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＊＊＊  新年度に向けて ＊＊＊ 

              木曽川町連区地域づくり協議会 会長 光崎 邦雄 

 木曽川町連区地域づくり協議会が発足して一年が経過しました。皆様のご協力のお陰をもちまし

て、各部会の会合から少しずつでは有りますが、この協議会の趣旨に沿う方向性が見えてきました。 

 今年度からは、ホームページの立ち上げと協議会だよりの毎月発行を計画し

ています。その内容を充実したものにするため、様々な情報を提供して頂き、

それを共有して、誰もが安全安心して暮らせる地域づくりを目ざしていきたい

と思います。 

 木曽川町では空き巣を始めとして、住宅への侵入盗、自動車関連の窃盗、高

齢者を狙った振り込め詐欺、子どもや女性が被害者となる事件などの犯罪が私

たちの身近で数多く発生しています。 

 地域安全活動として、犯罪にあわない、犯罪を起こさせない、犯罪を見逃さないという防犯意識

を高めて、少しでも犯罪の防止に努め、楽しく暮らせる地域社会の実現を目ざしたいと思います。 

 また、児童の安全を地域全体で守ろうという活動が様々な形で進んでいます。玉ノ井長寿クラブ

の見守り隊は、平成２４年から各学年の下校時に、大切な子ども達を犯罪や交通事故から守るため、

毎日街頭に出て気軽に声をかける「あいさつ運動」を行っています。 

 交差点での交通指導、不審者を発見したら警察や学校に知らせる子ども達の安全確保・健全育成

に関する活動、これらによってお年寄りと子ども達が交流深め、お互いの信頼関係を築く事が大切

だと思います。こうした運動が他の地区にも広まることを期待していきたいと思います。 

 高齢者の交通事故が多発しています。標語にもありますように 

『ま』は、待つで、待つことが安全の基本 

『み』は、見るで、しっかり周囲の安全を確認 

『む』は、無理しないで、交差点を渡る 

『め』は、目立つ格好をすることで、反射灯や明るい服 

『も』は、もしかして、常に危険を予測して行動 

最後に、地域づくり協議会に今後共、皆さんの一層のご協力とご支援をお願い申しあげます。 

◎平成27年度 木曽川町連区地域づくり協議会 役員名簿 

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 今枝 正清 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・平成26年度木曽川公民館長 



役 職 名 氏  名 備     考 

理   事 武原 照明 平成26年度木曽川町連区町会長協議会理事 

理   事 日比野 洋一 平成26年度木曽川町連区町会長協議会副会長 

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 

理   事 川井 武俊 平成26年度木曽川町連区民生児童委員協議会会長 

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・平成26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 

◎平成27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 
1,450,000 

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、防災訓練事業 

社会福祉協議会補助金 831,000 敬老会事業 

連区交付金 1,146,000 公民館事業、健康づくり推進事業、防災訓練事業 

諸収入 575,617 参加費、預金利息 

前年度繰越金 1,430,383  

地域づくり協議会交付金 7,205,000  

計 12,638,000  

歳      出 

区     分 予 算 額 備     考 

会務費 250,000   

内
訳

事務費 150,000 消耗品等  

会議費 100,000 総会、部会開催経費  

事業費 11,583,000   

内
訳

安全安心部会 1,812,000 交通安全会 560,000 

防犯協会 321,000 

資源回収推進協議会 416,000 

自主防災会連絡協議会 250,000 

着衣水泳講習事業 265,000 

活気部会 4,740,000 高齢者の生きがいと健康づくり推

進協議会 
1,144,000 

学校外活動推進委員会 224,000 



区     分 予 算 額 備     考 

内
訳

  公民館 2,421,000 

健康づくり推進員連絡会 951,000 

思いやり部会 4,581,000 社会福祉協議会支会（見守り） 102,000 

社会福祉協議会支会（敬老会） 4,479,000 

広報部会 450,000   

予備費 805,000   

計 12,638,000   

※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。 

◎平成27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２７年度総会（予算） 木曽川体育館 - 地域づくり協議会 

4 平成２７年度総会（決算） 木曽川公民館 - 地域づくり協議会 

5 

街頭監視活動 連区内主要交差点 安全安心 交通安全会 

公民館役員総会 木曽川公民館 活気 公民館 

女性学習事業 女性学級 木曽川公民館 活気 公民館 

6 

防犯協会総会 木曽川公民館 安全安心 防犯協会 

ＮＰＯ法人木曽川文化・スポーツ

クラブ事業 着衣水泳講習事業 
小学校 安全安心 地域づくり協議会 

女性学習事業 女性学級 木曽川公民館 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 

木曽川公民館 活気 
公民館・地域福祉ネット

ワーク会議 

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 

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 木曽川公民館 活気 公民館 

女性学習事業 女性学級 木曽川公民館 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 

市総合防災訓練 九品地公園 安全安心 
連区自主防災会連絡協

議会 

魅力ある地域づくり事業 盆踊

りのつどい 
木曽川公民館 活気 公民館 

家庭・青少年学習事業 - 活気 公民館 

9 

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 木曽川公民館 活気 公民館 

女性学習事業 女性学級 木曽川公民館 活気 公民館 

一豊まつり 黒田小学校周辺 活気 商工会 

教養講座 木曽川公民館 活気 
高齢者の生きがいと健

康づくり 

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 



月 事業内容 実施場所 部 会 備   考 

10 

防災訓練 木曽川東小学校 安全安心 
連区自主防災会連絡協

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 

学習発表会事業 文化祭・芸能祭 木曽川体育館 活気 公民館 

成人・高齢者学習事業 成人講座 木曽川公民館 活気 公民館 

女性学習事業 女性学級 木曽川公民館 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 木曽川公民館 活気 
高齢者の生きがいと健

康づくり 

11 

学習発表会事業 文化祭・芸能祭 木曽川体育館 活気 公民館 

家庭・青少年学習事業 木曽川公民館 活気 公民館 

成人・高齢者学習事業 成人講座 木曽川公民館 活気 公民館 

女性学習事業 女性学級 木曽川公民館 活気 公民館 

木曽川商工まつり - 活気 商工会 

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 

教養講座 木曽川公民館 活気 
高齢者の生きがいと健

康づくり 

教養講座（社会見学） - 活気 
高齢者の生きがいと健

康づくり 

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 木曽川公民館 活気 公民館 

女性学習事業 女性学級 木曽川公民館 活気 公民館 

木曽川連区内小学校ＰＴＡ合同

事業 折り紙の干支作り 
木曽川公民館 活気 学校外活動 

木曽川東小学校ＰＴＡ事業 

 一宮の昔ばなし 
黒田南児童館 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 

2         

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 

平成２８年度総会 木曽川公民館 - 地域づくり協議会 

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 

広報誌発行 全戸配布 広報部会 年 12回発行予定 

（注：この表に記載してある諸事業は、平成26年度に各団体が計画した事業を列記してありま

す。平成27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） 


