
はいこんちょ。 

代議員 

・志賀 誠  松之山地区協議会（下川手） 

・福原 正樹    同上（下川手） 

・小形 由実    同上（上川手） 

・相沢 堅  三省地区協議会（水梨） 

・高橋 孝一 松里地区協議会（湯本） 

・和久井将夫    同上（湯本） 

・滝沢 充代    同上（天水越） 

・高橋 勲     同上（天水島） 

・村山 幸夫 布川地区協議会（坪野） 

・小野塚雅志    同上（上鰕池） 

・飯塚 哲郎 浦田地区協議会（湯之島） 

・竹内 民子    同上（湯之島） 

・竹内 圭介    同上（松之山） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務・防災・環境部会 

・まちづくり活動助成事業 

・広報紙の発行、ホームページ等 

・防犯活動、交通安全推進事業 

・自主防災組織強化事業 

・環境美化推進事業 

・協働のまちづくり推進事業 

 

福祉・教育・文化部会 

・敬老会助成事業 

・集落安心づくり事業 

・高齢者支援団体サポート事業 

・郷土料理伝承事業 

・名老百選事業 

・松之山らしい学校づくり事業 

 

 

 

 

産業・観光・交流部会 

・地域内イベント助成事業 

・交流事業 

・美人林保護事業 

・直売所支援事業 

 

 

 

キャッチフレーズ 「美しい自然に包まれた創造とやすらぎの里 松之山」 

―新たな 3 カ年（H３０～H３２）地域自治組織推進計画の実現に向かってー 
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 松之山自治振興会では、さる 4月 25日に平成 30年

度の総会を開催し、今年度から新たに始まる次期地

域自治推進計画を策定しました。計画の実現にむか

って３部会がそれぞれの事業を展開していきます。

皆様のご理解ご協力をお願いします。 

 また今年度は役員改選の年であり、松之山地域

5 地区協議会からの代表者及び地区推薦者並びに

青年女性代表者から 22名を推薦していただき、下

段のとおりの役職で取り組んでいくことになりま

す。 

理 事 

□会 長 樋口 一次 布川地区代表（中尾） 

□副会長 中島 健男 三省地区代表（水梨） 

 

□理 事 草村 好信 松之山地区代表（黒倉） 

  同  高橋 洋一 松里地区代表（湯本） 

  同  久保田雄司 浦田地区代表（新田） 

  同  相沢 恵一 松之山地区推薦（松之山） 

  同  相沢 秋男 三省地区推薦（小谷） 

  同  井上 理英 松之山地区推薦（光間） 

  同  小野塚健治 布川地区推薦（五十子平） 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1525829996/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90LnBpbWcuanAvMDA4LzA4Ny83MTAvMS84MDg3NzEwLmpwZw--/RS=^ADBRnIrh9Yd992mIKjODuxQjiy9kB8-;_ylt=A2RCL5fs__BaxmIAVwSU3uV7


 

 

 

 

 

 

松之山自治振興会 事務局      https://www.facebook.com/hai.koncho 

〶942-1406 新潟県十日町市松之山 1５9７-2（松之山支所 地域振興課内） 

☎:025-596-3131 fax:025-596-3515 E-mail: m_jichishinkoukai@yahoo.co.jp 

【松之山の人口 4 月末】総人口 1,989 人（男 950 人 女 1,039 人） 世帯数：850 世帯 

補助金申請締め切り迫る！

のご案内 

 

 

 

 

 

□歳入の部 

項 目 H29年度決算額 H30年度予算額 説  明 

寄付金 2,721,000 3,000,000 H29年度は 24件のご寄付をいただきました。 

繰越金 5,165,061 5,338,473 前年度繰越し金 

雑収入 45 527 H29決算は利息、H30予算は端数合わせ 

計 7,886,106 8,339,000  

□歳出の部 

項 目 H29年度決算額 H30年度予算額 説  明 

事業費 582,000 1,454,000 一般会計に繰り入れ新事業等で活用します。 

雑 費 46,633 50,000 寄付者への御礼品や振込手数料になります。 

交付金 1,919,000 2,000,000 松高支援連絡会へ交付し、存続活動に活用します。 

予備費 0 4,835,000  

  計 2,547,633 8,339,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意】４月からメールアドレスが変わりました！ 

 

「松之山応援寄付金」は、とおかまち応援寄付金

（ふるさと納税制度）を活用した松之山独自の基

金です。県内外の松之山を愛してくださる多くの

皆様からのご厚意により、毎年多額のご寄付をい

ただいています。 

 自治振興会ではこのお金を特別会計で管理し、

地域の活性化対策に活用させていただいていま

す。なお松之山応援寄付金は寄付者が使い道を選

択することもでき、松高支援連絡会にも多額の寄

付金をいただいています。 

総
会
で
確
認
さ
れ
た
そ
の
他
の
事
項 

□事務局体制について、これまでの佐藤美保

子さんに代わり、元松之山支所職員の中島

一男さんを採用し、合わせて事務局長に任

命しました。 

□3部会会議は 6月上旬までに開催し、新た

な体制で活動を開始します。 

□支所跡地の活用を検討するため、自治振興

会と松之山支所で専門チームを立ち上げ

ることになりました。 

□広報紙発行方法については今後の総務防

災環境部会で検討することとし、今号は新

体制の報告号として事務局で担当します。 

すでに回覧でお知らせしてありますが、今年度の締め

切りは 5 月 31 日となっています。事業を計画してい

る団体は期日までに必ずご一報ください。 

□編集後記□ 

 縁あってかどうか、自治振興会の事務局をやらせ

ていただくことになりました。１か月の試練を受け

後悔もないわけではありませんが、地域のために少

しでもお役に立てればという覚悟はしております。

お気軽にお声掛けください。【中島】 

https://www.facebook.com/hai.koncho
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1525757382/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5hc2h0YW5nYXlvZ2EtY2hpYmEuY29tL3dwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA3LzhjZWJhNDQ0NmIzMjU3OGYxNTRmMTFkMWMwMTMxNTRlLnBuZw--/RS=^ADBBsSkAnHJ8_prDiE9erdItFNH0is-;_ylt=A2RCKwxG5O9aNnQAewSU3uV7


平成 29年度総決算額：６，７１４千円 

平成 30年度予算額：８，９９４千円 （予備費：１００千円含む） 

 

 

総務・防災・環境部会  決算額：１，３６１千円 

毎年地域内団体から事業募集している「まちづくり事業補助金」は 5 団体から取り組んでいただきました。また自治振興

会で所有し貸し出しするための「AED」を１台購入しました。 

福祉・教育・文化部会  決算額：３，３２３千円 

「敬老会助成事業」では 21 団体に交付を行いました。「集落安心づくり事業」では 23 団体に補助を行いました。また

「松之山らしい学校づくり事業」では、スポーツ振興費として各種大会の賞品代や松高生の地元企業説明会への助成、

妙高国体イベント事業モーグル競技大会への協賛などを実施しました。 

産業・観光・交流部会  決算額：１，１２３千円 

「地域内イベント助成事業」では、産業祭での市営バスの特別運航や子供たちに人気のふわふわ遊具設営費などに、

「交流事業」では東京松之山会総会時のバス運行助成、埼玉県加須市との交流事業への助成、ポータルサイト運営費を

助成しました。「美人林保護事業」では間伐材を活用したアカショウビンの玩具の製作費、美人林を守る会への助成、

林内の枯れ枝や危険立木伐採事業を実施しました。 

事務局費  決算額：９０８千円 

「役員報酬」、「各種負担金」、「郵送料や事務用品代」が主なものですが、今年度から情報ネット環境が市から独立

したことに伴い、専用のパソコン及び周辺機器の整備を行いました。 

総務・防災・環境部会  予算額：１，８５０千円 

【予算のポイント】基本的には前年度事業継続ですが、自治振興会で管理する「AED」をさらに 1 台整備します。また

「地域支援員」から取り組んでもらう新規事業として、「協働のまちづくり推進事業」を予算化しました。 

福祉・教育・文化部会  予算額：３，７３４千円 

【予算のポイント】敬老会助成事業、集落安心づくり事業、名老百選事業などは継続事業として引き続き取り組みま

す。また「地域支援員」からは「松之山らしい学校づくり事業」の中で、関係団体と連携した地域内「子供食堂」の開

設に取り組んでもらいます。 

産業・観光・交流部会  予算額：１，４５０千円 

【予算のポイント】産業祭、真夏の雪まつり、スキーカーニバルへの運営助成や、東京松之山会、加須市との交流活

動を継続します。また美人林保護事業も県の助成を受けながら継続します。「地域支援員」からは「各種交流事業」

に取り組んでもらいます。 

事務局費  予算額：１，８６０千円 

【予算のポイント】役員報酬や消耗品などは昨年並みですが、これまで市から直接支払われていた事務局員賃金を交付

金として受けるため、協議会会計からの支出に代わることから今年度より増額となります。 



 

十日町市地域支援員（松之山地域）を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【十日町市地域支援員（松之山地域）とは】          

〇身 分：十日町市の非常勤職員です。 

所属は総務部企画政策課。 

勤務場所は松之山支所地域振興課になります。 

活動は、地域自治組織の事業計画や意向に沿って行います。 

〇活動車：私有車を使用します。 

平成30年4月任用の
十日町市地域支援員
は、中条 1 名、松之山
2 名の計 3 名です☆ 

〇これまでの経歴 

行政職員として 41 年間勤めさせていただきま

した。その間皆様方には様々な面でお世話になり、

この場を借りて感謝申し上げます。 

〇地域支援員として取組みたいこと 

 これまでの経験を生かし、地域の皆様が抱えてお

られる問題解決に少しでもお役に立てればと考え

ています。高齢化が更に進む中、皆様と知恵を出し

合い新たな集落の在り方を探っていきたいと考え

ています。 

〇趣味・特技 

 昔はたくさんありましたが、「映画」が最後まで

残っています。最近は日曜大工が加わりましたが、

時間がなくてなかなか楽しめません。 

〇これまでの経歴 

地域おこし協力隊(布川地区担当)や自治振興会事

務局を勤めさせていただきました。松之山に嫁いで

10 年目、小 3 を筆頭に 4 人の子育て奮闘中です。 

〇地域支援員として取組みたいこと 

松之山の魅力ある生活文化や生活基盤を孫子の

代まで繋ぐための仕組みづくり、特に集落・地域活

性化対策に取組みます。 

〇趣味・特技 

趣味は松之山生活です！というくらい、松之山の

四季の移ろいや生活文化が大好きです。松之山生活

をより楽しむために食養生や整体を学び中です。 

 

平成 30 年 4 月より松之山自治振興会に十日町市地域支援員が 2 名配置されました。 

地域支援員の主な業務は「集落維持対策」「集落・地域活性化対策」です。行政や関係団 

体と連携しながら、未来を見据えた「地域のこし・地域づくり」の事業支援に取組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇身 分：十日町市の非常勤職員です。 

所属は総務部企画政策課、勤務場所は松之山支所地域振興課になります。 

〇活動車：私有車を使用します。 

 

H30,5,4開催「第 9回加須市民平和祭」の目玉「全

長 100mの超巨大こいのぼり」【市 HPより】 

 

埼玉県加須市への「松之山特産市出店イベン

ト」は、悪天候で開催日が翌日 4日順延され

たことから残念ながら参加中止に！ 

本山 敏雄 

（６４歳・松之山） 

佐藤 美保子 

（39 歳・天水越） 

 長年続いている加須市との交流の中で、天候によ

り参加を見送ることになったのは今回が 2 度目と聞

いています。5 月 3 日は低気圧による全国的な春の

嵐の影響で翌日に順延となりました。翌日の参加も

検討しましたが、特産品の山菜の集荷作業と鮮度保

証ができないという理由で、残念ながら今回は出店

を断念することになりました。 


