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第2回   通 常 総 会  次 第  

1． 開会のことば  

2． 会長挨拶  

3．＋議長選≠  

・ト  ム  ：・  

第1り一議案   ヾド成21年度車業報告の承認について  

第2号議案  、巨成21年度収支決算の承認について  

第3号議案  平成22年度事業計画（案）について  

第4号議案  平成22年度予算（案）について  

第5号議案  平成22年度役職者‾（案）について  

5， 新役職者紹介  

6． 新会長挨拶  

7． 来賓祝辞  

高浜市長  吉岡 初浩様  

県議会議員  杉浦 孝成様  

巾議会副議長  鈴木 勝彦様  

8． 閉会のことば   



第1号議案  

平成21年度 翼まちづくり協議会事業報告書  

1 事業実施の方針   

翼まちづくり脇議会は、神明町、豊田町、湯山町の架地区の人たちが互いに協力し合   

い、防犯・防災体制の構築に向けた取組みを通して、住民相互のコミュニケーション   

づくりを行うことにより、だれもが［1々の生括の中で、安心・安全に募らすことがで  

き、心の豊かさを実感できる r垣根のない思いやりのあるまちづくり」を目指して、   

次の事業を計画実施した。  

2 事業の実施に関する事項  

（1）防犯パトロール事業（防犯部会）   

【事業概要】 街頭犯罪、住宅侵入盗などの犯罪を未然に防ぐため、青色回転灯車両に  

よる防犯パトロールを実施した。   

【実施項目】   

① 青色回転灯車両による防犯パトロール  

〔内  容〕  青色回転灯車両により、児童の下校時や夜間に防犯パトロールを実  

施した。  

〔日  時〕 過3しd程度（1L可2時間）  

〔場  所〕 翼小学校【さ二全域  

〔従き匪者〕 1L司2人～／1人l組で実施  延べ約300人  

〔実施亨て体〕 神別町・豊田町町内会、湯山町町内会、飛翔の会  

（2）防犯活動事業（防犯部会）  

【事業概要】 校区住民全員参加による防犯マップを作成した。今年度は、子ども、高  

齢者、障害者の安心・安全に主眼を置いた防犯マップを作成した。  

【実施項目】   

① 防犯活動先進地視察  

〔内  容〕  防犯活動をすすめるに伴い、愛知県警本部等を視察した。  

〔日  時〕 平成22年3月4R（木）  

〔場  所〕 愛知県警察本部 通信相令室、交通管制センター 他  

〔参力Il者〕 防犯部員を主体として15人  

〔実施主体〕 まち臨幸務局   

② 防犯マップの作成（翼小学校全児童対象）  

〔内  容〕 1年生   卜校時、生活科の学習の中で通学路をチェックした。  

2年牛  今年度は、学区の公園の【r－の危険個所を生活科の学習の  

小でチェックした。  
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3年生  社会科「学校のまわり」の学習を発展させて、防犯上危  

険な筒所を付け加えた。  

複数学年  作成した防犯マップを、ユ【え成22年2月12日に地域の  

皆さんを招いて校内発表を開催した。  

1・2年生‥ 6月 3年生‥10月 複数学年：ユ1～12月  

異小学校を基点として、学区全体  

翼小学校の全児竜及び関係する大人 延べ約700人  

（マップデータの集約・処理は、教員及びPTA役員で実施）  

翼小学校、翼小学校PTA  

安心おじさん、いきいきクラブ、社会福祉協議会  

〔口  時〕  

〔場  所〕  

〔従 事者〕  

〔実施主休〕  

〔実施協力〕  

③ 親子防犯マップの作成（翼小学校PTA■よろずグループ・翼地区子ども会共催）   

〔内  容〕  親子・十ども会共同で危険箇所を調奄して、防犯マップを作成した。   

川  時〕 危険箇所調査及びマップ作成 平成21年12月5日（上）   

〔場  所〕 翼小乍校を基点として、学区全体   

〔従二事者〕 翼小学校在学年生と保護者 約30組110人参加   

〔実施主体〕 翼小学校・翼小学校PTA・よろずグループ・翼地区子ども会  

（3）防犯力・コミュニケーション向上事業（防犯部会）  

【事業概要】 防犯力の向上を目指した講座の開催や意識啓発事業・交通安全事業を行  

うと共に、コミュニケーションの向上を図るために、親子でふれあえる  

教室の開催や高齢者と子どもの交流などの事業を行った。  

【実施項目】   

① セルフディフェンス講座の開催  

〔内  容〕  不審者に遭遇した時や、災害時等の自分白身を守るための、対処方  

法等の知識を習得するため、防犯・防災ホイッス／レ等を活用したセ  

ルフディフェンスの講座を2回開催した。1回は小学校の5・6年  

生を対象とし、もう1回は学校関係、町内会役員、班長、民生委員、  

防犯パトロー／レ隊員、児童・園児の保護者、校区住民等を対象に開  

催した。  

〔J1 時〕 小学生向け 平成21年10月ト■1日（水）  

一般向け  平成22年 2月21日（目）  

〔場  所〕 小学生「如ナ 翼小学校ふれあいホール  

ー般向け  翼ふれあいプラザ  

〔参加者〕 小学生向け 翼小学校5・6年生 約200人参加  

一般向け  各L寸】体の代表、児童・園児の保護者を中心に約50名  

参加。  
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〔実施盲三体〕 蛍公民館運営委員会・まち協防犯部会の共催、翼小学校   

〔実施脇ノ」〕 すべての登録団体  

② 防犯のぽりの設置  

〔内  容〕  町内会の役員・班長に防犯啓発用のぼりを配布し、自宅前に設置し  

ていただくことにより、防犯に力を入れている地域ということを印  

象付けるとともに、校区住民への注意を促した。  

配布時期 4月上旬  破損が生じた時、適時  

対象者の白宅前  

〔日  時〕  

〔場  所〕  

〔従 事者〕  神明町・豊臣岬J■町内会の役員、班長  

湯U」町町内会の役員、班長  

神明町・豊田町町内会、湯両町町内会  

約100人  

約］50人  

〔実施主体〕  

③ コミュニケーションづくりのための親子教室の開催   

〔内  容〕 親子でランプシェード作り  

翼小学校5・6年生の児童と参加児童保護者で、ランプシェード作  

りを行った。  

〔日  時〕  

〔場  所〕  

〔参加者〕  

平成21年7月2日（木）、3日（金）  

翼小学校図⊥室、教室、ふれあいホール  

5・6年生児竜（約230人）、参加児童保護者  

（講師は鬼帥、事務局は教職員）   

〔実施主体〕 翼小学校  

④ 自転車の安全な乗り方と整備教室の開催  

〔内  容〕  自転車の安全な乗り方を学び、交通事故から白分白身を守ると共に  

簡単な紫備を身につける。  

平成21年7月18日（土）  

翼小学校 校庭  

児農■高齢者 約50人  

飛翔の会  

神明町・豊田町町内会、場山町町内会  

〔卜‡ 時〕  

〔場  所〕  

〔参加者〕  

〔実施主体〕  

〔実施協力〕  

⑤ 児童・園児の交通安全指導と防犯読み聞かせ教室   

〔内  容〕  警察官等による横断歩道の渡り方や、交通量の多い道路の通行方法  

等交通ルールを学び自分自身を交通事故から守ることを体験した。  

紙芝店を過して交通ルールや防犯知識を習得した。   

〔目  帖〕 警察官等の指導‥ 5月頃  紙芝居：年間を通じて   

〔場  所〕 よしいけ保育園、翼幼保閲、巽小学校   

〔参加者〕 児童・園児 約200人  
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（4）防災訓練推進事業（防災部会）  

【事業概要】地域防災力強化のために、地域住民が主体となった防災訓練を実施した。  

【実施項目】   

① 避難所開設・運営訓練  

〔内  容〕 避難所に防災倉価を2箇所（湯L1J公園・吉久伝公園）設置し、実際  

に使用する什民による避難所の開設、運営の訓練を実施した。  

・防災資機材の点検、放り扱い  延べ5回実施  

・井｛水の水質検査等  

、巨成22年2月1日（月）に7箇所を調査し、5箇所が飲用に適し  

たので、4箇所に手動ポンプを、1箇所に発電機付ポンプを設置す  

る。T二幸は22年度に実施。  

〔「】 時〕  

〔場  所〕  

〔従事者〕  

、ド成21年4月から  

神明町、豊IL岬J‾、湯山町地内の避難所  

まち協防災部会員 神明町・豊田町町内会 湯山町町内会  

湯山クラブ  延べ 71人   

〔実施主体〕 神明町・豊川町町内会 湯山町町内会 湯山クラブ  

まち矧防災部会   

〔実施協力〕 全ての登録団体及び協ノ」団体  

② 児童・園児・住民起震体験訓練  

〔内  容〕   児童・園児・作民を対象に、起廣車を活用した起震体験訓練を実施  

した。  

平成21年8月9日（しj）  

翼小学校  

住民・児童・園児 約300人  

まち協防災部会  

全ての登録川体及び協ノ」川体  

〔［1 峠〕   

〔場  所〕   

〔参力Il者〕   

〔実施千体〕   

〔実施協力〕  

③ AED孟Ill練   

〔内  容〕  突然の心、停止等の緊急事態に備え、AEI）（日動体外式除細動器）  

を使川した訓練を実施した。  

神明町・豊［即町町内会対象（普通救命講習）1回  

湯山町町内会対象（普通救命講習）  l回  

まち脇対象（普通救命講習）  1回  

平成21年10月から  

巽ふれあいプラザ、消防署  

神明町・豊田町町内会、湯山町町内会、まち協 延べ約55人  

神明町・豊川町町内会、湯山町町内会、まち協防災部会  
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〔美施協力〕 仝ての登録団体及び協力団体  

④ 防災活動調査研究事業   

〔内  容〕  防災活動を、より・屑推進するために、港l坊災センターにて研修を  

行った。  

）【（成22年2月7F二1（日）  

港防災センター 他  

防災部員 行政 その他協力者 29人参加  

防災部会 まち協事務局  

全ての登録団体及び協力団体  

〔F」 峠〕  

〔場・ 所〕  

〔従 事者〕  

〔実施L体〕  

〔実施協力〕  

（5）防災マップ情報のパソコン管理事業（防災部会）  

【事業概要】 防災マップ情報をパソコンで管理更新した。  

【実施項目】   

① 防災マップ情報のデータ管理・更新  

〔内  容〕 地図情報ソフトを括用した、パソコンの防災マップ情報を管理更新  

した。  

〔日  時〕 平成21年7月から  

〔場  所〕 翼ふれあいプラザ  

〔従 事者〕 まち協や務局及びその他の脇力者  

〔実施主体〕 まち協事務局、防災部会  

〔実施協力〕 全ての登録同体及び協力同体  

（6）地域計画策定に関する事業  

【事業概要】 翼小学校区の地域計画を作成した。  

【実施項目】  

〔内  容〕  翼小学校区の地域計画（平成21年以降）を作成した。  

〔目   時〕 平成21年′り］から8月  

〔場  所〕 巽ふれあいプラザ  

〔参力L」老〕 従事者数 延べ約120人  

（7）公共施設の管理等に関する事業  

【事業概要】 高浜市翼ふれあいプラザの管理運営を実施した。  

【実施項目】  

〔内  容〕  高浜市翼ふれあいプラザの管理運営を実施した。  

〔［］ 峠〕 平成21年′1月1「】から平成22年3月31l二1  

〔場  所〕 巽ふれあいプラザ  
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〔従 事 者〕  1人／R  

［年間悌」用有数〕10，3」0人（、自戒21年∠′1月1卜い〕平成22年3月31日）  
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第2号議案  

平成21年度翼まちづくり協議会収支決算書  
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで  （単位：円）  

3〉防災訓練推進事業   

5）公共施設の管理等に関する事業   

1）肪犯／くトロール事業  

①セルフディフェンス講座の開催   
②防犯のぽり設置   
③コミュニケーションづくりの親子教室の開催   

4）防災訓練推進幸美  

1）事務局員謝礼   
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監 査一報  

平成21年度翼まちづくり協議会の事業及び収支決算について、監   

査を行った結果、関係語帳簿・収支決算書・預金通帳等、いずれも   

正確かつ達正に処理されていることを認めます。  

平成22年4月7日  

革まちづくり協議会  

軍事）キム正  

監事鶴新森  
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第3号議案  

平成22年度 翼まちづくり協議会事業計画書（案）  

1 事業実施の方針   

翼まちづくり臥議会は、神明町、豊l二1］町、湯‥1町の巽地区の人たちがお互いに協力し   

合い、防犯・防災体制の構築に向けた取り組みを通して、住民相互のコミュニケーシ  

ョンづくりを行うことにより、巽小学校l元の都市像である「安心・安全に暮らせるま  

ち 巽」の実現をR指し、次の事業を計画実施する。  

2 事業の実施に関する事項  

（1）防犯パトロール事業（防犯部会）   

【事業概要】 街頭犯罪、住宅侵入盗などの犯罪を未然に防ぐため、青色回転灯車両に  

よる防犯パトロールを実施する。   

【実施項目】   

① 青色回転灯車両による防犯パトロール  

〔内  容〕 古色回転灯ヰニ両により、児童の下校時や夜間に防犯パトローールを尖  

施する。  

〔l】＋l時〕 過3同程度（1回2時間）  

〔場  所〕 翼小学校区全域  

〔従事者〕 1回2人～4人1組で実施 延べ300人  

〔実施i三体〕 神明町・豊田町町内会、湯し1」町町内会、飛翔の会  

（2）防犯活動事業（防犯部会）  

【事業概要】 校区住民全員参加による防犯マップを作成する。今年度は、子ども、高  

齢者、障害者の安心・安全に主眼を置いた防犯マップを作成する。  

【実施項目】   

① 防犯活動先進地視察  

〔内  容〕  防犯マップを作成するに作い、先進的に放り組んでいる地域を視察  

する。  

）lそ成22年5月又は6月  

防犯所動の先進地区を予定  

防犯部眉を主体として約▲10人程度  

まち協事務局  

〔Ll 時〕  

〔場  所〕  

〔参力‖ネ〕  

〔実施tミ休〕  

② 防犯マップの作成（翼小学校全児童対象）   

〔内  容〕 1年生   下校時、生活科の学習の中で通学路をチェックする。  

2年生  学区の公園の【F－の危険個所を生活科の学習の巾でチェッ  

クする。  
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3年／上  什全科「学校のまわり」の学習を発展させて、防犯上危  

険な筒所を付け加える。  

複数二予年 作成した防犯マップを、地域の皆さんを柑いて校内発表  

を開催する  

1・2年生：6月 3年生：10月 複数学年：11～12月  

翼小学校を基点として、学区全体  

翼小学校の全児童及び関係する人人 延べ700人相度  

（マップデータの集約・処理は、教員及びPTA役員で実施）   

〔［1  時〕  

〔場  所〕  

〔従 事者■〕  

〔実施i三体〕 翼小学校、異小学校t）′Ⅰ、∧   

〔実施協力〕 安 心おじさん、いきいきクラブ、社会福祉協議会  

③ 親子防犯マップの作成（翼小学校PTA・よろずグループ・翼地区子ども会共催）   

〔い】 容〕  親予・十ども会共同で危険箇所を調査して、防犯マップを作成する。   

〔日   時〕 危険箇所調庶及びマップ作成9月～12月   

〔場  所〕 翼小学校を基点とLて、学区全体   

〔従事者〕 賀小学校在学年生と保護者30組100人程度   

〔実施主体〕 翼小学校・翼小学校l）1「∧・よろずグループ・翼地区千ども会  

（3）防犯力・コミュニケーション向上事業（防犯部会）  

【事業概要】 防犯力の向上を目指した講座の開催や意識啓発事業・交通安全事業を行  

うと共に、コミュニケーションの向上を図るために、親子でふれあえる  

教室の開催や高齢者と子どもの交流などの事業を行う。  

【実施項目】   

① セルフディフェンス講座の開催  

〔内  容〕  不審者に遭遇した時や、災害時等の自分自身を守るための、対処〟  

法等の知識を習得するため、防犯・防災ホイッスル等を活用したセ  

ルフディフェンスの講座を2国開仰ける。1回は小学校の5・6咋  

生を対象とする。もう1L叫は、学校関係、町内会役員、班長、民生  

委員、防犯パトローール隊員、児童・園児の保護者、校区住民笥を対  

200人程度の参加を見込む。  

、内戊22年9月～10月頃  

平成23年1月／－2月頃  

異小学校ふれあいホール  

翼ふれあいプラザ  

翼小学校5・6年年 200人程度  

象に開催し、  

〔日  時〕 小学／上向け  

般向け  

〔場  所〕 小学生向け  

一般向け  

〔参加者〕 小学生向け  

一般向け  各団体の代表、児壷・捧」児の保護者を中心に200人  

程度  
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〔実施盲三体〕 翼公民館運常委員会・まち協防犯部会の共催、翼小学校   

〔実施脇ノJ〕 すべての登録団体  

② 防犯のぽりの設置   

〔内  容〕 町内会の役員・班長に防犯啓発用のぼりを配布し、自宅前に設置し  

ていただくことにより、防犯に力を入れている地域ということを印  

象付けるとともに、校区住民への注意を促す。   

〔ll 峠〕 酉己イ榊肯期 平成22年4月上旬   

〔場  所〕 対象者‘の自宅前   

〔従事者〕 神明町・浩二田町町内会の役員、班長  

湯Il岬＝町内会の役員、班長   

〔実施主休〕 神明町・豊田町町内会、湯山町町内会  

③ コミュニケーションづ〈りのための親子教室の開催  

100人程度  

150人程度  

〔内  容〕  親了・でランプシェード作り  

翼小学校5・6年生の児黄と参加児竜保護者で、ランプシェ・一 ド作  

りを行う。  

平成22年6月～7月頃  

巽小学校図「宅、教宅、ふれあいホール  

5・6年生児童（230人）、参加児童保護者  

（講師は鬼帥、事務局は教職員）  

翼小学校  

〔ll 時〕  

〔場  所〕  

〔参加者〕  

〔実施t体〕  

④ 自転車の安全な乗り方と整備教室の開催   

〔内  容〕 【▲・】転小二の′安全な乗り方を学び、交通事故から自分自身を守ると共に  

簡単な整備を身につける。（防災部会と共催）   

〔l1 時〕 未定   

〔場  所〕 翼小学校   

〔参加者〕 児竜・高齢者一200人程度を対象   

〔実施二L体〕 飛翔の会   

〔実施協力〕 神明町・豊川町町内会、湯し1川川」▲内会  

⑤ 児童一園児の交通安全指導と防犯読み聞かせ教室  

警察官等による横断歩道の渡り方や、交通量の多い道路の通行方法  

等交通ル【…ルを学び「1分白身を交通事故からt、‘J‥ることを体験する。  

紙芝居を通して交通ルールや防犯知識を習得する。  

警察官等の指導：5月頃  紙芝居：年間を通じて  

よしいけ保育園、巽幼保園、翼小学校  

児童・園児250人程度  

〔内  容〕  

〔口  時〕  

〔場  所〕  

〔参力L」′首〕  
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（4）防災訓練推進事業（防災部会）  

【事業概要】地域防災力強化のために、地域住民が主体となった防災訓練を実施する。  

また、地域内のAEDの設置場所を調査する。  

【実施項目】   

① 避難所開設・運営訓練  

〔内  容〕  防災倉庫を実際に使用する閂体・住民による避難所の開設訓練や  

点検管．哩（12L輔 を実施する。  

・防災倉帰の開設訓練  

・防災資器材の点検管理  

・井卜水の水質検査・ポンプ設置 等  

〔【」 吋〕 平成22句三4月から  

〔場  所〕 湯山公園、吉久伝公園  

〔従 事者〕 湯LL」町町内会 神明町・豊川町町内会 全ての登録団体 まち協  

防災部会  1阿20人程度  

〔実施巨休〕 仝ての封強緋ナ冊こ まち協防災部会  

〔実施脇力〕 仝ての登録用休 まち脇防災部会   

② 児童・園児・住民起震体験訓練  

〔内  容〕   児童・園児・作比（障害者を含む）を対象に、起震軒を活用した起  

震体験ヨIl練を実施する。  

上ド成22年こ8月及び秋ごろ  

よしいけ保育園、巽幼保聞、巽小学校  

兄童・園児200人程度  住民400人程度  

まち協防災朝会  

全ての登録用体及び脇力団休  

〔H  帖〕   

〔場  所二   

〔参加者〕   

〔美施主体〕   

〔実施協ノ」〕  

③ AED訓練   

〔内  容〕  突然の心悼11二等の緊急事態に備え、AEI〕（自動体外式除細動器）を  

使川した訓練を実施する√、又地域内のAEDの設岡場所を調奄する。  

神明町・豊l川町町内会対象（普通救命講座）1～2回  

陽l】岬」‾町内会（普通救命講座）  

まち協（普通救命講座）  

、自戒22年4月から  

翼ふれあいプラザ  消防署  

湯山町町内会  神明町・豊田町町内会  

軌11町町内会  神明町・豊川町町内会  

全ての登録川体及び脱力団体  

1／～2回  

1回  

〔「j  峠〕  

卜、 ：－i：‥  

〔参力旧 市〕  

〔実施1三体〕  

〔実施協力〕  

まち臨  妊40才一  

まち胞防災部会   
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④ 防災活動調査研究事業  

〔内  容〕  l坊災活動のより」酉の推進のため、先進的な事例や特色のある活動  

等の調査研究を実施する。  

平成22年4月から  

湯Ill町、神明町、豊川町各町内 翼ふれあいブラザ  

ーリブ災部会貝の内10人程度  

防災部会  

全ての登録団体及び脇力卜月休  

〔卜† 峠〕  

〔場  所〕  

〔従事者〕  

〔実施；i：体〕  

〔実施協力〕  

⑤ 個別防災訓練事業  

〔いj  容〕  今後の防災活動の参考とするため、防災施設や防災先進地域などを  

視察する。  

平成22年6ノ1から  

防災センター  

防災部員及び登録け体、他協ノ」者  

まち協事務局  

全ての登録団体及び協力団体  

〔Fl 峠〕  

〔場  所〕  

〔従 幸者〕  

〔実施主体〕  

〔実施脇力〕  

（5）まち協マップ情報のパソコン管理事業（防災部会）  

【事業概要】 まち協ホームページを管理・更新する。  

【実施項目】   

① まち協ホームページのデータ管理・更新  

防犯部会、l拓災部会の清動内容をまち協ホトームページヘ更新し、イ  

ンターネットで公開する。  

地図情報ソフトを活用したl坊災マップ情報を管理更新する。  

平成22年」上から  

翼ふれあいプラザ  

防災部会協力者及び、まち協事務局  

防災部会、防犯部会、まち協事務局  

全ての登録団体及び協力同体  

〔内  容〕  

〔日  帖〕  

〔場  所〕  

〔従 事者〕  

〔実施i二休〕  

〔実施協ノ」〕  

翼まちづくり協議会＝ URL：httr）：／／www．katch．ne．jp／～tubasa1／  

（6）防災運動会事業 （新規事業：防災部会）  

【事業概要】 親睦の要素を取り入れた防災運動会を実施する。  

【実施項目】   

① 防災に関する機材利用の防災運動会事業  

〔内  容〕  けが人の搬送、テントの設置などの防災訓練を兼ねた防災運動会を  
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実施する。  

・児凝、固1I己、作民起茂体験訓練  

・自転■中二の安全な乗りノ万と整備教室（防犯部会と」用封  

平成22年5ノ才力、ら  

翠ふれあいプラザ 巽小学校  

湯山町町内会、神明町・豊け岬r町内会、全ての登録団体  

湯111町町内会、神別町・豊田町町内会、全ての登鋲団体  

〔ll 咋〕  

〔場  所〕  

〔従 ♯者〕  

〔実施上休〕  

まち協事務局  

〔実施協力〕 乍ての登録川体及び協力団体  

（7）公共施設の管理等に関する事業  

【事業概要】 高浜市翼ふれあいプラザの管理運営を実施する。  

【実施項目】  

〔内  容〕  

〔ト】 峠〕  

〔場 J斬二  

〔従 事∴首〕  

高浜市翼ふれあいプラザの管理運営を実施する。  

平成22年∴1月1口から平成2こi午3月31【1  

製ふれあいプラザ  

1人／【l  
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第4号議案  

平成22年度翼まちづくり協議会予算書（案）  
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで  （単位：円）  

2）防犯力・コミュニケーション向上事業   

科   目  
平成22年度 予額（A）  平成21年度 当初予算額（B）  差額（A一日）   

算  
備  考   

Ⅱ支出の部  

1一事業費  

1）防犯／くトロール事薫  

①青色回転灯車両による防犯パトロール   768．000   768．000   0  従事者謝礼、自動車保険料、燃料♯、消耗品費等   

2）防犯活動事実  
①防犯活動先進地視察   176，000   232，000   △56，000  バス借上料、食糧費   

②防犯マップの作成（全児童対象）   194．000   344－000  △150，000  従事者謝礼、消耗品費、啓発用消耗品費   

③親子防犯マップの作成   t91000   236000   △45000  従事者謝礼、講師謝礼、食糧費、消耗品費   

3）防犯力・コミュニケーション向上事業  

①セルフディフェンス講座の開催   225．000   384．000  △159．000  講師謝礼、消耗品費、   
②防犯のぽり設置   46，000   44．000   乙000  消耗品責   

③コミュニケーションづ〈りの親子教室の開催   54，000   73．000   △19．000  講師謝礼、、消耗品乱啓発用消耗品貴   

④自転車の安全な乗り方と整備教室の開催   178．000   184．000   △6，000  講師謝礼．従事者謝礼、消耗品費、啓発用消耗品焚   

125．000   △20．000  講師謝礼、食糧費、消耗品章、   5児童・園児の交通安全指導と防犯読み聞かせ  105，000  
4）防災訓練推進事業  

①避難所開設・運営訓練   

7）地域計画策定に関する事案  

①地域計画作成事業   
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第5号議案  

平成22年度 翼まちづくり協議会役職者（案）  

敬称：略  

体 等  所 属 岡  

j湯山町町内会Olう会  ・司  

飛翔の会   

神明町・豊田町町内会   

飛翔の会  

神谷 和之  

刊  
長  

黒川 美   

部会長  神谷 弄l  

犯部会  
副部会長  内藤   

部会長  黒川 美  

災部会  

叫  
町・豊田町町内会  

‾下   明町・豊田町町内会  

揚111町町内会  

＋ 所 属 用 休 等   氏  名  

什
校
 
 

蒜
 
捌
 
 

¶
 
 

星野 芳徳   

片山 正巳   
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平成22年度 登録団体の評議委員及び代表者  その1  

フロック   登録団体名   氏 名   代表者氏名   

黒川 美克   

1．神明町・豊田町町内会  内藤 巌  黒川美克  

古橋 秀夫  内藤巌  

2．親 宝 会   
神谷 修実  神谷修実  

内山 立   

宮田 克弥   

神谷 忠雄  中根芳美  

3．湯山町町内会  神谷 巧  神谷忠雄  

矢野 正彦  
2  

神谷巧  

中根 芳美  森一司  

森 一司  

4．湯山町町内会OB会  水野 憲俊  

岡本 澄雄   

5．高浜中学校   
星野芳徳   

亀島 真治  

6．翼小学校   
片山 正巳  

六角 英彰  

前田 英行  

7．翼小学校PTA  杉浦 潤一郎  前田英行  

酉 伸祐  竹内一仁  

竹内 一仁  神谷和之  

高桑 雄司  樋口晶美  

高橋 英雄  

3                                            8．飛翔の会  舟波 孝夫  

神谷 和之  

見澤 勝弘  

宮下 豊  

神谷 久美子  

9．翼地区子ども会  樋口 晶美  

谷田 真千子  

10．よしいけ保育園   伊奈 泰子  

11．よしいけ保育園保護者の会   保護者の全役員  

12．翼幼保園   伊藤 敦子  

13．翼幼保園保護者の会   鈴木 歩   
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その2  

ブロック   登録団体名   氏 名   代表者氏名   

内藤 忠彦   

14．民生委員  
杉田 正典  

杉浦 洋子  

春田 とし子  

神谷 六朗  杉浦洋子  

副運営委員長  神谷六朗  

15．翼公民館運営委員会  深谷 清博  中原弘道  

神谷 克己  新田久美子  

4  

神谷 与司郎  

16．翼公民館   中原 弘道  

丹内 心悟  
17．高浜ケアハウス  

竹内 修  

18．養護老人ホーム高浜安立   石橋 秀樹  

19．翼豊神会   
川角 光彦  

鈴木 キヌエ  

20．霞池デイサービス   新田 久美子  

杉浦 勝一  
21．湯山クラブ  

森本 久男   

19   


