
 
八木山まちづくりプロジェクト 

メンバーの皆様 へ 
 

                  八木山まちづくりプロジェクト 
                   会長 廣 瀨  博 
 
前 略 

緊急事態宣言が全国に拡大し、新型コロナウイルスの影響が日に日に深刻さを増して

おります。 
当プロジェクトも、いわゆる３密を避けるため、４月１１日（土）に予定しておりま

した令和２年度第１回プロジェクト会議（総会）を延期したところですが、このような

状況で開催時期の特定もままなりません。 
つきましては、別添のとおり総会資料をお送りいたしますので、ご査収、ご検討いた

だきまして、ご意見、ご提案等があれば５月６日（月）までに下記の連絡先までお寄せ

いただけますでしょうか。 
お寄せいただいたご意見等を事務局（別添名簿（案）の備考欄（役職）参照）で検討

いたしまして、今年度の総会開催に代えさせていただき、速やかに新年度のスタートを

切りたいと思います。 
甚だ簡略化した勝手なお願いですが、緊急事態宣言下の状況を鑑み、何卒ご了承の程

お願いいたします。 
なお末筆ではございますが、皆様、くれぐれも体調・行動管理にご留意されまして、

八木山地区がコロナウィルスの猛威にさらされることのないように、皆様の健康を心か

ら祈念しております。 
草 々  

令和２年４月２７日                                                 
          
 
 
【連絡先】 
  八木山まちづくりプロジェクト 会長 廣瀨 博 
   太白区青山二丁目１－５４  ☎２２９－０８５３ 
   ｅメール h039319habcd0112@yahoo.co.jp 
                        又は  
   ｅメール info@herb.yagiyama.jp 
 

mailto:h039319habcd0112@yahoo.co.jp
mailto:info@herb.yagiyama.jp


予　算　額 決　算　額 増　減 摘　要

81,858 81,858 0

仙台市助成金 2,520,000 2,520,000 0

八木山地区社会福祉協議会 30,000 194,234 164,234

日本赤十字八木山地区奉仕団 160,000 160,000 0

八木山連合町内会 30,000 0 -30,000

繰越金・銀行利子 426 432 6 利子６円

販売収入等 90,000 8,000 -82,000

2,912,284 2,964,524 52,240

予　算　額 決　算　額 増　減 摘　要

人件費 452,000 454,000 2,000

報償費 500,000 86,930 -413,070

消耗品費 1,298,000 1,819,868 521,868

印刷製本費 350,000 206,522 -143,478

通信運搬費 100,000 75,576 -24,424

その他の経費 100,426 158,655 58,229 繰越金426円

助成対象外経費 30,000 84,840 54,840

小計 2,830,426 2,886,391 55,965

81,858 0 -81,858

2,912,284 2,886,391 -25,893

収入確定額 支出確定額 残金 繰越金

2,964,524 2,886,391 78,133 78,133

監事 岩瀬　寛治　　㊞

中目　　裕 　　㊞

単位：円 

単位：円 

最終決算

予備費

令和2年4月12日

令和元年度決算報告書

八木山まちづくりプロジェクト

上記のとおり報告いたします。　　会計担当　　栗　田　　實　　　㊞

令和元年度八木山まちづくりプロジェクトの収支決算について、関係諸帳簿を監査したところ、
適正かつ正確に処理されていることを確認いたしましたので、報告いたします。

科　　目

八木山まちづくりプロジェク会計繰越金

ハーブ
まちづくり

実行
委員会
会計

合　　計

科　　目

合計

ハーブ
まちづくり

実行
委員会
会計

支出の部

収入の部



収入の部 単位：円

科　　目 予算額 前年度決算額 増　減 摘　要

前年度繰越金 78,133 81,858 -3,725

仙台市等助成金 0 2,520,000 -2,520,000

八木山地区社会福祉協議会 194,234

日本赤十字八木山地区奉仕団 160,000

八木山連合町内会　等 0

ハーブ繰越金・銀行利子 0 432 -432

販売収入 50,000 8,000 42,000 挿し穂苗等販売 500株目標

　　計 178,133 2,964,524 -2,786,391

支出の部 単位：円

科　　目 予算額 前年度決算額 増　減 摘　要

人件費 0 454,000 -454,000

報償費 0 86,930 -86,930

消耗品費 20,000 1,819,868 -1,799,868

印刷製本費 20,000 206,522 -186,522 ハーブ通信等

通信運搬費 10,000 75,576 -65,576 連絡網検討

その他の経費 50,000 158,655 -108,655 講師謝金等が必要になれば

助成対象外経費 0 84,840 -84,840

予備費 78,133 0 78,133

計 178,133 2,886,391 -2,708,258

八木山まちづくりプロジェクト

令和２年度予算案

50,000 -304,234



【計画案概要】

１　ロゴマークシールの配付・揃いのビブスをつけての運動の継続と地域へのＰＲ　

２　イベント開催通知やハーブまちづくり通信の配送連絡網の検討・整備

３　ハーブの里親への挿し穂苗の配付・回収担当網の検討・整備

４　挿し穂苗採りと製品づくり講習会の継続

５　日赤市民セミナーや地域のまつりでの販売活動

６　上記５のイベント等の開催・運営への協力

７　新しい企画・運動の検討

８　みんなのカフェ活動の継続

【行動計画案】

時　　期

＊みんなのカフェの活動計画は別途周知 

５月下旬
ベニーランド前・城南ラベンダー公園

朝鮮学校等作業
ハーブの里親からの栽培苗を植える

ハーブ通信創刊号・ロゴマークシール配布

企画事業等 備考・詳細

4月11日
八木山まちづくりプロジェクト会議

   (延期）

令和元年度事業・会計報告
令和2年度予算・事業計画審議

連絡文書や苗の配布・回収網等検討

5月中旬～ ハーブの里親から冬越し挿し穂苗回収
販売苗と栽培苗に選別

ハーブ通信創刊号・ロゴマークシール配布

6月下旬～
ベニーランド前・城南ラベンダー公園

朝鮮学校等作業
挿し穂苗づくり・ハーブの里親に夏越依頼

7月25日 第1回日赤市民セミナー 冬越しハーブ苗等の販売

９月中旬 ハーブの里親から夏越し挿し穂苗回収
販売苗と栽培苗に選別
製品づくり講習会企画

9月25日 第２回日赤市民セミナー 夏越しハーブ苗や講習会製品等の販売

11月3日 秋の八木山フェスタ 夏越しハーブ苗や講習会製品等の販売

10月10 ・11日 八木山市民センターまつり 夏越しハーブ苗や講習会製品等の販売

10月17 ・18日 東北工大祭 夏越しハーブ苗や講習会製品等の販売

八木山まちづくりプロジェクト令和２年度行動計画

12月中旬 第2回八木山まちづくりプロジェクト会議 令和２年度の振り返りと次年度企画検討

2月中旬 製品づくり講習会等企画 新企画検討・製品づくり講習会

１１月中旬
ベニーランド前・城南ラベンダー公園

朝鮮学校等作業
挿し穂苗づくり・ハーブの里親に冬越依頼

製品づくり講習会企画

11月25日 第４回日赤市民セミナー 夏越しハーブ苗や講習会製品等の販売

10月25日 第３回日赤市民セミナー 夏越しハーブ苗や講習会製品等の販売



団体名 役　　職 氏　名 住所 電話番号 備考（役職）

1 八木山連合町内会 会　長 廣瀬　博 会　長

2 同 前会長 髙橋 秋男

3 同 副会長 石丸 幹芳

4 同 副会長 栗田　實

5 同 常任理事 髙橋　克夫

6 同 常任理事 清田　久光

7 八木山地区社会福祉協議会 会　長 佐藤　昭 副会長

8 同 副会長 大野 貴子

9
八木山地区民生委員

児童委員協議会
会　長 大宮　育雄

10 同 副会長 羽田　弘子

11 同 副会長 戸川　榮士

12 日本赤十字八木山地区奉仕団 団　長 佐藤　修

13
仙台南地区交通安全協会

八木山支部
支部長 齋藤 満男

14 八木山地区老人クラブ連合会 会　長 増川　イネ子

15 東北工業大学 副学長 菊地 良覺 副会長

16 同 准教授 伊藤美由紀 事務局長

17 同 講　師 山口　茂 事務局

18 仙台城南高等学校 事務長 尾上　智宏

19 同 主幹教諭 小泉　博

20 八木山地域包括支援センター 所　長 松永なおみ 事務局次長

21 同 伊藤　麻穂

22 仙台赤十字病院 井上　嘉秀

23 同 松川　竜也

24 八木山市民センター 館　長 小野　博

25 ＹＡＲＶＯＧ 代　表 並河 浩一 会　計

26 八木山団地緑風会 会 長 中目　裕 監　事

27 青山町内会 会 長 岩瀬　寛治 監　事

　　　　　令和２年度 八木山まちづくりプロジェクト名簿（案）　　　　　　　

令和2年4月２７日現在
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