神戸まちづくり協議会だより vol. 4１

編集･発行／事務局･企画広報部

第９回 役員・運営委員/合同会議の報告
平成２７年１２月２４日(木) 午後７時～ 神戸地区市民センター
２階会議室 出席４２名 欠席１６名
・紅葉も残り、気持ちの良い小春日和、絶好の歴史探訪
（田宮寺➡田丸城址➡

１．部会の開催（～2０：00）
２．村 田 会長挨拶

村山龍平記念館➡旧三
の丸御殿奥書院➡河崎

３．平成 27 年度事業実績報告 参加者数
◆ 秋の自治会別防災訓練

参加者合計 606 名

● 大津町杉(31 名）/徳和（53 名）/垣鼻中央（29 名）/パーク

タウン(272 名）/田原新町（58 名）/田原町（19 名）/東松阪町
（53 名）/みどり苑（35 名）/南郊（56 名）
以上 9 自治会から報告がありました。
補助金 計画 150 千円 実績 48 千円

差額 102 千円

◆各自治会の防災備蓄品など調査票
● 提出 16 自治会

の町並み（河崎商人館）
➡山田奉行所）を門先
生の案内で回りました。
● 村林先生の料理教室
21 名
12/20（日）
・先生と 4 名の 3 年生生徒に来ていただき、開催しました。
・わかりやすく、よかった等の声が聞かれました。

● 自治会によりバラツキ大きく、各自治会の来年度計画へ

反映をしてほしい。
● 専用の防災倉庫は無いが、防災用品を保管している共用
倉庫がある。この場合倉庫有へ修正する。（大津町）
● ほかにも修正追加あれば、事務局まで連絡する。

◆ふれあいもちつき大会

265 名

12/6(日)

● 反省と改善事項

４．平成 27 年度これからの事業

・子どもの参加者数が減った（昨年 154 名➡今回 129 名）
学校でのＰＲ方法について工夫が必要
（チラシの配布時期、スクールサポーターの声かけ 等）
・綿菓子機の整備不良
・バルーンづくり、コマ回し/けん玉 も楽しんでもらいまし

◆ 防犯防災部会
● 第五小で計画した防災倉庫を、協議会用として設置する
予算は、倉庫建設の 50 千円、自治会別防災訓練残 102 千
円等を充当する（承認）
● 第五小の避難所としての備蓄品を調査する。

た。

● 神戸地区市民センターの備蓄品購入については、別途部
会で検討し提案する。
◆ 地域環境部会
● 第五小斜面の芝桜手入れ

1/12（火）9:00～

ご協力をお願いします。
● 来年度事業として
①第五小芝桜の拡張を行います。芝桜の色など提案があり
ましたら部会まで連絡をください。
②金剛川/名古須川の実態調査を行い、川の美化活動を行
います。
◆ 教育文化部
● 公民館事業（公民館だよりで募集）
・第二の人生かがやき塾（第１回）
・第二の人生かがやき塾（第２回）

1/22(金)
2/26（金）

◆ 企画広報部会 ● 広報の内容充実(15 日締め切り)
● 自治会紹介、名古須（1 月）、徳和（2 月）,垣鼻里中町(3 月)

◆ 公民館事業
● そば打ち体験

8名

11/27（金）

● 親子料理教室
● 歴史探訪

21 名
21 名

11/29（日）
12/ 9(水)

作成願います.
◆健康福祉部会
● 健康福祉講座

2/21(日)

・歯/口の健康・予防をテーマに黒井先生に講師を依頼。
※ 上記文節末の【】書きの承認、確認、未定、予定、継続、検討、要望、報告、連絡等の事項は、協議内容の現況を示すものです。
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詳細は公民館だより 1 月号で確認ください。
・正しいラジオ体操講座 ワークセンター
1/30（土）

編集･発行／事務局･企画広報部
れない程ありました。先輩の方々が水防団を作り、市や県など
行政へ働きかけ努力をしていただきました。今は毎月第三日曜
日に出合いを行い、ポンプ場へつながる水路の清掃を行ってお

５．地域計画策定と平成 28 年度事業計画策定
◆地域計画
● 各部会長の協力で一応完成。これをもとに、部会の中で論
議しより良いものへしていく。
◆平成 28 年度事業計画予算策定

ります。又水路につながる上流の自治会さんへ、ゴミだけは出来
るだけ流さないようにお願いに回りましたが、各自治会さんには、
快くご理解をいただき協力していただいております。ありがとうご
ざいます。ポンプ場の設備も、行政の方々のご理解とご協力を
いただき、エンジンポンプを新設、昨年は除塵機も新設していた
だきました。ありがとうございました。これからも災害のない町づ

● 部会案を年内に策定
● 1 月初めに各部会長と事務局で確認会を行う。
● 1 月の会議で予算を含め検討し、方向付けをする。
● 総会はウオーキングの予定が 4/17(日)となっており
4/9(土)もしくは、4/10（日）で調整する。

６．報告/連絡事項

くりを目指して、皆さんと協力し避難訓練なども交えて努力したい
と思っています。

☆幸せの黄色いレシートにご協力を！
◆毎月１１日、マックスバリューで買い物をしますと黄色いレシー

◆ 住民協議会と市長との意見交換会

12/18(金)10:00～

◆ 平成 27 年度防犯灯/掲示板・補助金の締切り 12 月末日
予算枠に余裕があり、新設について追加を受け付ける
（1/8 締切）
◆ 今後の会議予定について
● 1 月度事務局会議 19：00～

1/21（木）

● 1 月度役員会／運営委員会合同会議 19：00～ 1/28（木）

トが発行されます。このレシートを神戸まちづくり協議会の BOX
へ投函していただきますと、金額の１％を希望する商品で還元し
ていただけます。
神戸まちづくり協議会の BOX は、マックスバリュ学園前店と神
戸地区市民センターに設置しています。皆様のご協力をお願い
します。
過去の実績
年度

平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年

平成 27 年

１１，０００

１７，３００

７．なんでも意見タイム

還元金額

◆部会を先に行い、合同会議を後で行う進め方を 2 回実施し

◆合わせまして、神戸公民館では海外医療支援のため古切手
も集めています。ご協力をお願いします。

てみたがいかがでしょうか？
● 部会で検討したことが、すぐに合同会議で報告できる。この

１０，９００

１３，８００

まま継続する。
● 会議の効率運用を行い、基本的にＰＭ８：３０に終わるよう
にする。（部会ＰＭ7：00～，合同会議ＰＭ7:45～、閉会ＰＭ
8：30）課題があり、決めなければならない件がある場合は、
この限りではない。
◆旭ヶ丘の行方不明者が見つかりました。ご協力ありがとうご
ざいました。（藤原自治会長より）

☆自治会紹介

名古須町自治会

森田稔会長

私たちの町は、神戸地区の端の方で大津町の隣です。以前は
大津町自治会に加入させていただいておりましたが、昭和４５年
に分離して今の自治会を結成いたしました。当時は１３世帯ぐら
いからの出発と聞いております。今は、８組に分かれ８９世帯の
方が住んでおります。町はいつでも静かで田んぼや畑もありま
せん。店を営む人もいません。皆さんの殆どが勤めの方ばかり
です。昔は子ども会があり、野球やソフトやドッチボールなど子
どもらと一緒になって遊びました。今は子どもらが遊べるような
空地もありません。又、老人会も数年前になくなりました。皆さん

マックスバリュ学園前店

神戸地区市民センター

☆海抜表示板を設置しました。
◆神戸地区へは、
一昨年に松阪市に
より、５５か所へ海
抜表示板を設置し
ていただきました。
が、松阪市の設置
基準により、自治会から設置要望があるにもかかわらず設置で
きなかった地域がありました。これらの場所２０か所へ神戸まち
づくり協議会として設置致しました。

と一緒になって楽しめる行事が少なくなってきました。自治会の
皆さんが一緒になってふれあえる行事を模索中です。皆さんの
提案をお寄せください。
名古須町で一番の気掛かりは水です。昭和４６年９月３０日の
台風により、床上３０センチまで浸水した災害を受けました。以来、

部会員（運営委員）を募集します
自分たちの住んでいる地域について「こんな町にしたい」
「こんな課題がある」など感じている方、協議会の部会員に
なってみませんか。特に若い方女性の方大歓迎です。

私の記憶では３回ぐらいの床上浸水があり、床下浸水は数えき
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