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『 住み心地の良い神戸』を目指して 

神戸地区住民自治協議会 

会長 大石 幸生 

 

    このあたり吹く風も少しずつ暖かさが感じられ、野の木々の緑も濃

くなり春の香りがいちだんと感じられるよい季節となってまいりま

した。神戸地区の皆様方には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、私こと平成 27年度も引き続き神戸地区住民自治協議会会長という大役をお引き

受けすることとなりました。浅学菲才でございますが、私の力の限り神戸地区のために努

めさせて頂きたいと思っています。 

まず、少子高齢化が進み神戸地区の運営も次第に難しくなっていくことが予想されます。

協議会の役員と協議し、神戸地区の皆様のご意見を拝聴させて頂き、少しずつでも暮らし

やすい神戸を目指していければと考えています。地域会議を立ち上げて頂き、一人暮らし

の高齢者や 80歳以上の二人世帯の方々の見守りをやらなければならないと考えています。 

このことは、既に 26年度一部の区で実施されていますが、神戸地域全体で行えるように

強く願っています。 

 「見守り」とは、お互いに声を掛け合い、日々健康で元気に暮らしていることを各地区

で確認し合う活動です。活動の推進役として各地区区長さんや各種団体の役員様ご協力よ

ろしくお願いいたします。（ちなみに、神戸地区の高齢化率は平成 23年度末３６．３％に

対して平成 26年 3月末現在４１％に達しました。）さらに、本年度より「支え合い」活動

をおこなっていく区もあるとのことです。この「支え合い」は買い物のお手伝いとか、ゴ

ミ出しの手伝い、庭の除草、電球の取り換え等の手助けを考えられているとのことです。 

 次に、防災に関してですが、平成 25年度末の補正予算により、今年 3月末で枅川から

古郡までの木津川の浚渫工事が終了しましたので、毎年発生していた豪雨の被害はかなり

軽減されると期待しています。残る比土地区も 27年度中には浚渫工事をして頂けると伺

っていますので、できるだけ早く完工することを願っています。もう一つ川上ダムの件で

すが、事業が順調に進めば完成は平成 34年度とのことです。この川上ダムが 1日でも早

く完成するよう神戸地区としましても強く要望していきます。 

 以上の 2つのことを念頭に置き各種行事を進めていく所存ですので、神戸地区の皆様方

のご支援ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ、就任の挨拶と致します。 
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御礼 
 去る 3月 14日の枅川区での火災見舞金へのご協力まことに有難うございました。 

合計４０５，０００円のご厚志を頂戴しました。枅川区を通じて被災された方々に 4月 8

日にお渡しさせて頂きました。皆様方のご協力に深く御礼申し上げます。 

                                           神戸地区の皆様へ 

mailto:kanb-a15@ict.ne.jp


 

 

 

 

 ４月１８日（土）に神戸地区住民自治協議会、平成２７年度総会が開催され、平成２６

年度事業報告・決算、まちづくり協定、新役員選出、平成２７年度事業計画・予算等が承

認されました。承認されました役員、参与、各部長、副部長は、次の方々です。 
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名前 役  職 

板橋 理 神戸地区住民自治協議会副会長 

神戸地区住民自治協議会理事 

枅川区長 

Ｈ２５年度 

Ｈ２４，２６年度 

Ｈ２４，２５年度 

西岡 民生 神戸地区住民自治協議会副会長 

神戸地区住民自治協議会理事 

上林区長 

Ｈ２６年度 

Ｈ２５年度 

Ｈ２５，２６年度 

的場 治久 神戸地区住民自治協議会理事 

朝日ヶ丘町自治会長 

Ｈ２６年度 

Ｈ２６年度 

堀永 和子 神戸地区住民自治協議会理事 Ｈ２５，２６年度  

西岡 穣 神戸地区住民自治協議会参与 Ｈ２６年度 

森永 秀博 神戸地区住民自治協議会事務局長 Ｈ２５，２６年度 

福井 由理子 神戸地区住民自治協議会事務局員 Ｈ２３～２６年度 

 

神戸地区住民自治協議会総会が開催されました 
新役員等の紹介をします 

顧問・参与 

参与   堀永  猛（前 理事） 

    木村 清俊（前 会計） 

城之越遺跡施設長  古濱 清夫 

会 計  服部 一宏（前 副会長） 

監 事  西岡 民生（前 副会長） 

監 事  的場 治久 

（前 朝日ヶ丘町自治会長） 

事務局長  五舛出 圭史 

（神戸地区市民センター長） 

 

 

平成２７年度神戸地区住民自治協議会運営委員会 
神戸地区住民自治協議会役員 

会 長  大石 幸生 

副会長  半田 敏明 

副会長  板橋 義夫（枅川区長） 

副会長  松田 和秀（古郡区長） 

理 事  田中 章喜（朝日ヶ丘町自治会長） 

理 事  荻田 哲郎（下神戸区長） 

理 事  中嶋  孝（比土区長） 

理 事  小川 是明（上神戸区長） 

理 事  福井 清孝（上林区長） 

理 事  西濱 義明（民生委員児童委員） 

理 事  竹内 佐千子 

神戸地区住民自治協議会退任役員等に感謝状授与 

 平成２７年度神戸地区住民自治協議会総会で、退任

されました役員、事務局の方々のご尽力に対し、感謝

状と記念品の授与が行われました。 

 授与されました方々は次の皆様です。 



 

 

 

 

 先日開催しました神戸地区住民自治協議会総会で承認されました平成２７年度事業計画

の概要は下記のとおりです。 

 

「神戸地区まちづくり計画」の実現に向けて、「住民の英知を集め、ふれあいのまち、住み

よい神戸のまちづくり」を目指す 

 

◆予定されている主な事業 

○木津川浚渫工事の促進 

○川上ダム建設促進と木津川河川改修工事の促進 

○県道上野名張線バイパスの促進 

○防犯活動の推進 

○鳥獣害対策の推進 

○世代間交流の推進 

○子育て支援事業「かんべ元気っ子広場」の推進 

○かんべいきいき市（農産物直売所・毎月第１土曜日）の推進 

○農業集落排水事業の管理運営の推進 

○伊賀市と締結する「まちづくりに関する基本協定書」に基づく業務の推進 

○城之越遺跡管理業務の推進 

 

○各部の月別事業予定 

 月   日 事 業 名 等 

 

６ 

13日（土） 竹灯りｺﾝｻｰﾄ＆ほたる観賞会 

18日（木） 自主防災組織連合会総会 

25日（木） 友愛のつどい(一人暮らし高齢者と保育園児等の集い) 

７ 

 

  5日（日） 第７回神戸地区スポ・レク 

中旬 中小河川木津川改修工事促進期成同盟会総会 

８ 上旬 三谷地区環境保全現地調査 

 24日(月） 神戸地区人権啓発草の根運動推進会議総会 

９ 15日(火) 防犯委員会全体会 

19日(土) 城之越遺跡「竹灯り幽玄祭」 

10 4日(日) 神戸地区体育祭 

17日(土) 熊野古道ハイキング 
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8日(日) 伊賀市民スポーツフェスティバル 

15日(日) 神戸地区文化祭 

21日(土) 世代間交流会（神戸小学生と高齢者との交流） 

１ 24日(日) 総合防災訓練 

２ 7日(日) 神戸地区人権講演会 

 

 

神戸地区住民自治協議会平成２７年度事業計画 

 
かんべいきいき市(農産物直売所)の様子 



 

 

 

 

 

【収入の部】 

項  目 決算額（円） 内  容 構成比（％） 

会費 2,533,500 会費  1戸当り 4500円 28.3 

補助金 4,212,000 伊賀市地域包括交付金他 47.0 

委託金 405,000 神戸公民館活動事業委託金 4.5 

負担金 142,000 熊野古道ﾊｲｷﾝｸﾞ参加者負担金 1.6 

諸収入 1,204899 保険料、文化祭・竹灯り幽玄祭売上、預金利子等 13.4 

繰越金 463,766 25年度繰越金 5.2 

合  計 8,961,165  100 

 

【支出の部】 

項  目 決算額（円） 内  容 構成比（％） 

会議費 96,263 総会、運営委員会、役員会経費 1.2 

広報活動費 52,909 カラー用紙、インク代等 0.6 

研修費 8,500 研修旅費 0.1 

運営管理経費 1,275,422 保険料、コピー代等 15.5 

助成費 576,000 老人クラブ、子ども会、ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ、消防団補助 

街路灯設置補助、掲示板設置補助 等 

7.0 

事業費 1,599,239 役員報酬、竹灯り幽玄祭経費、鳥獣害対策補助 等 19.4 

コミュニティ活動費 1,888,010 地区連絡事務、街路灯維持管理経費 等 22.9 

実践活動費 2,221,729 各部会活動費 27.0 

積立金 520,000 診療所跡地積立、施設整備費積立 6.3 

予備費 0  0 

合  計 8,238,072  100 

収支差引額 ７２３，０９３円（平成２７年度繰越額） 

 

◎城之越遺跡管理業務特別会計収支予算 

区分 項  目 予算額(円) 内  容  

歳入の部 城之越遺跡業務受託金

等 

2,565,000 繰越金、受託金、貯金利息  

歳出の部 賃金、備品費等 2,371,769 業務賃金、備品、保険料等  

※27 年度予算は次号（6 月 1 日）に掲載いたします※ 

                                  

■5 月 9 日(土) 9:00～  かんべいきいき市 ■5 月 14 日(木)20:00～ 産業部、いきいき市部会 

■5 月 9 日(土)19:30～  健康スポーツ部会 ■5 月 15 日(金)13:30～ 住民自治協議会 役員会 

■5 月 12 日(火)10:00～  元気っ子広場 ■5 月 29 日(金)19:30～ 地区社会福祉協議会総会  

■5 月 13 日(水)19:30～  福祉部会 ■5 月 31 日(日)20:00～  教育文化部会 

神戸地区住民自治協議会 
平成 2６年度決算額の状況 

 



 


