
 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境美化研究会 13名 

役 職 名 前 地 区 

会 長 久瀬 宰 櫛田 

副会長 鎌倉 光次 茅広江 

 池田 久彦 第一 

 横井 美登 徳和 

 沼田 肇 伊勢寺 

 松井 欽也 東黒部 

委 員 池山 伸和 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 

 中村 正則 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（12月議会  

に上程） 

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.松阪市環境パートナーシップ会議への協力 

平成２７年（２０１５年）8月 第２２号               発行 松阪市自治会連合会 

 

 

自 治 会 長 通 信 
 

 

交通安全研究会 13名 

役 職 名 前 地 区 

会 長 小藪 助次右衛門 西黒部 

副会長 米倉 格 漕代 

 出口 龍司 第四 

 村田 哲也 神戸 

 松本 和夫 伊勢寺 

 村賀 信弘 射和 

委 員 後藤 一美 松ヶ崎 

 水口 秀男 花岡 

 垣本 長生 松尾 

 醍醐 一男 中川 

 北川 太郎 米ノ庄 

 加藤 英郎 飯南第 3 

 尾鍋 裕信 宮前 

交通安全研究会 活動計画 

1.「第９次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.松阪市「交通死亡事故ワースト緊急対策事業（交通

事故防止活動）への参加 

 24年度 100自治会参加、27年度末までに全自治会が

参加する 

 ・ヒヤリ・ハット地図の作成 

 ・生活道路への路面表示レート貼布 

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。 

松阪市内においては、平成２７年

２月からけしの自生が確認された

ため、２月から除去活動を実施しま

した。平成２７年２月～６月間に松

阪市内１１６ヶ所で２４，９９０本

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。 

また、今年度も防犯・環境美化研

究会において研修会を開催し、不正

大麻・けしについて知識を習得し、

今後の活動に繋げていく予定です。 

 

 

５月２２日、農業屋コミュニ

ティー文化センターにて開催

され、平成２６年度事業・決算、

監査報告、会則の一部改正につ

いて（案）、平成２７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。 

Ｈ ２７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 小山 利郎 飯南第３ 

理事 

鈴木 忠司 第一 

副会長 

小藪 助次右衛門 西黒部 伊藤 文吾 幸 

水谷 勝美 豊田 藤田 隆 第四 

田上 勝典 天白 大西 多 神戸 

小林 平八郎 川俣 堀口 信男 東 

書記 
松本 守 第二 牧戸 久高 朝見 

五十嵐 勝由 花岡 池田 直実 漕代 

会計 
葉山 和則 櫛田 西川 博明 伊勢寺 

髙杉 勲 大河内 坂下 一夫 宇気郷 

監事 
村田 善清 松尾 小倉 信幸 東黒部 

田中 正明 鵲 澤村 茂 機殿 

常任 

理事 

中西 義昭 徳和 岡本 俊光 大石 

伊藤 覚 阿坂 表  正 射和 

髙橋 敏信 茅広江 刀根 雅人 港 

山本 勝之 橋西 川口 晴夫 松ヶ崎 

 

 

  西本 忠義 花岡 

  三室 俊幸 花岡 

  井藤 久志 松尾 

  中西 喬 宇気郷 

   多賀 一忠 中郷 

   中村 五男 豊地 

   内藤 寛 中川 

   三村 雅啓 中原 

   米本 和雄 米ノ庄 

    田中 繁雄 鵲 

    奥田 徹   小野江 

    小林 健三 飯南第 1 

    青木 昭 飯南第 2 

    中西 純和 飯南第 4 

    安東 猛 宮前 

    上山 和男 森 

    永野 浩之 波瀬 

   

   

挨拶をする小山会長 

松阪市自治会連合会組織図 

役員（９名） 

監事（２名） 

常任理事（１３名） 

理事（４５名） 

※市内１３ブロックより選出 

単位自治会（４４５自治会） 

平成２７年度 活動の一部を紹介します！！ 

６月１２日 理事会 

 １０年間開催してきた「交通事故撲滅市民大会」を、今

年度よりリニューアルし、松阪市との共催で「第１回松阪

市交通安全フェスタ」を開催することが決定しました。 

小さなお子さんも楽しみながら、交通安全について学べ

るよう、交通安全・観光研究会を中心に市と協議中です。 

  

 
７月１日 防犯研究会  

街頭啓発活動 

 ７月１日より三重県暴力団排除条例が改正される

ことに伴い、松阪駅前で街頭啓発活動を行いました。 

 雨の中、７時半よりチラシとウェットティッシュ

を配り、条例改正の周知を呼びかけました。 

 また、９月９日には右記イベントを開催しますの

で是非ご参加下さい。 

 

三重県自治会連合会 

     定期総会 

 ７月１７日、台風１１号のため当初開催が予

定されておりました平成２７年度三重県自治

会連合会定期総会が延期となりました。 

 永年勤続の表彰式は残念ながら中止となり

ましたが、今年度当支部では左記の方々が受賞

されました。 

 兵庫県小野市連合区長会来訪 

 ７月２４日、７名が来訪され、松

阪市市民活動センターにて「松阪市

自治会連合会の活動について」意見

交換を行いました。 

たくさんの質問をいただき、松阪

市の現状をふまえた説明を行い、お

互いに抱えている問題について共

有しました。 

 

女性自治会長９名就任 

平成２７年度４４５名の自治会

長さんのうち女性自治会長さん９

名が就任されました。 

第１ブロック３名、第２ブロック３

名、第７、１０、１１ブロックから

各１名です。 

それぞれの自治会のみなさまが

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２７年度  

松阪市自治会連合会 定期総会 開催 

 

地区 受賞者名 区分 

中川 中津  正吉 会長感謝状 

幸 植村 和明 日赤表彰 

神戸 田中 正浩 日赤表彰 

橋西 中谷 満 日赤表彰 

花岡 水口 秀男 日赤表彰 

徳和 中西 義昭 共募表彰 

徳和 渡邊 幸香 共募表彰 

西黒部 浅井 重久 共募表彰 

港 刀根 雅人 共募表彰 

松ヶ崎 北島 久生 共募表彰 

森 松本 卓也 共募表彰 

 

7月23日 

「打ち水大作戦」参加 

 

 

９月９日（水） 

松阪市産業振興センター３階にて 

１３：３０～１５：３０ 

・講演：三重県暴力団排除条例の改正について 

・講演、寸劇：特殊詐欺にあわないために 

・振り込め詐欺被害防止ソング 

１１月１日（日） 

クラギ文化ホール周辺にて 

１１:００～１５：３０ 

・各体験コーナー（スタンプラリー） 

・記念式典、講演（講師：宮川花子さん） 

・軽食ブース（観光研究会企画） 

 

 

大暑に実施された松阪市市民活動センター主催の

「打ち水大作戦」に今年も参加しました。 

皆様の地区でも環境意識の啓発として、残り水等を

使い、打ち水を試してみてはいかがでしょうか。地域

の気温が少しでも下がるかもしれませんね。 

 

 

平成27年度 暴力団・特殊詐欺根絶 講演会 in松阪 

 

第1回 松阪市交通安全フェスタ 

 小野市との懇談の様子 

打ち水の様子 



 
防災研究会 ３６名 

役 職 部  会 名 前 地 区 

会 長 海岸河川部 田上 勝典 天白 

副会長 都市部 早川 宏 第四 

副会長 山間部 安東 猛 宮前 

 副会長 海岸河川部 三好 弘勝 

 

第四 

  伊藤 文吾 幸 
  北村 守彦 第二 
  西端 孝 第二 
  森田 稔 神戸 

委 員 都市部 
中西 義昭 

 

徳和 
池田 正司 櫛田 

  中島 健喜 橋西 
  中川 春夫 花岡 
  豊住 眞 

 

花岡 
  清水 明 

 

豊地 
  今井 明 

 

中川 

 
  山中 和儀 

 

小野江 

   小林 千春 

 

阿坂 
  岡本 俊光 大石 
  小阪 幸保 

 

大河内 
委 員 山間部 中西 喬 

 

宇気郷 
  中村 五男 

 

豊地 

 
  大西 隆男 

 

飯南第1 

 
  野呂 佳久 

 

飯南第4 

 
  木下 嗣雄 

 

宮前 

   水谷 総助 川俣 
  上垣 覚 森 

  小原 篤彦 波瀬 

  川口 忠一 第四 
  牧戸 久高 

 

朝見 

 委 員 海岸河川部 
川口 常美 

 

西黒部 

 
小倉 信幸 

 

東黒部 
  刀根 音一 

 

港 
  刀根 旭 松ヶ崎 
  内藤 寛 中川 
  太田 浩司 

 

中原 
  渡邉 和利 

 

鵲 
 

 

 

  

 

 

防犯研究会 １３名 

役 職 名 前 地 区 

会 長 松本 守 第二 
副会長 伊藤 覚 

 

阿坂 
 堀口 信男 東 
 葉山 和則 櫛田 
 三宅 利明 

 

機殿 

 
 表  正 射和 

委 員 中野 義則 

 

橋西 

 
 西本 忠義 

 

花岡 

 
 野呂 正廣 

 

松尾 
 木森 徳一 豊田 
 森  暢宏 天白 
 中屋 康次 飯南第2 
 青木 幹慈 宮前 

   

 

 

【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２F  

ホームページアドレスhttp://www.jichiren.net/ 

ＴＥＬ０５９８－２２－３５０７         

ＦＡＸ０５９８－２２－３５０９         

メールアドレス jitirenn@mctv.ne.jp 

編集委員会 ７名 

役 職 名 前 地 区 

委員長 小林 平八郎 
 

川俣 

副委員長 中西 純和 飯南第4 

 澤村 茂 機殿 

 三室 俊幸 

 

花岡 

 委 員 水谷 勝美 豊田 

 奥田 徹   

 

小野江 

  鶴口 享佳 川俣 

         

規定・規則等検討委員会 5名 

役 職 名 前 地 区 

委員長 小山 利郎 飯南第3 

 小藪 助次右衛門 西黒部 

委 員 
水谷 勝美 豊田 

田上 勝典 天白 

 小林 平八郎 川俣 

 

 

環境美化研究会 １３名 

役 職 名 前 地 区 

会 長 髙杉 勲 大河内 
副会長 川口 晴夫 松ヶ崎 

 鈴木 忠司 第一 
 中西 義昭 徳和 
 池田 直実 漕代 
 西川 博明 伊勢寺 

委 員 久田 徳行 

 

東黒部 
 髙橋 敏信 

 

茅広江 
 鳥井 眞臣 花岡 
 多賀 一忠 

 

中郷 

 
 米本 和雄 

 

米ノ庄 
 青木 昭 飯南第2 
 上尾 欽吾 

 

森 

   

 

女性部会 ９名 

役  職 名 前 地 区 

部 会 長 渡邊 幸香 徳和 
副部会長 鈴木 清子 第二 

 西出 英里子 

 

幸 

 
 川口 陽子 

 

幸 

 
 大西 めぐみ 徳和 

委  員 川口 包代 東 
 中島 幸子 

 

松ヶ崎 

 
 濵田 克子 

 

豊地 
 山田 裕子 

 

天白 

 

 

観光研究会 １３名 

役 職 名 前 地 区 

会 長 水谷 勝美 

 

豊田 

 副会長 山本 勝之 橋西 

 松本 守 第二 

 中西 義昭 

 

徳和 

  牧戸 久高 

 

朝見 

 坂下 一夫 

 

宇気郷 

 小藪 助次右衛門 西黒部 

委 員 岡本 俊光 大石 

 山本 勉 

 

花岡 

 黒岩 敏明 

 

松尾 

  世古 政男 

 

米ノ庄 

  小林 健三 飯南第1 

 中西 務 

 

森 

 

 

活動計画 

○自主防災組織の強化 

○防災訓練、避難所運営訓練、地域防災マップの整備

等の実施 

○県、市総合防災訓練への参加 

○地域住民調査票の整備 

（共助のしくみの構築） 

○家庭における災害予防対策 

の促進（自助強化） 

○防災研究会の運営強化 

○関係機関、関係団体との 

連携強化 

 

 

活動計画 

○自主防犯組織の拡充 

○街頭犯罪等身近な犯罪防止対策の促進 

○覚せい剤・麻薬・大麻等薬物乱用防止対策の促進 

○防犯研究会の運営強化 

○関係機関、関係団体との連携強化 

活動計画 

○「松阪市みんなでまちをきれいにする条例」の目

的の促進 

○松阪市環境パートナーシップ会議への協力 

○ごみ減量のための分別の徹底と再利用化の促進 

○資源物回収の促進 

○不法投棄対策の促進 

○環境美化研究会の運営強化 

○関係機関、関係団体との連携強化 

交通安全研究会 １３名 

役 職 名 前 地 区 

会 長 葉山 和則 櫛田 
副会長 表  正 射和 

 長井 俊明 第四 
 大西 多 神戸 
 佐波 浩 伊勢寺 
 小藪 助次右衛門 西黒部 
委 員 小泉 勝美 橋西 

 佐伯 省二 

 

花岡 
 井藤 久志 松尾 
 三村 雅啓 

 

中原 

 
 田中 繁雄 鵲 
 樋口 喜一郎 飯南第3 
 大谷 洋一 宮前 

 

  

 

活動計画 

○松阪市交通安全フェスタの開催 

○「交通事故防止活動」への参加 

○高齢者宅訪問による啓発 

○交通安全の日（毎月１１日）の早朝街頭啓発 

○交通安全街頭啓発の実施 

○幼稚園、保育園附近の路面標示シート設置 

○交通安全研究会の運営強化 

○関係機関、関係団体との連携強化 

 

組織機構検討委員会 １３名 

役 職 名 前 地 区 

委員長 小山 利郎 飯南第3 
 松本 守 第二 
 中西 義昭 

 

徳和 
 葉山 和則 櫛田 
 伊藤 覚 

 

阿坂 
 小藪 助次右衛門 西黒部 
 髙橋 敏信 

 

茅広江 
 山本 勝之 橋西 

委 員 五十嵐 勝由 花岡 
 髙杉 勲 大河内 
 水谷 勝美 豊田 
 田上 勝典 天白 
 小林 平八郎 川俣 

 

 

活動計画 

○男女共同参画の推進 

 ・単位自治会、地区連合会への女性参画推進 

 ・各種研究会への女性自治会長参画推進 

○女性部の運営強化 

 ・市、各種団体等の協議会、審議会への参画推進 

 

活動計画 

○松阪市観光施策への協力 

○観光・地域ブランド戦略の促進 

○観光研究会の運営強化 

○関係機関、関係団体との連携強化 

 

【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２F  

ホームページアドレスhttp://www.jichiren.net/ 

ＴＥＬ０５９８－２２－３５０７         

ＦＡＸ０５９８－２２－３５０９         

メールアドレス jitirenn@mctv.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

～平成２７年度 各研究会・委員会 委員名及び活動計画～ 
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