
　この春もいつものよう
に桜が咲き新芽が芽吹き、
そして若者が巣立ち真新

しいランドセルに何かわくわく感を感じていま
す。かと思えば地震や風水害の自然災害やコロナ
禍、そしてウクライナ侵攻など先の見えない脅威
が連日目に入ってきます。
　朝ドラのセリフ“日々鍛錬し、いつ来るともわ
からぬ機会に備えよ”の言葉が時を超えてなんと
なく腑に落ちて不思議な気もします。新しい年度
も皆様と一緒に歩みたいと思います。引き続きご
指導ご協力をお願いいたします。
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　立夏も過ぎこの地域では春祭りが終了し、トラク
ターがうなりをあげて代掻きに励んでいます。日頃、
住民の皆様には上平地域づくり協議会の事業にご理解
ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、私こと去る４月16日に開催された上平地域づ
くり協議会令和４年度総会におきまして会長職に再任
されました。高齢を理由に断り続けたのですが、思う
ように進みませんでした。
　本協議会の令和２年度、３年度の取組みにつきまし
ては、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のため、
計画事業のうち中止または規模縮小の対応となったも
のもあり、やむを得ないことと思っています。４年度こ
そはしっかり計画の実施を望んでいますが、昨今の情
報から制約も予想されます。どうかご理解とご協力を
お願いいたします。
　上平地域づくり協議会が設立されて３年目を迎える
わけですが、この地域づくり協議会なるものについて
改めて考えてみました。
　旧上平村においては、村で必要と思われる施策をい
ち早く取り込んでいました。ですから、住民からの強
い要望は多くなかったと思っています。

　合併に際しては、いずれは広域の運営が必要である
との予想見込みのもと、その時になって慌てることがな
いようにとの思いで合併を促進したと思っています。
　合併して18年。南砺市はスケールメリットだけを意識
して住民の生活意欲をそいでいるように感じます。合
併した南砺市の範囲が広大であり、自然条件等が違い
すぎて共通の施策では対応できない。そこで、各地域
振興の任務を放棄し、地域のことは地域住民自らで、
地域の特性を発揮することをうたい文句に小規模多機
能自治なるものを進めています。財源不足を理由に交
付金については、年々減額しています。実施希望事業
については、既存制度により補助金を利用してくださ
い。との方針です。
　元来から、提案が少なかったこの地域ですが、今後
は、必要なことはどんどん声に出していく必要がありま
す。当協議会でも各構成団体からの提案は、関係部会
と役員会の協議を経てできることから実行に移していく
つもりです。
　今後２年間の皆様のご協力をお願いいたします。
末筆ながら皆様のご健康ご多幸をお祈りいたします。
前段の思いが、私の早とちりであることを祈ります。

上平地域づくり協議会
会 長　真草嶺  信義新年度の初めにあたり

ケアネット活動連絡会ケアネット活動連絡会

　午前９時～午後５時（職員が常駐しています。土・日・祝日は休みです。）
　なお、会議室等は午後９時まで利用できます。利用申し込みは電話でもＯKです。

上平交流センターの
開 館 時 間

　見守り活動を担うケアネットチームや
訪問支援員の皆さんの情報共有のための
連絡会が開催されました。講演会では中

垣医師（上平診療
所）から日々の生
活に影響する睡眠
のことを研修され
ました。

コロナウィルス感染症ワクチン追加接種（４回目）
予約手続き支援について

南砺市ではコロナワクチン追加接種（４回目）が７月より開始されます。

★接種券が届いた方で、予約に不安を感じておられる方は上平地域
づくり協議会で代行予約を致します。希望される方は、接種券を交
流センターへお持ちいただくか☎67-3650へご連絡ください。

子育てサロン「パパ・ママこみゅ♡」ご利用下さい！子育てサロン「パパ・ママこみゅ♡」ご利用下さい！
　未就学児までの親子及び出産前のママ・パパの交流、情報の交換の場
として、毎月１回日曜日に上平交流センターを５月から開放しています。室内
遊具もそろっています。
　対象の皆さんは気軽にご利用ください。

会　　場：上平交流センター（サークル室等）
利用日時：毎月１回日曜日　午前９時半～12時
利 用 料：無料

会　　場：上平交流センター（サークル室等）
利用日時：毎月１回日曜日　午前９時半～12時
利 用 料：無料

※詳細は、上平地づ協ホームページまたは上平交流センター内のチラシをご覧ください。

ワクチン
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顧　問　山本　 勝徳 会　　　長　　　　真草嶺 信義 

監　事　小 林　　誠　　　　野宇 加代子
　　　　　　　　　堂前 　光宏
副　会　長　　　　北　 真知子
　　　　　　　　　羽馬 　博美

役　員　会　（運営委員会）
 

部　会　長 北　 真知子

副 部 会 長 坂本 　英子

地域指導員 平瀬 　明美

（会長、副会長、部会長、副部会長、事務局長）

区　 長　 会
（行政推進員）

②健康・福祉部会
部　会　長 堂前　 光宏
副 部 会 長 山本　 孝盛
地域指導員 瀧　 由記男
・上平地域区長会 竹中　 雅司
・上平地域民生児童委員協議会 南口　 典子
・南砺市消防団 上平方面団 山田　 靖博
・上平青年団 中島　 拓哉
・上平婦人会 東田　 智子
・上平壮年会 荒井　 崇浩
・上平いそじ会 中谷　 栄伸
・上平老人クラブ連合会 宮﨑　 秀幸
・南砺市交通安全協会 上平支部 山本　 孝盛
・赤十字奉仕団 上平支部 北田　 祥子
・上平建設業協会 山本　 孝盛
・五箇山農業公社 堂前　 光宏
・上平地域防犯組合 藤井　 徳親
・南砺市商工会 五箇山支部 藤井　 徳親
・南砺市観光協会 五箇山支部 荒井　 崇浩

・上平地域区長会 岩﨑 　　剛
・上平地域民生児童委員協議会 酒井 　美雪
・上平青年団 羽馬 壮一郎
・上平婦人会 河口 　麻紀
・上平壮年会 酒井 　堅信
・上平いそじ会 髙桑 　博信
・上平老人クラブ連合会 藤井 　信子
・赤十字奉仕団 上平支部 北　 真知子
・南砺市食生活改善推進協議会
　上平支部 藤井 　幸江
・南砺市ボランティア連絡協議会
　上平支部 大道 　悦子
・南砺市地域福祉推進委員 坂本　 英子
・南砺市社会福祉協議会 理事 下崎 冨美子
・南砺市社会福祉協議会 評議員 北田 　祥子

・上平地域区長会 羽馬　 博美
・上平青年団 森井　 勇真
・上平婦人会 藤井　 　香
・上平壮年会 東田　 　晃
・上平いそじ会 山崎　 信浩
・上平老人クラブ連合会 羽馬　 博美
・上平小学校PTA 鉢蝋　 圭伸
・平中学校PTA 真井　 豊友
・上平保育園保護者会 藤井　 保宏
・男女共同参画推進員上平支部 森井　 勇真
・上平地域体育協会 山崎　 信浩
・五箇山スポーツクラブ 生田 　　登
・南砺市スポーツ推進員 生田　　 登
・青少年育成南砺市民会議 上平支部 中谷　 有秀
・越中五箇山民謡保存会 小林 　　誠
・上平交流センター
   各種サークル代表 中谷 　菫枝

①地域づくり部会
部　会　長 羽馬　 博美
副 部 会 長 真井　 豊友
地域指導員 山本　 直子

③生涯学習 ・子育て支援部会

事務局長  田 中　　進
事務局員 瀧　 由記男
 山本　 直子
 平瀬　 明美

事　務　局

上平地域づくり協議会 総会を開催しました。

上平 地域づくり 協議会　 組 織 図

　 4 月16日に令和 4 年度の総会を開催しました。一昨年の 4
月に上平自治振興会、上平公民館と上平地区社協の 3 組織を
一体化した新たな組織としてスタートした当協議会、早や一
任期が過ぎ新たな年度の対応を審議され、新たな組織図のも
と活動内容を確認されました。
　令和 4 年度の活動詳細は、各部会と役員会において検討
し、地域の皆様とともに住みよい地域づくりを目指すことと
しております。
　組織の構成及び本年度の主な年間活動は次のとおりです。

南砺市　地域支援員   横井　 勇昭　　　　　藤井 　外史　　　　　野宇 加代子

R４、４月　現在

人　口：５９３人
世帯数：194世帯
高齢化率（65歳以上）44.2％

R ３  決  算　支　出　支　出 R ４  予  算
項　目 決 算 額 当初予算額 比　較 備　考 

地域づくり費

生涯学習推進費

社会福祉推進費

推進人件費

施設維持管理費

地域事業推進費

予　備　費

支　出　計

1,328,174

553,491

626,770

4,114,560

151,975

95,859

0

6,870,829

1,500,000

660,000

650,000

4,114,560

200,000

40,000

89,440

7,254,000

▲ 171,826

▲ 106,509

▲ 23,230

0

▲ 48,025

55,859

▲ 89,440

▲ 383,171

HＰ作成,傷害保険,広報発行
各団体/集落の助成金　他
各クラブ/体協等の助成金
文化祭,運動教室,親子教室
米寿祝う会,さくらサロン
冬期集落サロン,見守り活動
事務局4名と各部会役員の
手当、労働保険
雪垣設置費,施設修繕料 他

空き家対策,防災事業,婚活
コロナ禍に関する経費

　〃

　〃

収入計　　　　支出計　　　　差　引
7,270,777　　6,870,829　　399,948 円（翌年度繰越額）

上平地づ協総会

ケアネット連絡会

上平地域だより「かみたいら」の発行（上平地づ協 広報誌の作成）

上平マッチングハウスの始動

陳情活動

大人の料理教室

夏の親子教室

近場の山への登山

夏休み子ども教室　

米寿を祝う会
敬老配食サービス（要支援高齢者への手作り弁当配布）

上平地域スポーツフェスタ

共同募金運動（全戸協力依頼）

白川村、関電との親善ゲートボール大会

上平文化祭

かみたいら健康教室

冬期集落サロン（集落単位での楽しい集い）

上平スキー大会

冬の体験教室

ケアネット活動（集落単位での見守り活動）

環境美化事業（国道花壇への植栽と管理）

子育てサロン「パパ・ママこみゅ♡」

さくらサロン（高齢者の和やかな楽しい集い）

16

18

25

初旬

下旬

初旬

中旬

中旬

中旬

上旬

上旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上平交流センター

上平交流センター

全戸配布
上平交流センター（ワンストップ窓口）

富山県、南砺市　ほか

上平交流センター

上平交流センター

調整中

上平交流センター

上平交流センター

食改上平支部へ連携協力

上平交流センター

区長会と連携協力

白川村（老人クラブ協力）

上平交流センター

上平交流センター

各集落の集会所等

タカンボースキー場

調節中

国道沿い4地区

上平交流センター

上平交流センター

12月と計2回実施
8月、11月、2月の計4回発行

空き家の所有者と入居希望者との橋渡し役

11月と計2回実施

片道１時間半程度

対象：上平小学生

2月と計2回実施

2月までに計3回実施

１月～３月に７ヶ所で

年間を通して

5月から11月

毎月の開催

毎月の開催

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

年間を
通して

月 日 事　業　内　容 会　場　等 備　　考

予 算 額 比　較 備　考 

1,460,000

660,000

650,000

4,180,950

150,000

40,000

131,050

7,272,000

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

▲ 40,000

0

0

66,390

▲ 50,000

0

41,610

18,000

前年度
予算額
R３決算
参照

上記の活動に
要する経費

事務局員と役
員の手当,労保
交流センター
の管理経費
空き家防災対
策に係る経費

主 な 年 間 活 動主 な 年 間 活 動
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