
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回収品目 アルミ缶 ・ 新聞 ・ 雑誌 ・ チラシ ・ 段ボール 

 

 業 者 回 収 日 

1回目 令和 3年 7月 12日(月) ～ 13日(火) 

2回目 令和 3年 11月 15日(月) ～ 16日(火) 

3回目 令和 4年 3月 14日(月) ～ 15日(火) 

           

発行：井口地域づくり協議会 

  南砺市蛇喰１００９番地 

  井口社会福祉センター内 

  TEL/FAX ６４－２２９０ 

  平日 8:30～17:15 

令和 3年 5月 25日発行 

 

ホームページ https://inokuchi-fureai.com/ 

【こいのぼりの集い】 

 5 月 5 日は子どもの日でした。保育園子のこども達みんな

でこいのぼりの集いを行いました。みんなで「こいのぼり」の

歌を歌ったり、なぜこいのぼりをあげるようになったの由来

を聞いたりしました。大きな手作りこいのぼりには、子ども達

が作ってくれた、うろこが貼ってあり、かわいい絵や模様がい

っぱい！その大きなこいのぼりを使って「大きく元気になれ

ますように！」と願いを込めて、トンネルくぐりをしたり、新聞

ボールのエサやりごっこをしたり、みんなで楽しみました。滝

を登り切った鯉は龍になれるという伝説があります。健やか

にのびのびと成長していってほしいですね♪ 

 

 井口社会福祉センター「大ホール」におい

て、令和3年度 井口地域づくり協議会総会

を開催しました。 

総会では、令和 2 年度 事業報告並びに決

算報告、本年度役員改選(案)、本年度事業

計画(案)、予算(案)が承認されました。 

 今年度の資源ごみ回収は年間 3回の実施を予定しています。実施予定は以下のとおりです。 

実施日にあわせて、井口地域づくり協議会よりチラシを全戸配布します。地域の皆さまのご協力をお願い

致します。 

 ５月から高齢者の新型コロナウイルスワクチンの住民接種が始まっています。 

井口地域づくり協議会では、予約方法等にお困りの方へ支援(お手伝い)をさせていただいています。 

お気軽に井口地域づくり協議会事務局へお尋ねください。 

☎ ６４－２２９０  (井口社会福祉センター内) 

 4月 28日(水) 「令和 3年度南砺市生涯学習連絡協議会総会・研修会」に参加してきました。 

研修会では、【心に届くアナウンス力～7つのルール】と題し、講師 米原由紀子 氏(元民放テレビ局アナウンサー) 

が講演されました。ご自身が主宰しておられる「とやまアナウンスアカデミー」での活動内容や、テレビ局勤務時代

のことなどを話されました。参加者による母音トレーニングなども行い楽しい講演でした。 

 井口地域づくり協議会も発足して３年目を迎えました。発足当初は未経験の部分も多く従来の事業を

そのまま継承することからスタートしました。従来事業も長年の経験や伝統の積み重ねを踏まえて成り

立っていることを考えるとまずはやってみることが大切との思いもありました。昨年度(R2 年度)は新

型コロナウイルス禍の影響で中止した事業も多くありましたが、皆さんの工夫や熱意で新型コロナウイ

ルス対応を行い実施した事業もありました。 

 例えば、「生涯学習フェスタ」と「米寿を祝う会(敬老会)」の合同実施、新規のパイプつくりから取組実

施した「椿の児童親善大使」事業、新たな発想で取り組んだ「南砺いのくち椿まつり｣等です。これらの経

験は今後の取組にも大いに参考になると考えます。又、学校関係では種々の紆余曲折もありましたが本

年４月より義務教育学校「南砺つばき学舎」として新しく開校の運びとなりました。これも地域の皆様の

長年にわたる熱意とご理解の賜と感謝申し上げます。 

 さて、本年度は組織的にも各部長さん、事務局長さんが新しくなりました。今までとはちがう新たな視

点や考え方も事業運営に生かします。事務局体制も新たになり、４月より事務所は井口社会福祉センタ

ーに移動しました。今まで以上に地域の皆様に気軽に地域づくり協議会に来ていただきたいと思いま

す。地域の維持･活性化や安心･安全は誰かに任せるものではなく、一人一人が自分の出来ることを出

来る範囲で参画して各々の持ち場･立場の総和により、よい方向に向くものです。難しい課題とは思い

ますが、試行錯誤をしながら少しづつでも前進できるよう取組たいと思いますので皆様のご協力よろし

くお願い申し上げます。 

 なお、本年度も新型コロナウイルス禍は収束の見通しも立たず、コロナワクチンの接種も始まりました

が全ての年代層に行き渡るには相当の時間を要すると思われます。 

 地域づくり協議会では各種の事業運営等も状況に応じて臨機応変に対応したいと思いますのでご理

解を願います。                                                         

会 長  小林 加津實 



 

令和 2年度決算報告及び令和 3年度予算 

【収入の部】 

項 目 令和 2年度決算額 令和 3年度予算額 内 容 

会費 552,600 552,600 @1,800 

交付金､補助金及び助成金等 10,083,937 13,015,208 
住民自治指針交付金 

市補助金、市社協補助金 

負担金 391,000 355,000 研修会､放課後クラブ､夏まつり等 

事業収入 479,513 1,160,000 ヘラブナ､夏まつり､椿まつり等 

委託管理費 0 3,295,000 井口社会福祉センター管理 

雑収入 163,643 90,013 利息、使用料 

繰越金 2,630,274 3,072,179 前年度繰越金 

収入計 14,300,967 21,540,000  

【支出の部】 

項 目 令和 2年度決算額 令和 3年度予算額 内 容 

会議費 21,228 40,000 使用料等 

事務局運営費 1,074,738 900,000 消耗品、印刷代､リース代等 

諸手当 3,776,348 5,143,560 事務局員手当､役員手当 

防災安全部会事業費 896,524 980,000  

健康福祉部会事業費 1,917,609 2,150,000  

地域活性化部会事業費 1,334,114 6,170,000  

生涯学習スポーツ部会事業費 708,830 755,000  

地域学校連携部会事業費 4,400 30,000  

委託管理費 0 3,295,000 井口社会福祉センター管理費 

研修費 0 100,000 研修会､新年の集い等 

助成金 280,000 300,000 ４団体 

慶弔交際費 14,997 70,000 弔電等 

操出金 1,200,000 700,000 収納施設積立金 

雑費 0 100,000  

予備費 0 806,440  

支出計 11,228,788 21,540,000  

収納施設積立基金会計 

【収入の部】 

項 目 令和 2年度決算額 令和 3年度予算額 内 容 

繰越金 1,200,000 1,200,000  

繰入金  700,000  

雑収入 0 ０  

収入計 1,200,000 1,900,000  

    基金計画       目標積立て額  2,500,000円     取崩し予定年度  令和 5年度 

令和 2年度  1,200,000円 令和 3年度  700,000円 令和 4年度  600,000円 

※ 令和 5年度 取崩しの上、収納施設設置予定。 

令和 3年度 地域づくり協議会役員 

役 職 名 氏  名 役 職 名 氏  名 

会長 小林 加津實 

区長会  会長 

副会長 

井口区長 

上広安区長 

宮後区長 

池尻区長 

久保区長 

池田区長 

蛇喰区長 

川上中区長 

大野区長 

脊戸川 義之 

三田  利市 

脊戸川 義之 

荒木  啓二 

木下   悟 

三田  利市 

武部   巧 

杉野  久志 

永田  邦義 

小澤  正則 

菊池  喜彦 

副会長 
中山 秀一 
長田 貢 
池田 淑則 

事務局   事務局長 山﨑 喜弘 

事務局員 

事務局員 

高田 里美 

舘 由紀子 

防災・安全部会 部会長 吉田 琢治 

健康・福祉部会 部会長 
(福祉活動リーダー) 

荒木 信人 

地域活性化部会 部会長 池田 淑則 

生涯学習スポーツ部会部会長 

生涯学習リーダー 

荒岡 信次 

武部 眞理子 

地域学校連携部会 部会長 柳田 由紀 

   は運営委員会構成員を示す 顧問 
伊東 浩 

脊戸川 義之 

監事 
林 則雄 

池田 ゆり子 

令和 3年度事業計画 

日 付 項 目 日 付 項 目 

 4月 22日(木) 
令和 3年度 
井口地域づくり協議会総会 

12月 クリスマスコンサート 

8月 つばきの郷赤祖父夏まつり 1月 
新年の集い 
井口地域新成人祝賀会 

10月 井口地域運動会 3月 南砺いのくち椿まつり 

11月 生涯学習フェスタ 随 時 運営委員会、役員会、各部会 

年 間 だれでもサロン、ケアネット、放課後クラブ､井口地域づくり協議会だより 

 

部会名 令和 3年度事業計画 令和 2年度事業実績 

防災安全部会 
・クリーンアップ活動 

・防災訓練 ・防災研修会 

・クリーンアップ活動 

・自主防災研修会 

健康福祉部会 
・生活支援事業 ・敬老会 

・だれでもサロン ・ケアネット 

・米寿の祝い ・高齢者ふれあい訪問 

・ケアネット ・いのくちふれあいサロン 

地域活性化委部会 

・ヘラブナ釣り大会 

・つばきの郷赤祖父夏まつり 

・南砺いのくち椿まつり 

・あんどんづくり ・南砺いのくち椿まつり 

生涯学習スポーツ部会 

・キッズ体験教室 ・親子体験教室 

・井口地域運動会・生涯学習フェスタ 

・新成人祝賀会 

・生涯学習フェスタ 

・椿の児童親善大使派遣事業 

地域学校連携部会 

・地域と学校の連携に関する事業 

・教育講演会 

・放課後クラブ 

・井口小中学校閉校式 

・南砺つばき学舎開校式 


