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就任のごあいさつ 
           木曽川町連区地域づくり協議会 会長 光崎 邦雄 

いよいよ本年４月より、一宮市の正式認定を受け設立しました「木曽川町連区地域づく

り協議会」の活動が始まります。 

地域住民による自主的な活動により、文

化福祉の向上と豊かで住みやすい地域づ

くりに寄与するため、現存する各団体を大

きく四つの部会に分類します。 

①安全安心部会  国井 紀元部会長 

  住民が安全で、安心して暮らせる、

住みよいまちづくりを推進する。 

②活気部会 山口 昭雄部会長 

  人とのつながりを大切にし、元気で

活気あふれるまちづくり 

③思いやり部会 岩田 侃次部会長 

住民のふれあいを深め、思いやりがあふれる街づくりを推進する。 

④広報部会 宇佐見 正重部会長 

地域での情報や問題が共有できるまちづくり 

 現在は、市民ニーズが多様化して、行政だけで全てのニーズに対応できる事が難しく、

社会情勢の変化に合わせる仕組みをつくり、地域の実情にあった活動について考えて頂き、 

連区内の各団体が協力して、実現可能な計画や企画を地域づくり協議会にご提案頂ければ

と思います。 

 そして、横のつながりを強くして、より良い連区を目指します。 

 皆様の、より一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

（別掲１）平成２６年度木曽川町連区地域づくり協議会役員       （順不同・敬称略） 

役 職 名 氏  名 備     考 

会   長 光崎 邦雄 平成 24 年度・平成 25 年度木曽川町連区町会長協議会会長 

副 会 長 選考後 平成 26 年度・平成 27 年度木曽川町連区町会長協議会会長 

 



副 会 長 国井 紀元 平成 24 年度・平成 25 年度木曽川町連区町会長協議会副会長

副 会 長 山口 昭雄 平成 25 年度木曽川公民館長 

理   事 武原 照明 平成 25 年度木曽川町連区区長会 

理   事 日比野 洋一 平成 25 年度木曽川町連区区長会 

理   事 太田 孝子 平成 25 年度木曽川町連区地域づくり協議会準備委員会委員 

理   事 丹菊 佳代 平成 25 年度木曽川町連区地域づくり協議会準備委員会委員 

事務局長（書記を兼務） 川合 俊雄 平成 25 年度木曽川町連区地域づくり協議会準備委員会委員 

会   計 山田  実 一宮市社会福祉協議会監事及び木曽川町支会理事 

監   事 林 修一郎 元健康づくり推進員 

部会長（安全安心） 国井 紀元 平成 24 年度・平成 25 年度木曽川町連区町会長協議会副会長

部会長（活  気） 山口 昭雄 平成 25 年度木曽川公民館長 

部会長（思いやり） 岩田 侃次 平成 25 年度木曽川町連区民生児童委員協議会会長 

部会長（広  報） 宇佐見 正重 平成 25 年度木曽川町連区地域づくり協議会準備委員会委員 

 

（別掲２）平成２６年度木曽川町連区地域づくり協議会予算 

（単位：円）

歳      入 

区     分 予 算 額 備      考 

社会福祉協議会 

木曽川町支会交付金 
1,400,000 

地域交通安全推進事業、地域防犯活動推進事業敬老会事
業、学校外活動推進事業、公民館事業、健康づくり推進
事業 

社会福祉協議会補助金 762,000 敬老会事業 

連区交付金 1,000,000 公民館事業、健康づくり推進事業 

諸収入 566,000 参加費、預金利息 

地域づくり協議会交付金 6,935,000       

計 10,663,000       

歳      出 

区     分 予 算 額 備     考 

会務費 300,000     

 
 

内
訳 

事務費 150,000 消耗品等   

 
 会議費 150,000 総会、部会開催経費   

事業費 9,863,000   

 
 

内 
 

訳 

安全安心部会 936,000 

交通安全会 502,000

 
 防犯協会 309,000

 
 資源回収推進協議会 125,000

 



 
 

内 

訳 

活気部会 4,319,000 

高齢者の生きがいと健康づくり推進協議会 944,000

 
 学校外活動推進委員会 195,000

 
 公民館 2,330,000

 
 健康づくり推進員連絡会 850,000

 
 

思いやり部会 4,288,000 
社会福祉協議会支会（見守り） 49,000

 
 社会福祉協議会支会（敬老会） 4,239,000

 
 広報部会 320,000   

予備費 500,000     

計 10,663,000     

※費目(区分）ごとに不足が生じた場合は、費目間の流用を認める。 

 

（別掲 3）平成２６年度木曽川町連区地域づくり協議会事業計画 

月 事業内容 実施場所 部 会 備   考 

3 平成２６年度総会 木曽川庁舎 -   

4 街頭監視活動 連区内主要交差点 安全安心 交通安全会 

5 
公民館役員総会 木曽川庁舎 活気 公民館 

女性学習事業 女性学級 木曽川庁舎 活気 公民館 

6 

防犯協会総会 木曽川体育館 安全安心 防犯協会 

見守りネットワーク事業 町会長と
民生児童委員が見守り・支援開始 

連区内老人世帯 
障害者世帯等 

思いやり 社会福祉協議会木曽川町支会 

女性学習事業 女性学級 木曽川庁舎 活気 公民館 

女性学習部・地域福祉ネットワーク
会議共催事業 地域福祉と住民のつ
どい 

木曽川庁舎 活気 
公民館・地域福祉ネットワーク会

議 

7 

街頭監視活動 連区内主要交差点 安全安心 交通安全会 

家庭・青少年学習事業 木曽川庁舎 活気 公民館 

女性学習事業 女性学級 木曽川庁舎 活気 公民館 

ＮＰＯ法人木曽川文化・スポーツク
ラブ事業 工作フェスティバル 

木曽川体育館 活気 学校外活動 

8 

魅力ある地域づくり事業 盆踊りの
つどい 

木曽川庁舎 活気 公民館 

家庭・青少年学習事業 - 活気 公民館 

9 

敬老会 木曽川体育館 思いやり 社会福祉協議会木曽川町支会 

街頭監視活動 連区内主要交差点 安全安心 交通安全会 

教養講座 木曽川庁舎 活気 高齢者の生きがいと健康づくり 

成人・高齢者学習事業 
 成人講座 

木曽川庁舎 活気 公民館 

女性学習事業 女性学級 木曽川庁舎 活気 公民館 

 



10 

防災訓練 木曽川西小学校 安全安心 自主防災会連絡協議会 

防犯・交通安全パレード 木曽川中学校 安全安心 交通安全会・防犯協会 

体育レクリエーション事業 
 連区市民体育祭 

木曽川中学校 活気 公民館 

成人・高齢者学習事業 
 成人講座 

木曽川庁舎 活気 公民館 

女性学習事業 女性学級 木曽川庁舎 活気 公民館 

木中おやじの会事業 
 ペットボトルロケット作り 

木曽川中学校 活気 学校外活動 

教養講座 木曽川庁舎 活気 高齢者の生きがいと健康づくり 

11 

教養講座 - 活気 高齢者の生きがいと健康づくり 

家庭・青少年学習事業 木曽川庁舎 活気 公民館 

成人・高齢者学習事業 
 成人講座 

木曽川庁舎 活気 公民館 

女性学習事業 女性学級 木曽川庁舎 活気 公民館 

教養講座（社会見学）   活気 高齢者の生きがいと健康づくり 

老人クラブ事業 
 三世代交流スポーツ大会 

木曽川体育館 活気 学校外活動 

黒田小学校ＰＴＡ事業 
 クリスマスツリー作り 

黒田児童館 活気 学校外活動 

学習発表会事業 文化祭・芸能祭 木曽川体育館 活気 公民館 

12 

地域安全運動期間中における 
啓蒙活動 

大型ショッピング
センター等 

安全安心 防犯協会 

街頭監視活動 連区内主要交差点 安全安心 交通安全会 

成人・高齢者学習事業 成人講座 木曽川庁舎 活気 公民館 

女性学習事業 女性学級 木曽川庁舎 活気 公民館 

木曽川西小学校ＰＴＡ事業 
 クリスマスツリー作り 

外割田児童館 活気 学校外活動 

木曽川東小学校ＰＴＡ事業 
 クリスマスツリー作り 

黒田南児童館 活気 学校外活動 

黒田小学校ＰＴＡ事業 
 一宮の昔ばなし 

黒田児童館 活気 学校外活動 

1 成人・高齢者学習事業 成人講座 - 活気 公民館 

3 

魅力ある地域づくり事業 
 社会見学 

- 活気 公民館 

成人・高齢者学習事業 
世代交流グラウンド・ゴルフ大会 

木曽川西小学校 活気 公民館 

毎

月 

資源回収 各町内 安全安心 資源回収推進委員会 

交通安全街頭指導 連区内 安全安心 交通安全会 

防犯パトロール 連区内 安全安心 防犯協会 

適
宜 

広報誌発行 全戸配布 広報部会 年 6回発行予定 

（注：この表に記載してある諸事業は、平成 25年度に各団体が計画した事業を列記してあります。平成 26
年度各団体の計画によっては変更となる事業もあります） 


