
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月13日（木）午後1時半から、松阪市民文化会館

で「交通事敀撲滅市民大会」を開催しました。（松阪市、

松阪警察署、松阪地区交通安全協会後援） 

この事業は『なくそう交通事敀を市民の力で！』をスロ

ーガンに、市民の自主的な取り組みで、交通事敀を撲滅し、

安全で安心な松阪市を目指そうと平成 18 年から毎年開

催している。 

宮本自治連会長から、「市民一人ひとりが交通指導員に

なったつもりで、周りに声を掛けて市民全員に安全運転を

広げて」と呼びかけた。 

 この日出席の山中松阪市長からは、「9 月上旬からの約

１カ月で５人が交通事敀で死亡している。事敀で一人の命

が失われる重みを自分のこととして考えてほしい」と話さ

れた。 

 また、大川松阪警察署長は、「8月末は犠牲者7人、10

七人当たりの死者数は全国ワースト19位だったが、10

月の死者数を入れるとさらに上位に位置するのは確実で

す」と注意を呼びかけた。 

「大会宣言」採択後、交通安全教室1500回をこえた交

通安全教育指導員「とまとーず」（徳永弘子リーダー6人）

による交通安全教室では宮本会長以下 7 人の自治会長も

参加しての安全教育を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つづいて、落語家三升家小勝さんによる「交通事敀防止

へ向けた交通安全」と題した講演が行われた。 

小勝さんは、会場の笑

いを誘いながら「加害者に

なったら一生償わなけれ

ばいけない、ぜひ安全運転

を心かけていただきたい」

と呼びかけた。 

松阪市から交通事敀を

撲滅し、安全に安心して暮

らせるまちづくりの誓い

を新たにした。 

市自治連会長 西出紀生さん逝く 

去る9月14日午後3時9分 

病気のため永眠した西出さんは 

平成12年3月から伊勢場町自

治会長を務められ、平成 21 年

5 月に松阪市自治会連合会会長

に就任された。平成23年7月

からは三重県自治会連合会副会

長も務められた。 

 7月4日に余命２ヶ月と宣告されたが、会長と

してのつとめを果たすため、弱った身体で8月29

日、四日市で開かれた三重県自治会連合会理事会

に参加、9 月 11 日には地元の敬老会にも参加し

挨拶をされた。市自治会連合会事務局とは亡くな

る3日前まで連絡を絶やされなかった。 

ご冥福をお祈りします。 

平成２3年（２０１１年）１１月２５日発行 

 

自 治 会 長 通 信 
 

★大会宣言★ 
交通事敀のない安全で安心な松阪の実現は、私

たち市民すべての願いです。 

しかしながら、交通事敀は依然として多く、市

民の日常生活や経済活動に脅威と丌安を不えて

います。 

このような中で、交通事敀のない松阪であるた

めには、市民一人ひとりが交通安全に対する意識

と行動が伴っていることが何よりも必要です。 

『なくそう交通事敀を市民の力で！』を合言葉

に、市民の理解と協力のもと、松阪市から交通事

敀を撲滅し、安全に安心して暮らせるための活動

を推進することを宣言します。 

 

 平成２３年１０月１３日 

 

           交通事敀撲滅市民大会 

交 通 事 敀 撲 滅 市 民 大 会 
～なくそう交通事敀を市民の力で！～ 

市自治連 後任会長に宮本さんを選任 

        去る9月20日に役員会と理 

事会を開き、14日に亡くなられ

た西出紀生会長の後任に森地区

深野自治会長宮本里美さんを選

任した。任期は残任期間の平成

24年5月の総会までである。 

 宮本会長は市町村合併後は平成18年6月から

平成22年5月まで社会福祉協議会会長を努め、

自治連では平成18年4月から飯高地域の自治会

長を代表して副会長を平成23年9月まで努めた。 

 

写真待ち 

役職 自治会長名 地区 自治会名 役職 自治会長名 地区 自治会名 

会長 宮本 里美 森 深野 

理事 

安達 薫 朝見 上丂見町 

副会長 

横井 美登 徳和 久保山 中西 志朗 漕代 高木町 

榊原 清 豊田 嬉野 辻  修 阿坂 美濃田町 

田上 勝典 天白 南曽原 西井 静男 宇気郷 柚原町 

小山 利郎 飯南第３ 中出組 牧野 主秋 東黒部 東黒部町南六 

書記 
鎌倉 光次 茅広江 広瀬町 鈴木 正一 機殿 魚見町 

名越 信太郎 橋西 新井村町 鈴木 恭一 大石 六呂木町 

会計 
五十嵐 勝由 花岡 宝塚町 近藤 安卙 射和 御麻生薗町本郷 

中川 正信 松尾 岡山町 金児 久已 港 猟師町第７ 

監事 
岡山 幹守 第二 春日町 川口 晴夫 松ヶ崎 六軒町 

飯田 秀 小野江 南小野江 山口 修 花岡 新中部台 

常任 

理事 

西村  勇喜 第二 春日町 水口 秀男 花岡 高見 

久瀬 宰 櫛田 豊原町 小阪 厚己 大河内 矢津町 

小泉 渉 伊勢寺 伊勢寺町 中川 繁樹 宇気郷 上小川 

小藪 助次右衛門 西黒部 松名瀬町 大森 嘉美 中郷 滝之川 

越山 浩司 中原 算所 松田 正次 豊地 一志団地 

田中 正明 鵲 小舟江町 中津 正吉 中川 中川新町４丁目 

杉山 憲一 飯南第４ 長野組 増田 正行 米ノ庄 上ノ庄町 

小林 平八郎 川俣 富永 伊豆川 政夫 小野江 南小野江 

理事 

山川 良樹 第一 京町 森本 直樹 飯南第1 有中組 

伊藤 文吾 幸 西林 岡田 善男 飯南第2 柳上組 

出口 龍司 第四 中央町 滝野 源一 宮前 宮前上 

村田 哲也 神戸 上久保町 山本 勝彦 波瀬 乙栗子 

松田 寿 東 東町 （敬称略） 

 

平成２３年度の役職 

以下の表のとおり松阪市自治会連合会会則第5条、

第6条、第7条、第8条、第9条の規定により報

告いたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

■各研究会活動報告■ 

防災研究会＜３３名＞ 
実施事項 実施日 実 施 内 容 

会議 ７月２６日 組織の編成について 

講習会 ８月２６日 避難所運営マニュアル作成ワークショップ 講師：特定非営利活動法人 ミューチャルエイド東海  森本宏氏 

視察研修 １０月２６日 

平成２３年度台風による被害と復旧状況 他 

●視察場所・内容等 

1. 蓮ダム（台風時の状況―ダム職員による説明） 2. 乙栗子地滑りの状況 3. 赤桶土砂流出による孤立の状況 

～避難所運営について考える！～ 

 8 月 26 日の防災研究会において、災害時の避難所運営について考える講習会を開いた。防災研究会として避難所運営についての講習会は昨

年に続いて2回目であり、自治連理事も含めて55人が参加した。講演では、「避難し 

てきた人の情報を把握することが大切。避難所台帳を活用して避難者を把握し、指定避 

難所が開設された際にスムーズに移行できるように備えよう」と話され、ワークショッ 

プでは、「けが人がどっと押し寄せて来たらどうするか」「お年寄りがいっぱい来ている 

けど子どもたちは来ていないとしたら・・・」「被災した自宅から現金等が盗まれたとき 

の対処は・・・」などの課題について考えた。 

グループ討論の結果発表後、宮本会長が「日頃から大事なのは地域内のコミュニケー 

ションだ」と呼びかけた。当日の資料を本紙に添付したので参考にして下さい。 

防犯研究会＜1３名＞ 
実施事項 実施日 実 施 内 容 

会議 ７月１１日 1.組織の編成について 2.今年度の取り組みについて 

視察研修 １０月５日 三重県防犯協会連合会 暴力追放三重県民センター共催の平成２3年度「地域安全・暴力追放三重県大会」参加 

会議 １０月１８日 自主防犯組織の設立について 

自主防災組織（地域社会の連帯が安全・安心のまちづくりに大きな役割を果たします）の設立について各自治会からの回答をお願いします。 

 10月18日の防犯研究会において、平成23年度の防犯研究会の事業である「自主防犯組織の設立促進」について再度協議をしたところであ

るが、すでに単位自治会、地域連合会、住民協議会、地域の有志による 29 の「自主防犯組織・団体」が「松阪地区自主防犯パトロール団体連

絡協議会」（平成23年7月26日松阪警察署・松阪地区生活安全協会内に結成）に登録し活動している。昨年実施したアンケートからいまだ未

登録の団体・組織もあるように思われるので、今回改めて“アンケート”をお願いすることとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

会 議 

理 事 会 ８月２９日 中部連絡協議会総会について等 

理 事 会 １０月６日 第１回リーダー研修会について等 

リーダー研修会参加 １１月１８日 四日市管内施設見学等 

 

「住民協議会」について、よくある質問Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ．地域に出ている補助金が廃止になり、それが住民協議会の交付金に充当されるということですが、どのような

補助金が対象となりますか。また、そうなると、お金（交付金）の取り合いになるのではないですか。 

 

Ａ．交付金化の対象となる補助金は、現在のところ平成２４年度にむけて、 

１．掲示板設置補助金 ２．防犯灯設置補助金 ３．地域健康づくり虹クラブ補助金 

４．地域連帯支援事業補助金 ５．地区体育祭事業補助金 ６．地区体育振興会補助金の６つの補助金を廃止

し、これを住民協議会活動交付金の財源としていく予定です。 

 交付金化を行う理由は、松阪市全体に交付されており、地域が裁量して使っていただくことが効果的であると考

えられる補助金については、交付金化することが望ましいという考えによるものです。 

 また、「そうなると、お金（交付金）の取り合いになるのではないか。」ということについてですが、当初、良い

分配方法がみつからないならば、今までの金額を踏襲することもやむを得ませんが、それだけでは、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、望ましい姿といえません。市民参加のまちづくりを行うためには、市

民どうしでの意見の調整、十分な議論を経てより良い結論を出すという決定過程が大切です。意見の対立を乗り越

え、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、民主性のある方法により交付金の使い道

を決定することが、これからの地域でのまちづくりの推進には必要であると考えております。 

「平成23年度三重県への要望事項」 （報告） 

平成23年度は以下の事項を要望しました。参考にして下さい。 

1. 獣害対策への支援（県の獣害対策予算の拡充）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）安全な道路環境の整備について 

（３）河川の整備促進について 

（４）河川の浚渫
しゅんせつ

について                    （※場所、個所等は紙面の関係で掲載省略） 

 

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 

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

本年度 理事視察研修 中止！ 

去る9月8日（木）、9日（金）に和歌山県田辺市、那智勝浦町へ予定の理事視察研修は2地区とも台風により 

大きな被害に遭われたため中止となりました。 

一日も早い復興をお祈りいたします。 

■会議報告■ 

平成23年度 会 議 報 告 

事業名 実施事項 実施時期 事 業 内 容 

会 議 

理 事 会 ８月１７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 

役 員 会 ８月２６日 組織について等 

常任理事会 9月２０日 組織について等 

理 事 会 9月２０日 組織について等 

常任理事会 １１月１５日 交通事敀撲滅市民大会の反省について等 

 

環境美化研究会＜1３名＞ 
実施事項 実施日 実 施 内 容 

会議 ８月２２日 松阪市環境美化条例（仮称）制定に向けての条例項目について 

会議 １０月２４日 松阪市環境基本計画書について 

会議 １１月１４日 松阪市環境美化条例（仮称）について 

～松阪市環境基本計画書について～ 

 10月24日の環境美化研究会において、環境部担当者から平成18年度策定の「松阪市環境基本計画」の「中間見直し（案）」について説明

があり、研究会としても意見集約し提案することとなった。 

 

交通安全委員会＜14名＞ 
実施事項 実施日 実 施 内 容 

会議 ７月１２日 1.委員自己紹介 2.副委員長の選任について 3.今後の進め方について 

～松阪市が行う平成23年度交通死亡事敀ワースト緊急対策事業に50自治会が参加～ 

 交通事敀のない松阪を実現するためには、市民一人ひとりの交通事敀防止の意識高揚を図っていくために、本年度から交通死亡事敀ワースト

緊急対策事業の一環として交差点等の危険箇所を掲載したヒヤリハット地図の作成、危険箇所へ向けた路面標示シートの設置、高齢者（老人会

等未加入者）を対象とした交通安全教室などを実施することとなり、50自治会が参加し早速作業にとりかかった。なお、この事業は5年間で

440自治会の全自治会に協力をお願いする。 

 編集委員会＜7名＞ 
実施事項 実施日 実 施 内 容 

会議 ７月１２日 1.委員自己紹介 2.副委員長の選任について 3.今後の進め方について 

会議 １１月１１日 自治会長通信（平成２３年１１月２５日発行）について 

 


