り組み状況や地域の
話題などを紹介する情報紙を発行する。ＨＰ
の活用。
■まちづくり通信の発行
８Ｐ２回（ １０、３月）、４P２回（８、１２月）

通じた交流を図る。
環境美化事業（環境部会）
■鷲ヶ巣山登山道整備
・登山道の草刈り、倒木処理などを実施し、
縄文の里で慰労会を予定 ６月１６日（日）
■健康ウォーク兼クリーン作戦
・岩崩区と石住区からごみを拾いながらヤナ
場まで歩き、ヤナ場で昼食をとる。 １０月中
旬予定
集落活動支援事業（地域振興部会）
■助成金交付要綱に基づき集落等に助成金

開催日：６月２日（日）⇒中原、薦川
開催日：９月１４日（土）⇒岩沢
環境安全部
■たかね花いっぱい運動
・地域内の公共施設（朝日みどり小、高南保
育園ほか）に花の苗を植える。６月
・集落ごとに年次計画で球根を植える。今年
度は岩沢集落の協力を得て県道沿い（約２０
０ｍ）にスイセンの球根を植える。１０月
・昨年度球根植え箇所（約３０ｍ）の草刈りを
行う。７月、９月

（上限２０，０００円）を助成する｡第１期募集（６
月末まで）､第２期募集（９月末まで）
■集落ＰＲ資料づくり基金
・集落ＰＲ資料づくりの基金として､平成２４～
２７年度の４年間で基金を積み立てる｡
交流事業部会
■猿沢地域盆おどり大会
・８月１６日（金）朝日みどりの里屋根付き多目
的ドームにおいて、盆踊りのほか､模擬店や
ミニイベントなどを実施
■秋のイベント（仮）

入場者：３００人程度
■農産物加工品の販売
地元の農産物を活かして、地域内の循環型
社会を築く。
スクラムネット観光部会
■地域内にある大小さまざまなお宝箇所を
再発見し、地域資源として凝縮した『お宝マッ
プ』を作成し、地域全体で共有することで、郷
土愛を醸成する。
部会開催随時、集落散策２回（５／２６ 松岡・
早稲田等、９／８ 本小須戸・荒沢等）

組

織

名

称

舘腰地域まちづくり協議会
協議会全体
■集落を支援する助成事業の実施
■先進地視察研修

三面地域まちづくり協議会
を交付し、集落の活性化を支援する。
調査研修事業（協議会全体）
■先進地視の調査研究を行う。

たかねまちづくり協議会

猿沢地域まちづくり協議会

塩野町地域まちづくり協議会

■たかね美化の日
地域一斉にゴミ拾いを実施する。時期：未定
健康福祉部
■高齢者元気事業

・地域住民同士の親睦と融和を目的とし、産
業開発部会と合同開催予定。開催日は未定
健康福祉部会
■あいさつ＋１（プラスワン）運動

調査済み箇所１５箇所
ほっとニュースステーション
■各集落の情報を取り上げ地域全体で共有
する。

・地域の茶の間支援や地域のボランティア交 ・地域ぐるみのあいさつ運動を展開する｡
・地域まちづくり通信年４回発行、地域内全戸
流を通し、高齢者が元気で暮らせる仕組み ･のぼり旗､Ｐティッシュ､チラシ､ポスター､村 配布約６３０世帯
づくりを考える。
上市告知情報端末などを利用する｡
■地域ふれあい事業
･標語の募集やアンケートを実施する｡
・あいさつ運動を推進し、地域のこどもとおと ■｢地域の茶の間｣立ち上げ支援

・地域行事カレンダーの発行、４月１日、地域
内全戸配布約６３０世帯
■集落活性化支援事業

なが顔見知りになるきっかけをつくる。
方法：夏休みラジオ体操参加
時期：夏休み期間（７～８月）

･集落のニーズに合わせ､｢地域の茶の間｣の ・集落等が行う事業に対して助成金を交付す
立ち上げを支援する｡
る。
産業開発部会
８集落×３０，０００円×２事業

地域振興部

■そばづくり等の体験イベント（仮）

■情報紙の発行
・通年取り組める事業として、簡単な農作業を
・まちづくり協議会の取り組み状況や地域の 通じて、農業の楽しさを伝える。
話題を紹介する。
■秋のイベント（仮）
■地域振興事業協議
・地域のこどもたちが農業体験を行い、収穫
の喜びを知る機会をつくる。
協議会全体
■先進地研修事業

・地域住民同士の親睦と融和を目的とし、産
業開発部会と合同開催予定。開催日は未定
歴史環境部会
■猿沢地域一斉クリーン作戦
・１０月１３日（日）に、地域一斉で美化活動を

■集落支援事業
８集落×２５，０００円×２事業

行う。
■猿沢地域資源調査事業
・猿沢地域の魅力再発！宮ノ下・下中島ウォ
ーキング ６月２２日（土）
■集落マップづくり基金
･集落マップづくりの基金として､平成２４～２７
年度､４年間で基金を積み立てる｡

平成２５年４月２０日（土） 午後６時３０分～
H ２ ５ 総 会 日 程

備

平成２５年４月１８日（木） 午後６時３０分～

大吉亭
布部集落センター
来賓：市長（代理）、地域内市議、地域区長、 来賓：支所長
小川小学校長

平成２５年４月２１日（日） 午後４時３０分～

平成２５年４月２０日（土） 午後６時～

平成２５年４月７日（日） 午後３時～

割烹 福助
来賓：地域内市議

朝日みどりの里 食堂
来賓：地域内市議（欠席）
その他：自治振興課長

朝日みどりの里 食堂
来賓：地域内市議

考

※平成２５年度地域まちづくり交付金総額６０，０００，０００円〔人口割（６５％）：３９，０００，０００円、行政区割（２８％）：１６，８００，０００円、辺地加算（７％）：４，２００，０００円〕

※猿沢小学校創立１４０周年関連事業への協
力を行う。

