
第２回瑞穂市自治会連合会役員会次第 

                       

日 時 令和２年６月４日（木） 

午後 1 時３０分～ 

場 所 総合センター 第１・２・３会議室 

１ あいさつ 

 

２ 協議事項 

① 校区自治会連合会について 資料 1 

 

 

② 今後の事業計画について 資料 2-1・2-2・2-3・2-4・2-5 

 

 

③ 要望書について 資料 3 

 

 

④ 審議会等委員について 資料 4 

 

 

⑤ その他 

 

 

    

３ 閉 会 

 



小学校区自治会連合会の現状【令和２年６月４日現在】
組　　織 社会教育 防　　災 福　　祉 地域課題 その他

生津

【設立】　平成26年4月15日
【名称】　生津自治会連合会
　　　　　（名称変更はH28.3.25)
【形式】　ふれあい活動委員会に一体
化
【役員】　会長を自治会長OBから選任
　　　　　（H29年度）

クリーン活動(延期→11月）
夏祭り
体育祭
交通安全看板点検
防災訓練
ウォーク（中止）

R２ 生活支援体制整備事業（第２層協議
体）を受託

防犯パトロール実施

本田

【設立】　平成31年3月23日
【名称】　本田校区自治連合会
【形式】　構成は自治会+防災、福祉の
　　　　　　関係団体

　自治連合会としての活動なし（い
きいき活動委員会として実施）
　・いきいきウォーク（延期→6月）
　・ボランティア清掃
　・夏祭り
　・スポーツ大会
　・チューリップ球根植え

R２ 生活支援体制整備事業（第２層協議
体）を受託 ハリヨ保護活動

穂積
【設立】　平成29年4月
【名称】　わくわく活動委員会
【形式】　わくわく活動委員会に一体化

　・桜ウォーク
　・運動会
　・クリーン活動
　・わくわく広場（夏・冬）

R２ 生活支援体制整備事業（第２層協議
体）を受託

牛牧

【設立】　平成28年4月1日
【名称】　牛牧校区自治会連合会
　　　　　（牛牧友愛会）

【形式】　牛牧友愛会に一体化

Ｈ30年度　防災･福祉部会の設立
Ｈ31年度　防災部会・福祉部会とする

セーフ＆クリーン（中止）
夏祭り
リバーサイドクリーン＆ウォーク
社会見学
五六川親水公園の清掃（第1回中
止）

R２ 生活支援体制整備事業（第２層協議
体）を受託

西

【設立】　平成30年4月1日
【名称】　西校区自治会協議会
【形式】　構成は自治会長
　　　　　　＋（自治会長経験者）

R２ 生活支援体制整備事業（第２層協議
体）の受託ができるよう、組織の見直し
等について会議を数回開催。
（今後事業受託を目指す）

タウンミーティング実施予定
R2「自治会の未来を考えよう」

中
自治会長が毎月１回集まる会を実施 タウンミーティング実施予定

R2「みんなの居場所づくり」

南
平成29年8月～　連絡会開催
　（今後定期的に開催予定）

タウンミーティング実施予定
R2[地域の多様な世代間の交流促進」

各自治会で実施
　・クリーン活動
　・ラジオ体操
　・夏祭り

巣南中学校区活動委員会として
実施
　・スポーツフェスティバル

 資料１  



小学校区自治会連合会の現状【令和2年2月12日現在】
組　　織 社会教育 防　　災 福　　祉 地域課題 その他

生津

【設立】　平成26年4月15日
【名称】　生津自治会連合会
　　　　　（名称変更はH28.3.25)
【形式】　ふれあい活動委員会に一体
化
【役員】　会長を自治会長OBから選任
　　　　　（H29年度）

クリーン活動
夏祭り
体育祭
交通安全看板点検
防災訓練
ウォーク

避難所確認訓練実施
（12/1生津小)

R1 生活支援体制整備事業（第２層協議
体）を受託（R1.6.14委託契約済）
先進地視察（11/6：各務原市八木山地区
社会福祉協議会）
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰが各自治会を回り
説明会を実施
第13回全国校区・小地域福祉活動サミッ
ト参加（1/25・26）

タウンミーティング
H30 「通学路の安全確保」（17人）
H31「自治会の未来を考えよう」（19人）

防犯パトロール実施

本田

【設立】　平成31年3月23日
【名称】　本田校区自治連合会
【形式】　構成は自治会+防災、福祉の
　　　　　　関係団体

　自治連合会としての活動なし

※いきいき活動委員会として実施
　・いきいきフェスティバル
　・ボランティア清掃
　・夏祭り
　・スポーツフェスティバル
　・研修会

避難所確認訓練実施
（12/1本田小・11/17穂積北中・
11/24本田コミセン）

R1 生活支援体制整備事業（第２層協議
体）を受託（R1.6.14委託契約済）
先進地視察（9/7：可児市若葉台高齢福
祉連合会＆美濃加茂市古井地区多文化
共生推進座談会）
研修会を実施（12/15）
第13回全国校区・小地域福祉活動サミッ
ト参加（1/25・26）

タウンミーティング
H30「本田小校区内の防災意識を高めるためには」
（40人）
H31「みんなの顔の見えるまちづくり」(24人）
R1.12.8 中学生のワールド・カフェ実施(17人）

ハリヨ保護活動

穂積
【設立】　平成29年4月
【名称】　わくわく活動委員会
【形式】　わくわく活動委員会に一体化

　・桜ウォーク
　・運動会
　・クリーン活動
　・研修会

避難所確認訓練等実施
（6/16西畑・村中・前所3自治会
合同防災訓練・9/8別府保育
所・10/20・27朝日大学・11/24
稲里４自治会合同防災訓練・
12/7市民センター・1/26穂積中

避難所訓練・防災訓練予定
（2/9 穂積小）

R1 生活支援体制整備事業（第２層協議
体）を受託（R1.6.14委託契約済）
福祉小委員会（1ヶ月に１回ペースで開
催）
先進地視察（8/19：各務原市八木山地区
社会社会福祉協議会＆岐阜市社会福祉
協議会芥見東支部）
第13回全国校区・小地域福祉活動サミッ
ト参加（1/25・26）

タウンミーティング
H30「地域で取り組む　子どもたちが健やかに育つ
環境づくり」（18人）
H31「自治会の未来を考えよう」（17人）

牛牧

【設立】　平成28年4月1日
【名称】　牛牧校区自治会連合会
　　　　　（牛牧友愛会）

【形式】　牛牧友愛会に一体化

Ｈ30年度　防災･福祉部会の設立
Ｈ31年度　防災部会・福祉部会とする

セーフ＆クリーン
夏祭り
リバーサイドクリーン＆ウォーク
社会見学
五六川親水公園の清掃

避難所確認訓練実施
（10/27牛牧南部コミュニティセ
ンター・11/24牛牧北部防災コミ
セン・12/8牛牧小・12/15牛牧
第二保育所)

R1 生活支援体制整備事業（第２層協議
体）を受託（R1.6.14委託契約済）
福祉小委員会（1ヶ月に１回ペースで開
催）
先進地視察（10/23：各務原市緑苑地区
社会福祉協議会）
第13回全国校区・小地域福祉活動サミッ
ト参加（1/25・26）
牛牧校区地域支え合い推進会議実施予
定（2/22）

タウンミーティング
H30「高齢者の買い物、通院支援とみずほバスの利
便性向上について」（22人）
（H31　悪天候のため実施できず→2月22日実施予
定）

西

【設立】　平成30年4月1日
【名称】　西校区自治会協議会
【形式】　構成は自治会長
　　　　　　＋（自治会長経験者）

防災訓練実施
11/17西小校区合同防災訓練

西校区自治会連絡会で事業内容につい
て説明（10/24）→自治会長・民生委員で
の勉強会実施（12/4）
第13回全国校区・小地域福祉活動サミッ
ト参加（1/25・26）

タウンミーティング
H30「いつまでも元気な地域づくり」（23人）
H31「自治会の未来を考えよう」(17人）

中
自治会長が毎月１回集まる会を実施

瑞穂市総合防災訓練実施
（11/10中小) 第13回全国校区・小地域福祉活動サミッ

ト参加（1/25・26）

タウンミーティング
H30「要介護度のうち軽度の「要支援１、２」対象者
への、自治会としての介護の役割と、福祉協力員の
増員について」（11人）
H31「みんなの居場所づくり」（28人）

南
平成29年8月～　連絡会開催
　（今後定期的に開催予定）

避難所確認訓練実施
（1/19南小）

第13回全国校区・小地域福祉活動サミッ
ト参加（1/25・26）

タウンミーティング
H30「災害への備えについて」（32人）
H31「災害に備えるために」（36人）

各自治会で実施
　・クリーン活動
　・ラジオ体操
　・夏祭り

巣南中学校区活動委員会として
実施
　・スポーツフェスティバル

(参考資料）



6 月以降の瑞穂市自治会連合会事業計画等について 
 

【現段階での指針等】 

 別紙資料のとおり 

 

【例年 6 月〜8 月頃実施している関係事業】 

★現段階では実施できない事業  

 （新型コロナウイルス感染症の状況により、延期・中止を含め今後検討する。） 

・自治会⻑等懇親会 

・自治会⻑研修 

★実施予定の事業 

 〇8 月 19 日（水） 第 3 回 役員会 

 〇校区連絡会 → 新型コロナウイルス感染症の感染予防に配慮の上実施の

方向で準備をする。校区ごとに会議の規模や会場等の再

検討が必要。 

 

【各自治会、各校区での事業等について】 

当面の事業については、指針等に沿って、判断いただく。 

 

 資料２－１  
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コロナ社会を生き抜く行動指針 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年５月１５日 策定 

（令和２年６月２日 変更） 

岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部 
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(抜粋版）
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はじめに 

 
   岐阜県は、新型コロナウイルス感染症対策に当たり、発生した複数の

クラスター（集団感染）の終息など、これまで様々な経験を積み重ねて

きた。 

   岐阜県は、５月１４日より特定警戒県及び緊急事態宣言指定区域の対

象から除外されたが、新型コロナウイルスの感染防止対策の徹底は、皆

さんにとって、ご自身及びご家族を守り、皆さんの事業、お客様や従業

員を守る、極めて大切なことである。 

   今後、第２波、第３波も予想されるコロナとの闘いは、長期戦に亘る

可能性が高い。したがって、これからは「コロナとともにある（with 

corona）新しい日常（new normal）」、すなわち「コロナ社会」を生き抜

いていかなければならない。 

本指針は、そのための方向づけとなるものである。 
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１ 県民の皆さん 

 

   あらゆる機会に、新型コロナウイルスが潜んでいることを意識し、一

人ひとりが基本的な感染対策の習慣を身に着け、緩みなく日々を過ごし

ましょう。 

 
○「人との距離確保」「マスク着用」「手洗い」習慣を 

 

  人との距離の確保 

・ 職場や外出先でのイスや行列等では、人との間隔を取りましょう。 

（できるだけ２ｍ。最低１ｍ） 

・ 在宅勤務や時差出勤を活用しましょう。 

・ できる限り予約を取って外出しましょう。 

 

  マスクの着用 

・ 仕事や買い物などで外出するときは、必ずマスクを着用しましょ

う。 

 

  手洗いの励行 

・ 帰宅したときや、不特定多数の触れる部分に触った後は、必ず手

を洗いましょう。 

 

  自らの体調管理の徹底 

・ 検温をはじめ、自らの体調確認を心がけ、体調不良の場合は、無理

をして外出・出勤しないようにしましょう。 

 

 

○高感染リスクから遠ざかりましょう 

  感染リスクが高まる３つの条件（密閉空間・密集場所・密接場面）が

揃う場（注）には、近づかないようにしましょう。 

 
（注）ナイトクラブ等接待を伴う飲食店、スポーツジムなど呼気が

激しくなる室内運動の場など、感染の恐れが高い場所は特に

注意しましょう。 
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３ 県の催事施設 

（市町村、民間の催事施設についても、以下を参考としていただきたい。） 

 

※ 共通する事項 

  入場者数を制限し、滞在時間を短時間として管理運営。 

  来場者の連絡先の登録、確認（来場者の感染を確認した場合、他

の来場者に速やかにメール連絡する「岐阜県感染警戒 QR システ

ム」を活用）。 

  来場者の健康チェック（検温、マスク着用の確認）。 

  可動席を使用する場合は、席と席の間隔を空けて設置し、固定席

を使用する場合は、前後左右の隣接する席を空けて使用。 

  入場券販売所、案内所、入場ゲート、物販コーナーの会計場所等

において、列の間隔を確保するための床サイン等を実施。 

  大声での発声、歌唱、声援又は近接した距離での会話が想定され

るイベントについては、「（３）歌唱・演奏・演劇等のステージイ

ベント」による。 

  多数の人が触れる場所は、消毒を重点実施。 

  人と人の距離を安定して確保できない場合は、基本的に開催を控

える。コンサートの立ち見等は控える。 

  無人施設においては、３密回避、手洗い・うがいの励行を看板掲

示や職員巡回等により呼びかけ。 

  主催者や来場者に対し、適切な感染防止対策を踏まえた施設利用

をするよう徹底（施設借上げ時の説明、チェックリストの提出等）。 

  イベントについては、概ね 3 週間ごとに、地域の感染状況や感染

拡大リスク等について評価を行いながら、下表のとおり段階的に

規模要件（人数・収容率等）を緩和（１イベントあたり。時間をず

らす等の工夫は可能）。 

時期 
5 月 25 日～ 

6 月 18 日 

6 月 19 日～ 

7 月 9 日 

7 月 10 日～ 

7 月 31 日 

感染状況を見つつ 

8 月 1 日を目途 

屋内 

100 人以内 

又は収容率 

50％以内 

1,000 人以内 

又は収容率 

50％以内 

5,000 人以内 

又は収容率 

50％以内 

収容率 50％ 

以内 

屋外 

200 人以内 
又は 

十分な間隔確保 
(できれば 2m) 

1,000 人以内
又は 

十分な間隔確保 
(できれば 2m) 

5,000 人以内
又は 

十分な間隔確保 
(できれば 2m) 

十分な間隔確保 
(できれば 2m) 
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(1) 屋内の催事施設 

  多数の人が触れる部分は、重点的に消毒を実施。 

（例） ・受付カウンター、待合イス、自動販売機のスイッチ 

・共用物（遊具、健康器具、アミューズメント系機器の 

ボタン類、マイク等） 

  利用者への呼びかけ（ポスター、放送等）を実施。 

（例） ・必ずマスクを着用しましょう 

・空いている時間帯に利用しましょう 

・長時間の滞在は控えましょう 

・受付に並ぶ際は距離を保ちましょう 

・大声での会話は控えましょう 

・発熱等風邪症状をお持ちの方はご遠慮ください 

  以下のようなイベントの開催は控える。 

（例） 
・グループ討論、ワークショップ方式の講座等 

・レクリエーション、対面式の運動等 

  可能な場合、入口と出口とを分離、また、見学ルートを設定。 

 

 

(2) 屋外の催事施設 

  遊具、アトラクションに関する感染防止対策（遊具等使用後の手

洗いの励行周知、場合によっては使用制限等）を実施。 

  多数の人が触れる部分は、重点的に消毒を実施。 

（例） ・自動販売機のスイッチ 

・屋外トイレのドアノブ、流水レバー、遊具等 

  利用者への呼びかけ（ポスター、放送等）を実施。 

（例） ・必ずマスクを着用しましょう 

・空いている時間帯に利用しましょう 

・長時間の滞在は控えましょう 

・受付に並ぶ際は距離を保ちましょう 

・発熱等風邪症状をお持ちの方はご遠慮ください 
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  屋内に比べて不特定多数が集まることが想定されるため、会場整理

を行う職員を十分に配置。 

  以下のようなイベントの開催は避ける。 

 

 

(3) 歌唱・演奏・演劇等のステージイベント 

   ○ 歌唱や演奏、演劇等のステージイベントは、密閉空間で大声をあ

げたり、多くの観客が集まって密集する恐れがあるため、徹底した

感染防止対策が求められる。 

○ 概ね 3 週間ごとに、地域の感染状況や感染拡大リスク等について

評価を行いながら、下表のとおり段階的に対応。 

5 月 25 日～ 

6 月 18 日 

6 月 19 日～ 

7 月 9 日 

7 月 10 日～ 

7 月 31 日 

感染状況を見つつ 

8 月 1 日を目途 

・密閉空間で大声を発するもの、人

との間隔を十分確保できないも

のは慎重な対応、管楽器にも注意 

・密閉空間で大声を発するもの等

は、厳格なガイドライン※によ

る対応 
※業界が策定するガイドライン（国通知より） 

  ＜主催者・会場管理者＞ 

  飛沫防止のため、ステージと観客席との間に十分な距離を確保。 

  観客の入退場時の密集回避。 

＜ステージ出演者（歌唱者、演奏者など）＞ 

  出演者同士の間隔を２ｍ以上確保。 

  マイクは使い回しを禁止。また適宜消毒を実施。 

  特に管楽器は個人管理を徹底し、他人が触れないようにする。 

  観客が声をあげたり、接触するような演出の禁止。 

  楽屋などでの３密回避。 

＜観客＞ 

  ステージ出演者への声援や歌唱の禁止。 

  ステージ出演者の入り待ち、出待ちの禁止。 

（例） ・レクリエーション、対面式の運動等 

-12-



瑞穂市自治会連合会 中学校区別懇親会について 

【目的】 

任期の短い自治会長が多い中、早い時期に懇親会を実施し、自治会長同士のつながりを早

い段階に深め、情報交換等を活発にしていただくこと。 

中学校区での実施とし、市全体より規模を小さくすることで、より話しやすい懇親会とす

る。 

【予算】 

 市一般会計   2,000 円×参加者9７人×1 回＝19４,000 円 

 自治会連合会  2,000 円×参加者９７人×1 回＝19４,000 円 

【費用の補助】 

それぞれの会計に１人当たり2,000 円ずつ、合計4,000 円の予算があります。 

昨年度同様、個人負担は費用の3 分の１とし、下記のとおり、補助します。 

 

補助額＝１人あたり費用×２／３（ただし上限４，０００円とする）×参加者 

※小数点以下は切り捨てます。 

 

【例１】１人あたり3,500 円で28人参加の場合 

    3,500 円×２／３×２８人≠６５，３３３円（小数点以下切捨て） 

【例２】１人あたり７,500 円で１２人参加の場合 

 7,500 円×２／３＝5,000 円 ⇒上限の4,000 円で計算 

4,000 円×１２人＝48,000 円 

【懇親会の実施方法】  

 ①実施日・実施場所・１人あたりの予算を決めて、市民協働安全課に連絡してください。 

 ②実施場所によって、支払い方法が異なりますので、方法について、市民協働安全課からお

伝えします。 

 ③懇親会実施 

 ④参加人数の報告、領収書等の提出をお願いします。 
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令和２年度 瑞穂市自治会連合会 自治会長研修 

 

【テーマ】 

地域課題の解決！ 

自治会等の困りごとワークショップ（仮称） 

 

【研修の主旨】 

過去2 回実施した事業報告会において、自治会等の様々な取り組みについて情報共有をし

てきたが、地域の中にはまだまだ様々な課題があるため、自治会長研修の場を活用し、地域

課題についてワークショップを実施し、他の取り組みなどを参考に、問題解決へつなげてい

くことを考え実践する。また、その取り組みについて事業報告会に報告することで、さらに

広げていく。 

 

【研修会の日時・場所】 

未定 

（今後、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、感染予防を第一に考慮し検討する。） 

 

【研修の内容】 

 別紙アンケート結果から選定したテーマについてワークショップを実施。 

 （研修後、取り組みを進めて、年度末の事業報告会にて報告できるよう、ワークショップの

中で取り組みのスケジュール等まで話し合う。） 

 当日は、ワークショップの結果をグループごとに発表する。 

 なお、役員はファシリテーターとして、各グループをまとめる役割を務める。 
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アンケート回収：61

１ 役員の担い手が不足している。 53

２ 自治会に加入されない世帯がある。また、脱会する世帯がある。                                           20

３ 個人情報の取り扱いについて 16

４ コミュニティの希薄化について 23

５ 新旧住⺠の溝がある。 10

６ 固定概念や慣例から脱却ができない。 11

７ 少子高齢化に伴う歪について 12

８ 自治会の再編（分割・統合）について 10

９ 子どもや若い世代の役割（活躍の場）について 6

解決策等

詳細な年間スケジュールと概要を引き継ぎ時
に説明し、自分のスケジュールと調整してい
ただく。行事の前に関連役員会で詳細な説明
を行い関わりやすくし、参加者が多くなれば
負担軽減になる。

消防団員の担い手不足。 消防団員の現状説明会

自治会⻑の担い手がない。仕事量が多い。市
からの手当てが少ない。

手当てを2倍にする。

若い世代、共働き世帯など、仕事が忙しい方
が班⻑になると、広報や回覧が夜遅くでない
と渡せない。

毎回、電話して、直接本人に渡している。

会議、行事、イベントが多く、書類文書が多
く、整理が難しい。

前任の自治会⻑、諸先輩とコミュニケーショ
ンをとり、情報交換している。

「困りごと」として当てはまるものに〇を付けてください。（複数選択可）

⾃治会⻑研修に関するアンケート まとめ

１ 役員の担い手が不足している。

困りごと
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解決策等

自治会役員は車の運転、パソコンができなけ
れば務まらない。人材不足。

役員の多くが仕事があり、日曜日の行事にし
か出席できない。

できることは自分でやるよりしょうがない。

高齢化で担い手が役を勤めきれない。
自治会、子供会、老人会の連携をうまく行
い、行事の活性化に取り組んだ。

交通安全委員を半減したい。
自治会役員構成の見直しの必要。

40代〜60代の未婚の人が増えており、自治会
活動には参加しない。親は高齢化のため、役
員不足の一因となっている。

自治会⻑の負担が⼤きすぎる。

高齢化により自治会活動が年々⼤変になって
いる。

組ごとの輪番制で役員を決めるが、高齢化で
引き受け手が少なくなり、今後益々困難にな
る。今回はメンバー内投票方式で決めたが、
しこりが残る。

アパート住⺠の自治会加入促進。ほとんどの
方と交流がなく、何もわからない。

アパート建設前に情報があれば対策できると
聞いていますが、現存するアパートでは困難
と言われている。

マンション住⺠の確認

自主防災組織規約、個人情報取扱規約を作
り、住⺠台帳を提出してもらうこととした。
要支援者や敬老会該当者の把握ができるよう
にした。

自治会の行事に参加意識が希薄。
自治会費の横の連帯意識が向上する行事又は
補助金の増額。

学校とのつながり。牛牧小学校では地区懇談
会がなくなった。年１回の自治会、PTA、学
校との会がなくなり、益々希薄化する。

４ コミュニティの希薄化について

困りごと

２ ⾃治会に加入されない世帯がある。また、脱
会する世帯がある。

３ 個人情報の取り扱いについて



解決策等

アパートの入居者と自治会会員との交流が少
ない。
コミュニケーションが取りにくくなりつつあ
る。

フェスタ等を開き、年行事をしていく。

古くから行われている行事は、マニュアル化
で、共通認識とする。内容は意見を踏まえ改
善を加えている。
自治会内の決まり事をまとめ、「自治会運営
の補足事項等」を作成し、わかりやすくし
た。

排水路の清掃について高齢化にともない苦情
が出ている。
4月から小中学生が合計5名
今後の地域コミュニティについて。高齢化社
会、障がい者福祉、免許返納後の交通手段、
ごみ収集の問題等。

市自治会連合会からの脱退。（市役所の下請
自治会から脱出したい。）

自治会を分散化し、連合会組織を発足した
い。自主性のある自治会としたい。
消防団員等の推薦は行わない。
個人情報保護法により、全ての行事に支障が
出ている。絆がなくなってしまう。
補助金は今後受けない。（業務多忙、自主性
に欠ける自治会になってしまう。）

宅地化が進み、各組の自治会員数が増加し、
組⻑の負担増なっている。

イベントを増やした。

８ ⾃治会の再編（分割・統合）について

７ 少子高齢化に伴う歪について

６ 固定概念や慣例から脱却ができない。

５ 新旧住⺠の溝がある。

困りごと

９ 子どもや若い世代の役割（活躍の場）につい
て



解決策等

自治会未加入アパートのごみ集積所が散乱し
やすい。

管理会社、市役所への連絡。

不法投棄
・ごみ集積場等へ自治会員以外の人の不法投
棄。
・河川や堤防、用水、田畑への不法投棄。
・犬、猫の糞公害。

ゴミ分別の認識が薄い。

防犯カメラ等の設置予定。
ルール違反で捨てられた不燃物は、自治会で
不燃物の袋を買い、役員が美来の森へ捨てに
行く。
自治会未加入者への説明。
看板の設置。

排水路の浄化。下水道未整備による排水路の
悪臭。
内堤防の不法耕作。住宅地への土砂流出、堆
肥、肥料の臭気問題。

不法耕作者への注意。市への通知。

ゴミステーションの増築

空き家問題 市に対して対応を陳情

外国人の流入が増加することから、多文化共
生の対策、仕組みづくりを進める必要があ
る。

会社の寮として、若い外国人が10数人入居。
夜遅くまでの⼤音量音楽やごみの出し方の理
解不足で困っている。

言葉がわからない。その都度、雇い主に連絡
し指導をお願いしている。

集合住宅の自治会なので他の自治会と異なる
ことが多い。

他の集合住宅自治会の意見を伺いたい。

公⺠館の老朽化及び借りている公⺠館の解体
（土地の返還）、自治会倉庫の新設。

困りごと

１０ 環境問題

１１ 多文化共生関係

１２ その他



解決策等

防災に関して自治会はどこまでの対策が必要
か。特に整備についての統一感がない。訓練
も実践的でない。

区費の徴収について

自治会費の取り扱い。⻑男の同一敷地内同居
は同一世帯扱いで近所の⻑⼥は別世帯等、一
世帯の定義に整理の必要あり。

市の決まりはありますか。

補助金、負担金等、限定が厳しく柔軟な執行
が妨げられている。

自治会への助成金制度についてＨ30年度まで
の内容に戻してほしい。または、他の補助金
が出ているものも自治会事業と認めて欲し
い。具体的には、ごみステーションや防災対
策関連が自治会事業に入らないことは困る。
昨年度も20世帯以上が加入してくる状況の
中、消火栓設置、それに伴うホース等の関連
備品は必要です。また、⻑年取り換えていな
いホース等の関連備品は耐用年数が過ぎて交
換せざるを得ない。本来は市が設置するもの
と考えます。これらに自治会として多くの費
用を投資することになるが、これが自治会事
業として認められないことはおかしい。

地域課題や地域のニーズをもとにした自治会
活動と校区活動や区の活動のズレ。

自治会活動の充実で連帯感を高める。

小学校区単位で連合会を立ち上げられたらい
いなと思います。これまでの単一自治会の活
動を尊重しながら、これに加える型で、社会
教育、福祉等で一体的な取り組みができるこ
とを望みます。「人・物・金」といった基盤
づくりの面で市の後押しが必要と感じます。

困りごと
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自治会連合会選出　審議会等委員　選出リスト (順不同･敬称略）

R2
選出分

審議会等名称 R2年度 任期 H31選出者 備考

★★★
まちづくり基本条例
推進委員会

新規 2年
各中学校区
１名

★
瑞穂市行政改革推進
委員会

改選 2年 加納　明彦

瑞穂市男女共同参画
推進審議会

2年 馬渕　一弘 R元.7改選

瑞穂市地域公共交通
会議

2年 都竹　健 R元.10改選

防災会議

水防協議会 2年 加藤　裕貞 連合会長

国民保護協議会

★
福祉有償運送運営協
議会

改選 2年

★
瑞穂市上下水道事業
審議会

改選 2年
下水道使用してみ
える方

★
廃棄物減量等推進審
議会

改選 2年
平日午後
5回予定

総合計画等評価審議
会

2年 渡邉　昭博 H30.9改選

★
瑞穂市明るい選挙推
進協議会

改選 1年 広瀬　和孝

老人福祉計画策定・
推進委員会

3年 坂之上　尚久

★★★★
★★★

生活支援・介護予防
体制整備
推進会議

改選 1年

宮川　健一（生津）
渡邉　昭博（本田）
加藤　裕貞（穂積）
土屋　博道（牛牧）
堀　利通（西）
桂川　忠勝（中）
都竹　健（南）

各校区1名　計７
名

瑞穂市地域福祉計画
策定委員会

渡邉　昭博

★★

「認知症予防・ケア
に関する地域住民に
対する普及啓発及び
活動」のワーキング
グループメンバー

改選 1年
坂之上　尚久
森　清一

次世代育成支援対策
協議会

2年 大平　高司

第二次健康増進計画
策定委員会

2年
令和2.2まで
（森　清一）

瑞穂市放置自動車廃
物判定会

随時

ねんりんピック
瑞穂市実行委員会
委員

林　義郎
ねんりんピック終
了まで（R2.11)

ねんりんピック
瑞穂市実行委員会
総務企画部　委員

馬渕　一弘
ねんりんピック終
了まで（R2.11)

★
★
★

緑の募金会 改選 １年
加藤　裕貞
森　清一
北川　静男

正副会長
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