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～あなたが主役 キラリと光るまちづくり～

●3/28（月）第２回いわみやグラウンドゴルフチャレンジ

地域の世代間交流の場として企画しました
「グラウンドゴルフチャレンジ」。この度は
春休みを利用して、第２回を開催しました。
やはり子供は覚えるのが早いですね。コツ

を掴んでホールインワンを決める場面もあり
ました！素晴らしい！

今後も引き続き企画していきたいと思い
ます。皆様も是非ご参加くださいませ。

↑令和３年度事業報告↑

↓令和３年度事業報告↓

去る４月１９日（火）石見まちづくり協議会総会を開催いたしました。
議長に田辺智寛氏を選出し、令和３年度事業・決算、令和４年度事業計画案・予算案を承認

していただき、その後役員改選が行われました。
本来ならば、 本協議会の運営に対し、石見地域住民の皆様の貴重なご意見をいただける機

会ですが、感染症拡大防止のため、評議員の絶大なるご協力をいただき開催いたしました。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

★総会資料は、石見地域住民のすべての方にご覧いただけます。
資料をご希望の方は、お届けいたしますので下記までお申し出
くださいませ。 石見地域振興センター 0859-83-0711

🌸 新年度あいさつ 🌸

●４/１９（火）令和３年度石見まちづくり協議会総会 開催

今年度も引き続き、会長に就任をいたしました。併せて日南町自治協議会にも所属しま
すが、各自治会、関係者団体との連携・調整等、微力ですが努力して務めたいと存じます。
特に当地は少子高齢化の中、昨今の異常気象による災害に対し減災対策活動が重要であ

ると思っております。
石見まちづくり協議会の構成役職員共々、皆様のご協力ご指導を承りますよう何卒よろ

しくお願いいたします。年度初めにあたりご挨拶をさせていただきます。

石見まちづくり協議会 会長 吉澤晴美

花 口 住田和人さん

神戸上 伊田仁紹さん

上石見 安達正樹さん

中石見 福田 稔さん

下石見 山本一志さん

三 吉 中村里司さん

会 長 吉澤晴美さん 副 会 長 福岡正純さん

地域振興部長 村上信行さん 生活安全部長 山形孝則さん

文化振興部長 塩見真由美さん

監 事 則本 肇さん 監 事 稲田正伸さん

集落支援員 長澤 均さん 集落支援員 安達静香さん

事 務 長 中村美由紀さん
地域担当町職員さん（４名）は
決まり次第、就任いたします。

この辺り
ご応募いただくお写真は
石見地区在住の方だけに
限りません。
お子さん、お孫さん等
縁者の結婚式でも可。
人生の門出の素敵なお写真
を是非お貸しいただけたら
と思います。
たくさんのご応募
お待ちしています！

この辺

〇地域振興部…環境を大切にし、四季を通じて花のある地域づくり
〇生活安全部…皆様の協力のもと地域にある生活課題その解消に向けて話し合い実践活動に繋げていく
〇文化振興部…生涯学習や交流活動の支援、郷土芸能・文化・歴史の伝承など文化豊かで生き甲斐の

ある楽しい地域づくり

今後とも地域の皆様のご協力ご助言等、よろしくお願いいたします。

2021.11.21 地域振興部が植栽された水仙です。

新年度特集！！

石見まちづくり協議会地域振興部では、地域自治会の
共催をいただき【環境を大切にする地域づくり】を目指し
て、天ぷら油（廃食油）の回収事業をしております。
今年度も皆様のご支援とご協力をお願いいたします。

★注意事項★
動物油・機械油は
絶対に入れないで
下さい。



お名前・ご年齢 ご住所 ご連絡先

申込みご希望の方は、以下の名簿を事務局へお送り下さい。
TEL/FAX ０８５９－８３－０７１１／メール skn0600@town.nichinan.lg.jp

新型コロナウイルス感染状況によってはイベントを中止とする場合があります。ご了承ください。

開 催 日 令和４年５月２９日（日）
集合場所 石見地域振興センター
受付時間 午前７時３０分
スタート 午前８時００分
注意事項 小雨決行

（中止の場合午前６時３０分連絡）

申込期限 令和４年５月２４日（火）
参 加 費 １００円（保険料含む）

ご協力お願いいたします。
申 込 先 石見地域振興センター

主 催：石見まちづくり協議会
担当部：文化振興部

約４．５ｋｍ
所要時間
往復で約４時間
３０分！
※休憩含む

持ち物
□水筒
□軽食
□虫よけスプレー
□タオル などなど

服装
□軍手（手袋）
□長袖・長ズボン
□帽子
□登山に適した靴

などなど

★登山ルートは現在のところ
未定です。決まりましたら
参加者にご連絡いたします。

●シリーズ 住民アンケートから考えよう ②福祉・医療・介護

福祉・医療・介護
に関するご意見は

平成１９年…４３回答
令和 ２年…５５回答でした。

今回は…設問１
安心安全に暮らすために何が必要？
不安に思っていることは？
② 福祉・医療・介護

に対するご意見をまとめてみました。

介護について

医療について

平成19年（16）
・人材確保 ・情報提供 ・専門医の確保 ・医療機器の充実
・医療講習会の開催 ・空きベッド情報がほしい
・土日も受診してほしい ・午後6時まで受付受診してほしい
・集団検診を30代から受けられるようにしてほしい
・個人情報、プライバシー保護が不十分
・総合検診が文化センターに一本化され不便
・消防署再編による救急の確保が不安 ・受診料の増負担が不安
・薬が不安 ・病院が遠いことが不安 ・病院の診断が不安

福祉について

平成19年（13）
・介護講習会、研修会の開催
・介護者の精神的な支え愛
・介護者が息抜きできる時間が必要
・情報提供 ・老々介護がつらい
・近隣住民同士の声かけ
・介護保険料の増が負担
・近くに介護施設がほしい
・年金で入所できる施設をつくってほしい
・老人を子ども扱いしないでほしい
・老人専用のスポーツジムがほしい
・認知症や身体不自由の不安
・施設に入所したいが金銭的に不安

令和2年（7）
・いつでも入所できる介護施設
・過疎地の今後の介護が不安（同意見3）
・公的なサービスを利用しない家族をどこ
まで見れるか不安

・現在ショートステイ出来ない状況。介護
家族のリフレッシュが図れない。

令和2年（3）
・一人暮らしの方へ月1回程民生委員の方
は声かけを（同意見1）

・民生委員への期待。住民の様子を把握し、
関係機関と連携・対応してほしい

令和2年（17）
・ワクチン接種をどうするか
・コロナ禍における医療、介護のひっ迫
・新型コロナウイルス感染症への対応（同意見1）
・交通の便利が悪く通院しにくい（同意見7）
・内科、外科以外の科の充実（同意見1）
・滞在時間が長く感じる ・病院の存続が必須
・緊急時の車の手配や対応に戸惑う

令和2年（9）
・介護士の方に感謝したい
・常々世話になっており感謝
・民生さんの見回り、大変力になっている。
ありがたい
・何をするにも健康でいたい
・日々体を鍛える、生活習慣に気を付ける
・住民健診を積極的に受ける
・それぞれ活用が充実していると思う
・日南町は今のままで十分（同意見1）

感謝・前向きなご意見

令和2年（19）
・医療、介護、福祉の人手不足、スタッフの確保、充実（同意見3）
・心配なのは介護。その先に福祉を考える ・経済的不安要素がある
・身近に相談できる場所がほしい ・３町が合併すること
・日南病院、日南福祉会が存続すること（同意見1）
・住民同士で助け合うことが重要
・一人の生活困窮者を出さない地域を作っていきたい
・独居高齢者への支援 ・認知症に関する病識（同意見1）
・広報にちなん等情報を活かし今後に備える
・住民の為に情報提供を定期的に
・それぞれの分野での福祉活動があるが横のつながりが持てないものか。
せめてリーダーだけでも
・人口減少に伴い施設の規模が小さくなることが不安

その他・総合的なご意見

次回は 楽しく暮らすためには何が必要？についてまとめます！

様々です…

平成19年（14）
・認知症予防
・自治会に民生委員を加えた見守りシステ
ムを作ってほしい （同意見1）

・人材確保 ・情報発信
・地域支援事業の強化
・住民同士の声掛け ・一人暮らしが不安
・作業所の交通費を支援してほしい
・年金生活者の生活資金不足が不安
・年金の支給年齢が上がったことが不安
・保育料の負担増が不安
・少子化で高齢者世帯が増えたことが不安
（同意見1）
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