
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ 23 年 度    役  員  紹  介 

役職 自治会長名 地区 役職 自治会長名 地区 

会長 西出 紀生 漕代 安達 薫 朝見 

榊原 清 豊田 久瀬 宰 櫛田 

田上 勝典 天白 辻 修 阿坂 

小山 利郎 飯南第３ 西井 静男 宇気郷 
副会長 

宮本 里美 森 牧野 主秋 東黒部 

横井 美登 徳和 鈴木 正一 機殿 
書記 

名越 信太郎 橋西 鈴木 恭一 大石 

五十嵐 勝由 花岡 近藤 安博 射和 
会計 

中川 正信 松尾 金児 久巳 港 

飯田 秀 小野江 川口 晴夫 松ヶ崎 
監事 

岡山 幹守 第二 山口 修 花岡 

西村 勇喜 第二 水口 秀男 花岡 

小泉 渉 伊勢寺 小阪 厚己 大河内 

小藪 助次右衛門 西黒部 中川 繁樹 宇気郷 

鎌倉 光次 茅広江 大森 嘉美 中郷 

越山 浩司 中原 松田 正次 豊地 

田中 正明 鵲 大久保  三郎 中川 

杉山 憲一 飯南第4 増田 正行 米ノ庄 

常任 

理事 

小林 平八郎 川俣 伊豆川 政夫 小野江 

山川 良樹 第一 森本 直樹 飯南第1 

伊藤 文吾 幸 岡田 善男 飯南第２ 

出口 龍司 第四 滝野 源一 宮前 

村田 哲也 神戸 

理事 

山本 勝彦 波瀬 

理事 

松田 寿 東 

 

平成23年度 会 議 報 告 

事業名 実施事項 実施時期 事 業 内 容 

役員会 4月5日 平成22年度事業報告について 他 

理事会 4月13日 平成22年度事業報告、決算報告について 他 

常任理事会 4月22日 平成23年度役員、監事の選出について 他 

理事会 4月22日 平成23年度役員、監事の選任報告について 他 

平成２3年度 

松阪市 

自治会連合会 

定期総会 

5月20日 

議案第１号：平成22年度事業報告について 

議案第２号：平成22年度決算報告ならびに監査報告について 

議案第３号：平成23年度事業計画（案）について 

議案第４号：平成23年度予算（案）について 

報告第１号：役員の選任報告について 

新役員挨拶 他 

理事勉強会 6月14日 「これからの松阪市行政のあり方庁内検討委員会報告書」について 

役員会 6月21日 交通事故撲滅市民大会について 他 

理事会 6月21日 交通事故撲滅市民大会について 他 

理事勉強会 7月13日 「これからの松阪市行政のあり方庁内検討委員会報告書」について 

常任理事会 7月13日 
「平成22年度事業仕分け」において仕分け人から指摘された松阪市

自治会連合会への委託料・補助金について 

松阪市事業仕分参加 7月23日 松阪市事業仕分 

会議 

松阪市事業仕分参加 7月24日 松阪市事業仕分 

 
平成23年度 三 重 県 自 治 会 連 合 会   会 議 報 告 

事業名 実施事項 実施時期 事 業 内 容 

理事会 5月10日 平成23年度三重県自治会連合会総会について 他 

理事会 6月22日 平成23年度定期総会の資料について 他 

会 議 

総会 7月14日 平成22年度事業報告について 他 

 

行事予定 

・9／8（木）～9日(金)・理事視察研修 

  和歌山県田辺市・東牟婁郡那智勝浦町 ～地域ビジネス・定住移住について～ 

・10／13（木）・交通事故撲滅市民大会 開催 基調講演 三升家
みま すや

小勝
こかつ

 氏 

平成２3年８月２５日発行 
 

自 治 会 長 通 信 

平成 23年度松阪市自治会連合
会定期総会が 5月 20日、松阪
コミュニティー文化センター

にて開催され、平成22年度 事

業・決算、監査報告、平成 23

年度 事業・予算（案）、役員

の選任報告について原案通り

承認されました。 

 不正大麻・けしクリーンアップ運動 
実施報告  
不正大麻・けしを撲滅する運動にご協力

いただきありがとうございました。４月

１日～６月３０日間で松阪市内21町内
で 3,984本（対前年 201本増）のけし
を除去しました。 
来年の開花時期にもご協力いただきま

すようお願いします。 

女性自治会長14名就任 

平成 23 年度 440 名の自治会長さんの

うち女性自治会長さん 14 名（対前年 2

名減）が就任されました。 

第2ブロック7名、第1、第8、第10ブ

ロックから各2名、第11ブロックから

1名です。 

それぞれ地域の自治会が安全に安心し

て暮らせるために一層のご活躍をご祈

念いたします。 

平成23年度松阪地区交通安全協会定期
総会が 5月 28日、松阪コミュニティー
文化センターにて開催され、総会の席

で当連合会が「交通安全の重要性を認

識され、積極的な交通安全活動と適正

な安全運転教育を推進し交通事故防止

に貢献」されたとして受彰しました。 

    氏   名 地 区  氏   名 地 区 

   知事表彰 西出 紀生 漕代 社協表彰 前嶌 邦彦 幸 

    横井 美登 徳和  伊藤 國久 射和 

   日赤表彰 森 仍示 花岡  今井 孝 花岡 

    五十嵐 勝由 花岡  伊藤 孝一 幸 

    出口 龍司 第四  内田 茂雄 幸 

    高松 善広 第二  福田 樹二 花岡 

    谷川 才次 神戸 共募表彰 田上 勝典 天白 

   社協表彰 榊原 清 豊田  小山 利郎 飯南第3 

    越山 浩司 中原  宮本 里美 森 

    山川 良樹 第一  森本 直樹 飯南第1 

    近藤 安博 射和  村林 澄雄 川俣 

    刀根 旭 松ヶ崎  小藪 助次右衛門 西黒部 

    石川 康治 花岡  尾鍋 裕信 宮前 

    川端 修 神戸  大櫛 栄治 川俣 

    芳賀 一也 漕代  井村 三郎 川俣 

    平山 休 花岡  山﨑 皓之  松尾 

    村田 進 花岡  久瀬 宰 櫛田 

    藤田 隆 第四  森本 健一 松ヶ崎 

    松田 俊助 神戸  長島 弘 花岡 

    今井 一久 花岡  松田 茂夫 花岡 

    池田 久彦 第一  内藤 寛 中川 

    植村 輝美 第一  森 暢宏 天白 

 

平成 23 年度 三重県

自治会連合会定期総会

が7月14日、鳥羽シー

サイドホテルにて開催

され、総会の席で永年

勤続の表彰があり本市

では右記の方々が受彰

しました。 

 

引続き平成 22 年度事

業・決算・監査報告、

平成23年度事業・予算

（案）について原案と

おり承認されました。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
防災研究会 33名 

役 職 部会 氏 名 地 区 

会 長 海岸部 田上 勝典 天白 

副会長 都市部 早川 宏 第四 

副会長 山間部 杉山 憲一 飯南第４ 

副会長 海岸部 川口 常美 西黒部 

委 員 都市部 伊藤 文吾 幸 

  角谷 忠夫 第二 

  森田 稔 神戸 

  竹内 房生 徳和 

  久瀬 宰 櫛田 

  福田 幸平 橋西 

  中川 春夫 花岡 

  阪口 三郎 花岡 

  中津  正吉 中川 

  前田 弘 豊地 

  増田 正行 米ノ庄 

委 員 山間部 辻 修 阿坂 

  鈴木 恭一 大石 

  中川 正信 松尾 

  小阪 厚己 大河内 

  中川 繁樹 宇気郷 

  稲葉 丈治 飯南第4 

  野呂 久嗣 宮前 

  村林 澄雄 川俣 

  森口 守 森 

  上 幹樹 波瀬 

委 員 海岸部 角谷 征伯 第四 

  牧野 主秋 東黒部 

  坂井 学 港 

  刀根 旭 松ヶ崎 

  大久保三郎 中川 

  前川 信一 豊田 

  小林 敬治 鵲 

  伊豆川政夫 小野江 

防災研究会 活動計画 

1.「松阪市地域防災計画」について 

2.自主防災組織の拡充 

3.県・市総合防災訓練への参加  

4.地域住民調査票の整備（共助活動の推進）  

5.家庭における災害予防対策の促進  

6.防災資機材の斡旋について  

7.地すべり、山崩れの恐れのある危険箇所、市街地の浸

水が懸念される地域の視察  

8.「松阪市国民保護計画」について 

 

 

 

 

 

 

 

 
防犯研究会 13名 

役 職 氏  名 地  区 

会 長 名越 信太郎 橋西 

副会長 山川 良樹 第一 

委 員 松田 寿 東 

 安達 薫 朝見 

 辻 修 阿坂 

 横井 章 機殿 

 近藤 安博 射和 

 松原 信男 花岡 

 中川 正信 松尾 

 松田 正次 豊地 

 田中 正明 鵲 

 加藤 英郎 飯南第3 

 山本 勝彦 波瀬 

防犯研究会 活動計画 

1. 「松阪市生活安全・安心基本計画」について  

2. 「松阪市市民生活安全・安心防犯条例」について  

3. 「松阪市暴力団排除条例」について  

4. 自主防犯組織の設立促進  

5. 街頭犯罪等身近な犯罪防止対策の促進  

6. 覚せい剤、麻薬、大麻等薬物乱用防止対策の促進  

7. 「地域安全三重県民大会」への参加 

（松阪コミュニティ文化センター） 

 

 
環境美化研究会 13名 

役 職 氏   名 地  区 

会 長 横井 美登 徳和 

副会長 鎌倉 光次 茅広江 

委 員 西村  勇喜 第二 

 久瀬 宰 櫛田 

 小泉 渉 伊勢寺 

 松井 欽也 東黒部 

 山本 均 松ヶ崎 

 山口 修 花岡 

 小阪 厚己 大河内 

 大森 嘉美 中郷 

 森 暢宏 天白 

 鈴木 由美 飯南第2 

 小林 平八郎 川俣 

環境美化研究会 活動計画 

1.「松阪市環境美化条例（仮称）」制定への参画 2. 「松

阪市環境基本計画」について 3. 松阪市地域新エネルギー

ビジョンについて 4. 松阪市生活排水処理基本計画につい

て 5. 地球温暖化対策率先実行計画について 6. 一般廃

棄物（ごみ）処理基本計画について 7. ごみ処理基盤施設

建設基本計画について 8. ごみ減量のための分別の徹底と

再利用化の促進 9. ごみ指定袋の導入と適正な運用の促進 

10. 不法投棄対策の推進 11. みどりのカーテン事業の推

進 12. 松阪市環境パートナーシップ会議への協力 13. 

市街地のごみ置き場の視察 

 
規定・規定等検討委員会 5名 

役職 氏 名 地区 

委員長 宮本 里美 森 

委員 西出 紀生 漕代 

 小泉 渉 伊勢寺 

 名越 信太郎 橋西 

 榊原 清 豊田 

 

組織機構検討委員会 17名 

役職 氏  名 地区 

委員長 宮本 里美 森 

委員 西村  勇喜 第二 

 横井 美登 徳和 

 西出 紀生 漕代 

 小泉 渉 伊勢寺 

 小藪 助次右衛門 西黒部 

 鎌倉 光次 茅広江 

 名越 信太郎 橋西 

 五十嵐 勝由 花岡 

 中川 正信 松尾 

 榊原 清 豊田 

 越山 浩司 中原 

 田上 勝典 天白 

 田中 正明 鵲 

 小山 利郎 飯南第3 

 杉山 憲一 飯南第4 

 小林 平八郎 川俣 

 

松阪市自治会連合会事務局 松阪市日野町７８８ カリヨンビル３F ホームページアドレスhttp://www.jichiren.net/ 

ＴＥＬ ０５９８－２２－３５０７・ＦＡＸ ０５９８－２２－３５０９ 

メールアドレス jitirenn@mctv.ne.jp ご意見・ご要望をお待ちしております。 

 

「住民協議会」について、よくある質問Ｑ＆Ａ 

Ｑ．いろいろな団体が一つになるということなの

で、お金（交付金）の取り合いになるのでは？ 
Ａ．交付金の使い道は住民協議会で決めていただ

くことが基本です。最初はやむを得ず今までの金

額を踏襲するということでもやむを得ませんが、

これは地域の創意工夫が生かされていないことに

なりますので必ずしも望ましいとは言えません。

市民参加のまちづくりを発展させていくには、行

政と市民同士の意見の調整だけでなく、市民同士

での意見調整、徹底的な会話による方針の決定と

いった過程を経ることが大変重要です。意見の対

立はあるかも知れませんが、地域課題の解決のた

めに住民協議会において知恵をしぼり、透明性、

民主性のある方法で交付金の使い方を決めていた

だきます。 
【平成22年6月（第1版）住民協議会設立マニュ
アルより】 

「平成 22年度三重県への要望事項」 （報告） 

平成22年度は以下の事項を要望しました。参考にして下さい。 
1．農林漁業への振興策への支援について 
（１）中山間地域における農業振興策への支援について 
（２）農地・水・環境保全向上対策事業の継続（Ｈ24年以降）について 
（３）がんばる三重の林業創出事業の拡充、継続について 
（４）森林境界明確化事業について 
（５）荒廃竹林整備事業について 
2．幹線道路網及び河川の整備促進について 
（１）幹線道路網の整備促進について 
（２）河川の整備促進について 
（３）河川の浚渫について        （場所等は紙面の関係で省略） 

編集委員会 7名 

役職 氏  名 地区 

委員長 小山 利郎 飯南第3 

副委員長 鈴木 正一 機 殿 

委員 久瀬 宰 櫛田 

 水口 秀男 花岡 

 越山 浩司 中原 

 竹内 昭剛 小野江 

 小林 平八郎 川俣 

 

「交通安全研究会」については、5月 20 日の定
期総会において平成23年度事業計画（案）が 
承認され新規に発足しました。 

 
交通安全研究会 14名 

役 職 氏  名 地 区 

会 長 榊原 清 豊田 

副会長 中川 正信 松尾 

委 員 出口 龍司 第四 

 村田 哲也 神戸 

 西出 紀生 漕代 

 松本 豊 伊勢寺 

 小藪 助次右衛門 西黒部 

 濱 博之 射和 

 後藤 一美 松ヶ崎 

 水口 秀男 花岡 

 乾  成雄 中原 

 北川 太郎 米ノ庄 

 岡田 善男 飯南第2 

 滝野 源一 宮前 

交通安全研究会 活動計画 

1.「松阪市交通安全計画」について  

2.「交通事故撲滅市民大会」について  

3.老人会未加入者、高齢者を対象とした交通安全教室

の開催  

4.危険箇所を抽出しヒヤリハット地図を作成  

5.危険箇所を抽出し路面表示シート等を貼附  

6.交通安全の日（毎月１１日）等の各地区における街

頭指導への参加  

7.交通事故多発地区帯の視察 

 

（敬称略） 

 

  


