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平成２３年度事業報告書 

（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで） 

 

都城市庄内町 12692 番地 

庄内地区まちづくり協議会 

会長 釘村 美千也 

１ 事業概要 
協議会発足 1 年目の平成 22 年度は、県内では口蹄疫や鳥インフルエンザの発生、新

燃岳の噴火があり、さらに追い打ちをかけるように平成 23 年 3 月 11 日に発生した東

日本大震災は、未曽有の被害をもたらし 1 年を過ぎた現在でも東京電力福島第一原子

力発電所の事故による放射能汚染の問題や膨大ながれきは復興の大きな妨げになって

います。被災地において復旧・復興の取り組みを進めるうえで、地域づくりにおいて要

となる地域の絆やコミュニティの再生・活性化が求められていまが、それは、一朝一夕

に出来るものではなく、普段から住民が参加しいろいろな意見を出し合い、行動するこ

とが大切であると考えます。 
このような中、協議会では各専門部会が協議を行い基本方針の確認や地域の歴史や観

光資源を活かした特色ある計画が立案され、当初計画として 5 年間の事業計画を策定

しました。そして発足 2 年目の平成 23 年度は、この計画に基づき各部会ごとに本格的

に事業を実施してきました。幾つかの事業については、新聞やテレビ等のマスコミでも

取り上げられ協議会の PR も図られたと思っています。今後も協議会キャッチフレーズ

の「みんなでつくる 住みよいまち 庄内」を目指し、24 年度も事業を展開しながら

継続して計画策定に取り組むこととします。 
 その他特筆すべき協議会の事業としては、7 月に「協議会ホームページ」を開設し 
したこと、前年度に引き続き城山公園整備事業を都城市より受託し、作業は地区住民の

協力で無事終えたこと、みどころ看板作製や庄内中学校 1 年生対象の郷土学習を実施

したことなどが挙げられます。 
 

２ 事業内容 

 （１）地区の総合的施策に関する事項（規約第４条１） 
  ①．各専門部会による各種事業の実施      
 
 （２）地区内の各種団体の事業活動に関する事項（規約第４条２） 

①．各専門部会で各種団体の事業活動内容把握、調整   
 

 （３）地区の広報宣伝に関する事項（規約第４条３） 
①．「庄内地区まちづくり協議会ホームページ」の開設 
②．「庄内地区まちづくり協議会だより」の発行 VOL.2・3・4 
③．庄内みどころ看板の設置（7 ヶ所） 
 

 （４）地区「まちづくり」のためのイベント等施策に関する事項（規約第４条４） 
  ①．庄内川堤防こいのぼり看板作製・設置 
  ②．関之尾滝ライトアップの実施 
  ③．庄内地区三大イベントへの協力 
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 （５）市の行政施策に対する支援・協力・要望に関する事項（規約第４条５） 
  ①．庄内川堤防草刈り要望（県） 
 
 （６）その他目的達成に必要な事項（規約第４条６） 
   ①．城山公園管理受託作業  
 

３ 庶務の状況 

（１）役員に関する事項               平成２４年３月３１日現在 
役  職 氏  名 団体名等 

会長 釘村 美千也 庄内地区体育協会会長 
副会長 福村 修 庄内地区社会福祉協議会会長 
〃 馬籠 英男 庄内地区高齢者クラブ副連協長 
〃 今ケ倉 毅 庄内地区社教連会長・乙房自治公民館長 
自治公民館活動部会長 今ケ倉 毅 兼務  
地域づくり部会長 福田 定見 庄内地区壮年連絡協議会会長 
教育文化活動部会長 大川原 紀美生 民俗芸能保存会 
健康福祉部会長 大河原 弘子 庄内地区民生委員児童委員協議会会長 
環境整備部会長 徳丸 義彦 消防 7 分団 
事務局長 朝倉 脩二 会長委嘱 
監事 田川 豊 関之尾自治公民館長 
〃 萩原 忠子 庄内地区ボランティア連絡協議会会長 
 
（２）事務局に関する事項              平成２４年３月３１日現在 
事務局長 朝倉 脩二 平成２２年７月～ 
事務局員 大久保 誠 都城市職員 
 
（３）会議に関する事項 
①．定期総会 

開催年月日 会議の内容 審議者 
平成２３年４月２６日 平成２３年度定期総会【議案第１号～５号】 ４５名 

 
②．役員会 

開催年月日 会議の内容 審議者 
平成２３年４月１４日 平成２３年度定期総会議案に関する件   ６名 
平成２３年７月４日 平成２３年度事業に関する件 ６名 
平成２３年８月２３日 規程の制定に関する件 ６名 
平成２３年１２月９日 活動状況に関する報告   ６名 
平成２４年１月１２日 視察受け入れに関する件   ５名 
平成２４年３月１９日    平成２４年度総会について   ６名 
 
③．運営委員会 

開催年月日 会議の内容 審議者 
平成２３年４月２０日 平成２３年度定期総会議案に関する件   ９名 
平成２３年９月９日 各部会状況報告及び規程の制定に関する件 ８名 
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平成２３年１２月２６日 各部会活動状況報告 ８名 
 
④．全体会議 

開催年月日 会議の内容 審議者 
平成２３年５月１２日 部会編成及び部会長・副部会長選出  ４０名 
 
⑤．地域づくり部会 

開催年月日 会議の内容 審議者 
平成２３年５月１２日 部会長・副部会長選出  １２名 
平成２３年７月１５日 関之尾滝ライトアップ事業について   ９名 
平成２３年７月２５日 関之尾滝ライトアップ事業について １０名 
平成２４年１月３１日 平成２４年度事業について １０名 
平成２４年２月２８日 平成２４年度事業について １０名 
※平成２３年６月２５日  地域づくり部会懇親会  琴吹寿司 
 
⑥．教育文化活動部会 

開催年月日 会議の内容 審議者 
平成２３年５月１２日 部会長・副部会長選出   ９名 
平成２３年６月１６日 平成２３年度事業実施に関する件  １３名 
平成２３年７月２５日 平成２３年度事業実施に関する件 １１名 
平成２３年９月７日 みどころ看板設置事業について ８名 
平成２３年１０月４日 庄内中１年生対象郷土学習事業について  １２名 
平成２３年１１月１７日 郷土学習事業反省・平成２４年度事業計画  １２名 
平成２４年１月２５日 平成２４年度事業計画について   ９名 
※平成２４年２月２２日  教育文化活動部会懇親会  琴吹寿司 
 
⑦．健康福祉部会 

開催年月日 会議の内容 審議者 
平成２３年５月１２日 部会長・副部会長選出  １０名 
平成２３年６月２８日 平成２３年度事業実施に関する件  １４名 
平成２３年８月２３日 平成２３年度事業実施に関する件 １３名 
平成２４年１月３１日 平成２３年度事業実施及び現状報告について  １４名 
平成２４年３月１５日 平成２４年度事業及び予算について  １２名 
 
⑧．環境整備部会 

開催年月日 会議の内容 審議者 
平成２３年５月１２日 部会長・副部会長選出   ８名 
平成２３年６月２９日 平成２３年度事業実施に関する件   ８名 
平成２３年７月２９日 平成２３年度事業実施に関する件 ９名 
平成２３年８月２９日 庄内川堤防の管理に関する件 ９名 
平成２３年９月２９日 庄内川堤防の管理に関する件  １０名 
平成２４年１１月２４日 庄内川堤防の管理に関する件   ６名 
平成２４年３月１日 平成２４年度事業について   ７名 
平成２３年１０月２７日  環境整備部会懇親会  琴吹寿司 
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⑨．その他 

開催年月日 内容 備考 
平成２３年４月５日 庄内川こいのぼり駐車場案内看板設置  
平成２３年７月２６日 協議会ホームページ開設    
平成２３年７月２８日 庄内川堤防草刈り要望 県土木事務所 
平成２３年８月６日 関之尾滝ライトアップ点灯式 期間 7/21～8/31 
平成２３年８月１５日 まち協だより発行 VOL.2 各戸配布   
平成２３年９月１１日 心のプレゼント運動のぼり旗贈呈式 庄内中体育祭 
平成２３年１０月７日 みどころ看板取材（都城ケーブル TV） 教育文化部 
平成２３年１０月１１日 河川パートナーシップ事業聞き取り 環境整備部 
平成２３年１０月１３日 みどころ看板取材（宮崎日日新聞） 教育文化部   
平成２３年１０月１５日 まち協だより発行 VOL.3 各戸配布   
平成２３年１０月２１日 庄内中学校１年生対象郷土学習 教育文化部 
平成２３年１２月１５日 まち協だより発行 VOL.4 各戸配布   
平成２３年１２月２６日 ホタルの里づくり現地確認 関之尾・川崎地区

平成２４年１月２０日 視察受入 （財）東京市政調査会  
平成２４年２月７日 防犯ベスト贈呈式 １００セット贈呈

 城山公園管理受託作業 年６回 
 

平成２３年度の主な活動 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【郷土学習】 
地域の子どもたちに自分たちの住む庄内の歴史や良さをもっと

知ってもらおうと、中学１年生（70 名）を対象にした郷土学習を

開催しました。『庄内の昔を語る会』会員の方３名を講師に招き、

マイクロバス３台に分かれて、地区内の史跡等について説明をし

ていただきました。（平成２３年１０月２１日） 

 

【ホームページ開設】 
「庄内地区」と「協議会」の取り組みを広く知っていただく

ために、ホームページを開設しました。協議会の活動や、地区

の各種イベント等を随時掲載中です。【庄内まち協】または、【都

城市ホームページのリンク集】から閲覧できます。 
HP アドレス：http://www.bonchi.jp/shonai/ 
※ 開設から H24.3.31 までのアクセス件数 6,136 件 
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    【関之尾滝ライトアップ事業：平成２３年７月２１日～８月３１日】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 例年地元有志でつくる実行委員会

が行ってきましたが、今年度から協議

会が主催、【地域づくり部会】が中心

となり実施しました。 

【心のプレゼント運動のぼり旗作成】 
庄内地区の「心のプレゼント運動」は、庄内地区青少年育成連

絡協議会が中心となり、平成十五年度より運動を始めました。地

区内の小・中学校４校では、毎月「心のプレゼント運動週間」を

設け、【明るいあいさつ（やさしい心）】・【ありがとう（感謝の

心）】・【人が喜ぶこと（思いやりの心）】の３つの柱で運動を進め

ています。今回、学校と家庭と地域が一体となって、この運動を

推進しようという目的で協議会【教育文化活動部会】が、のぼり

旗６０枚を作成しました。美術部員によるデザインにより、ピン

クを基調にハートのマークや文字があしらわれた、とても温かみ

のあるのぼり旗が完成しました。 
 

【中学校体育祭での贈呈式の様子】 

【公園整備受託作業】 
協議会発足１年目に引き続き、今年度も市と地区内公園（約

4ｈ）の管理受託を締結し、年６回の草刈り清掃作業を実施し

ました。併せて、市に対して眺望改善の要望を行い、杉の伐採

をしてもらいました。 

 

宮日：平成 23 年８月 1 日 
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庄内の昔を語る会発行の「庄内 第 17 号」が、7 年ぶりに再刊されました。庄内まち協では、その発

行に際して助成を行いました。 

マップ看板を７ヶ所（各小・中学校・市民広場・地区公民館・日向庄内駅）に設置しました。

防犯ベスト＆キャップ 100 セット作製

宮日：平成 23 年 10 月 17 日  

宮日：平成 24 年 1 月 14 日 

宮日：平成 24 年 3 月 6 日 


