
 
 5 月 29 日（日）午後 1 時 30 分より末成小学校多目的ホールで、議決権を

有する評議委員 53 名中 38 名の出席と 13 名の委任状提出により、宝塚市末

成小学校地域まちづくり協議会

（コミュニティすえなり）の第

21 回定期総会が開催されました。

評議委員以外の出席者は、来賓 5

名、役員 8 名、運営委員 13 名（役員兼務 4 名）と一般の方。 

 議長に梶川氏（末成町自治会）、副議長に村山氏（福井亀井自治会）が選任

された後、平成 27 年度活動結果・決算・監査の報告、平成 28 年度常任評議委員・運営委員案、及び平成 28

年度活動方針・活動計画・予算の案が出席の評議員によって審議され、全ての議案が提案通り承認されました。 

 5 月 29 日の定期総会後の常任評議委員会で、5 回目

の常任評議委員会委員長に就任しました末成町自治会

の梶川です。今年度もよろしくお願いします。 

コミュニティすえなりは以前「まち協と自治会との

連携が取れていない」「執行

機関と議決機関を同じ人が

やっている」などの指摘を

受け、平成 23 年 4 月に自

治会をはじめ各種団体から規模に応じて役員を出して

いただくとともに「執行機関」と「議決機関」を分け

るなどの規約を改正しました。改正して６年目を迎え

ますが、やはり同じメンバーが続いており役員の交代

ができないという状況になっています。これは住民が

「まち協」の一員であるとの自覚が足

りないからだと思います。本年 4 月

19 日に宝塚市が専門家に調査を依頼

した「宝塚市住民自治組織のあり方の

報告書」が

完成いた

しました。 

報告書の中に、「住民がま

ち協の会員であるという意識が浸透していない」と指

摘しています。災害が起きた時には、まずは隣近所の

助け合いが必要です。そのためにも、改めて住民全員

がまち協の会員であり、仲間であることを認識しまし

ょう。            （梶川 美佐男） 

 

コミュニティすえなりは、住民自

治組織として 1996 年に設立され、今

年 21 年目を迎えます。 

2000年、第4次宝塚市総合計画で、

地域が目

指すまち
．．

の将来像とその実現のため

の計画を市に報告。2005 年、

これを基に「地域まちづくり計画」を策定し市に提出。

先日、「地域まちづくり計画」の進捗状況を評価した結

果、住民主体で実行する計画は概ね達成されています

が、道路・歩道の整備等行政主体で実行する計画はあ

まり進んでいません。今後、まちづくりの計画、実行、

評価、結果を踏まえた改善という PDCA サイクルを回

していく必要があります。 

コミュニティすえなりは、まちづくりの協議体です。

自治会、老人クラブ、ＰＴＡ、民生児童委員など関係

団体が協議し、地域の課題を把握し、協働で解決して

いかなければなりません。

本年 4 月スタートの第 5次

宝塚市総合計画後期基本計

画に市民自治として、「地域

自治を確立し、協働による市民主体のまちづくりを実

現します」と記されています。コミュニティすえなり

は、市民と行政が一緒になって、地域住民の意見を聴

き、協議し、地域の課題を洗い出し、それらの解決に

取り組んでいきます。皆様のご理解とご協力をよろし

くお願いします。    （会長 加藤 富三） 
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平成 2８年度 各部活動計画 （平成２８年４月～平成２９年３月） 

平成２８年度 活動方針 
１．自治会、各種団体及び企業等との連携強化 

２．本会の目的である『まちづくり活動』の推進 

     ①安全で快適なまち 

     ②健康で心がふれあうまち 

     ③街並みや景観の美しいまち 

     ④心豊かに安心して暮らせるまち 

 ３．「挨拶・声かけ運動」の推進 

本部 

・第２１回定期総会…平成２８年５月２９日(日) 済 

・役員会…毎月開催 

・運営委員会…毎月開催（４月１７日、５月２１日済、及び毎月第２日曜日） 

・常任評議委員会…５回開催（５月８日、５月２９日済、９月 25 日、１２月 18 日、平成２９年３月 26 日） 

総務部 

・基礎学力習得支援事業（寺子屋すえなり）…原則毎週月曜日（登校日） 14:30～16:00 

・コミュニティフェスティバル（PTA との共催）…平成 2８年１１月２０日(日) 

  実行委員会…………５回開催（平成２８年７月～１１月） 

・とんどまつり……平成 2９年 １月１４日(土)  ・とんど用竹取り…平成 2８年 11月 2６日(土) 

広報部 

・広報紙発行…年間 6 回発行予定（発行部数 2,700 部/回）、有料広告掲載 

第 93 号…6 月、  第 94 号… 8 月、  第 95 号…10 月、 

第９6 号…12 月（フェスティバル特集号他 カラー印刷予定）、 

第９7 号…平成 29 年 1 月、  第９8 号…平成 29 年 3 月 

・広報活動 …①地域情報の収集（行政、学校園、自治会、企業等の関係団体など） 

       ②地域情報の発信（チラシ、広報紙、ホームページ、ブログなど） 

       ③屋外掲示板の活用 

福祉部   

・ふれあい喫茶…毎月各地区にて実施 ・地域なんでも相談（フレンド）…毎月第２、第４水曜日及び各サロン開催時 

・子育てサロン…平成２８年１２月１６日(金) クリスマスコンサート ・福祉セミナー…平成２８年秋 

・サロン交流会…平成 2９年 3月 5 日 ・高齢者会食会…各地区（９地区）にて随時実施 

・介護予防体操…「地域なんでも相談」、各地区の「ふれあい喫茶」開催時に実施 

環境部   

・末成小学校東門花壇・幼稚園内花壇（１部）の管理 

① 夏秋花壇 ５月中旬（土壌改良） ５月下旬（花苗植え付け）…済 

② 冬春花壇 １１月中旬（土壌改良） １１月下旬（花苗植え付け）…予定 

③ 散水、除草等…平成２８年６月～平成２９年３月（適時） ④  幼稚園児の花づくり体験と環境学習の実施 

⑤ 幼稚園園庭の芝生手入れ…平成２8 年５月～平成２９年３月（適時） 

・武庫川河川敷清掃…5 月１５日(日) （市内一斉清掃時）済、  11 月１３日(日) （市内一斉清掃時） 

・御所川清掃（光明コミュニティと共催）…９月２４日(土)、平成 2９年３月２５日(土) （空き缶・ビン等回収） 

 



 

青少年部 

・親子クッキング  ７月１６日(土)  ・研修会 平成２９年３月（子どもの安全連絡会と共催）   

・親子ナイトパトロール  年 3 回（夏休み・冬休み・春休み） 

・子どもの居場所作り  ①夏休み宿題広場 ７月２７～２９日 ②お楽しみ会 ７月２９日（金） 

③中高生居場所作り 12 月 ④冬休み書き初め大会 平成 2９年 1 月６日（金） 

⑤ドッジボール大会 平成 2９年 2 月 11 日(土・祝) 

生活安全部 

・防災訓練(小学校と共催)…平成 2９年 １月 ・地域総合避難訓練への参画 ９月４日（日） 

・交通安全講習会…平成 2９年 3 月 

・公園、通学路等の点検及び危険箇所の是正対応 

・地域安全パトロール…毎月第 2 金曜日（地域見守り隊による巡回） 

・地域見守り活動…①子どもの見守り（登下校時）②防火・防災・防犯対策の推進等 ③安全啓発幟旗の保守点検 

まちづくり部 

・防犯対策の充実…幟旗、看板による防犯意識の高揚と住民同士の絆の強化 

・環境の整備・維持…花と緑のあふれるまちづくり、街並・景観の美しいまちづくりの啓発 

・地域の伝統・文化の伝承…子どもエイサーの習得支援 

・地域福祉の充実、教育環境の向上のための地域ネットワーク会議の開催 

・自主防災活動の推進…避難所運営委員会の開催、避難所の資器材の整備、地区防災計画作成、 

地域総合避難訓練の実施  ９月４日（日） 

ルーム運営部 

・ルーム利用受付…毎月第４金曜日（１２月は第３金曜日） 

・ルーム一斉清掃…①６月又は７月 ②12 月 

・ルーム運営委員会…①平成２８年 9 月(運営委員会終了後)、②平成 2９年 3 月 (運営委員会終了後) 

 

平成２８年度 運営委員会（ポスト１６名 実数１５名） 
（委員長…川口輝久 副委員長…廣木 昭） 

総務部・・・・部長…北川保夫（ガーデンハウス） 副部長…天田勝晴（御所の前町） 

広報部・・・・部長…加藤富三（末成町） 副部長…新田昭英（末成町） 

福祉部・・・・部長…田中保子（民生児童委員） 副部長…吉田哲彦（民生児童委員） 

環境部・・・・部長…廣木 昭（ガーデンハウス） 副部長…河南敬二（ガーデンハウス） 

青少年部・・・部長…堤 美代子（末成小ＰＴＡ） 副部長…松尾梨央（末成小ＰＴＡ） 

生活安全部・・部長…西田 喬（ローレル） 副部長…藤井正栄（ローレル） 

まちづくり部・部長…加藤富三（末成町） 副部長…小垣佳子（亀井町） 

ルーム運営部・部長…川口輝久（末成町） 副部長…田口 勲（青少年補導委員） 

平成２８年度 常任評議委員会（１７名）（委員長…梶川美佐男 副委員長…村山謙二） 
常任評議委員…吉田俊七（伊孑志４）田村 勉（伊孑志東）村山謙二（福井亀井）長谷川恵美子（福井亀井） 

竹田松美（県営御所前団地）川端 穣（御所の前町）新里吉光（高松町）梶川美佐男（末成町）長岡忠男（末成町）

青木恵理（ローレル）秋野徹二（ガーデンハウス）堀 五葉（ヒスイ苑）森本 勉（亀寿会） 

佐伯公子（民生児童委員）中戸春美（ＳＣ21 すえなり）渡名喜正勝（末成小 PTA）藤井優恵（末成小学校長） 

平成２８年度 役員（9 名）  
会長…加藤富三（末成町） 副会長…廣木 昭（ガーデンハウス）、小垣佳子（福井亀井）  

庶務…山田 榮（ローレル）、葉澤一男（ローレル） 

会計…北川保夫（ガーデンハウス）、田中保子（末成町） 監査…磯脇キリ子（高松町）、前田美知子（主任児童委員） 

※①各氏の敬称を略させて頂きます。 

 ②評議委員のご氏名は掲示板に貼り出します。（末成小学校東門近く） 



 

      （薬剤師 奥田 徳子）  

4 月発災の熊本地震被害に心からお見舞い申し

上げます。日本は地震に限らず様々な災害に備え

なければならない国です。いま一度、日頃から私

達に出来ることを考えてみましょう。 

「備え」には「物資」「知識」「経験」があります。

ライフライン（水・電気・ガス・道路など）が途

絶えてしまった時、その備えが自分や家族を救ってくれる命綱になります。「物資」の代

表は飲食物ですが、ペットボトルや缶詰などを思いついた時に買って片付けておくだけ

ではいつの間にか賞味期限が切れてしまいます。水１本でも日常の食材同様に「新しく

買ったら古いものから使う」と心がけましょう。車のガソリンは空になる前の給油を習慣付けましょう。携帯電話

の充電が切れる事をふまえ電池式のラジオ・懐中電灯・時計等の準備も大切です。「知

識」には、地域の避難所や避難経路などを確認し家族で共有しておくことが重要です。

医療で言うと兵庫県の災害基幹病院は神戸赤十字病院・県災害医療センターで、近隣の

地域拠点は兵庫医大・県立西宮・宝塚市立病院です。医療班も必ず来ますが「いつもの

薬がなくなった」場合にはおくすり手帳を見せれば薬がもらえることがあります。「経

験」には避難訓練や消火訓練などに普段から参加しておくことも必要です。とっさの時

に出来るのは「いつも通り」の行動だけなので地域の活動には積極的にご参加しましょ

う。(注)『コミュニティすえなり』は、9 月 4 日(日)地域総合避難訓練の実施を予定し

ています。災害の時には例え小学生でも「自分の命は自分で守る」気持ちが大切です。

日頃の備えや心構えで防げる被害は必ず防ぎましょう。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

  ○1  自転車は、車道通行が原則、歩道は例外 ○2  車道は左側を 

  通行 ○3  歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 ○4  安全ルールを守る ■飲酒運転は禁止 ■ 

  二人乗りは禁止 ■並進は禁止 ■夜間はライトを点灯 ■信号を守る ■交差点での一時停止と安全

確認 ○5  子どもはヘルメットを着用 自転車事故多発しています。自転車保険に入ってますか？ 

大人の方の反則が目立ちます。お子さんの手本に成る様に心がけましょう。  【生活安全部】 

●【福祉部】  毎月第２第４水曜日午後１時３０分～午後３時まで末成小学校南

館多目的ホールで皆さんをお待ちしています。開催日 6 月 22 日(こつこつ体操・健康座談

会開催) 7 月 13・27 日(お楽しみ会) お茶をいただきながら語らいましょう。 

         ふれあい喫茶店のご紹介 

     『喫茶すずらん』(末成町)・『あいあいサロン』(亀井会館)・『チェリー』(特養ちどり)・『ふ

れあい喫茶ローレル』(ローレルハイツ)・『ふれあい喫茶月曜サロン』(御所の前町)・『サロ

ン ガーデン』(ガーデンハウス)開催日は各地区掲示板に告示されます。 

地域のみなさんのお越しをお待ちしています。 

      （注）  

 ●【ルーム運営部】『ルーム』使用受付 皆さんの活動の場所を提供いたします。 

      毎月第４金曜日午後３時 30 分よりコミュニティ事務室で受け付けします。  

  

 

『寺子屋すえなり』よりお知らせ 

寺子屋は、小学生の基礎学力の向

上に努めています。 

寺子屋は、小学校開校日の毎月曜

日午後 2時 30分より南館多目的

ホールで開いています 『寺子屋すえなり』勉強風景 

あなたの町を清潔な街にするのはあなたの心がけです 




