
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この写真はふれあいまちづくり協議会公募の優秀

作品です。長良川鉄道関下有知駅、満開の桜並木

を眺めながら、観光列車「ながら」が通過します。他県

からも大勢のマニアが撮影に来られました。 

ふれあいまちづくり協議会では、長良川鉄道沿線

の環境保全にも取り組んでいます。 

詳細は８頁をご覧ください。 

 

 

 

Ｐ２ 会長あいさつ 

Ｐ３ 平成２９年度委員紹介 

Ｐ４ 平成２８年度収支決算報告 

P５ 平成２９年度収支予算 

Ｐ６ 平成２９年度事業計画 

Ｐ７ 下有知ふれあいセンター利用 

Ｐ８ 平成２８年度活動報告等 

 
１ 



 

会長あいさつ    ～ 下有知の将来を見据えて ～ 
 

「しもうちふれあいまちづくり協議会」の初年度の活動を大過なく終えることができ、正直ほっとしているとこ
ろでございます。ひとえに、地域の皆様方のご理解・ご協力のお陰であり、心から感謝申し上げます。 
平成 28 年度は「下有知地域振興計画（10 年計画）」の実施初年度ということもあり、何かと戸惑いながら
の活動でありましたが、多くの課題とそして幾つかの成果を見つけることができました。 
まちづくり協議会は、下有知の様々な自治活動の推進に当たって、関係諸団体と「課題を共有」し「相互
の合意形成」を図って活動する推進体制を大切にしたいと考えて展開してまいりました。つまり、一つの事
柄について関係団体が関わりあい、話し合って進めることができるようにしようとすることで、これまでにはあ
まりなかった姿ではないかと思います。 

 
さて、話は変わりますが、今年の３月に自治連下有知支部とまちづくり協議会の合同研修会を開催いたし
ました。テーマは、「これからの地域づくりと地域コミュニティ」で、講師に北村隆幸氏（ＮＰＯ法人せき・まち
づくりＮＰＯ ぶうめらん代表理事）をお招きいたしました。 
内容は、まず日本の人口が、2004 年をピークに急激な減少をたどり、関市の人口は 2035 年には、総人
口が 78,051 人、65 歳以上が 26,228 人、15 歳未満が 8,533 人と推計されています。これまでの 20 年とこ
れからの 20年は大きく様相が変わってくるという現実が目前に迫っていることを知らされました。 
少子高齢化が急速に進んでいることは承知しているつもりでも、具体的な推計値を知るに付け、私たちの
地域社会はどうなっていくか、容易に予測がつきません。下有知小学校の今年度の児童数が、400人を切
る状況になったことを聞くにつけ、より現実感が増します。 

 
こうした状況に置かれた下有知ですが、北村氏のお話から下有知が今後特に力を入れて取り組むべき
課題は、①子育て支援（下有知は関市で一番子どもが多い地域）、②自治会加入率の増加（未加入率  
4割）という示唆をいただきました。 
この二つの課題を改めて考えてみると、密接な関連が潜んでいるように感じ、はっとしました。 
下有知に移り住んできた子育て世代の多くの方は、戸建てであれ、アパート住まいであれ自治会未加入
の方が多いのではないか。地域とのつながりがなく、不安を抱いておられる方もあるのではないかを考える
と、地域の住民として、何か力になれることはないか…の思いが浮かびます。 
子育て世代の方々の思いを酌み取った支援活動ができれば、下有知地域への愛着が生まれ、下有知に
住んでよかったと感じていただけるのではないだろうか。それが、自治会未加入者の方の場合に、下有知
への信頼感から、主体的に自治会に加入していただけるのではないか。北村氏の示唆による「気づき」か
ら、こんな連想をいたしました。 
自治会加入者の増加は、下有知地域のこれからの活性化にとって欠かせない大きな課題であると思って
います。互いのよい関係づくりを通して、ぜひとも実現したいと考えていますので、多くの方々から、いろい
ろ提言をいただけたらと思います。よろしくお願いたします。 

 
最後に、自治会未加入の方にお願いです。下有知の自治活動を展開するための原資として、まちづくり
推進費を全住民の方から頂くことになっております。戸建ての方 1,000円、アパートの方 500円です。 
目に見えるメリットばかりではないかも知れませんが、居住する地域づくりのためにぜひともご理解の上、
ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。 
 

「しもうちふれあいまちづくり協議会」の平成２９年度総会及び各部会を 
４月２３日に開催しました。 

 
 
 

 
 
 

 

 
２ 



 

平成２９年度の「しもうちふれあいまちづくり協議会」の委員は次の皆さんです。 
 

顧問  松田文男（市議会議員）  山藤鉦彦(市議会議員)  亀山章(下有知中学校校長)  橋詰勝司(下有知小学校校長) 
山田久美子(下有知保育園園長)  武藤孝(JAめぐみの下有知支店長) 

会長  武藤哲夫     副会長  高橋正次(下有知区長会長)    平田忠彦(自治連下有知支部長) 

部   会 個 人 ・ 団 体 組 織 ・ 団 体 

総務・自治 

部会長 公募 平田利弘 

区長会 

河村智之 山田和彦 

副部会長 
区長会（副会長） 長谷川敏彦 平田幹司 松田金一 

自治連（副支部長） 平田直実 西部清志 上野喜弘 

  

推薦委員 谷村圭子 山田肇 武井信義 

支援職員 山田和伸 林準子 小田清志 

公募 
高橋勉 自治連（総務部長） 桜井由美子 

池村千恵子  〃  （書記） 溝畑厚旨 

安全･安心 

部会長 公募 村井峰男 区長会 平田益夫    

副部会長 
区長会（副会長） 山田和彦 自治連（防犯防災部長） 藤之氏鋼一 

下有知消防団（分団長） 松田浩和  〃  （交通部長） 後藤克明 

  推薦委員 高井敏 消防団（副分団長） 石原照和 山田怜生奈 

  支援職員 山田和伸 交通安全協会（支部長） 松田節子 

  
公募 

羽田野由美子 小学校 PTA（会長） 山藤裕行 

末松弘子 中学校 PTA（会計） 山中淳司 

    防災指導員 山田和美 松田広重 

福祉・ 
  子育て 

部会長 社協支部長 山口正二 区長会 松田共樹 

副部会長 
区長会 松田金一 自治連（社会福祉部長） 山田一二三 

福祉委員（委員長） 亀井ルリ子 社協（副支部長） 大野憲博 

  推薦委員 中山恵美子 
民児協 

小林誠 

  支援職員 杉下誠 三輪寿美子 

  
公募 佐藤俊憲 日赤奉仕団（代表） 大澤惠子 

    母子会（会長） 藤川照子 

      修徳会（会長） 松田勝彦 

      ふれあいクラブ 今井徹 

      ハートフル（施設長） 山田あつ子 

      地域包括センター 福井茂美 

生活・環境 

部会長 公募 奥田光治 区長会 各務俊之 三輪一夫 

副部会長 
公募 三輪茂之 自治連（環境部長） 山田勝利 

自治連（副支部長） 村井敬典 土木水利委員（委員長） 山藤耕一郎 

  推薦委員 古田邦彦 農地改良組合（組合長） 天野善一 

  支援職員 田口旭 JA女性部（部長） 柴田信恵 

  公募 
各務貴夫 小学校 PTA（副会長） 高井靖 

三輪節夫 中学校 PTA（書記） 田原寛剛 

健康・ 
 スポーツ 

部会長 公募 山田丈一 区長会 小林暁 天野雅友 

副部会長 
スポーツ推進員 纐纈明 自治連(体育部長） 嶋口稔 

体育委員会（委員長） 大高克彦 健康推進委員 酒井あき子 

  推薦委員 野口正人 スポーツ推進員 朝倉健二 小瀬木章 

  支援職員 杉下誠 体育委員会(副委員長） 村瀬孝一 

  
公募 

尾口文良    〃   （会計） 松田洋司 

  
山藤寿 中学校 PTA(副会長） 松田哲 

    小学校 PTA（書記） 横山隆 

      下有知スポーツクラブ 池村昭浩 三輪幸博 

文化・交流 

部会長 公募 加藤篤 
区長会 

大鍬的治 酒井和也 

副部会長 
青少年育成協（会長） 横山幸平 簑島学 

中学校 PTA（会長） 古田龍治 自治連（監事） 村井政弘 

  推薦委員 三輪康典 獅子舞保存会 横山英俊 

  支援職員 田中ひかる 中学校 PTA(副会長） 河合惠子 

  公募 
松田慎司 小学校 PTA（会計） 大野裕丈 

上野光明 保育園保護者会 山下友成 

財務・管理 

部会長 事務局長 平田幹司 社協（会計） 冨村竜也 

副部会長 
区長会（会計） 山田肇 

事務局員 
古田美佳 

自治連（会計） 小林浩幸 村井浩美 
 
３ 



 

「しもうちふれあいまちづくり協議会」の平成２８年度収支決算を報告します。 
 
平成２８年度しもうちふれあいまちづくり協議会一般会計収支決算（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 
収入の部                              単位：千円 

科   目 
予算額 決算額 増減 

備     考 
（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（Ａ） 

１ 事業収益 12,207 12,591 384 
 

（１） 一般事業 2,400 2,372 -28   
  ① 推進費 1,800 1,776 -24 下有知区民（一世帯当たり 1,200円） 

  ② 推進協力金 600 596 -4 事業主、アパート・マンション等の管理者 

（２） 交付金事業 5,300 5,367 67 
  

  ① 地域委員会交付金 3,000 3,000 0 市民協働課より 

  ② 敬老会交付金 1,800 1,909 109 高齢福祉課より 

  ③ 参加費 200 126 -74 ゴルフ・野球大会の参加費等 

  ④ 売上金 300 332 32 ふれあいまつり  

（３） 委託金事業 4,207 4,219 12  
  ① 指定管理料 3,561 3,561 0 生涯学習課より 

  ② 利用料 646 658 12 ふれあいセンター施設利用料 

（４） 夜間照明事業 300 634 334   

   使用料 300 634 334   

２ 事業外収益 185 1,058 873 
 

  雑収入 185 1,058 873 コピー・用紙代等 

３ 繰越金 1,518 1,518 0   

  引継金 1,518 1,518 0 下有知ふれあいのまちづくり推進委員会等 

収入合計 13,910 15,167 1,257   

支出の部                              単位：千円 

科   目 
予算額 決算額 増減 

備     考 
（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（Ａ） 

１ 事業費用 11,954 12,016 61 
 

（１） 管理費 6,945 6,633 -312  
  ① 賃金 3,542 3,053 -489 雇用・労災保険を含む 

  ② 通信費 98 94 -4 電話・葉書・切手代等 

  ③ 図書･研修費 70 81 11 新聞、ゼンリン地図代等 

  ④ 電気料 1,054 1,093 39 夜間照明を含む 

  ⑤ 水道料 35 37 2 
 

  ⑥ ガス代 40 39 -1   

  ⑦ 修繕費 532 312 -221 夜間照明・グラウンド整備代等 

  ⑧ NHK・CATV受信料 109 127 18  
  ⑨ 保守点検料 295 300 5 消防設備・自動ドア・空調設備の保守点検費用 

  ⑩ 保険料 95 124 29 公民館保険等 

  ⑪ 事務機借上料 673 522 -151 コピー機リース代（カラーコピー機新規購入分含む）等 

  ⑫ 消耗品等 402 853 451 トナー・インク・用紙等の事務用品等 

（２） 事業費 5,009 5,382 373   

  ① 財務・管理部会 100 185 85 会議費等 

  ② 総務・自治部会 610 755 145 広報発行、ホームページリニューアル等の費用 

  ③ 安全・安心部会 130 111 -19 防災訓練助成金等 

  ④ 福祉・子育て部会 2,535 2,560 25 敬老会、三世代ふれあい広場等の経費 

  ⑤ 生活・環境部会 126 123 -3 ゴミ箱、花代等 

  ⑥ 健康・スポーツ部会 538 625 87 グラウンドゴルフ、玉入れ大会等の経費 

  ⑦ 文化・交流部会 920 946 26 ふれあいまつり、ふれあい文化祭等の経費 

  ⑧ 雑費 50 78 28 祝儀、お礼等 

２ 事業外費用 1,956 1,564 -392  
（１） 助成金 1,240 1,204 -36 区長会、自治連、社協等 

（２） 予備費 716 360 -356 地域委員会準備会からの繰越分、山王山整備費等 

支出合計 13,910 13,580 -330  
収入合計と支出合計の差額（１５，１６７千円－１３，５８０千円＝１，５８７千円）は、平成２９年度に引き継ぎます。 

平成２８年度しもうちふれあいまちづくり協議会特別会計収支決算（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

収入の部としては、区長会から引き継いだ２２，５１０千円（JA めぐみの下有知支店 定期預金）を収益計上いた

しますが、支出の部としては、何も費用計上しておりませんので、そのまま２２，５１０千円は、平成２９年度に引き

継ぎます。 ４ 



 

「しもうちふれあいまちづくり協議会」の平成２９年度予算が決まりました。 
「しもうちふれあいまちづくり協議会」の一般会計は一般事業(従来の区費)、交付金事業(地域委員会

交付金、敬老会交付金等)、委託金事業(ふれあいセンターの管理)、夜間照明事業（中学校ナイター施

設の管理）の４事業で構成されています。 

なお、２８年度から引き継いだ定期預金２２，５１０千円の特別会計は支出の予定がございません。 

 収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：千円 

科   目 本年度予算額 

１.一般事業 2,400 

①推進費 1,800 

②推進協力金 600 

２.交付金事業 5,450 

①地域委員会交付金 3,000 

②敬老会交付金 1,950 

③その他 500 

３.委託金事業 4,218 

①指定管理料 3,561 

②センター利用料 657 

４.夜間照明事業 600 

５.事業外収益 417 

６.繰越金 1,587 

収入合計 14,672 

 

５ 

 支出 

単位：千円 

科   目 本年度予算額 

１.管理費 7,453 

①賃金 3,666 

②水道光熱費 1,150 

電気料 1,064 

水道料 46 

ガス代 40 

③事務機借上料 594 

④修繕費 500 

⑤その他 1,543 

NHK・CATV 受信料 128 

通信費 100 

図書･研修費 70 

保守点検料 310 

保険料 126 

消耗品等 809 

２.事業費 5,627 

①財務・管理部会 610 

②総務・自治部会 460 

③安全・安心部会 130 

④福祉・子育て部会 2,720 

⑤生活・環境部会 70 

⑥健康・スポーツ部会 540 

⑦文化・交流部会 970 

⑧雑費 127 

３.事業外費用 1,592 

①助成金 1,180 

②予備費 412 

支出合計 14,672 

 



 

平成２９年度の事業計画です。皆さんといっしょに次の事業に取り組みます。 
 
月 財務・管理 総務・自治 安全・安心 福祉・子育て 生活・環境 健康・スポーツ 文化・交流 

 ４ 
総会       

 ５ 
 広報発行   クリーン 

アップ 
野球大会  

 ６ 
     グラウンド 

ゴルフ大会 
ふれあい 
ウオーキング 

 ７ 
市長と語る会   三世代ふれ

あい広場  
ゴルフ大会  

 ８ 
     親子 

クッキング 
ふれあい 
まつり 

 ９  広報発行      

１０ 
   敬老会   ふれあい 

文化祭 

１１ 
    クリーン 

アップ 
・玉入れ大会 
・体力スポーツ
テスト 

 

１２        

 １  広報発行      

 ２     野焼き   

 ３      ボウリング大会  

その

他の

事業 

・企画運営委
員会(毎月) 

・ふれあいセ
ンター維持
管理 

・自治組織
体制整備 

・自治会加
入促進 

・ボランティ
ア人材バ
ンク運営 

・情報提供 

・防災訓練
支援 

・交通安全
運動支援 

・高齢者生活
支援 

・子育て支援 

・休耕田の有
効活用（ひま
わ り等 の栽
培） 

 ・ふれあい 
ノート作成 

部会外事業として山王山登山道整備と長良川鉄道沿線保全を実施します。 
 

平成２９年６月以降の開催日が決定している行事予定 
次の行事の開催日が決定しています。大勢の皆さんの参加をお待ちしています。 

なお、各行事の詳細は別途チラシ・ホームページ等でご案内いたします。 
 

行事 開催日 場所 

ふれあいウオーキング ６月 ４日(日) 下有知地域内約６Km 

区民グラウンドゴルフ大会 ６月１１日(日) 下有知グラウンド 

三世代ふれあい広場 ７月 ８日(土) 下有知中学校体育館 

区民ゴルフ大会 ７月１３日(木) 美濃関カントリークラブ 

ふれあいまつり ８月 ５日(土) 下有知ふれあいセンター 

敬老会 １０月 ９日(月・祭日) みの観光ホテル 

ふれあい文化祭 １０月２１・２２日(土・日) 下有知ふれあいセンター 

区民玉入れ大会 １１月１２日(日) 下有知中学校体育館２F 

区民体力スポーツテスト １１月１２日(日) 下有知中学校体育館１F 

区民ボウリング大会 ３月１１日(日) 関ボウリングセンター 
６ 



 

下有知ふれあいセンター利用要領 
平成２９年４月より利用料金の一部を変更しましたのでお知らせいたします。  

１．利用時間（従来通り） 

センターの利用時間は、午前９時から午後９時３０分までとする。 

２．利用料金 

（１）センターの利用料金は、次の通りとする。但し、会議室・和室については、１室の利用料金とする。 

  利用時間 

 

区 分 

午 前 午     後 午前・午後 午後・夜間 全  日 

9時から 13時から  17時30分から 9時から  13時から  9時から 

 12時まで  17時まで  21時30分まで  17時まで  21時30分まで  21時30分まで 

会議室 ４５０円 ６００円 ６００円 １，０５０円 １，２００円 １，６５０円 

和室 １５０円 ２００円 ２００円 ３５０円 ４００円 ５５０円 

調理室 ４５０円 ６００円 ６００円 １,０５０円 １,２００円 １,６５０円 

（２）児童室の会議利用料金は、次の通りとする。 

 利用時間 

 

区 分 

午 前 午     後 午前・午後 午後・夜間 全  日 

9時から 13時から  17時30分から 9時から  13時から  9時から 

 12時まで  17時まで  21時30分まで  17時まで  21時30分まで  21時30分まで 

児童室 ４５０円 ６００円 ６００円 １，０５０円 １，２００円 １，６５０円 

（３）やむを得ない理由により、使用時間外の時間に使用する場合の額は、次の通りとする。 

区  分 会議室 和室 調理室 児童室 

延長料金（３０分） ９０円 ３０円 ９０円 ９０円 

(４)施設・設備・備品の利用料金は次の通りとする。 

 
設 備 ・ 備 品 回 ・ 分 利 用 料 備  考 

 
冷 暖 房 機 ３０分 ２００円 コイン投入式 

 
放 送 機 器 １回 ５００円   

 
ガ ス ・ 水 道 １回 ５００円   

 
プロジェクター １回 ５００円   

(５)コピー機・印刷機及びプリンター等の利用料金は次の通りとする。 

 
 備   品 枚・回 サイズ 利用料 備  考 

 コ ピ ー 機 １枚 
Ａ４ 

１０円 ㊟１ 
 

Ａ３ 

 
印 刷 機 １回 

 
５００円 ㊟２ 

 カラーコピー機 １枚 
Ａ４ ３０円 

㊟１ 
 

Ａ３ ５０円 

 
紙 折 り 機 １回 

 
５００円  

 
パ ソ コ ン １枚 

 
２００円  

 プリンター １枚 
 

１０円 上段：ハガキ・封筒等 

 
３０円 下段：写真 

 ラミネーター １枚 
Ａ４ ２０円 

 
 

Ａ３ ４０円 

㊟１：コピー機・カラーコピー機については、両面コピーはコピー枚数を２枚にカウントする。 

コピー用紙は、コピー枚数が１００枚以上の場合は持参が原則。 持参しない場合には、 

コピー用紙１００枚単位でＢ５・Ａ４・Ｂ４サイズは１００円、Ａ３サイズは２００円を徴収する。 

㊟２：印刷機については、原稿が２枚以上の場合は、１枚の原稿につき５０円を徴収する。 

印刷用紙は㊟１のコピー用紙と同じ。 

 

 

 ７ 

お詫びと訂正；  

配布しました広報の利用料金に記載しています利用時間に誤記がございましたので、ここに訂正

してお詫びを申し上げます。   正：２１時３０分まで   誤：２０時３０分まで 



 

平成２８年度活動報告 
広報３号発行以降に「しもうちふれあいまちづくり協議会」で昨年度に実施した活動を報告いたします。 

参加していただいた皆さんありがとうございました。詳細は下有知ホームページで閲覧できます。 

区民ボウリング大会 
平成２９年３月１１日（土）午後７時より関ボウリングセンターにて、『区民ボウリング大会』を開催しました。 
総勢８５名の参加者があり、２ゲーム行い親睦を深めました。次の皆さんが入賞されました。 

おめでとうございます。 
 

優勝   小林 佐代子 

準優勝  小林 京子 

三位   岩田 夕楓 

 

長良川鉄道に関するお知らせ 
１． 長良川鉄道の関下有知駅周辺で撮影した桜並木と列車の写真コンテストに応募していただきありがと
うございました。入賞者は次の皆さんです。優秀賞作品は、この「ふれあいまちづくりだより４号」の表紙
に掲載いたしました。 
① 優秀賞   平田 紀夫 
② 入選    中山 恵美子 

２． 長良川鉄道は観光列車「ながら」をはじめ、いろいろな企画列車を運行していますのでご利用ください。
詳しは、下記の長良川鉄道ホームページでご覧ください。 

http://www.nagatetsu.co.jp 
３． 長良川鉄道沿線の草刈りを６月と１０月に実施する予定です。 

詳細は、後日下有知ホームページ等でご連絡いたしますので、ご協力をお願いいたします。 

事務員交代のお知らせ 
下有知ふれあいセンターの事務員が交代いたしました。 
  退職  平田 香   お世話になりました。 

新事務員紹介 
 
 村 井 浩 美 

   今年の４月より下有知ふれあいセンターに勤めることになりました。 

  事務の仕事は初めてなので戸惑いもありますが、在籍スタッフに力をお借りして、 

  共に仕事がスムーズに出来るよう努力したいと思います。よろしくお願いします。 

   自宅では１９才を迎える愛犬の介護をしております。愛おしいですよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
８ 

http://shimouchi.jp/xoops/modules/xpress/?p=4153

