
平成２８年伯耆町区長協議会１月定例会 議事 

１．平成２７年伯耆町区長協議会事業実績（案）及び収支決算（案）について      

（１） 平成２７年伯耆町区長協議会事業実績（案）について 

１） 定例会の開催 

 区分 日時・場所 内  容 備 考 

１月 

定例会 

日時 １月２７日（火） 

10:30～11:55 

場所 伯耆町農村環境改善セ

ンター 多目的ホール 

平成２６事業実績報告 

平成２６年収支決算報告 

平成２７年役員の選出 

開会前、伯

耆町定例表

彰式を開催

４月 

定例会 

日時 ４月２１日（火） 

    14:00～16:15 

場所 伯耆町農村環境改善セ

ンター 多目的ホール 

平成２７年事業計画 

平成２７年収支予算 

１２月 

定例会 

日時 １２月４日（金） 

    13：30～ 

場所 伯耆町農村環境改善セ

ンター 多目的ホール 

平成２７年事業実績（見込

み） 

平成２７年収支決算（見込

み） 

第一部とし

て、まちづく

り講演会を

開催 

２） 役員会の開催 

 日時・場所 内  容 

第１回 

日時 １月２７日（火） 

    11:55～12:10 

場所 伯耆町農村環境改善セ

ンター 多目的ホール 

会長、副会長、委員の選任 

第２回 

日時 ４月８日（水） 

    15:00～16:30 

場所 本庁舎２階 応接室 

【協議】 

平成２７年事業計画について 

平成２７年収支予算について 

町の事業について 

第３回 

日時 ５月２０日（水） 

    9:00～10:50 

場所 本庁舎３階 

    第一委員会室 

【協議】 

環境美化活動事業の実施について 

先進地視察研修の実施について 



第４回 

日時 ８月４日（火） 

    9:00～10:30 

場所 本庁舎３階  

第一委員会室 

【報告】 

環境美化活動事業の実施結果について 

【協議】 

防災活動事業の実施について 

先進地視察研修の中止に伴う今後の方

針について 

第５回 

日時 １０月２８日（水） 

    9:00～10:30 

場所 本庁舎３階 

    第一委員会室 

【報告】 

防災活動事業の実施結果について 

【協議】 

来年度の事業日程について 

１２月定例会の日程と内容について 

集落アンケートについて 

３） 環境美化活動事業 

① 実施日時  平成２７年６月２１日（日） 午前７時～９時 

②各集落の実施状況 

地区名 実施集落数（前年） 参加人数（前年） 

八郷地区 
１４集落中 １２集落 

（１４集落中 １２集落） 

３０３人 

（２８５人） 

大幡地区 
１２集落中 １１集落 

（１２集落中 １２集落） 

５３２人 

（５１４人） 

幡郷地区 
１０集落中 １０集落 

（１０集落中 １０集落） 

７２５人 

（６９５人） 

二部地区 
１４集落中 １４集落 

（１４集落中 １４集落） 

２６３人 

（２７２人） 

溝口地区 
３０集落中 ２８集落 

（３０集落中 ２７集落） 

６９０人 

（６８５人） 

日光地区 
９集落中 ９集落 

（９集落中 ８集落） 

１０６人 

（１２２人） 

合計 
８９集落中 ８６集落 

（８９集落中 ８２集落） 

２，６１９人 

（２，５７０人） 

※事業の趣旨にご賛同いただき、集落の都合上６月２１日以外に実施された集落

の実績も記載。 



  ４） 防災活動事業 

  ①実施日時  平成２７年９月２７日（日） ８：００～ 

  ②各集落の実施状況 

   地区

名 
実施集落数（前年） 参加人数（前年） 

八郷地区 
１４集落中 ４集落 

（１４集落中 ５集落） 

２１９人 

（２０３人） 

大幡地区 
１２集落中 １１集落 

（１２集落中 １０集落） 

８６６人 

（５７３人） 

幡郷地区 
１０集落中 ８集落 

（１０集落中 ８集落） 

７２２人 

（６５１人） 

二部地区 
１４集落中 １１集落 

（１４集落中 １１集落） 

３９６人 

（４０４人） 

溝口地区 
３０集落中 ２０集落 

（３０集落中 ２４集落） 

７３８人 

（９１８人） 

日光地区 
９集落中 ７集落 

（９集落中 ５集落） 

２１２人 

（１７１人） 

合計 
８９集落中 ６１集落 

（８９集落中 ６３集落） 

３，１５３人 

（２，９２０人） 

５） 研修事業 

Ⅰ 先進地視察研修 

      平成２７年７月８日（水）に「自治組織 共和の郷・おだ」（広島市河内町）を予定し 

     ていましたが、参加希望者が２０人に達しなかったため、中止としました。 

     （参加希望者：区長１３人 その他３人） 

 Ⅱ まちづくり講演会 

実施日  平成２７年１２月４日（金）１３：３０～１４：４５ 

テーマ  元気な集落になるために地域でできること 

講 師  大山公民館 専門員 入江 雅史（長田集落住民） 

演 題 「孝霊山の麓に新しい風と賑わいが 

～人が住み、人がつながり、人が集まる～」 

     参加者  ９６人（区長８６人、その他１０人） 

６） 会員相互の親睦事業（懇親会） 

①実施日   平成２７年４月２１日（火） 

② 場 所   ビアホフ・ガンバリウス 

③ 参加者   ２６人（区長２１人、町５人） 



（２）平成２７年伯耆町区長協議会収支決算（案）について 

１）収入の部 （単位：円）

本年度予算額 本年度決算額 比較増減 摘要

270,000 85,407 △ 184,593
伯耆町区長協議会活動支援事業交
付金

131,000 130,911 △ 89 地域自治活動交付金の１％

1,000 24 △ 976 預金利息等

0 0 0

402,000 216,342 △ 185,658

２）支出の部 （単位：円）

本年度予算額 本年度決算額 比較増減 摘要

役員会費 67,200 64,800 △ 2,400

役員会出席報償費
2,400円×6人×4回＝57,600円
会計監査出席報償費
2,400円×3人×1回＝7,200円

事業費 317,800 122,568 △ 195,232

環境美化活動 65,400 87,010 21,610 ゴミ袋購入費87,010円

防災活動 8,400 4,558 △ 3,842
チラシ用紙4,026円
非常食配布用ビニール袋532円

研修 214,000 10,000 △ 204,000
①先進地視察研修　中止
②まちづくり講演会
講師謝金　10,000円

会員相互の
親睦

30,000 21,000 △ 9,000 助成金1,000円×21人＝21,000円

事務局費 12,000 28,974 16,974
消耗品費14,239円
通信運搬費14,735円

予備費 5,000 0 △ 5,000

402,000 216,342 △ 185,658

収入合計 216,342
支出合計 216,342
差引 0

科目

計

科目

町交付金

会費

諸収入

前年度繰越金

計



２．平成２８年伯耆町区長協議会役員の選出について                                

地区 集落名 氏名 備考

八郷地区

大幡地区

幡郷地区

二部地区

溝口地区

日光地区

※任期：平成２８年１月２６日～平成２８年１２月３１日

  ※会長（１名）・副会長（２名）・委員（３名）は、各地区から選出された役員の互

選により、決定します。 

   ただし、副会長の選出については、伯耆町区長協議会規約第５条第２項の規定に

より、岸本地域・溝口地域からそれぞれ１名ずつ選出することとなっています。

３．区長名簿及び区長協議会役員名簿の送付について                         

（１）目    的  集落活動に関する情報交換や、他の集落との連携した取り組みなどを推進

するため 

（２）名簿の内容 区長名簿・・・集落名、区長名 

           役員名簿・・・役職名、地区名、集落名、区長名 

（３）送 付 範 囲 伯耆町区長協議会を構成する区長 

（４）送 付 時 期 平成２８年２月２５日の区長便（予定） 

【参考】平成２８年伯耆町区長協議会の事業実施予定日について                     

（１）環境美化活動事業・・・例年６月第三日曜日 

    実施予定日  平成２８年６月１９日（日） ７：００～９：００ 

（２）防災活動事業・・・例年９月最終日曜日 

    実施予定日  平成２８年９月２５日（日） ８：００～ 


