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平成２３年度壬生野地域まちづくり
平成２３年度壬生野地域まちづくり事業のスタートにあたって
にあたって
壬生野地域まちづくり協議会会長
まちづくり協議会会長 山岡耕道

野

山の緑も一段と深まり、日差
しの強まりを感じる今日この
頃となりました。皆様方にはご健勝
でお過ごしのこととお慶び申し上げ
ます。
過日、4 月 27 日には壬生野地域
まちづくり協議会平成２３年度定期
総会には、昼間のお仕事などでお
疲れのところ多数の住民の皆様方
にご参会いただきまして誠にありが
とうございました。また、日頃の地域
の発展のため日々ご活躍をいただ
いておりますこと、厚くお礼申しあげ
ます。
そして、総会にご来賓いただきま
した初代会長北村武久様をはじめ、
地元の市議会議員北出忠良、渡久
山カナヱ両名様、伊賀支所長森下
泰成様、伊賀支所自治協担当副参
事内田泰成様には公私何かとご多
忙の中、ご出席をいただき誠にあり
がとうございました。日頃のご支援
に感謝申し上げますと共に、今後と
も更なるご指導、ご鞭撻を賜ります
よう改めてよろしくお願い申し上げ
ます。
さて、連日テレビ等で報道されて
おりますが、東日本大震災により亡

くなられた方々のご冥福と、今だ行
方不明の多くの方々の安否を安じ
るとともに、被災された方々にお見
舞い申し上げます。被災地の一日
も早い復興を祈念するものでありま
す。
このことに伴いまして、当壬生野
地域の皆様方から温かいお気持ち
をいただき誠にありがとうございまし
た。おかげ様で総額 524,500 円の
義援金を頂戴いたしました。先日、
日本赤十字社を通じてお送りいたし
ました。ご報告申し上げますと共に
改めてお礼を申し上げます。
まちづくり協議会としまして、本年
は大きな節目となる年になりました。
皆様には広報等を通じまして案内し
ておりますように伊賀市自治基本条
例により、行政と自治会、すなわち
区との仕組が大きく変更になりまし
た。簡単に言いますと市の自治会
連合会組織がなくなりました。今後
の要望事項等については、区長さ
ん等が各区の問題事項等をまちづ
くり協議会へ持ち寄り、壬生野地域
の問題として協議し、結果を市へ要
望するようになりました。
また、市から区への連絡や委任

業務等に
つきまして
も、まちづ
まちづ
くり協議会
が窓口と
なりました
が、区の
業務は今
までと変
わりはあり
ません。
そのような中、行政の考え方が少
し変わってまいりました。それぞれ
の地域が、自分たちの地域の
が、自分たちの地域のまち
．．
づくり計画を立て、市と
づくり計画を立て、市と協働 で特色
ある地域づくりを進めることになりま
す。
まちづくり協議会も同じく
まちづくり協議会も同じく、会長
からああしてください
からああしてください、こうしてくださ
いではなく、役員会、運営委員会、
実行委員会等が企画立案し、
実行委員会等が企画立案し、一人
でも多くの皆様に参画をいただく地
域づくりを進めていただくことが重
要であります。そして素晴らしい
要であります。そして素晴らしい「壬
生野の里づくり
生野の里づくり」のため、知恵を出
し、汗を流していただきますようお願
汗を流していただきますようお願
い申し上げます。

まちづくり協議会の新体制について
伊賀市における行政と住民自治組織のあり方が変更され、これからの行政とのつながり
伊賀市における行政と住民自治組織のあり方が変更され、これからの行政とのつながりは、まちづくり協議会が
窓口となりました。このため、まちづくり
づくり協議会の中に「区長会」組織を設け、その体制を整えることにしました。
体制を整えることにしました。
区長会は、まちづくり協議会会長が必要に応じて招集し、市が交付する地域包括交付金に関する事項
区長会は、まちづくり協議会会長が必要に応じて招集し、市が交付する地域包括交付金に関する事項等につ
いて審議します。また、各区長のうちから
から区長会長を選出し、区長会を円滑に運営することとします。
区長会長を選出し、区長会を円滑に運営することとします。
1

壬生野まちづくり協議会組織体系図
役員会

【緊急事項の処理、事務局の運営、地域の連絡・連携等に係る案件を協議する。】

会

長

副会長
事務局

幹事(各区長＋ヤマギシ代表)
会

計

区長会

会計監査委員

会長、 副会長、 事務局長

運営委員会

山畑区長、 川東区長、 川西区長
西之澤区長、 希望ヶ丘区長、
川西青葉台区長、春日丘区長

【まちづくり計画の策定・調整、
まちづくり事業の企画・実践にあたる。】

運営委員（兼選考委員）
会長、 副会長、 事務局長、 会計、山畑区長、 川東区長、 川西区長、
川西区長
西之澤区長、 希望ヶ丘区長、 川西青葉台区長、春日丘区長、 ヤマギシ代表
区推薦運営委員（１５名）
山畑区(２)、川東区(２)、川西区
、川西区(２)、西之澤区(２)、希望ヶ丘区(４)、川西青葉台区
、川西青葉台区(１)、春日丘区(１)、
ヤマギシ(１)

実行委員会

【協議会が主催する事業の実践にあたる。】

まちづくり委員(推薦、公募)
人権・同和実行委員会

広
広聴・広報実行委員会

防犯・防災実行委員会

健康・福祉実行委員会

サロン運営実行委員会

女性活動実行委員
女性活動実行委員会

生活・環境実行委員会

教育・文化実行委員会

鳥獣害対策実行委員
鳥獣害対策実行委員会

産業・交流実行委員会

体系図以外に、まちづくり協議会の相談役として、初代協議会会長（北村武久氏）、市議会議員（北出忠良氏、
まちづくり協議会の相談役として、初代協議会会長（北村武久氏）、市議会議員（北出忠良氏、
渡久山カナエ氏）、学識経験者（神田信忠氏
神田信忠氏）の計４名の方々にお願いしています。

各実行委員
各実行委員会の委員さん紹介

（敬称略、順不同）

人権・同和実行委員会

健康・福祉実行委員会

同和問題をはじめ、子ども、女性、障がい者、高齢
者、外国人など、さまざまな人権について研修し
さまざまな人権について研修し、
人権意識の高揚に努めます。

健康づくりや健康教室をとおして、
をとおして、健康で生きが
いを持って暮らすことができるまちづくりをめざしま
す。

岡森幸雄(山畑区)
山下 豊 (山畑区)
界外吉弘(川東区)
福西重嗣(川西区)
松生一夫(希望ｹ丘区)
安田茂夫(春日丘区)

北村克彦(山畑区)
稲森 均(川東区)
上野哲治(川東区)
平地章昌
平地章昌(川西区)
居附美代子(川西区)
居附恵美子
居附恵美子(川西区)
田矢三男(西之澤区)
落合淳子
落合淳子(西之澤区)
荒平千年(希望ｹ丘区) 藤堂敏朗
藤堂敏朗(西之澤区)
下地志真(川西青葉台区)

山本眞司(山畑区
山畑区)
増森和吉(川東区
川東区)
森口真伸(川西区
川西区)
久保信也(西之澤区
西之澤区)
西尾善晴(希望ｹ丘区
希望ｹ丘区)
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生活・環境実行委員会

教育・文化実行委員会

地域の自然環境の保護や生活環境の確保に向け
て、不法投棄防止・美化活動の推進
美化活動の推進等に努めま
す。

地域の歴史や文化を一人ひとりが再確認し、いきが
いを見いだすことができるような事業の推進に努め
ことができるような事業の推進に努め
ます。

岡森幸雄(山畑区)
金谷博一(川西区)
鈴木孝治(西之澤区)
中田久雄(希望ｹ丘区)
岡本勝行(春日丘区)

北出和美((川東区)
西尾善一((西之澤区)
北野 謙
謙(希望ｹ丘区)
奥井正昭((春日丘区)

亀井敦子(山畑区)
福西忠雄(川西区)
青木賢司(西之澤区)
河相 淳(希望ｹ丘区)
浅野成人(壬小 PTA)

界外圭得子
界外圭得子(川東区)
福岡光喜
福岡光喜(川西区)
畑 行 長(希望ｹ丘区)
金子淳子
金子淳子(ヤマギシ)

産業・交流実行委員会

広聴・広報実行委員会

地域内の農業交流等を通して活力あるまちづくりを
めざし、地域資源を活かした魅力ある農村
めざし、地域資源を活かした魅力ある農村集落の
推進に努めます。

地域住民へ各種情報の提供手段として、より身近な
題材を取り上げた広報誌「コミュニティー
題材を取り上げた広報誌「コミュニティーみぶの」を
毎月 1 回発行します。

界外久次(川東区)
山本敏行((川西区)
高橋正臣(西之澤区)
岩本 章(希望ヶ丘区
希望ヶ丘区)
楠原福司(希望ヶ丘区)
東 正朗(川西青葉台区)
山舗政夫(春日丘区)
岡野充樹((ヤマギシ)

中林正則(山畑区)
奥井周璽(川東区)
奥井周璽
福西清重(川西区)
落合ちず子(西之澤区)
落合ちず子
宇田幸喜(希望ヶ丘区) 松岡 孝(希望ヶ丘区)
藪田きみ子(春日丘区)
岡野充樹(ヤマギシ)

サロン運営実行委員会

防災・防犯実行委員会

壬生野地区市民センターに、地域の誰もが気軽に
地域の誰もが気軽に
出入りしていただき、親しく憩い、歓談の場と
歓談の場となるよう
センター内にサロンを開きます。

各区の自主防災組織との連携を図りつつ「安否確
認また避難支援のネットワークづくり」、「地震防災
の啓発」など地域防災の確立に努めます。

奥井周璽(川東区)
増森美恵子
増森美恵子(川東区)
福永英子(川西区)
日馬周美(希望ヶ丘区
希望ヶ丘区)
上田恭子(川西青葉台区)
森川恵子(山畑区)

森川幸生(山畑区)
西口文世(川東区)
西尾善一(西之澤区)
田矢和哉(西之澤区)
内田克也(希望ヶ丘区)
山舗政夫(春日丘区)

森川久雄
森川久雄(山畑区)
福西清重
福西清重(川西区)
藤堂敏朗
藤堂敏朗(西之澤区)
奥田 潔(希望ヶ丘区)
東正朗
東正朗(川西青葉台区)
岡本常夫（ヤマギシ）

鳥獣害対策実行委員会

女性活動実行委員会

サル、シカ、イノシシなどの鳥獣による農作物へ
の被害対策や鳥獣害に負けない地域づくり推進
に努めます。

地域における男女共同参画意識を一層発展させる
ため、女性の感性と行動力を
ため、女性の感性と行動力を活かしたまちづくり活
動に努めます。

森川幸生(山畑区)
西口文世(川東区
川東区)
五百田昭徳(川東区)
金谷雅博(川西区
川西区)
家喜豊文(西之澤区)
岩谷日出男(希望ヶ丘区)
宮田清孝(春日丘区)
平島 進（ヤマギシ）

藤森和美(山畑区)
北村節子(山畑区)
増森美恵子(川東区)
居附睦美(川西区)
落合淳子(西之澤区)
山根光枝(希望ヶ丘区)
福永英子(希望ヶ丘区)
中村敏子(川西青葉台区)

山岡幸子(山畑区)
山岡幸子
森川恵子(山畑区)
森川恵子
界外圭得子(川東区)
界外圭得子
塚脇千恵(川西区)
塚脇千恵
落合ちず子(西之澤区)
落合ちず子
河田昭子(希望ヶ丘区)
河田昭子
藪田きみ子(春日丘区)
藪田きみ子
金子淳子（ヤマギシ）

実行委員会は、事業の内容により、各自治会、子供育成会、女性会、老人会、健康の駅長などの各種団体と連
各自治会、子供育成会、女性会、老人会、健康の駅長などの各種団体と連
携を密にし、『壬生野地域まちづくり計画』に沿った分権・自治の確立に向けたまちづくり活動に努めます。
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☆ 地域防犯パトロールの実施：市から委嘱された防犯委員約５０名が中心となり、壬生野地域の安心・安全の
確保に努めます。また、各区の小中学校保護者会、老人クラブ、更正保護女
性の会、消防団、自主防災組織など関係団体との連携を密にし、行政機関を
交えた総合的な地域の防災と防犯ネットワークの構築に努めます。
☆ 交通安全誘導・啓発：毎月第３月曜日を壬生野地域における交通安全誘導日とし、小・中学校の登校時刻に
合わせ管内の主要交差点において、児童生徒の交通安全確保と誘導、また自動車通
勤者への交通安全協力の啓発に努めます。
☆ 下校時の安全誘導：三重県警察署が実施する講習を受講した委員が、青色回転灯装着パトロール車により
小学校児童生徒の下校時を中心として、地域内を毎週１、2 回程度の昼間パトロールを
実施します。
☆ 地域防犯パトロール：最近、貴金属を高額で買取るといって各家庭を訪問
する悪徳業者や自動車関連犯罪が依然として高く、
空き巣や自転車盗難、子どもに対する声かけなどが多く
発生している中、これらの犯罪の抑止と防止を目的と
して、毎週２回程度の夜間パトロールを実施に努めま
す。また、事案によっては、伊賀警察署や壬生野駐
在所などの関係機関と情報を密に連携に努めます。

◇◇◇

コピー・印刷料金徴収のお知らせ

◇◇◇

壬生野地区市民センターにおいて複写機をご利用いただく場合、下表のとおり有料とさせていただきます。
ご理解ご協力のほど宜しくお願いします。なお、営利目的となるものはお断りいたします。
区

分

用紙サイズ等の別

料 金（片面 1 枚）

焼付複写機

A4（白黒）

5 円

（トナー式）

A3（白黒）

10 円

マスター紙

50 円

A4（白黒）

1 円

A3（白黒）

2 円

輪転複写機
（インク式）

※ 白紙用紙は各自持込とします。

編 集 後 記
今年も綺麗な花が咲きそろうでしょうね。ノハナショウブ。 西之澤平池周辺に群生するノハナショウブは、三重県の天
然記念物に指定されています。今年も行ってみたいですね。６月中旬に鑑賞会を企画していただく予定です。
詳細が決まり次第ご案内をいたしますので、もうしばらくお待ち下さい。

◇◇◇◇ ご意見・お問い合わせ・投稿は、下記までお寄せ下さい。 ◇◇◇◇
壬生野地域まちづくり協議会広聴広報実行委員会
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TEL：45－8900

