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今年度も６か月が経過いたしました。猛暑が過ぎ去り、実りの秋・スポーツの秋がやってきました。
今回は、上半期の実施事業の一部を紹介し、総会で承認いただいた決算・予算を報告いたします。
県立大学生による 「着物喫茶」

＆「まち歩き」 7 月 15 日

4 月 11 日

新入生に宮野キッズ守り隊紹介

一日防災訓練キャンプ ８月 5 日
市長との「車座トーク」

７月２６日
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宮野駅開業１００周年記念行事

大正６年（１９１７年）開業 ７月１日
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２８年度収支決算

６月８日（木）、平成２９年度総会を開催しました。本会において、平成２８年度
収支決算・事業実績と平成２９年度収支予算・事業計画が承認されました。

【収入の部】
項 目
地域づくり交付金

（単位：円）
決算額

摘

7,956,655

要

別途 ： 土木工事に 890,000 円流用

自主財源

195,360

４団体事務受託

雑収入

638,777

機器利用料、機器負担金、市道除草事業委託金、利息

合 計

8,790,792

【支出の部】
項 目
協議会運営
総務部会

第 66 号

（単位：円）
決算額

摘

5,106,974
873,088

要

事務局長・事務員給与、事務費
広報活動、未来構想研究、地域情報発信、防犯灯設置補助
人権学習講演会支援、木戸山公園整備、河川水質保全活動

生活・環境部会

1,195,338

クリーン月間啓発、不法投棄防止看板設置、巡回パトロール実施
さくらの里づくり維持管理、地域と県立大学の交流会支援
着物喫茶支援、まち歩き支援、道路維持活動助成

地域福祉部会

346,442

安心・安全部会

176,601

健康・体育部会

66,132

あいさつ運動、世代間交流グラウンドゴルフ大会開催
コミュニティ交通支援
防犯対策啓発、宮野キッズ守り隊運営、こども 110 番の家普及・啓
発、交通安全支援、反射鏡設置補助、防災訓練キャンプ開催
ウォーキング開催、健康体力測定
みやの歴史講座開催、歴史・文化・自然写真コンテスト、名所・旧跡

文化・伝統部会

1,026,217

等保全促進看板調査・設置、名所・旧跡等保全活動啓発、ホタルま
つり支援、観桜会支援、祇園裸坊参加支援

合 計

8,790,792

第７回「宮野歴史・
文化・自然写真コン
テスト」
来年のカレンダーの
一面を飾ります！！
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２９年度収支予算

地域住民や各種団体との連携・融和を図るとともに、地域課題の解決に向
けた活動を活性化し、安心・安全な地域づくりを進めます。

【収入の部】
項 目
地域づくり交付金
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（単位：円）
予算額

9,313,000

摘

要

別途 ： 土木工事に 890,000 円流用

自主財源

390,720

４団体事務受託

雑収入

771,080

機器利用料、機器負担金、道路維持活動助成事業委託金、利息

合 計

10,474,800

【支出の部】
項 目
協議会運営
総務部会

（単位：円）
予算額

5,409,800
500,000

摘

要

事務局長・事務員給与、時間外手当、事務費
広報活動、未来構想研究、地域情報発信、宮野駅 100 周年記念
地域の農地を守る研究
人権学習講演会支援、木戸山公園整備、河川水質保全活動

生活・環境部会

1,725,000

クリーン月間啓発、不法投棄防止運動、さくらの里づくり維持管理
里山資源利用団体支援、地域と県立大学の交流会支援
着物喫茶支援、まち歩き支援、道路維持活動助成
あいさつ運動、救命講習会開催、ふれあい・いきいきサロン活動支

地域福祉部会

675,000

援、未就学児育成支援、世代間交流グラウンドゴルフ大会開催
健康福祉講演会開催、コミュニティ交通支援、あんしんマップ作成
防犯対策啓発、宮野キッズ守り隊運営、こども 110 番の家普及・啓

安心・安全部会

925,000

発、青少年健全育成活動支援、交通安全支援、反射鏡設置補助
防犯灯設置補助、防災訓練キャンプ開催、防災対策向上
自主防災組織補助

健康・体育部会

135,000

ウォーキング開催、健康増進、健康体力測定、地域運動広報
みやの歴史講座開催、歴史・文化・自然写真コンテスト、名所・旧跡

文化・伝統部会

1,105,000

等保全促進看板調査・設置、名所・旧跡等保全活動啓発、伝統芸能
周知、ホタルまつり・観桜会・祇園裸坊参加支援、宮野まつり支援

合 計

10,474,800

「宮野の未来・地域の活性化」について研究します。
山口県立大学の跡地利用について、昨年に引き続き、様々な
世代の皆さんに「夢や希望」をお聞きします。
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宮野小学校「ホタル委員会」
35 周年を記念して登場

～妖精～『キラルン』
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◆年末までの主な行事
10 月
15 日（日） 宮野まつり 2017

21 日（土） 木戸山・清水寺清掃

22 日（日） 衆議院選挙

28 日（土） 着物喫茶企画

28 日（土） まち歩き企画

29 日（日） 山口市長選挙

04 日（土） 県立大学「華月祭」

05 日（日） 地区球技大会（前半）

12 日（日） 岡の原天神祭

18 日（土） 着物喫茶企画

19 日（日） 地区球技大会（後半）

19 日（日） 地区と県大の交流会

25 日（土） まち歩き企画

26 日（日） 木戸山自然観察会

11 月

12 月
0１日（金） 写真コンテスト締切

03 日（日） 地区ロードレース大会

15 日（金） センター大掃除

◆宮野の新鮮野菜情報
宮野ふれあい市

開催日時 ： 毎日 ８：００～１２：００
（水曜日定休、 お盆と年末年始は変更有）
場所 ： 山口市宮野下

JA 山口中央宮野支所
JA 宮野支所

第二駐車場内 地域交流センター隣
地域交流

＊宮野の新鮮野菜と季節の花、榊、花芝、
果物、漬物、もち、そば粉、しめ縄飾りなど

センター

宮野の特産品を豊富に揃えています。

営業日時 ： 毎日 １０：００～１８：００
場所 ： 山口市桜畠

（日曜日 ・ 祝日休み）

山 下 商 店

宮野中学校入口

＊「買い物弱者」問題を知り、地域に役立てれ

宮野中学校

ばと、今年春から本格営業開始しました。
おかずいっぱいのお弁当、惣菜、新鮮野菜
果物、さしみ、鮮魚などを揃えています。
焼きそば、オムライス、丼類などもあります。

営業日時 ： 第 1、2、3、4 日曜日 ８：３０～１１：３０
場所 ： 山口市桜畠

宮野駅

わいわい

朝市

ＪＲ宮野駅

“地域交流ステーション宮野“ 内
＊「買い物弱者」問題に直面して、地域に
役立ちたいと、「沖桜畠町内会有志」が

ＪＲ宮野駅

平成２９年４月２日に開店しました。
収穫した新鮮な野菜を揃えています。

≪編 集 後 記≫

『買い物弱者問題』や『山口県立大学跡地利用問題』など、

宮野地域には課題が満載です。

皆様のご協力をよろしくお願いします。
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