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 ７月 15日(金)に神戸地区中小河川木津川改修工事促進期成同盟会総会が開催されました。 

当日は森野真治三重県議会議員、木津直樹三重県議会議員、片山靖浩三重県伊賀建設事務所 

所長、岡本栄伊賀市長他、10名の来賓の方々が出席され、平成 27 年度事業活動報告、決算 

報告、平成 28年度役員、事業活動計画、予算の承認と、三重県知事等への 

要望書が採択されました。総会後、中嶋会長より直接来賓の方々へ 

要望書を手渡しました。提出した要望書は下記のとおりです。 

 

要   望   書  
 

平素より災害防止等に日夜ご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、「神戸地区中小河川木津川改修工事促進期成同盟会」は、平成６年２月２２日に設立し、２
２年間に亘り木津川流域の洪水被害の軽減と神戸地区住民の安心、安全を守る目的で、関係機関への
要望活動等を行ってまいりました。 

しかしながら、未だに地域住民の安心、安全が守られず、水害の危険に脅かされる日々が続いてお
ります。 

平成２３年９月１日～２日の台風１２号及び平成２４年９月３０日の台風１７号では、上神戸地区
や上林地区に避難勧告が発令され、床下浸水、床上浸水の被害があったところです。さらに平成２５
年９月１５日～１６日の台風１８号では、国道４２２号線が上林地区～下神戸地区間で約２００ｍ決
壊し、比土地区、古郡地区、上神戸地区に避難勧告が発令され、床下浸水の被害となり、さらに降雨
が続けば甚大な被害があったところです。 

また、伊賀市が作成した「洪水ハザードマップ」では、多くの神戸地区が浸水１ｍ以上の区域とな
っており、特に比土上出地区では浸水２ｍ以上５ｍ未満という非常に危険な区域となっています。 

いま川上ダム建設事業につきましては、昨年度に工事再開の決定がなされましたが、本体工事から
完成まで約６年とされ、完成年度は６年先の平成３４年度と公表されています。 

また、三重県にあっては、策定が進められています「木津川河川整備計画」も未だに公表されてお
らず、神戸地区内の河川改修の具体的事業内容や着手年度もわかりません。 

こうした状況において、神戸地区住民が水害の危険に脅かされる日々が続くとなれば、まさに人災
と言わなければなりません。 

一級河川木津川流域の洪水被害の軽減を図るためには、川上ダムによる洪水調整と木津川改修によ
る治水対策を同時並行に推進を図ることが不可欠です。 

つきましては、河川管理者として一級河川木津川流域の洪水被害の軽減と、流水の正常な機能の維
持を図るため、神戸地区内の河川改修工事の着工及び河川改修の暫定措置としての竹林伐採・土砂堆
積箇所の浚渫工事の実施について、積極的な事業推進に向けお力添えをいただきますようお願い申し
上げます。 

記 

 

１，一日でも早く神戸地区住民が安心して暮らせることができるよう、木津川河川整備計画を早期に
策定され、速やかな河川改修工事の着工を強く要望する。 

２，木津川河川敷地内に繁殖している竹林伐採と土砂堆積箇所の浚渫工事について、引き続き実施さ
れるとともに、神戸地区内全ての箇所の短期間の完了を強く要望する。また、中小河川出屋敷川、
北川、比自岐川の土砂堆積箇所の浚渫工事について、未着工場所の実施を要望する。 

３，川上ダム本体工事の大幅な予算獲得による早期完成を強く要望する。 
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  ７月３日(日）、神戸小学校において第８回神戸地区スポレク祭が開催されました。 
 猛暑の中、グランドではペタンクとグラウンドゴルフ、体育館ではカローリングと卓球 
 が行われ、参加された皆さんはそれぞれの種目で交流を深めながら競技を楽しみました。 
  午後からはオープン参加としてソフトボールとバレーボールが行われ、勝敗にとらわれ 
 ずゲームを楽しみました。各競技の結果は下記の通りです。 

       

 

 

 

 

 

 

               

  

 

 

 

 

 

  

                                      

 

種 目 名 優    勝   ２   位   ３   位  

グラウンドゴルフ 福壽  勇(上神戸) 百地 博行(朝日ヶ丘町) 鍛   勝昭(古郡)   

 

ペタンク 

 

朝
日
ヶ
丘
町
Ａ 

岡上真由美 上
神
戸
Ａ 

高崎 幸子 下
神
戸
Ａ 

東  庸介  

家栁 尚生 岸 美江子  大西 一良 

梶原  将 中崎志津江 五舛出圭史 

 

カローリング 

枅 

川 

Ａ 

坂井 健一 上 

林 

Ｂ 

福井 清孝 上 

林 

Ａ 

藤本 幹男  

福井 良美 城北  勝 福永 康成 

津田 忠伸 松永 育代 井上 一三 

卓球(一般・中学生の部) 杉原 明美(枅  川)   

卓球(小学生の部) 田中 日那(上神戸)   

グラウンドゴルフ 

 

 

ペタンク カローリング 

 

卓球 

 

 ソフトボール 

 

 バレーボール 

 

熊本地震による募金活動のお礼 
熊本地震による募金活動では、多くの皆様方からあたたかいご支援・ご協力を

いただき誠にありがとうございました。お寄せいただいた義援金総額 10,361 円
は、日本赤十字社を通して送らせていただきましたのでここにご報告いたします 
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    就任のご挨拶             枅川区長 坂森 嘉夫 

  新任の枅川区長です。私の幼稚園は天童山で小学校は木造の神戸小学校です。年長者 

に連れられ通学は楽しい日々でした。水泳は川で、遊びは山野でした。 

家では牛での耕耘等、田の手伝いが日課でした。そして、４０年間ダム建設と管理の 

仕事をしてきました。神戸神社の式年造営にも参加できました。                        

今、自然豊かで文化歴史の深い神戸地区を思うと、川の安全性と人と人との深いふれ 

あいが必要だと思います。近年の地球温暖化による異常気象を考えると、木津川の早期 

改修と川上ダムの早期完成が最重要課題です。安全な地域にしなければなりません。 

もう１つは地域の高齢化です。今まで以上に人と人との付き合いを深め、地域ふれあい 

ネットワークで心ある助け合い社会が必要だと思います。 

微力ですが皆様のご指導ご協力を得て務めたいと思います。宜しくお願いします。 

 

   就任のご挨拶      朝日ヶ丘町自治会長 石田八郎 

  梅雨明け宣言後猛暑が続いていますが、如何がお過ごしですか。 

自治会長に就任して早や４か月がすぎましたが、住民自治協議会関係の会議、総会、 

行事の連続で困惑しましたが、何とか乗り切ってきました。 

さて、朝日ヶ丘町は昭和４８年頃分譲が開始されましたが、風水害に強い地形のため 

か大過なく過ごしてきた感があります。しかしながら、日本列島は揺れており、次は南 

海トラフの番といわれています。非常時に備えては、まず「自分の体は自分で守る」が 

基本ですが、万全を期すには生きるための最低限必要な物の補完は行政であり、自治会 

であり、ことが起これば地域の共助であると考えます。 

このようななか、会長として、「何に取り組むべきか」と考えますと、まず身近な「安心 

・安全」かな、と思います。高齢化社会を迎えた対策、そして犯罪の抑止力等が重要です。
これに対処するには、まず屋外用防犯カメラの設置と街路灯のＬＥＤ化が必要と思われ 

ます。防犯カメラの設置については、三重県が作成した「防犯カメラ設置のススメ」を 

参考に基本計画を策定する考えです。 

これ以外でも永年の課題がありますが、自治会運営の公平性と透明性に努め、団地の価 

値向上と若者が来る町を目指して努力したいと思いますので、皆様のご協力とご指導方、

よろしくお願い致します。 

 
 

 
退職のご挨拶 

盛夏の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜びを申し上げます。 

さて、私儀 

このたび７月３１日付で神戸地区市民センターを退職させていただきました。 
  長いようで、今振り返ればあっという間の１５年間でした。その間、神戸地区のたく 

 さんの方々と出会い、皆様から温かいお声掛けをいただきましたこと心より感謝致して 

 おります。未熟な点や至らぬ点も多々あった事と思いますが、多くの方々に支えられ今 
 日まで勤めさせていただくことができました。 

皆様のご温情に厚く御礼申し上げますとともに、今後の神戸地区の益々の発展と皆様 

のご健勝をお祈り申し上げ退職のごあいさつとさせていただきます。    

                  松永 育代 

ちょっと 
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 夏休み初日の２１日（木）、小学生を対象とした神戸公民館自主事業の 
 「俳句教室」がひらかれました。当日は、神戸小学校 1年生～６年生の 
２３名の児童たちと、お母さんが参加し、神戸公民館教室「曙句会」の 
皆さんにより、児童達にもわかりやすい俳句のつくりかたをご指導いた 
だきました。休憩のときにはラムネを飲んだりして、参加した児童たち 
は楽しく俳句をつくっていました。 

                     

 

  

 

 

 

 

 議会報告会が開催されました 

 ７月２３日（土）神戸地区市民センターで、百上・市川・ 

生中・嶋岡の各議員が出席され伊賀市議会報告会が行 

われました。神戸地区からは２９名が参加されました。 

議員代表から議会の報告があり、その後、神戸地区の 

課題である小学校の統合問題・市民センターの窓口業 

務・木津川河川改修・県道上野名張線バイパスに関して 

の話し合いがもたれました。 

 

 
 ★８月 ４日（木）１９：３０～   神戸公民館自主事業「ヨガ教室」  神戸地区市民センター 
 ★８月 ９日（火）１０：００～  かんべ元気っ子広場        神戸地区市民センター 
 ★８月１８日（木）１３：００～  神戸公民館自主事業「絵手紙教室」 神戸地区市民センター 
 ★８月１９日（金）１３：３０～  住民自治協議会役員会       神戸地区市民センター 
         ２０：００～ 健康スポーツ部会         神戸地区市民センター 
 ★８月２２日（月）１９：３０～ 神戸地区人権啓発草の根運動推進会議総会 神戸地区市民センター 
 ★８月２３日（火）１３：３０～ 神戸公民館自主事業「ヨガ教室」   神戸地区市民センター 
 ★８月２５日（木）１９：３０～ 神戸公民館自主事業「ヨガ教室」   神戸地区市民センター 
 ★８月２８日（日）１９：３０～ 運営委員会            神戸地区市民センター 
  

 

 

 

 

 

 

黙とうのサイレンを鳴らします!! 

本年も広島市及び長崎市では原爆死没者の
慰霊並びに恒久平和を願う式典において１分
間の黙とうが捧げられます」。また、15 日は正
午から「全国戦没者追悼式」が挙行されます。 
伊賀市もこの趣旨に賛同し黙とうを捧げるサ
イレンを鳴らします。ご協力をお願いします!! 
※８月 ６日(土) 午前８時１５分 

         （広島市原爆投下日） 
※８月 ９日(火) 午前１１時２分 

         （長崎市原爆投下日） 
※８月１５日(月) 正午 
        （終戦記念日） 

 

 

 

 

考え中 
休憩中 

 

 
かんべいきいき市（農産物直売所）は８月６日（土）です！ 
※午前 ９時００分～１０時００分  ＪＡ神戸ふれあい店前 
※午前 １０時 15分～１０時４５分  朝日ヶ丘町公民館前 
※午前 11時００分～11時３０分  きじが台地区市民センター前 

９月の「いきいき市」は、通常の３日（土）と、１７日（土）に 
     行われる竹灯り幽玄祭（城之越遺跡）にも出店します!! 
 
 
 
 
 

予告 
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