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地域
区分

提案
番号

団体名 代表者氏名 団体区分 交付決定金額 事業名 分類 事業内容

1 春殖地区振興協議会 新田晥修 地域自主組織 595,650円 地域マネージャー事業 地域-Ｃ
　春殖地区の振興発展を期するため諸般の施策を促進し、地区住民の生活と福祉の向上
を図るため配置する。

2 幡屋地区振興会 藤原昌一 地域自主組織 633,600円 地域マネージャー事業 地域-Ｃ 　幡屋地区の振興のための計画策定、地区活動の計画立案のため配置する。

3 佐世地区振興協議会 細木継實 地域自主組織 500,000円 地域マネージャー事業 地域-Ｃ 　地域活性化のため配置する。

4 阿用地区振興協議会 岩田憲佶 地域自主組織 607,200円 地域マネージャー事業 地域-Ｃ
　市民活動の促進、行政への市民参加の促進及び地域自主組織の活動支援のため配置
する。

5 久野地区振興会 佐藤　正 地域自主組織 534,600円 地域マネージャー事業 地域-Ｃ
　久野地区内の産業・生活・環境など多面的に検討し、新しい地域づくりの計画・立案・実施
などの取り組みを行うために配置する。

6 海潮地区振興会 宮川　昇 地域自主組織 726,000円 地域マネージャー事業 地域-Ｃ 　まちづくりやコミュニティ活動の活性化による住民自治の充実強化のため配置する。

7 塩田地区振興会 藤原英逸 地域自主組織 127,050円 地域マネージャー事業 地域-Ｃ 　活動の企画、立案及び活動支援に関することを行うため配置する。

大東 8 大東地区振興会 矢壁敏宏 地域自主組織 396,000円 地域マネージャー事業 地域-Ｃ

　大東地区における住民活動のマネージメントのため配置する。
　マネージャーや類似する期間が共同して企画、運営、管理など一連の活動とする。(抜粋)
(1)マネージャーは３名～５名としマネージャー会を構成します。
(2)マネージャーは直接または間接的に地区事業の企画、運営、管理に関わる。
(3)マネージャーに対して原則として当分の間、地域振興補助金で報酬を支払う。
(4)地区内の全ての機関は、マネージャーと協力して事業の推進にあたります。

9 幡屋地区振興会 藤原昌一 地域自主組織 500,000円
幡屋地区景観保全
事業

地域-Ｄ
　幡屋地区の景観美化活動によって景観の保全と地域の振興発展を図ることを目的とし、
丸倉山～八重山登山道の草刈、補修、看板設置、ならびに地域拠点の環境整備により自
然環境豊かな幡屋地区の景観保全を図る。

10 幡屋地区振興会 藤原昌一 地域自主組織 500,000円
幡屋地区文化活動
奨励事業

地域-Ｂ
　心豊かな人づくりと地域文化の振興を目的とし、文化活動の奨励、普及、伝統文化の保護
と継承、民俗資料調査、展示発表会を行う。

11 佐世地区振興協議会 細木継實 地域自主組織 500,000円
佐世地区伝統文化
継承事業

地域-Ｂ
　島根の民謡、盆踊りを引き継ぎ次世代に継承する。そのために講習会の実施、各種行事
での発表、各世代からの参加を促す。

12 佐世地区振興協議会 細木継實 地域自主組織 211,000円
女性による食生活改善
事業

地域-Ｆ
　食生活から健康について考えてもらうため、女性グループによる研修、健康体操、調理実
習を行う。また、グループ内での話合いを深め積極的な情報発信につとめ地区の女性活動
の活性化を図る。

13 佐世地区振興協議会 細木継實 地域自主組織 162,000円
佐世地区子育て支援
事業

地域-Ｅ
　子どもを地域の宝として地域全体で育てていくような組織をつくり、子育ての方法等につい
て親と地域が一体になって研修を行い、共通理解の上で育てていく。

14 春殖地区振興協議会 新田晥修 地域自主組織 500,000円 河津桜植栽事業 地域-Ｄ
　桜の植栽による景観形成
　地区民のふれあいの場、安らぎの場の提供と環境意識の向上
　ふれあい祭り（イベント）による地区民の交流

15 大東歴史文化研究会 蓮岡法暲 まちづくりG 140,000円
郷土の歴史・文化に関す
る調査研究事業

まち-Ａ
　歴史文化に関する調査研究を目的とし、郷土の歴史、文化、自然などに関する調査研究
と保護、保存、伝承、資料集の発行などを行う。

16 中屋ﾎﾀﾙの会 石倉嘉紀 まちづくりG 300,000円 福谷川ﾎﾀﾙ保護活動 まち-Ｂ

　福谷川のホタルを守り育てることにより自然環境の保護と地域の人々の親睦を深め、鑑
賞者にホタルの感動を伝える。
　安全に観賞できる場所の提供と子供たちが自然に親しめる場所を作るためビオトープの
作成を計画する。

17 ﾐﾆﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ話茶屋 野津名代重 まちづくりG 300,000円 ﾐﾆﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ まち-Ｄ 　在宅高齢者の生活支援を目的として、集会所を活用しミニディサービスを行う。

18
明日の養賀原農業を
考える会

永瀬　清 まちづくりG 139,000円
養賀原地域農業環境
保全活動

まち-Ｂ
　養賀原農業環境の保全をめざし、将来を見据えた新しい農業経営体の育成と地域全体が
参加する農業体系の確立（新しい農業形態の研究と農業先進地域への視察）

配分予算7,373,000円 7,372,100円 《執行率100.0%》

1 立原若者会 内田英夫 地域自主組織 100,000円 地域-Ａ 組織立ち上げ段階

2 近松・大西ブロック 佐藤建一 地域自主組織 100,000円 地域-Ａ 組織立ち上げ段階

3 第１２ブロック 広野利雄 地域自主組織 70,000円 地域-Ａ 組織立ち上げ段階

4 宇治ブロック 高木恒吉 地域自主組織 60,000円 地域-Ａ 組織立ち上げ段階

5 神宝の郷２１ 常松國冶 地域自主組織 400,000円 地域-Ａ 団体登録補助　地域の課題解決。地域活動の企画立案。

加茂 6 神宝の郷２1 常松國治 地域自主組織 500,000円
神原神社古墳神宝火祭
活性化事業

地域-Ｂ
他の火祭団体との交流事業、客の誘致と観光ルートづくり、神宝火祭の歌、踊りづくり、神
宝商品の開発

7 三代・下神原ブロック 舟木清 地域自主組織 85,000円 地域-Ａ 組織立ち上げ段階

8
猪尾・大崎自治
振興協議会

深田徳夫 地域自主組織 400,000円
自治振興協議会の立上
げ事業

地域-Ａ 先進地視察、研修会など

9
猪尾・大崎自治
振興協議会

深田徳夫 地域自主組織 260,000円
自主組織活動（地域の
交流、産業起こし、環境
整備）

地域-Ｆ
育苗を行い、当面自治会内で消費。その後産業に継ぐ。その他子育て支援や宅老所開設
などに向け研究実施する。

10 東谷ブロック 松浦保潔 地域自主組織 100,000円 地域-Ａ 組織立ち上げ段階

11 砂子原自治連合会 持田建悦 地域自主組織 400,000円 地域-Ａ 団体登録補助

12 砂子原自治連合会 持田建悦 地域自主組織 500,000円
砂子原伝統文化活性化
対策事業

地域-Ｂ 砂子原誌の編纂にかかる調査、資料収集、入力、研修など

13
南加茂・飯の木
ブロック

渡部洋司 地域自主組織 100,000円 地域-Ａ 組織立ち上げ段階

14 大竹延野協議会 荒木重利 地域自主組織 100,000円 地域-Ａ 組織立ち上げ段階

15 銅鐸そば食蔵倶楽部 内田宏 まちづくりG 100,000円 そば打ち体験交流事業 まち-Ｃ そばうち体験による異年齢交流。施設訪問

16 遊学一粒の会 飯塚稔 まちづくりG 300,000円 美観整備 まち-Ｂ 公共施設等の環境整備及び市民への呼びかけ

17 岩倉畑ブロック 藤原謙治 地域自主組織 100,000円 地域-Ａ 組織立ち上げ段階

18
加茂町地域自主組織
連絡協議会設立準備
会

舟木　清 地域自主組織 1,467,065円 地域マネージャー事業 地域-Ｃ 地域マネージャーの設置、研修･広報事業、事務所運営事業

配分予算5,143,000円 5,142,065円 《執行率100.0%》

1 三新塔あきば協議会 小林憲司 地域自主組織 100,000円
地域自主組織設立
準備事業

地域-Ａ 地域自主組織の設立準備

2
八日市地域自主組織
準備委員会

福間信夫 地域自主組織 100,000円
地域自主組織設立
準備事業

地域-Ａ 地域自主組織の設立準備

木次 3
湯村ジョギングコース
駅伝大会実行委員会

石田一郎 まちづくりG 300,000円
湯村ジョギングコース
駅伝大会

まち-Ａ 駅伝大会、チーム対抗玉入れ大会、豚汁等のサービス

4 西日登振興会 石田　進 地域自主組織 100,000円
地域自主組織設立
準備事業

地域-Ａ 地域自主組織の設立準備

小　計

小　計
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地域
区分

提案
番号

団体名 代表者氏名 団体区分 交付決定金額 事業名 分類 事業内容

5
日登地区地域自主組
織準備委員会

周藤昭善 地域自主組織 100,000円
地域自主組織設立
準備事業

地域-Ａ 地域自主組織の設立準備

6
斐伊地区地域自主組
織準備委員会

佐藤嘉夫 地域自主組織 100,000円
地域自主組織設立
準備事業

地域-Ａ 地域自主組織の設立準備

7
下熊谷地区地域自主
組織準備委員会

山根敏 地域自主組織 100,000円
地域自主組織設立
準備事業

地域-Ａ 地域自主組織の設立準備

8
やなぎの里整備実行
委員会

金山俊雄 まちづくりG 300,000円
グランドゴルフ施設整備
事業

まち-Ｂ グランドゴルフ場整備及び清掃活動

9 西日登振興会 石田　進 地域自主組織 490,000円 高津公園樹木整枝事業 地域-Ｄ
西日登地域のシンボル高津公園は、夏祭りのボンボリの灯りが見えない。そのためケヤ
キ、カシ等の大木を除伐、枝打ちし眺望及び景観を整えるために行う。

10 西日登振興会 石田　進 地域自主組織 100,000円 ご縁活動推進事業 地域-Ｆ
若者定住人口の増加を図り、西日登地域の活性化と振興、発展に寄与するために「ご縁大
使」を任命し、地域内の結婚やＵＩターンを促す。

木次 11 西日登振興会 石田　進 地域自主組織 500,000円 地域実態調査事業 地域-Ｆ

①16歳以上の個人会員（1170人・52問）
②世帯主（350世帯・14問）
③自治会長（14自治会・8問）
を対象にアンケート調査（集計・分析）をし、地域住民等の実態や意向を把握し、成果品で
地域づくり学習や活動計画策定に活用する。

12 三新塔あきば協議会 小林憲司 地域自主組織 154,000円 伝統文化継承事業 地域-Ｂ
三新塔地区の４ヵ所で「とんど祭り」を実施し、地区内の連帯感強化、子供の郷愁を図ること
を目的とする。

13 三新塔あきば協議会 小林憲司 地域自主組織 350,500円
ほたるとうぐいすの里
づくり事業

地域-Ｄ
案内谷の山や川の自然環境を整え、うぐいすの鳴き声が響き、ほたるが飛び交う自然豊か
な地域づくりを目指すために周辺整備、かわにな放流、研修を行う。

14 三新塔あきば協議会 小林憲司 地域自主組織 52,000円
ふれあいと華のまち
づくり事業

地域-Ｄ
地域内に花を飾り、話し合いができるようベンチを設置し、地域住民相互の親睦や憩いの場
として気楽に話し合ったりすることができる居場所づくりを行う。

15 三新塔あきば協議会 小林憲司 地域自主組織 30,000円 健康づくり事業 地域-Ｂ
地域内の住民がスポーツを通して体力の向上と健康増進を図り、健康で明るい日常生活を
営むため、グランドゴルフ大会を開催する。

16 湯和会 松原　誠 まちづくりG 300,000円
地域情報発信・交流事
業

まち-Ｇ
湯和会会館等にインターネット環境を整備し、湯村地区内外の老若男女の方へのパソコン
教室を行い、既存ＨＰ「スローライフおんせん」の普及を図る。

配分予算3,177,000円 3,176,500円 《執行率100.0%》

1 松本古墳を考える会 片寄一郎 まちづくりG 295,000円
松本古墳群と周辺の
維持管理

まち-Ａ
・草刈（年３回以上）
・会員の知識向上のため、先進地研修
・「御門火まつり」の企画

2 つくし会 陶山敏行 まちづくりG 300,000円 地域おこし運動 まち-Ｆ ・事業目的に係る他町村の視察、及び試作品の開発、製造・加工

3 案田ホタルを守る会 市場　栄 まちづくりG 74,000円 案田ホタルの保護 まち-Ｂ
・後谷川の草刈・清掃
・カワニナの放流

4
一宮地区地域自主組
織設立準備委員会

山根貞男 地域自主組織 180,000円
地域自主組織の立上
げのための事業

地域-Ａ ・話し合い、調査研究、先進地域の視察規約の検討等

5 輪っこの会 石飛幸雄 まちづくりG 284,000円 輪っこの会 まち-Ｃ

・昔の料理・郷土料理を考える
・食生活改善
・高齢者の食を考える
・各種研修・講演会
・児童との交流

6
古城フラワーパーク実
行委員会

別所　實 まちづくりG 287,000円 城山梅園整備 まち-Ｂ

・竹林の伐採
・梅の植栽
・花木の植樹
・草刈等の管理作業

7
中野地域自主組織設
立準備委員会

横川親雄 地域自主組織 180,000円
中野地域自主組織立上
げのための活動

地域-Ａ
・地域自主組織の設立に向けて、調査研究会・規約の検討・組織構成及び役員体制等の組
織づくりに取り組む

8 畑ロマン倶楽部 秦　美幸 まちづくりG 238,850円
「神話が眺える丘・花と
緑と健康の里」里坊公園
交流拠点整備

まち-Ｂ

・手づくり公園等の整備を進める地区の視察と交流
・山野草・薬草等の活用や保護に関する研修会
・交流拠点の整備（花木植樹・除草等）
・仮設トイレの放置

三刀屋 9
源氏が池（稗原ダム）
桜の会

飯塚　弘 まちづくりG 300,000円
景観形成及びダム湖を
活用した活性化事業

まち-Ｂ
・ダム湖周辺に植栽された桜の保全管理
・周辺農地を活用した農作物の生産
・地域活性化イベントの開催

10 三刀屋史談会 古瀬　明 まちづくりG 300,000円 郷土史研究活動 まち-Ａ
・講演会
・視察研修会
・研究紀要の発行（三刀屋氏に関して）

11
グリーンパラダイス
粟谷

若槻昭雄 まちづくりG 300,000円 炭焼き・そば作り まち-Ｃ
・そば打ち道場の開催と交流会
・現有する炭窯で炭焼技術を修得

12
朗読ボランティア「こだ
まの会」

千葉弘子 まちづくりG 170,000円
市報うんなん朗読テー
プ作成及び子育て支援
活動

まち-Ｅ
・市報うんなんの朗読テープ作成
・乳児健診時の子育て支援
・「みとやの民話」ＣＤ作成準備

13 根里振興会館 秦　忠義 まちづくりG 208,000円
根里地区地域活性に
伴う各種事業

まち-Ｅ
・児童の健全育成
・習字教室、木工教室、科学館での研修
・行政を聴く講演会

14
手をつなぐ中野の高
齢者グループ

奥田　功 まちづくりG 240,000円
高齢者の健康づくりの
ための野菜づくり事業

まち-Ｃ

・グループ会議の開催
・野菜づくり講習会開催・野菜づくりコンクールの開催
・子ども達との交流会開催
・健康づくり学習会の開催　その他

15 中野神楽保存会 神田　勉 まちづくりG 200,000円
中野神楽を保存する
ための事業

まち-Ａ
・次世代への保存と後継者の育成
・月２回の練習会と各種イベントへの参加
・年間２～３回の発表会

16 深谷温泉を育てる会 石飛卓美 まちづくりG 270,000円 深谷温泉支援活動 まち-Ｂ

・周辺の環境整備（花木の植栽）
・沿線の環境整備のための調査研究
（ホタル、水車、養魚等、特産品開発）
・「深谷温泉まつり」について検討

17
みとやまちづくり研究
会

磯田智勇 まちづくりG 70,000円
まちづくりのための調査
研究

まち-Ｇ 現存する旧家を活用したまちづくりとイベントの開催

18 しぶきの郷　むえ 目黒祐吉 まちづくりG 300,000円 集落活性化事業 まち-Ｇ

・高齢者をはじめとする地域住民が生産する野菜や周辺集落の高齢者が作るわら細工製
品等を、毎月２回出雲市で販売し高齢者に生きがいと収益を与えるとともに、地域外住民と
の交流イベントにおける情報発信事業、地域外への研修、環境整備活動等に取り組む。
・出雲アーケード市への出店
・地域外イベントへの出店
・広島フードフェスティバルの視察研修
・都市住民の受け入れイベント

19 たんぽぽの会 市場千歳 まちづくりG 70,000円
高齢者、障害者支援
事業

まち-Ｄ
・町リハビリ教室活動ボランティア
・町内高齢者施設入居者との交流
・精神障害者通所生との交流

20 上熊谷盆踊り保存会 小林　勉 まちづくりG 300,000円 盆踊り保存継承事業 まち-Ａ
・ＣＤ作成（テープ起こし及び実演のもの）
・歌詞カードの作成及び楽譜作成

21
飯石地区地域自主組
織設立準備委員会

若槻　一 地域自主組織 180,000円
地域自主組織の立上
げのための事業

地域-Ａ
・役員会
・学習会、先進地視察、調査研究
・規約の検討等

小　計



（2006.3.31現在）

地域
区分

提案
番号

団体名 代表者氏名 団体区分 交付決定金額 事業名 分類 事業内容

22
三刀屋地区地域自主
組織設立準備委員会

石飛　寛 地域自主組織 180,000円
地域自主組織の立上
げのための事業

地域-Ａ
・役員会
・学習会、先進地視察、調査研究
・規約の検討等

三刀屋 23
鍋山地区地域自主組
織設立準備委員会

名原英夫 地域自主組織 180,000円
地域自主組織の立上
げのための事業

地域-Ａ
・役員会
・学習会、先進地視察、調査研究
・規約の検討等

配分予算5,284,000円 5,106,850円 《執行率96.6%》

1 吉田公園クラブ 吉原邦行 まちづくりG 300,000円
吉田公園環境整備
事業

まち-Ｂ ・草刈、除草の清掃作業と参道遊歩道整備と植栽

2
鉄の歴史村交流
推進会議

藤原　洋 まちづくりG 300,000円
鉄の歴史村交流促進
事業

まち-Ｇ ・企画会議、共同媒体物の作成、ＰＲ活動

3
鉄の歴史村交流
推進会議

藤原　洋 まちづくりG 300,000円
イベント「創作舞踏
出雲阿国」事業

まち-Ａ ・阿国踊り創作活動、上演活動、調査研究

4 地域歴史文化研究会 和田　明 まちづくりG 300,000円
地域歴史文化活動
事業

まち-Ａ ・地域づくり塾の開講、ボランティアガイドの養成

5
まちづくりコラボレー
ション島根

和田　明 NPO 300,000円
ＮＰＯの設立、設立後
の管理運営

ＮＰＯ-Ａ ・ＮＰＯの創設、運営

6 田井地区振興協議会 芝原恭一 地域自主組織 300,000円 自主組織強化事業 地域-Ｆ ・運営委員会の開催、先進地視察、講演会の開催

吉田 7 田井地区振興協議会 芝原恭一 地域自主組織 500,000円 地区の子ども育成事業 地域-Ｅ ・剣道教室、神楽の伝承教室、炭窯づくり、ホタル観察

8 田井地区振興協議会 芝原恭一 地域自主組織 400,000円
ふれあいロードレース
マラソン大会事業

地域-Ｂ ・マラソン大会の開催

9 コール野ばら 堀江洋子 まちづくりG 300,000円
パーティーコンサート
事業

まち-Ａ

１５周年コンサート
・合唱の鑑賞
・楽器による生演奏
・体験タイム
・交流タイム

10 鉄の歴史村匠の会 堀江直之 まちづくりG 300,000円 匠の会推進事業 まち-Ｆ
・匠の会創作検討会の実施
・創作商品開発
・体験交流活動の実施

11 吉田町まち並委員会 吉原邦行 まちづくりG 300,000円
街並修景経過整理
事業

まち-Ｇ
・修景家屋データの作成
・視察研修
・街並家屋整備マニュアルの作成

12 吉田公園クラブ 吉原邦行 まちづくりG 300,000円 公園由来設置事業 まち-Ｇ 入り口に由来看板を設置するとともに、危険箇所に防護柵の設置（１箇所）を行う

配分予算3,900,000円 3,900,000円 《執行率100.0%》

1
掛合町老人クラブ秋
葉会

白築　庫敏　 まちづくりG 120,000円
掛合地区環境保全活動
四つ葉ｽｸｰﾙ

まち-Ｃ 農作業を通した児童との世代間交流、地域活性化とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動促進

2 ジーンズclub 横山みやこ まちづくりG 40,000円
おばあちゃんの知恵袋を
学ぼう！

まち-Ｇ 高齢者によるこんにゃくづくり、古傘から買い物袋作りの指導

3
松笠読み聞かせの会
「夢の木」

三浦久恵 まちづくりG 50,000円 絵本から夢を育てよう！ まち-Ｅ
絵本、紙芝居の購入。講師を招き、児童、会員及びボランティア団体を対象に読み聞かせを
行う。

4 入間水車の会 山本　豊 まちづくりG 200,000円
木炭自動車調査研究事
業

まち-Ｃ
都市住民炭焼き体験、小学生農業体験、炭ｱｰﾄ・木炭自動車製作、裂き織復活、文学碑建
立他

5
入間コミュニティ協議
会

坪倉　要輔 地域自主組織 500,000円
市民活動による「いるま
郷土誌」作成事業

地域-Ｂ 郷土誌の作成、資料収集、配布

6 掛合町商工会女性部 松下　雅子 まちづくりG 200,000円 環境問題対策事業 まち-Ｂ 講習会開催・参加、ﾊﾟﾝﾌ・ﾃｷｽﾄ等作成、講師派遣

7 佐中ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会 茂富　　勉 地域自主組織 200,000円 コミュニティ研修会事業 地域-Ａ 先進地視察、地域自主組織の再編

8 波多女性文化クラブ 家島　満重 まちづくりG 100,000円
女性文化活動活性化事
業

まち-Ｇ イベント展示・発表、小中学生交流活動、福祉施設訪問

掛合 9 松笠自治協議会 長崎　　勉 地域自主組織 460,000円
ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ実践に向
けての調査・研究事業

地域-Ａ 先進地視察、講演会開催、調査・研究チーム結成、課題・ニーズ把握、組織検討

10 松笠みこし奉賛会 高尾　良友 まちづくりG 178,500円 獅子頭修繕事業 まち-Ａ 20年間使用した獅子頭の修繕

11
多根ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ同好
会

岡田　　勇 まちづくりG 72,000円
軽ｽﾎﾟｰﾂ・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ
普及事業

まち-Ａ 講習会、地区内交流競技、町外遠征、共有用具の整備

12
掛合下地区ｺﾐｭﾆﾃｨ末
広会

藤原　一延 地域自主組織 30,000円
掛合下地区を中心とした
郷土誌作成、発行

地域-Ｂ 郷土誌の作成、資料収集、配布

13
西側地区ふるさとの環
境を守る会

藤原　安年 まちづくりG 100,000円 環境整備及び交流活動 まち-Ｂ
荒廃した山林、原野を整備し、サクラ、ツツジ等の植栽、保育管理　・ｻｸﾗｵｰﾅｰ制度設立に
よる都市住民との交流活動

14
多根地区ｺﾐｭﾆﾃｨ協議
会

石飛　安弘 地域自主組織 30,000円
多根小学校史編さん事
業

地域-Ｂ 情報・写真等資料収集、卒業生名簿確認、冊子編集印刷、閉校記念式典実施

15 ふるさとの酒を造る会 竹下　紘一 まちづくりG 16,179円
にごり酒醸造５年のあゆ
み作成

まち-Ｃ 会員自らがにごり酒を醸造し会員に領布、花田植実施、神楽紹介

16 波多ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会 須藤　定一 地域自主組織 300,000円 波多環境保護事業 地域-Ｄ
恩谷駐輪場清掃、公共施設周辺の清掃・除草、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等のﾘｻｲｸﾙ活動、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ視察
研修、空き缶収集、自治会周辺環境美化

17 波多写楽会 宇山　幸芳 まちづくりG 100,000円
写真による生きいきまち
づくり支援事業

まち-Ａ 写真展、カレンダーづくり、写真便り、ふるさと自然ｱﾙﾊﾞﾑづくり、ミニ福祉展等

18 つくしんぼ 小畑　初江 まちづくりG 130,000円
地域福祉活動・地域活
性への協力事業

まち-Ｄ 練習会、福祉施設へのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、地域イベント参加

19 掛合町剣道振興会 落合　宏 まちづくりG 160,000円
掛合町剣道交流大会・
剣道合同大会

まち-Ａ 掛合町剣道交流大会、剣道合同練習会

20 佐中わかさ会 清水　博隆 まちづくりG 100,000円
佐中地区社会福祉振興
事業

まち-Ｄ 高齢者友愛事業、子育て支援事業、健康増進事業、環境美化事業

21 多根誌編集会 落部　憲一 まちづくりG 92,325円
多根地区の写真集の作
成

まち-Ａ 各家庭から珍しい写真の提供を受け、その複製分で写真集を作成し、公民館に保存

22
掛合町野球ｽﾎﾟｰﾂ少
年団保護者会

大野　俊彦 まちづくりG 200,000円
親子ふれあい野球
振興事業

まち-Ａ アンダーシャツ、ボール、その他備品の購入

23 上佐中　虹の会 岩成　知枝 まちづくりG 82,000円 上佐中　虹の会 まち-Ａ 音楽鑑賞、軽ｽﾎﾟｰﾂ、ものづくり、伝承あそび

24 多根土謡会 落部　幸次 まちづくりG 120,000円 謡普及交流事業 まち-Ａ 謡の普及（練習月２回）、三刀屋町内の謡グループとの交流

25 波多小剣道クラブ 田原　善明 まちづくりG 150,000円
低学年クラブ員の防具
整備及び地域との交流

まち-Ａ 低学年活動用具の充実、活動機材資料保管場所整備、観覧納会試合実施

26 掛合上ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会 福島　清二 地域自主組織 300,000円
ｺﾐｭﾆﾃｨの組織再編計画
書策定業務

地域-Ａ
県中山間研究ｾﾝﾀｰの講師を招き、研修会の実施・先進地視察研修、ｺﾐｭﾆﾃｨ会員への再編
計画書配布及びアンケート実施

27 松笠そば同好会 石橋　健一 まちづくりG 200,000円 そば交流事業 まち-Ｃ 子供によるそば種まき・収穫、そばまつり開催、地域イベントへの出店

28 多根霞会A・B・C 落部　元久 まちづくりG 200,000円
大正琴による社会福祉
及び地域づくり

まち-Ｄ 老人福祉施設慰問、地域イベント参加、世代間交流による地域づくり

29 記念樹の森委員会 香川昇司 まちづくりG 200,000円 公園作り活動 まち-Ｂ 多根農村公園内の整備、自然に親しむ活動の実施

配分予算4,632,000円 4,631,004円 《執行率100.0%》

配分予算29,509,000円 29,328,519円 《執行率99.4%》６センター　計

小　計

小　計

小　計



（2006.3.31現在）

地域
区分

提案
番号

団体名 代表者氏名 団体区分 交付決定金額 事業名 分類 事業内容

1 雲南市まちづくりネット 矢壁敏宏 まちづくりG 130,000円

男女共同参画事業
（男女共同参画をすすめ
る部会事業）
いどばた会議シリーズ

まち-Ｇ

いどばた会議シリーズ
⑴男と女の台所考
 第１部料理教室では、誰でも参加できる料理教室を中心に家庭や社会のあり方を考え、男
女共同参画の初動を促す。
 第２部では毎回テーマを決め、男女共同参画ワークショップを行う
⑵視察研修
   大田市「あすてらす」でのＤＶ防止法に関する講演会へ参加

地域振
興課

2 雲南市まちづくりネット 矢壁敏宏 まちづくりG 300,000円
雲南市まるごと活用逆引
きホームページ作成事
業

まち-Ｇ

１．各施設や行事を調査し、タイムリーに情報提供
２．利用目的に即した情報提供、曜日ごとの活用情報
３．人的交流を促進する情報提供
４．利用者間の情報交換の場づくり
５．とっておきの情報の発掘、情報発信　他

3
雲南花舞台を実現す
る会

坂本暢子 まちづくりG 300,000円
雲南花舞台を実現する
ための普及啓発活動

まち-Ｂ シンポジウム、地元住民への啓発活動、視察

4 かぐや姫探検隊 坪倉要輔 まちづくりG 300,000円
かぐや姫探検隊
ブランディングプロジェク
ト

まち-Ｆ
竹資源の特性を生かして商品開発を行い、「かぐや姫探検隊」ブランド商品として、他の類
似商品との識別を行う。また、かぐや姫探検隊の賛助会員を募り、都会との人的ネットワー
クを構築し、物流・人的交流を行う。

5
雲南”親業”に学ぶ子
育ち親育ちの会

舟木五月 まちづくりG 190,000円
「子どもに愛が伝わって
いますか」事業

まち-Ｅ

１．親業訓練協会認定一般講座受講
２．一般向け講演と学習発表会
３．一般と講師・会員の交流会
４．市内外の子育てグループとの交流
５．雲南市教育基本計画具現化への提言

配分予算1,220,000円 1,220,000円 《執行率100.0%》

配分予算30,729,000円 30,548,519円 《執行率99.4%》

交付決定金額 団体区分 （交付決定数）

30,548,519円 地域自主組織 58事業

団体区分 （交付決定数）

99.4% まちづくりG 62事業

43.6% 団体区分 （交付決定数）

NPO 1事業

計 121事業

分類 事業数 分類内容

地域-Ａ 26件 〔設立準備・計画づくり〕

地域-Ｂ 10件 〔学術・文化・芸術・スポーツ〕

地域-Ｃ 9件 〔地域マネージャー事業〕

地域-Ｄ 6件 〔環境保全・景観整備〕

地域-Ｅ 2件 〔子どもの健全育成〕

地域-Ｆ 5件 〔その他〕

計 58件

分類 事業数 分類内容

まち-Ａ 18件 〔学術・文化・芸術・スポーツ〕

まち-Ｂ 14件 〔環境保全・景観整備〕

まち-Ｃ 8件 〔体験交流〕

まち-Ｄ 5件 〔福祉〕

まち-Ｅ 4件 〔子どもの健全育成〕

まち-Ｆ 3件 〔商品開発〕

まち-Ｇ 10件 〔その他〕

計 62件

分類 事業数 分類内容

ＮＰＯ-Ａ 1件 〔設立補助〕

地域自主組織 40団体

まちづくりグループ 59団体

ＮＰＯ 1団体

計 100団体

執行率（現計予算比）

執行率（当初予算比）

70,000,000円

地域振興補助金予算額

地域振興補助金予算額（当初予算）

地域振興補助金　交付団体数

30,729,000円

小　計

合　計


