
別記様式第7号（第9条関係）

事　業　変　更　計　画　書

団体名 �白石地区地域づくり協議会 

1地域づくりの活動方針（テーマ）

みんなでつくる住みよいまち・白石 � 

2今年度、重点的に取り組む視点（事業）

視点 �「みんなでつくる住みよいまち・白石」の実現を図るため、地域課題を的確に把握し、 課題解決の手段としての事業を計画すべく第3次地域づくり計画（令和3年度～7年 
度）を策定する。 

事業名 �第3次地域づくり計画策定　　　予算額　　　　　　　　　1，200，000円 

視点 �地区住民同士やSL乗客等他地区住民との交流促進を図るため「SLやまぐち号」の停 車駅であるJR山口駅において「やまぐちえき」応援おもてなしイベントを開催する。 

事業名 �憲芸羞嘉濫卜　予算額　…　　　　　370，000円 

視点 �子どもからお年寄りまで家族ぐるみで参加していただき、地域の伝統文化に触れる事 により、地域住民同士の連帯感や粋を深めると共に地域づくり活動への参加意識の 
高揚を図る。 

事業名 �ふるさとまつり参加促進事業　　　予算額　　　　　　　　　　　300，000円 

3　変更後の事業の内容

分野名 �協蕎会運営費 ��� 

事業名 � ��� 

事業費 �屯290，850円 �変更前 �4，000，000円 � 

事業概要 �事務局長給与　2，092，800円 ��� 

事務局員給与1，293，072円 
事務費　　　　　904，978円 

分野名 �地域振興 

事業名 �地域づくり活動参加促進 

事業費 �200，000円　　　　　i変更前 

事業概要 �（目的） 

地域課題解決のための方向性を会員団体が共有する寮境づくりと地域づくり活動 
に参加する地縁者の参加促進を図る。 
（事業内容） 
専門部会、各種事業実行委員会等の定例開催および地縁者の参加促進イベント 

開催。 
役員、専門部会長等、地域づくりに関わる各種研修会への参加促進。 

（実施時期） 
通年 

（参加人数） 
121人（地縁者40人）専門部会部会出席率88％ 



分野名 �地域振興 

事業名 �広報活動 

事業費 �1，212，150円　　　　】変更前　妻 

事業概要 �（目的） 

地域づくり協議会の役割（日的）および活動状況を地域住民に周知する。 
（事業内容） 
広報誌の月1回全戸配布、ウェブサイトの適宜更新、フェイスブックの投稿によるタイ 

ムリーな情報発信を行う。 

（実施時期） 
通年 

（参加人数） 
5人 

分野名 �地域振興 

事業名 �第3次地域づくり計画策定 

事業費 �1，200，000円　　　　t　変更前　書 

事業概要 �（目的） 

地域課題を的確に把握し、課題解決の手段としての事業を計画すべく、第3次地域 
づくり計画（令和3年度～7年度）を策定する。 

（事業内容） 
住民アンケート調査の分析（クロス集計）結果に基づき、現行事業を検証（見直し） 

する。 
（実施時期） 
通年 

（参加人数） 
16人 

分野名 �地域振興 

事業名 �「やまぐちえき」応援イベント（交流促進特別交付金事業） 

事業費 �370，000円　　　　　l変更前 

事業概要 �（目的） 

地区住民同士やSL乗客等他地区住民との交流促進を図る。 
（事業内容） 
「SLやまぐち号」のおもてなしイベント開催を柱に、駅舎内の環境美化活動・観光ボ 

ランティア活動・写真展開催等実施する。 
（実施時期） 
8月、9月、10月、11月、12月、3月 

（参加人数） 
実行委員14人ほかイベント参加者100人（1開催当り） 

分野名 �地域振興 

事業名 �白石地区町内親睦大運動会開催支援 

事業費 �300，000円　　　　　l変更前　書 

事業概要 �（目的） 

白石地区住民同士の親睦を図る。 
（事業内容） 
白石地区住民が主体となって企画運営する運動会の開催を支援する。 

（実施時期） 
5月17日（日）中止決定のため10月代替開催予定。 

（参加人数） 
2，000人 



分野名 �地域振興 

事業名 �白石フェステパル開催支援 

事業費 �300，000円 �変更前　t 

事業概要 �（目的） 

白石地区住民同士の親睦を図る。 
（事業内容） 

子どもからお年寄りまで多くの地区住民が参加する地区イベントの開催を支援す る。 

（実施時期） 
11月15日（日） 

（参加人数） 
生000人 

分野名 �地域振興 

事業名 �町内会親睦活動支援 

事業費 �159，000円 �変更前 

事業概要 �（目的） 

白石地区単位町内会における親睦活動を支援する。 
（事業内容） 
白石地区単位町内会からの申請に基づき、振興事業補助金を交付する。 

（実施時期） 
7月、8月、9月 

（参加人数） 
1，000人 

分野名 �地域振興 

事業名 �ふるさとまつり参加促進 

事業費 �300，000円　　　　　　靂　変更前 

事業概要 �（目的） 

子どもからお年寄りまで家族ぐるみで参加していただき、地域住民同士の繋がりを 
深める。 
（事業内容） 
ほたるまつり：無料休憩所　※4／8中止決定 
祇園まつり：御神輿担ぎ手募集、サラシ巻き教室t直会開催※4／24裸坊中止決定 
山口七夕ちょうちんまつり：ミニツリーに提灯飾付、点灯、子ども願い事短冊飾付 

（実施時期） 
5月30日（中止）、7月20日・27日（裸坊中止）、8月6日、7日 

（参加人数） 
500人 

分野名 �地域福祉 

事業名 �人権啓発活動推進 

事業費 �100，000円 �変更前 � 

事業概要 �（目的） 

人権が尊重され、いじめ等あらゆる差別のない明るい地域社会を構築する。 
（実施時期） 
令和2年11月28日（土）人権学習講演会開催 

（参加人数） 
100人 
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分野名 �地域福祉 

事業名 �チャレンジ健康づくり（ノルディックウオーキング講習会含む） 

事業費 �100，000円　　　　　l変更前 

事業概要 �（目的） 

日常的に運動に親しみ健康と食に関心が高く、心身ともに健康な地域住民を増加 
させる。 

（事業内容） 
活動量計を活用しつつ、食生活や、ストレッチ、ウオーキング、ノルディックウオーキ 

ング等について実技講座を開催する。 

（実施時期） 
9月から2月まで全6回開催。 

（参加人数） 
実行委員16人、参加者50人 

地域福祉

健康食のおススメ

60，000円

事業概要

高血圧症等生活習慣病の予防意識の向上を図る。
（事業内容）
健康食レシピを作成し、広報誌へ掲載する。（5回）
減塩料理教室を開催する。（男性、子育て世代対象）（2回）
チャレンジ健康づくり実行委員会と共同での料理教室開催。
郷土料理教室を開催する。
白石フェスティバルにおけるパネル展示実施。
ヘルスメイト研修会への参加によるスキルアップおよびヘルスメイトの増員促進。

（実施時期）
5月～12月、1月～2月

（参加人数）
約40人

分野名 �地域福祉 

事業名 �グラウンドゴルフ大会 

事業費 �70，000円 �変更前 

事業概要 �（目的） 

高齢者の体力維持および情報交換等コミュニケーションの場づくり。 
（事業内容） 
グラウンドゴルフ講習会・大会を開催する■。 

（実施時期） 
6月21日（日）（中止）・10月11日（日）・11月1日（日） 

（参加人数） 
実行委員26人、参加者30人 

分野名 �地域福祉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ 

事業名 �むかし遊び � 

事業費 �10，000円　　　　　‡変更前 � 

事業概要 �（目的） � 

高齢者と子ども達の交流の場づくり。 
むかし遊びの伝承。 

（事業内容） 
白石小学校と連携して、新入生（1年生）を対象に、むかし遊び交こ （実施時期） �準会を開催する0 

12月 

（参加人数） 
45人 
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分野名 �安心・安全 

事業名 �危険防止看板設置等 

事業費 �50，000円 �変更前 

事業概要 �（目的） 

小・中学生の事故防止を図る。 
（事業内容） 
危険個所に注意喚起看板を設置する。既設看板の汚破損を補修する。 

（実施時期） 
通年 

（参加人数） 
－ 

分野名 �安心・安全 �� 

事業名 �反射鏡設置等 �� 

事業費 �100，000円 �変更前． � 

事業概要 �（目的） �� 

交通事故防止を図る。 
（事業内容） 
白石地区内町内会からの要望に基づき、危険個所にカーブミラー ��‡等を設置する。 

（実施時期） �� 
通年 

（参加人数） 
－ 

分野名 �安心▼安全 

事業名 �自主防災組織モデル 

事業費 �120，000円　　　　l変更前 

事業概要 �（目的） 

自主防災組織認定町内会である荒高町内会、西門前新橋町内会をモデルとして、 
他地区における自主防災組織の設立を促進する。 
（事業内容） 
①防災知識の習得や自主防災活動の机上訓練、発災実働訓練を実施する。 
②自主防災士を育成する。 

（実施時期） 
通年 

（参加人数） 
自主防災士22人、参加者100人 

分野名 �安心・安全 

事業名 �夏休み防災訓練キャンプ 
・事業費 �60，000円 �変更前 � 

事業概要 �（目的） 

小学生が災害や事故に遭遇し �た際の適切な対処方法を実体験させて、防災意識 
の向上を図る。 
（事業内容） 
小学6年生を対象に消火訓練や着衣水泳体験、炊き出し訓練等を実施する。 

（実施時期） 
8月 

（参加人数） 
40人 



分野名 �安心・安全 

事業名 �安全パトロール 

事業費 �30，000円　　　　　l変更前 

事業概要 �（目的） 

児童・生徒の登下校時における安全を確保する。 
（事業内容） 
学校、m、地区住民が連携して、児童・生徒の登下校時に立晴を行う。 
安全パトロール員へ児童に関わる情報や、下校時刻などを適宜情報提供する。 

（実施時期） 
通年 

（参加人数） 
40人 

分野名 �環境づくり 

事業名 �五十鈴川を守る会 

事業費 �100，000円 �変更前 � 

事業概要 �（目的）■ 

五十鈴川の景観を守る清掃活動を通して、流域住民同士等の交流を図る。 
（事業内容） 
河川の美化作業（草刈り等） 

（実施時期） 
8月30日（日） 

（参加人数） 
200人 

分野名 �地域個性創出 

事業名 �お宝写真展 

事業費 �■60，000円　　　　　i■　変更前 

事業概要 �（目的） 

児童および保護者と地区住民が共に白石地区に愛着を感じる機会とする。 
（事業内容） 
白石小学校PTAを中心に児童、保護者、地域住民を対象に写真展参加者を公募 

する。 
写真展に向けて集まった作品を拡大プリントアウトし、表装する。 
大いちょうバザール、白石フェスティバルにて写真展を開催する。 

（実施時期） 
6月、9月、10月、11月 

（参加人数） 
4∩人 

分野名 �地域個性創出 � 

事業名 �白石歴史探訪 � 

事業費 �200，000円　　　　l変更前　「、、、－」 

事業概要 �（目的） 地域に係る歴史に対する理解と関心を高め、もって郷土愛を育み �地域の連帯感 

や絆を深める。 � 
（事業内容） 
講演会開催6回 
広報話へコラム連載12回 

（実施時期） 
通年 

（参加人数） 
実行委員4名、講演会1回あたり60人 



令和2年度収支予算
収入の部

項 目 金　額

地域づくり交付金

交流促進特別交付金

地域づくり交付金積立払出金

合 計

8,413,000 

370,000 

600,000 

9,383,000 

（単位：円）

支出の部
項　目

協議会運営

地域振興分野

地域福祉分野

安心・安全分野

環境づくり分野

地域個性創出分野

合　　計

金　額

事
業
費

摘　要
（単位：円）

4,290,850 

4,032,150 

340,000 

360,000 

100,000 

260,000 

5,092,150 

9,383,000 

事務局長給与、事務局員給与、事務費

地域づくり活動参加促進、広報活動、第３次地域づくり計画策定、
「やまぐちえき」応援イベント、白石地区町内親睦大運動会開催支援、
白石フェスティバル開催支援、町内会親睦活動支援、ふるさとまつり参加促進

人権啓発活動推進、ノルディックウォーキング講習会、
チャレンジ健康づくり、健康食のおススメ、グラウンドゴルフ大会、むかし遊び

危険防止看板設置等、反射鏡設置等、自主防災組織モデル、
夏休み防災訓練キャンプ実施、安全パトロール

五十鈴川を守る会

お宝写真展、白石歴史探訪の会


