
 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 回木花地域協議会を開催しました 

日 時 7 月 9 日（木） １8：００～  

場 所 木花公民館 研修室 

会会会会    議議議議    内内内内    要要要要     

1）地域の子どもふれあい事業について生涯学習課  

青少年家庭教育係による事業概要の説明 

 

2）木花地域まちづくり推進委員会事務局職員、公民

館新任職員の紹介 

・木花地域まちづくり事務局員 松田太さん・河野毬子さん 

・木花公民館社会教育指導員 佐藤正信さん 

 

3）木花地域まちづくり事業の進捗報告 

◆防犯・防災部会 

防犯灯 907 灯に対し 1 灯当たり 980 円を交付予

定。防災マップは海抜 5 メートルラインを測る。 

◆環境保全部会 

毎月第 2 日曜日（午前 8 時～）を木花駅舎の清掃

活動日とする。環境マップは 7 月 10 日に部会を開

き作成について話し合う。 

◆地域再生部会 

里山再生事業として木花公園の遊歩道を整備する。

7 月 19 日午前 7 時から遊歩道の草を刈る。 

◆地域福祉部会 

地域のおばあちゃん事業は毎月第四土曜日に児童

館にて開催。高齢者とのふれあい事業を 6 月と 7

月に実施。 

◆教育・文化スポーツ部会 

5 月に体育祭運営会議を開催、要旨説明。青少年の

健全育成は 8 月上旬に開催予定。 

◆交通部会 

4 月からダイヤ改正。運賃値上げにより利用者が 4

割減で苦戦。今年度は 949,000 円の赤字になる。

なんとか利用者増を目指したい。 

 

4）議事 

①地域の課題について 

好隣梅について、今年度の好隣梅祭りの来場者アン

ケートをもとに改善点を宮崎市に提言していく。 

②宮崎市地域まちづくりリーダー育成事業について 

8月22日～23日に開催される被災地から学ぶ「自

主・地域防災力向上」研修に防犯・防災部会から 4

名派遣することを承認。 

第 4 回木花地域協議会を開催しました 

日 時 8 月 20 日（木） １8：００～  

場 所 木花公民館 研修室 

会会会会    議議議議    内内内内    要要要要     

1）文化スポーツ課の説明・報告 

・スポレク宮崎 2009 の開催について 

H21.10.17～20開催。宮崎市は7競技の会場。 

・こどものくにパークゴルフ場の整備について 

H21.6 議会にてこどものくにを有力候補地とし

て表明。H23 年度中の供用開始を目指す。 

 

2）木花地域まちづくり事業の進捗報告 

◆防犯・防災部会 

7/7、8/7 に防災マップ作成について部会議 

◆環境保全部会 

7/12 木花駅舎の清掃。8/9 は雨天の為中止。 

駅舎清掃のチラシを作成し掲示。各学校を訪問し

清掃ボランティアを呼び掛け。放置自転車の件で

JR との打ち合わせ。 

◆地域再生部会 

7/19 木花公園の遊歩道整備作業。 

◆地域福祉部会 

7/6 今江公民館にて木花保育園児と高齢者の交流

会（9 月度市の広報紙の表紙に採用）。7/18 保

育園児と高齢者との夏祭り。７/23 鏡洲保育園児

と鏡洲地区高齢者とのふれあい会。7/25 子育て

支援事業。8/10 ふれあいフェスタ実行委員会。 

◆教育・文化スポーツ部会 

7/17・28郷土を知ろう事業の説明会、打ち合わ

せ。8/4・10・11 郷土を知ろう実施、木花ジャ

ガーズ、島山子ども会、鏡洲小学校児童参加。 

◆交通部会 

7/24 運行状況と収支予想について部会議。 

 

3）議事 

①宮崎市地域まちづくりリーダー育成事業について 

木花地域まちづくり研修と花と緑を生かした地域

のまちづくり研修を承認 

②地域の課題について 

好隣梅について宮崎市に対する意見書（案）につい

て承認。 
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第 5 回木花地域協議会を開催しました 

日 時 10 月 8 日（木） １8：００～  

場 所 木花公民館 研修室 

会会会会    議議議議    内内内内    要要要要     

1）教育委員会生涯学習課から地域教育に関するアン

ケートについて協力依頼。 

 

2）好隣梅に対する意見書を宮崎市に提出した旨の報

告。 

 

3）宮崎市地域まちづくりリーダー育成事業参加者の

報告 

・被災地から学ぶ「自主・防災力向上」参加者 

・花と緑を生かしたまちづくり研修参加者 

 

4）木花地域まちづくり事業の進捗報告 

◆防犯・防災部会 

9/8杭作り、9/16現地杭打ち作業 

◆環境保全部会 

9/13 木花駅舎の清掃（参加者 19人） 

◆地域福祉部会 

9/19加江田保育園児と地域老人との交流。 

9/26子育て支援事業。 

9/30鏡洲保育園児と地域の交流事業。 

◆教育・文化スポーツ部会 

9/16まちづくり体育祭団長会。 

9/26まちづくり体育祭全体会。 

◆宮崎市地域まちづくりリーダー育成事業 

9/12 木花公民館にて講演会。 

 

5）議事 

①地域の課題について 

・平成 22 年度木花地域まちづくり事業の計画につ

いて。 

次年度の計画を各部会で検討し 2 月の地域協議

会に案として提出する。 

 

 

 

 

 

 

第 6 回木花地域協議会を開催しました 

日 時 11 月 26 日（木） １8：００～  

場 所 木花公民館 研修室 

会会会会    議議議議    内内内内    要要要要     

1）木花地域まちづくり事業の進捗報告 

◆防犯・防災部会 

10/13津波マップ、次年度事業計画について部会

開催。防犯灯の維持管理額を決定、11/30 に各自

治会に交付。 

◆環境保全部会 

10/11 木花駅舎の清掃。10/20 マップ作成作業、

次年度事業計画について部会。 

10/29 曽山寺駅清掃（曽山寺さんさんクラブ）。

11/8 木花駅舎の清掃。 

◆地域再生部会 

11 月の植栽計画は 2 月に実施する。 

◆地域福祉部会 

10/18 鏡洲保育園と地域老人との交流会。

10/22 鏡洲保育園児と鏡洲いきいきサロン交流

会。10/24子育て支援事業。10/26 ふれあいフ

ェスタ打合せ。11/5 ふれあいフェスタ打合せ。

11/8 ふれあいフェスタはインフルエンザの影響

により中止。 

◆教育・文化スポーツ部会 

10/15、22まちづくり体育祭打合せ。 

10/25まちづくり体育祭は雨天、インフルエンザ

の影響の為中止。11/11まちづくり体育祭事後処

理等について部会議開催。 

◆交通部会 

11/11 木花巡回バス役員会開催。 

 

2）鳥獣害対策パトロール隊配置について振興係に

よる説明 

・有害鳥獣に対する追い払いを目的として 2 名のパ

トロール隊を配置。（22 年 3 月まで） 

 

3）議事 

①地域の課題について 

・木花巡回バスについて 

運行状況の説明後審議。利用増進にむけた地域

への働きかけを行う。今後も継続して審議する。 

 

4）その他 

地域まちづくり推進委員会人材育成研修について 

11/30までに各部会より研修参加者を推薦する。 

 

 

地域コミュニティ活動交付金は 

均等割り（3 割）と人口割り（7 割） 

を組み合わせて算出されています。 

平成 21 年度木花地域自治区への交付金は

3,123,000 円です。 

－－－－２２２２－－－－    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮宮宮宮崎市崎市崎市崎市にににに対対対対するするするする意見書提出意見書提出意見書提出意見書提出のののの様子様子様子様子 

第 4回地域協議会で好隣梅について宮崎市に意

見書を提出することが承認されたことを受け、

平成 21 年 9 月 4 日に木花地域協議会長から 

津村市長へ意見書を提出しました。 

――――    防犯防犯防犯防犯・・・・防災部会防災部会防災部会防災部会    ――――    
9999 月月月月 16161616 日日日日    
海抜海抜海抜海抜 5m5m5m5m ラインラインラインラインのののの仮杭打仮杭打仮杭打仮杭打ちのちのちのちの様子様子様子様子    
 

――――    教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化スポーツスポーツスポーツスポーツ部会部会部会部会    ――――    
8888 月月月月 4444 日日日日    
「「「「郷土郷土郷土郷土をををを知知知知ろうろうろうろう」」」」事業事業事業事業のののの様子様子様子様子    

――――    地域再生部会地域再生部会地域再生部会地域再生部会    ――――    
7777 月月月月 19191919 日日日日    
木花台公園遊歩道整備木花台公園遊歩道整備木花台公園遊歩道整備木花台公園遊歩道整備のののの様子様子様子様子    

――――    環境整備部会環境整備部会環境整備部会環境整備部会    ――――    
9999 月月月月 13131313 日日日日    
木花駅舎清掃木花駅舎清掃木花駅舎清掃木花駅舎清掃のののの様子様子様子様子    

――――    地域福祉部会地域福祉部会地域福祉部会地域福祉部会    ――――    
9999 月月月月 26262626 日日日日    
おばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんの子育子育子育子育てててて事業事業事業事業のののの様子様子様子様子    

 

 

私たちとまちづくりをしてみませんか？ 

木花にお住まいの方ならどなたでもご参加

大歓迎です！！ 

お申し込みは 

木花まちづくり推進委員会事務局 

電話 ０９８５－５８－００４４まで。 

      おまちしています。 

宮宮宮宮崎市崎市崎市崎市まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりリーダーリーダーリーダーリーダー育成事業育成事業育成事業育成事業のののの様子様子様子様子 

第第第第 21212121 回木花地区総合文化祭回木花地区総合文化祭回木花地区総合文化祭回木花地区総合文化祭のののの様子様子様子様子 

9 月 12 日、講師に綾部正哉先生を
お迎えして木花公民館で開催されま
した。まちづくり、教育に関するこ
と等、熱く語って頂きました。 

さんさんさんさんさんさんさんさんクラブクラブクラブクラブ＆＆＆＆曽山寺子曽山寺子曽山寺子曽山寺子どもどもどもども会会会会    
交流事業交流事業交流事業交流事業（（（（花壇花壇花壇花壇をつくろうをつくろうをつくろうをつくろう！）！）！）！）のののの様子様子様子様子 

 
おじいちゃん、

おばあちゃん達

とみんなで楽し

く花壇を作った

よ。 

 はりきって日頃 

の練習成果を 

発表しました。 

上：JA もみじの会 

右：木花小学校 

金管クラブ 

全国全国全国全国キャラバンキャラバンキャラバンキャラバン隊隊隊隊    
メッセージメッセージメッセージメッセージ伝達式伝達式伝達式伝達式のののの様子様子様子様子 

 
「交通事故のない社会

は全ての母の願いです」 

木花婦人会のメッセー

ジを鈴木副市長へ。 

 

交通事故のない安心・安

全な木花にしていきま

しょう。 

11 月 1 日開催 11 月 15 日 
実施 

8 月 24 日開催 

－－－－３３３３－－－－    



 

 

木花巡回木花巡回木花巡回木花巡回バスバスバスバスからのおからのおからのおからのお礼礼礼礼とおとおとおとお願願願願いいいい    
 

さる 12 月 10 日創業 2 周年を迎えることができました。 

その間、おもにご高齢者の買い物や通院の足として、また児童の移動手段として、 

のべ 1 万 6 千人のご乗車を頂きました。 

ひとえに地域の皆さまのご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。 

厳しい経営ですが２２年度もバスは運行しますので一層のご乗車によるご協力と 

地域でのご支援をお願い致します。 

    

木花巡回木花巡回木花巡回木花巡回バスバスバスバスをごをごをごをご存知存知存知存知ですかですかですかですか？？？？    
 

☆ 市の補助金と運賃収入をもって地域で運営しています。 

☆ 平日のみの運行で、どなたでもご乗車いただけます。 

☆ 運賃は、大人は 1 回 200 円（回数券なら約 182 円） 

高校生以下は同 100 円（回数券で 66 円） 

☆ 時刻表等は「電話帳テレパル５０」にも掲載しています。 

☆ バスでの青島休養村センター利用にはポイント特典があります。 

 

木花巡回木花巡回木花巡回木花巡回バスバスバスバスについてのおについてのおについてのおについてのお問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは    

木花木花木花木花まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会・・・・木花巡回木花巡回木花巡回木花巡回バスバスバスバス運行委員会運行委員会運行委員会運行委員会    

（（（（電話電話電話電話    58585858----0044004400440044））））までまでまでまで。。。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木花地域自治区木花地域自治区木花地域自治区木花地域自治区のののの    

地域協議会委員地域協議会委員地域協議会委員地域協議会委員をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

－－－－４４４４－－－－    

提出書類提出書類提出書類提出書類、、、、応募方法応募方法応募方法応募方法などなどなどなど    

（（（（1111））））提出書類提出書類提出書類提出書類        

応募用紙に応募動機などの必要事項を記入のうえ、下記提

出先まで提出してください。応募用紙は市のホームページ

からもダウンロードできます。 

 

（（（（2222））））応募方法応募方法応募方法応募方法        

応募用紙を下記まで提出してください（郵送可） 

＜＜＜＜木花地域木花地域木花地域木花地域センターセンターセンターセンター＞＞＞＞    

〒889-2151 宮崎市大字熊野 591 番地 

 

（（（（3333））））受付期間受付期間受付期間受付期間    

平成 22 年 1月 12 日（火）～1 月 29 日（金） 

 

（（（（4444））））選考選考選考選考    

地域自治区の地域協議会委員推薦委員会で書類選考を行

います。選考結果は 3月上旬に文書で通知する予定です。 

（（（（1111））））募集募集募集募集するするするする委員委員委員委員    

木花地域自治区の地域協議会委員 

（（（（2222））））募集委員数募集委員数募集委員数募集委員数    

3 名 

（（（（3333））））委員委員委員委員のののの任期任期任期任期    

平成 22 年 4月 1 日～平成 24 年 3月 31 日 

（（（（4444））））委員委員委員委員のののの報酬報酬報酬報酬    

報酬はありません 

（協議会出席時の費用弁償のみ） 

（（（（5555））））応募資格応募資格応募資格応募資格    

地域自治区内に住所を有し平成22年4月1

日現在で 20 歳以上の方 

（（（（6666））））協議会協議会協議会協議会のののの開催開催開催開催    

地域協議会の開催は年 6 回程度です。ただ

し、協議の内容によっては開催数が増減す

る場合があります。 

募集募集募集募集するするするする委員委員委員委員についてについてについてについて    


