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令和 2 年 9 月 30 日発行

「活力ある住みやすい」まちづくり

有緝まちづくり協議会

有緝まちづく
り

会　報　誌

第10号

令和２年度定期総会　書面表決（令和２年５月７日）で実施
代議員総数55名中　書面表決書提出数48名の賛成で全議案を承認

　令和２年度の定期総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、書面表決の方法で実施
しました。
　その結果、代議員総数 55 名中、48 名から書面表決書を提出いただき 48 名全員の賛成で全議案
を承認いただきました。
　承認いただいたのは、「平成 31 年度（令和元年度）事業報告」「平成 31 年度（令和元年度）収支
決算報告」「令和２年度事業計画」「令和２年度収支予算」「令和２年度役員選任」の５議案です。

　令和２年度新役員になってから、初めて
の役員会を８月 20 日（木）に浜郷地区コ
ミュニティセンター２階会議室で開催しま
した。
　この会議では、コロナ禍の状況の中で、
まちづくり活動について、様子を見ながら、
できることから慎重に取り組んでいく必要
があることを確認しました。

有緝まちづくり協議会
役職名 氏　　　　名 所　属　団　体
会 長 若　井　　　勝 河崎町連合会 会　長

副 会 長
大　西　正　孝 船江連合会 会　長
大　西　教　幸 神久連合町内会 会　長
山　下　智　史 有緝わくわくクラブ 会　長

理 事

水　口　捷　二 河崎自主防災隊 隊　長
加　藤　　　保 船江自主防災隊 隊　長
竹　谷　　　実 神久連合町内会自主防災隊 隊　長
西　城　宏　樹 消防団有緝分団 分団長
井　上　博　可 船江老人クラブ 会長代行
新　谷　あ　や 有緝第一婦人会 書　記
大　山　和　宏 地区民生委員・児童委員協議会 副会長
橋　本　政　通 地区民生委員・児童委員協議会 元顧問
大　西　素　行 交通安全協会有緝支部 支部員
瀬　田　純　子 有緝小学校 校　長
大　野　正　也 有緝小学校ＰＴＡ 会　長
岩　﨑　眞　市 有緝こども園 園　長
雛　倉　宇　一 船江保育園 園　長
小　方　雅　之 船江神習組青年団 団　長
上　埜　泰　正 河有会 会　員

監 事
藤　田　恵　子 有緝わくわくクラブ 会　計
礒　　　俊　生 河崎町連合会 会　計

事務局長 五十嵐　利　明 河崎町連合会 自治会推薦

有緝まちづくり協議会
令和２年度 役員体制

ソーシャルディスタンスを考慮した役員会風景

会長
若井　勝

基 本 理 念
活 力 あ る
住みやすい
まちづくり

（令和2年5月15日現在）
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安心して暮らせるまちづくり委員会
暮らしの安全・安心・防災・防犯に関する活動

　安心して暮らせるまちづくり委員会は、
令和２年度第１回委員会を令和 2 年 9 月 3 日
に浜郷地区コミュニティセンター２階会議
室で開催しました。
　初めに、委員会の正副委員長と書記の選
出を行い、委員長に消防団有緝分団長の西
城宏樹さん、副委員長に河崎自主防災隊長
の水口捷二さん、書記に有緝小学校 PTA
会長の大野正也さんを選出しました。
　続いて、今後の委員会活動について協議
し、令和２年度重点目標として、「防災フェ
スタの開催」「防火週間夜間パトロール」「防
犯見回り活動」を３本柱としているが、コ
ロナ禍における状況から、取り組めること
が可能と思われる活動として「地域におけ
る防火夜間パトロール活動」を行うことを
決定しました。

委員長
西城宏樹

副委員長
水口捷二

書　記
大野正也

令和２年度重点目標
防災フェスタの開催
防火週間夜間パトロール
防犯見回り活動

令和 2 年 9 月 3 日に開催した、安心して暮らせる
まちづくり委員会会議風景

役職等 氏　　　　　名 所　　属　　団　　体

委 員 長 西　城　宏　樹 消防団有緝分団
副委員長 水　口　捷　二 河崎自主防災隊
書　　記 大　野　正　也 有緝小学校 PTA

委　　 員

脇　　　正　行 河崎町連合会
森　本　産　睦 船江連合会
大　西　教　幸 神久連合町内会
花　井　政　彦 船江老人クラブ
大　山　和　宏 地区民生委員児童委員協議会
中　西　利　生 河崎自主防災隊
中　津　浩　行 河崎自主防災隊
加　藤　　　保 船江自主防災隊
川　端　宏　明 船江自主防災隊
竹　谷　　　実 神久連合町内会自主防災隊
川　村　忠　司 神久防犯パトロール隊
中　西　栄　治 消防団有緝分団
大　西　　　進 消防団浜郷分団
瀬　田　純　子 有緝小学校
雛　倉　宇　一 船江保育園

市 役 所 廣　　　俊　明 農林水産課

安心して暮らせるまちづくり委員会
令和２年度　委員名簿

（令和2年9月3日現在）
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楽しく元気なまちづくり委員会
健康づくり、福祉の増進に関する活動

　楽しく元気なまちづくり委員会は、令和
２年度第１回委員会を令和 2 年 9 月４日に
浜郷地区コミュニティセンター２階会議室
で開催しました。
　初めに、委員会の正副委員長と書記の選
出を行い、委員長に地区民生委員・児童委
員協議会元顧問の橋本政通さん、副委員長
に船江自主防災隊隊員の古布 力さん、書記
に有緝わくわくクラブ会計の藤田恵子さん
を選出しました。
　続いて、今後の委員会活動について協議
し、令和２年度重点目標として、「まち協
健康フェア（健康講座同時開催）」「福祉な
んでも相談・三世代交流事業」の開催を柱
としていますが、コロナ禍における状況か
ら、「まち協健康フェア」は、中止します。
　今後の新型コロナウイルスの感染状況に
よっては、可能になれば「福祉なんでも相
談」を開催します。また、植木・花壇の手
入れにも取り組みたいと考えています。

委員長
橋本政通

副委員長
古布　力

書　記
藤田恵子

令和２年度重点目標
まち協健康フェアの開催

（健康講座同時開催）
福祉なんでも相談・三世代交流事業

令和 2 年 9 月 4 日に開催した、楽しく元気なまち
づくり委員会会議風景

楽しく元気なまちづくり委員会
令和２年度　委員名簿

役職等 氏　　　　　名 所　　属　　団　　体
委 員 長 橋　本　政　通 地区民生委員児童委員協議会元顧問
副委員長 古　布　　　力 船江自主防災隊
書　　記 藤　田　恵　子 有緝わくわくクラブ

委　　 員

大　西　正　孝 船江連合会
西　　　義　孝 河崎福寿会
大　西　　　隆 神久寿会
新　谷　あ　や 有緝第一婦人会
堀　本　早　苗 神久連合町内会女性部
伊　坂　弘　子 地区民生委員児童委員協議会
山　﨑　順　子 地区民生委員児童委員協議会
藤　倉　陸　子 地区民生委員児童委員協議会
上　埜　泰　正 河有会
小　方　雅　之 船江神習組青年団
山　下　智　史 有緝わくわくクラブ
山　端　正　人 有緝スポーツ少年団
岩　﨑　眞　市 有緝こども園
西　岡　海　帆 有緝こども園こばと会
岡　山　浩　二 船江保育園保護者会

濱　口　　　愛 伊勢市社会福祉協議会
地域福祉課地域福祉係

市 役 所 前　村　俊　和 上下水道部

（令和2年9月4日現在）



4

開 局 日：火・木・金
開局時間：9:00 ～ 12:00　13:00 ～ 16:00事務局の開局日及び開局時間

〒 516-0008
伊勢市船江１丁目５番４４号　船江会館内
TEL 0596－65－6630　FAX 0596－65－6631
HP　http://yuusyu-machi.jp/
E-mail　yuusyu-machi@tea.ocn.ne.jp

まちづくりに関する
ご意見をお寄せください

有緝まちづくり協議会 事務局

　美しく住みやすいまちづくり委員会は、
令和２年度第１回委員会を令和 2 年 9 月 8 日
に神久公民館で開催しました。
　初めに、委員会の正副委員長と書記の選
出を行い、委員長に交通安全協会有緝支部
員の大西素行さん、副委員長に河崎町連合
会会計の礒 俊生さんと船江老人クラブ会長
代行の井上博可さん、書記に旭通シニアク
ラブ書記の今橋幸子さんを選出しました。
　続いて、今後の委員会活動について協議
し、令和２年度重点目標として、「河崎のい
いとこ探し」「ごみゼロウォーク船江」の実
施を柱としていますが、コロナ禍における
状況から、活動が可能になれば取り組んで
いきます。また、ごみのポイ捨て対策として、
ポイ捨て禁止看板の設置に取り組みたいと
考えています。

委員長
大西素行

副委員長
礒　俊生

副委員長
井上博可

書　記
今橋幸子

令和２年度重点目標
河崎のいいとこ探しの実施
ごみゼロウォーク船江の実施

令和 2 年 9 月 8 日に開催した、美しく住みやすい
まちづくり委員会会議風景

美しく住みやすいまちづくり委員会

快適な生活環境及び景観の保全に関する活動

役職等 氏　　　　　名 所　　属　　団　　体
委 員 長 大　西　素　行 交通安全協会　有緝支部

副委員長
礒　　　俊　生 河崎町連合会
井　上　博　可 船江老人クラブ

書　　記 今　橋　幸　子 旭通シニアクラブ

委　　員

若　井　　　勝 河崎町連合会
辻　本　研　一 船江連合会
境　　　美佐代 有緝第一婦人会
米　田　朝　子 有緝第二婦人会
濱　口　成　子 地区民生委員児童委員協議会
水　谷　典　子 地区民生委員児童委員協議会
関　　　一　恵 地区民生委員児童委員協議会
高　橋　　　徹 NPO 法人伊勢河崎まちづくり衆
山　邉　恵美子 河崎敬神婦人会
中　村　康　昭 船江神習組青年団
村　木　俊　一 有緝小学校
木　下　　　誠 有緝小学校 PTA
村　田　道　俊 有緝小学校 PTA
竹　内　正　一 神久農家組合

市 役 所 濱　口　　　新 上水道課

美しく住みやすいまちづくり委員会
令和２年度 委員名簿

（令和2年9月13日現在）


