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区民の皆様

就任一年は前区長様がこの地域に守 り伝たわる行事に結びつけた絆づ くりの

動きにより新 しい意識が芽生え、町内会長を地域の リーダーに位置づけ、地

域の要望を吸い上げ市に申請、市も十三分に答えてくれました。

各班長様は一年の任期ながら役割を果た していただいたこと、地元の OB
職員 と市職員のflll面 か らの助言又合併特例債活用もあ り厳 しい状況の中で申

請事業が執行出来誠に有難 うございました。

平成 15年以降合併に向か う厳 しい財源から芝川地区の工事申請は継続、保

留で留まらていたが市民生活に接する各課の素早い対応に感謝の思いです。

交流事業 として芝川四地区に実行委員会 として補助を受ける為の組織が中

心 とな リイベン トが動いたが踊る皆 さんは限 られた人 と市外の人たちで身近

な交流の場で無いのが残念です。信長紅葉祭に芝川地区区長会の数 日間手伝

い割 り当ては驚きの限 りであり、芝川地域の活力 と交流が薄れる状況を見た

時区長 さんの動きが今後大きく左右 します。幸にもこの地域は新 しい交流が

芽生え健康づ くりと遊び感覚から新 しい輪が育っています。

羽鮒地区の大きな話題は稗久保頂上付近の捨土による羽鮒地域への土石の

流失問題で過 日写真を掲載 して区民の皆様に回覧の状態が更に悪化 していま

す。最近では更に厳 しく雨量が少 し増す とねずみ色の土砂が流れ昨年か ら河

川課が排出の箇所まで再度埋まる状況で行政指導の姿勢は限界なのか区とし

て何 らかの対応が迫 られています。区として新年度は行政の指導を仰 ぎなが

ら土砂災害対策委員会的な組織の立ち上げも視野に入れ取組みたいと考えて

います。区民の皆様 も一度あの太い大本が土砂で倒れる厳 しい現状を自分の

目で確認 していただき我地域は自分たちで守る姿勢が必要ではないか と考え

ます。合併後 も旧態のままで各種の役員が町内会、班周 りの選任体制で継続

されているが外部に対応する人選については見直すことも課題 として上げら

れます。

今年一年間地域の為にそれぞれの立場で動いてくれた委員の皆 さん退任す

る町内会長 さん班長 さん本当に大変有難 うございました。

区民の交流は薄れる地域社会の大きな課題ですが当た り前のことながら挨

拶 と対話、隣人の高齢者 と子供の見守 り、寄 り合い処への支援は区の役割 と

して取 り組んで行きたい と考えています。地域活性の為に多 くのご意見を聞

かせていただきより良い地域づ くりに生か したいと思いますので直接又は町

内会長 さん班長 さん迄寄せてください。
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絡   会  次  第

冒 司   会  ‖l 含 迪

Z区長 挨拶   四 鱗 術 EE

3議長・書記・議事録署名人の選出

4議 事

第1号議案 規約(細則2役員手当)の一部改正について

第2号議案平成25年度事業報告・会計報告・監査報告

第3号議案平成26年事業計画・予算案

第4号議案 その他

5議 長・書記解任

0新 役員紹介 羽行 橋倉誠次 平井 河村弘業 松林 内川衆一

平野 猪苅明宏

7 退任役員代表挨拶 鈴木文人 佐藤幸男 J‖含迪 佐野寿恵雄

8 開会の言葉  清 正 行

平成26年度上羽鮒役員総会担当名(案 )敬称を晴させてもヽただきます

議  長  ｀
_

書  記

鐵事録署名人

会計監宣 多田重喜 JliR三利

受付責任者 各町内会長
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平成 25年度 事業報告

羽行町内会

1河床石崖整備 (拡幅)(佐野尚雄様宅南側 ) 一部完了

2羽鮒用水嵩上げ工事 (暗渠があ り嵩上げした場合増水で詰ま りが

予測 され代案策 として寺墓地横の排水溝整備 と配水管埋設    工事完了

3佐野紀一様宅上、道路横断埋設管補修              完了

4大 沢ガー ドレール設置工事 (大沢越えて左側新規工事)      完了

5 LED街 灯新設 羽行平大場機工前 2灯             完了

6土砂流失現場より羽行沢流入対策 として区長、副区長が市役所管理課

と数回協議、あくまで行政指導の弱 さが明らかになる。河り|1課は増水

時には直ちに現地へ入 り調査 と部分的ながら土砂の排出を 2回実施、

寺の駐車場から寺岡様橋の上まで。

7土砂捨土業者 (有)エス 0シーサービスは自社責任から9月 は寺の前の

み、 2月 は駐車場下の橋まで土砂撤去。

坂本町内会

1後藤良行様東側河川堰堤側嵩上げ及び道路側溝補修工事

2渡邊常勝様宅、西側道路舗装補修工事

3加藤正治様宅前側溝の車通過時の音防止補修 補修不足か再申請

4防災倉庫から佐野安彦様宅まで入口まで舗装補修工事

工事完了

工事完了

工事完了

平井町内会

1道路の側溝破損箇所の補修 (佐藤広人様宅南側、U字溝の破損) 工事完了

2路面排水の宅内流入防止工事(古見清利様宅入 口から佐藤治郎様宅入

口までの問)ア スカーブ L=23m               工事完了

松林町内会

12班西村様横に東側確認用カーブミラー設置          5月 完了

23川 口様横に北側確認用カーブミラー設置           5月 完了

31班集会所前から池上様前道路補修              7月 完了

43班 高橋様前から上原様前道路補修              7月 完了

53班 谷 口様前道路補修                    7月 完了

6側溝鉄製蓋 (グ レーチング)設置、高齢化に伴い清掃時負担軽減の為

(24年度要望箇所)                  平成 26年 2月 完了
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7 防犯灯 LEDの 電球化 市補助に 10灯 申請        10月 完了

8 1班鈴木様横から2班村松様前道路補修     平成 26年 3月 実施予定

9 松林集会所備品整備  5月  カーテン取替え 8月 扇風機 2台購入   `
9月 防災用品(懐 中電灯、椅子等)購入 12月 暖房機 1台購入

平野町内会

25年は永年の継続事業 3件で今後も市へ申請いた します。

区、事業報告

① 絆づくり「薄れる地域のつながり・地域の絆はふれあいから」

◎子供から高齢者までの健康づくりをめざし、参加者が楽しむ地域交流運動会

(芝川健、遊、楽)本年はあいにくの天候不順で 1日 延期、 16日 芝川中体育

館で汗を流す。順延で参加者の減が′い配されたが各町内会長の尽力により狭
いながら顔がしっかりと見えた絆づくり場となりました。

子供から高齢者まで300名 弱の参加で成人者の体育館、回廊を利用した初

めてのウオーキングは女性、年配者に好評でした。

◎地域の環境美化は自分たちの手で行なう意識が高まり各町内会共に子供から

大人まで参力日でめざす絆づくりの場となりました。

◎ 2回の防災訓練や清掃の日等行事参加者の増は地域の交流につながり、訪1練

だけで終わらない為には各家庭での危機管理の徹底をお願いします。

◎春の清掃と各地域の祭典は当番さんの共同作業を通して隣人愛の場、地域の

文化を伝える大切な伝統行事で次世代に伝えたい。

②減災対策

◎黄色いハンカチ作戦も掲示率 90%、 防災訓練参カロ者の定着、防災意識の高ま

りを感じました。

◎ 1年 ごとに交代の班長さん災害時に備えて大変ですが班の管理、区としての

安否確認用の世帯台帳整備済。

◎いざ災害発生で避難所へ非難した時、世帯台帳での確認は不可能で名前確認

用仮称名札の必要性を検討。(今年一年各自の名前作成の研究に努める)

③安全、安心、環境対応

◎寄り合い所が (2ケ所)定着、区として26年 より支援を開始いたします。

◎羽鮒地域の独自の高齢者見守り活動、大変有難うございます。

対象独居高齢者 20名 福祉協力委員 5名 月 2回から3回訪間が定着。

民生委員さん独自の相談訪間、確認が実施されています。

◎地区消防団員奉仕に感謝、欠員町内会のご協力をお願いします。

◎子供の朝夕見守り指導に感謝。
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◎環境美化推進員、安全協会、保健委員の活動に感謝。

④道路整備と羽鮒用水の管理                    `
◎ 安居山 (羽鮒用水)農免道路上側羽鮒用水管理道路雨天時のぬかるみ対策と

して市より生コン材料支給を受け、水配人の奉仕で整備。

◎ 水配人の皆さんは台風時を含めて熱心に羽鮒用水管理と稗久保よりの土砂

が羽鮒用水流入箇所の土砂撤去と大変ご苦労様です

リズム保育園農道カーブヘガー ドレール設置。 完 了

羽行、坂本防災倉庫前の道路陥没はお盆休みで手薄の中素早い対応 と各種の

工事に対 し地元市役所職員、元も含め配慮に感謝 します。

⑤その他各町内会、要望事項の行政との折衝、推進を行つた。

要望内容は各町内会長より報告いたします。

◎

◎

【動画】大阪・豊能町で土砂崩れ=遠藤真梨撮影

幅約200メ ートルにわたって土砂が崩れた現場=26
日午前9時 34分 、大阪府豊能町、朝日新聞社ヘリか

ら、遠藤真梨撮髭

25日夜、大阪府 豊能町 木代(きしろ)で

土砂崩れ が発生し、土砂が幅約200メート

ル、高さ2～ 3メートルにわたって府道を覆つ

た。人的被害や巻き込まれた家屋は確認され

ていないが、豊能町 茨本市 を結ぶ府道2日

9キロが通行止めになり、府警や 大阪府 など

が26日午前も約80人態勢で撤去作業を続け

ている。

軍熊町 や府池田土木事務所によると、崩

落したのは府道(幅9メートル)沿いに積み上

げられていた建設残土。大阪市 の建築業者

が府の許可を得て約2年前から運び込み、昨

年も小規模な主p菫れ が3回発生した。同事

務所は一昨年12月 以降、搬入中止を指示す

るなど計11回の 行政指導 を実施し、許可の

取り消しを検討中だった。大規模な崩落は今

回が初めてだという。    '

関西電力 によると、この影響で豊能町



平成25年度上羽鮒区特別会計収入・支出決算書

収入の部 自  平虚 5年 3ノ11日    警F 平1′裁26年 2月 28日

」短□整錨越金三生量y,126円     (TA普通預金)

平成25年度 上羽鮒区 収入決算書

(単位 円 )

科 目 金 額

前 年 度 繰 越 金 2,186,950

JA預 金 利 虐、 176

△
口 計 2,187,126

の

科 目 金 額

△
口 計 0

自 平成25年 3月 1日

6

科 目 予 算 額 決 算 額 増 減 備 考

前年度繰越金 1,737,318 1,737,318 0 現金 31,722
預金 1,705,596

区  費 902, 904,250 2,250 羽行 7ヨ狂+2個人 73戸+1戸        220,500
坂本4班        52戸 +1月          157,750
平井3班        39戸 +1戸         119,000
松林3班        50戸              150,000
平野3班        59戸              177,000

( 計276戸  )        計824,250
転入  羽行 10月 1戸

坂本  9月 1戸
平井  8月 1戸

大場機工 (株 )

PCシ ステム (株 )

０

０

０

０

０

０

０

０

５

３

補助金 610,000 853,900 243,900

θ

安居山用水砂上浚渫土処理     10,500
羽鮒池周辺清掃委託料      36,000
自主防災補助金        lo5,000
敬老会交付金          326,400
防犯灯電気料補助        130,000
防犯灯LED化、設置 (2ケ所)補助  216,000
安居山用水負担金(王子エフテツク)30,000

雑収入 15,000 4,640 10,360 平成24年度総会費用残金      4,640

預金利息 0 164 164 」A普通預金利息           164

小 計 1,527, 000 1,762,954 235,954 1,762,954

合 計 3,264,318 3,500,272 235,954
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利・目 予算額 決算額 差 備 考

会議費 67,000 70,000 3,000 平成25年度役員総会、懇親会、経費及び資料印刷代

電気料 144,000 143,822

事業費 492,000 778,886 286,886 防災事業 123,830円
敬老お祝い 325,356円

運動会  59,400円
防犯灯設置 90,300円 防犯灯LED化 180,000円

役員手

当

200,000 205,000 5,000 区長 50,000円 副区長、書記、会計、各30,0001■ l

町内会長(20,000*2 25,000*1)

班長手

当

60,000 60,000 ０

　

一一

5田丁内会、2(〕班長x3,000

補助金 385,000 340,500 -44,500 子供会、老人会 各40,000円 /
防犯灯電気代各町内会配分 184,000円

羽鮒用水 30,000円 安居山用水砂上 10,500円

羽鮒池清掃各町内会配分 36,000円

福利厚

生

45,000 20,000 -25,000 高齢者独居見回り活動費 15,000円

ソフトテニス参加補助 5,000円

交際費 44,000 44,820 820 老人会、消防新年会祝儀 各5,000円

区長会芝川支部懇親会 新年会、支部会費 各3,000円

区長会環自協会費 10,820円 成人式助成金 5,000円

区長視察研修負担金 1う ,α)0円

修繕費 50,000 28,350 -21,650 区責任防犯灯(262A,N02、 N015、 N08,、 N04,N038
器具取替え、玉、グロー交換

雑 費 20,000 42,188 22,188 羽鮒山災害写真印刷代 区配布資料印刷代 30,000円

収入印紙400円 事務用品 ll,788円

予備費 20,000 一〇 -20,000

合 計 1,527,000 1,733,566 206,566

平成25年度上羽鮒区支出決算書

(自 平成25年 3月 1日  ～ 至 平成26年2月 28日 )(単位 円)

平成 25年度総収入    3,500,272
平成 25年度総支出  1.733.566
26年度繰越

現金1

次年度繰越金の内訳

1,766,706

JA普通預金 合計

36.868   _  1.729.838    1.766.706

平成25年 2月 28日    上羽鮒区 会計  佐野 尚4L

会 計 監 杏 報 告 書

平成25年度 Lttllll区会計決算書及び特別会計決算書並びに関係諸帳簿につき監査の結果

∂

平成26年 3月 スタ ロ
正:当 なものであることを認める。



平成 26年度 事業計画 (案 )

羽行町内会

1大沢手前山側土砂崩壊対策  (小野 田様宅北山側 )

2道路舗装補修工事 (中野充夫様宅前了解済から高山信子様宅前)

3羽行沢川土砂排出、増水時に排水不可で危険(PCシステム様側)

4御庵沢川河床土砂排出   (羽 行沢川との合流地点上側 )

5御庵沢川の左岸崩壊箇所補修。

6羽行沢川全域の川床土砂排出 (清水和次様宅前の堰堤土砂排出

7清水様宅前から寺岡様前までの道路舗装補修。

8清水様宅前から寺岡様宅までガー ドレール設置。 (間隔空ける)

9羽行平勝又様宅 (大場機工前)カ ーブ道路拡幅。

10羽鮒山池の峠から稗久保までの林道側溝の土砂除去。

11佐藤守様宅前から妙行寺下までの道路補修。

12羽行ゴミ集積所の駐車場コンクリ補修。

坂本町内会

1羽鮒用水 (後藤良行様宅上当り)一部嵩上げと遊歩道路肩下部分

崩落箇所補修工事。

2高山鐵雄様宅へ羽鮒用水よりの漏水補修。

3佐藤医院がレーシ
゛
前 (地主渡邊常勝様)道路拡幅工事。

4防災倉庫から渡邊秀子様宅までの道路補修。

5加藤正治様宅前、側溝蓋音発生防止。

平井町内会

1佐藤隆夫様宅 (羽鮒 851番 地先)カーブ。

7 fDご アil■
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松林町内会

11班集会所前から望月愛雄様宅前道路補修。

22班村松伸也宅前から早川正様前道路補修。

31斑林高良様宅前から田中英利様宅横道路補修。

42班高橋正宏様宅前から日原雅裕様宅前までの道路補修。

53班深谷藤男様宅前道路補修。

6ポス トの設置郵便局へ申請。

継続

継続

継続

継続

継続

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

継続

(再 申請 )

新規

新規

新規

新規

新規

新規

申請済

7



平野町内会

1.佐野和良様宅から佐野秀司様宅間の市道の拡幅整備工事。       継続

2.篠原一夫様宅上から旧旗持幸雄様宅までの間、排水溝の設置工事。    継続

3.荊沢孝之様宅から小野田貞夫様所有竹林までの農道整備工事。     継続

4佐野秀司様宅横の排水溝の漏水補修。                新規

5清貢様入日から水路までの道路補修。                新規

6佐野勝様宅から小野田利弘様宅迄の道路補修。            新規

7防犯灯のLED化                          新規

区の事業 (目 標 )

「子供から高齢者まで安全に安心して住める地域を創り出すには挨拶」

1将来に向けた羽鮒地域 (各町内会)へ花の里創 り運動推進 と地権者の植

付け協力と支援者 (球根購入資金)の募集。             新規

2郷の神、氏神様、旗ポールの新設(二対)への補助、平野産能神社には

均等割支援。                           新規

3薄れる各町内会交流は子供から高齢者までが楽 しめる運動会への参加

(家族、地域の絆づくり)

4地域の子供たちの見守 り活動は地域に住む大人一人一人の運動として

取 り組もう。

5高齢者見守 り活動の拡充と声かけ運動の推進、 (いつかは我が身に)

6寄 り合い処の充実と区としての支援体制の確立 (芝川地区社協との連携 )

7薄れる向こう二軒両隣の復活 (各行事の参加者を増やそ う)´

8若生会 (老人クラブ)事業への支援、参加意識を高める。アスクろグ解絲
9ゴ ミ集積所の美化維持対策、 (地域民の共有意識を高め、維持 しよう)

10行政機関との連携を強め、協働意識を持って要望事項の達成。

/θ



科 目 25年度決算額 26年度予算額 増 減 備 考

繰越金 1,737,318 1,766,000 28,682

区費 904,250 905,000 750 275Fヨ *3,000=825,000
大場機■ 50,000 PCシステム 30,000

補助金 853,900 896,500 42, 600 防犯1「電気代 130,000 2]鮒 池清掃 36,000
自■防災 100,000 安居 [lJ用 水 40,500
敬老事業 320,000防犯灯LED化 (15灯)270,000

雑収入 4,640 7,500 2,860 総会残金

預金利′自、 164 0 -164

合計 3,500、 272 3,575、 000 74,728

平成26年度上羽鮒区会計 収入・支出予算書 (案)

収入の部 (単位 円)

(但し、各科 日間の転用を認めるものとする。)

ノ

//

科   目 25年度決算額 26年度予算額 増  減 備 考

会 議 費 70,000 70,000 0

電 気 料 143,822 151,000 7,178

事 業 費 778,886 819,700 40,814 防メと事業60,000 運動
`袋

 65,000
敬老事業 320,000
防犯灯LED化〈15灯 )19,980*15
花の里事業 15,000*5=75,000

役 員 手 当 205.000 205,000 0

班 長 手 当 60.000 60,000 0

補 助 金 340, 809,500 469, 老人会、40,000
羽鮒用7X 30,000
安居山用水砂上 10,500
羽鮒池清掃 36,000
防犯灯電気代 184,000
郷の神人幡社ポール400000+84,000
寄り合い処 25,000(2ケ所)三 いで,

福利厚生 20,000 25,000 5,000

交 際 費 44,820 48, 000 3,180

修 繕 費 28,350 45,000 16,650

雑  費 42,188 43,000 812

予 備 費 0 18,000 18,000

小  計 1,733,566 2、 294, 200 560,634

繰 越 金 1,766, 706 1,280,800 -458,906

合  計 3,500,272 3,575,000 74,728



芝川支部及び上羽鮒自治会役員名及び電話番号
区長 E{ffi{ti Hn os-zooo

副区長
区会計
町内会長
羽 行
坂 本
平 井
松 林
平 野

副町内会長
松 林
平 野

民生委員

老人クラブ若生会

清 正 行
佐野尚雄

橋倉誠次
清 正 行
河村弘榮
内川衆―

猪狩明宏

後藤良行

佐野和代

65-0983

65-2865

65-1003

65--0983

65--2502

65-1544

65--2263

65-0978

65-1198

65-1078

65-0970

65-1467

日原雅裕  65-2344
伊藤七郎  65-0973

兼務
自主防災支部長

自主防災支部長
自主防災支部長

自主防災支部長

水配人

環境美化推進員

神社長

佐 野 久

佐藤英章

清喜久雄
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平成26年度 上羽鮒区役員名簿

区長 (防災会長)

四條街明  65-2000
畠1区長

清正行 65-0983
会計

佐野 尚雄

壼巨言己

65--2865

町内会名 羽行町内会 坂本町内会 平井町内会 松林町内会 平野町内会

町内会長 橋倉誠次 65-1000 清 正行  65-098( 本寸]ム

`螢

 65-2502 内川衆-65-1544 猪苅明宏  65-2263

町内会会計 森谷厚子 65-2389 内川衆-65-1544
1りl班長 森下 洋  65-152( 後藤英樹  65-300( 佐藤計利 651261 清 ―彰 65-1409 佐 野 勝 65-1314

副班長 佐野和浩  65-031 後藤幸雄  65-097 望月智明 65-0516 加藤亥吉 65-1458 佐野  久 65-1078

2班 班長 佐野安彦  65-098( 後藤洋晶  65039( 高橋秀司 65-1782 JIIロ  ー  65-1984 渡邊日出子65-2382

副班長 佐野尚雄  65-286 高山鐵雄  65-118 森 清次 65-0823 高橋正宏 65-1526 望月 豊已 65-1627

3班 班長 佐藤 守  65-028 宇佐美嘉和 65-063 野中彰也 65-5756 深谷藤男 65-1974 rlヽ 本支 義和 65-0474

副班長 佐野 晃    65-061 林 義修  65-242( 片田国夫 651583 糸山康昭 65-1417 森  知博 65-0325

4班 班長 村松房江  651491 前島幸子  65-0992

副班長 田中健次  65-131 斎藤秀俊 65-021
5班 班長 宇佐美清司 65-3805

副班長 明光貴洋08069465299 副町内会長 自主防災

6班 班長 三枝康彦 65-2685 伊藤七郎 65-0973
副りI長 月t田  博0907698855

7班 班長 佐野純-651232

副Ijl長 山崎唯行 65-1857

自主防災支部長 橋倉誠次 65-1003 河村弘榮 65-2502 内川衆 -65-1544 伊藤七郎  65-0973

消防団員 野中彰也 65-5756

佐藤紀如 653298

後藤 豪 651915 声川和佳  65-1354

四條浩樹  65-2524

伊藤 岡1 65-0973

防災委員 高橋正宏 65-1526

青少年指導員 稗久保

民生児童委員 後藤良行  65-0978

保健委員 林 章子 651852

福祉協力委員 佐野紀- 65120 窪田美穂  65151 佐野松枝 65-0965 川合和子 651625 ニツ神富士子65-262〔

体育委員 斉藤佐重喜 65-301 海野正美  65-0711 高山浩幸 65-1190 田中英利 651441 佐野 秀司 65-1370
老人クラブ若生会 佐野 晃 65-061 佐野和代  651191 佐野松江 65-0965

渡邊幸子 65-031 高野勝臣 65-099` 佐藤秀子 65-2636

子供会 解散

農業委員 渡邊公孝 65-0196

水配人 佐野文紀  65-064Z 後藤洋晶 65-0399 佐 野 久  65-1078
農協総代 佐野紀- 65-120 渡邊尚子 65-0312 佐 藤 功 65-0968 ′日 栄 - 651195
美化推進委員 佐藤英章  65-0970(富 士宮市副会長 )

安全協会役員 篠原 武  651600 野村秀夫 65-1930 村松伸芳  65-123 渡辺朝日 65-1121 佐野寿恵雄 65-0459

安全協会婦人部 村野美恵子 65-1169

学童見守リボランティア 清 正義 65-0898

集会所防火管理者 橋倉誠次 65-1003 佐藤  功 650968 上原英哉 65-0505 村野光顕  65-0575

神社長 清喜久雄 65-1467 防火管理者 遠藤徳 651424

氏子総代 和田節男 65-1361 渡辺常勝 65-0312 森 清次 65-0823 えL」二月讐良665-1420

佐藤 守  65-0281 山口昌嗣 65-2287 大倉和美 65-0097 佐 野 保 65-2816

井手上政明65-3630
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