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令和元年度 第２回美篶地域協議会会議録 

開 催 日 令和元年９月４日（水） 

開 催 時 間 開 会 午後６時３０分 閉 会 午後８時０５分 

開 催 場 所 美篶きらめき館 第１、２会議室 

委員の出欠 

 

出席１６名 

欠席 4 名 

 委員氏名   委員氏名   委員氏名  

1 中山 一成 出 ８ 吉田 宮雄 出 15 丸田 旭雄 欠 

2 中澤 春樹 出 ９ 橋爪 依二 出 16 上島 郁子 出 

3 木下 隆人 出 10 北野  徹 出 17 富島 克洋 出 

4 赤羽 今男 出 11 中村 敏一 出 18 赤羽 教子 出 

5 有賀 春孝 欠 12 遠山  豊 出 19 黒河内 浩 出 

6 矢野 清志 出 13 渋谷  明 欠 20 白鳥 敏明 出 

7 小松 千里 欠 14 山岸眞由美 出    

署名委員 矢野 清志 吉田 宮雄  

委員以外 

の出席者 

 なし 

 

市 側 の 

出 席 者 

 なし 

出席した 

事務局職員 

美篶支所長  伊藤 明生 

協議事項 

 

１ 美篶の魅力等に関するアンケート結果について 

２ 美篶駐在所の移転改築等の要望について 

３ その他 

 

配布資料 １ 名簿 

２ 美篶の魅力や地域づくりに関するアンケート集計結果、回答一覧 

３ 美篶駐在所の移転改築等の要望書（案）ほか関係資料 
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■概要 

１ 開会  

  伊藤美篶支所長の進行により、午後６時３０分に開会する。 

 

２ あいさつ （中山会長） 

 

３ 会議録署名人の指名について 

会長から、６番委員 矢野 清志委員と、８番委員 吉田 宮雄委員を指名 

 

６ 協議事項（会長議長） 

 (1) 美篶の魅力等に関するアンケート結果について 

ア アンケート結果概要の広報について 

  イ 小中学校ＰＴＡ及び保育園保護者会役員（第２回目）について 

  ウ 新成人（令和元年度成人式対象者）について 

  （会 長）このことについては、本年３月から４月初めにかけて実施し、先に６月１１

日に開催した、本地域協議会にて、その結果を事務局から報告いただいた。そ

の中で、結果の見える化や回収率の低かったＰＴＡ、保護者会への再アンケー

トの実施、そして、新成人へのアンケート調査の方向が出された。事務局でそ

れぞれのアンケートを６月から７月にかけて実施し、まとめてもらったので、

まず、事務局から資料の説明をしてもらう。 

「ア アンケート結果概要の広報について」から、「ウ 新成人（令和元年度 

成人式対象者）」までを一括して説明していただきたい。 

事務局から、配布資料に基づき説明 

（会 長）ただ今、事務局から「アンケート結果について」説明があった。まず、本日

の協議を進めるに当たり、説明を受けた資料に関し、何かご質問等ございまし

たら、お願いしたい。 

     アンケート、広報について、質問をお願いしたい。 

  （委 員）広報だが、本年３月に１００名、４５名とあるが、ＰＴＡや新成人も含めた

ものとは違う。 

   （事務局）一般の部だけである。 

   （委 員）せっかくやってもらっているのに、「見た人が、私たちのものが入っていな

い。」ということにならないか。 

       裏面にＰＴＡ、保護者会とかあり、新成人も入っている。それらを加えた方

がいい。 

  （委 員）傾向的には似ているのではないか。 

  （委 員）中身はいいが、冒頭の１００名の内、４５名というところの、今回、新成人

を行い、ＰＴＡもやり直している中で、どうか。 
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  （委 員）出だし文章ね。 

  （委 員）どういう風に書いていいか分からないが、配慮した書き方にした方がいいの

ではないかという提案である。中身はそんなに問題ないと思うが。 

  （委 員）ＰＴＡや保護者なども含めて。 

  （会 長）集計上、小中学生は一緒にできるか。 

  （委 員）１００名の中に入っているのか。 

  （会 長）１００名は、一般の抽出の方。最初に行った保護者会やＰＴＡ、学校の子ど

も達は入っていない。今回追加したものも入っていない。なるべく多くした方

がいいので、集計上できるものは一緒にしてもらった方がいいかと思う。 

  （委 員）「なるべく大勢の人に声をかけた」ということをとった方がいい。 

  （委 員）１００名の内、４５名と書かなくてもいい。無作為に抽出した地域住民とＰ

ＴＡとかでいいのではないか。人数をあえて書かなくてもよいのではないか。 

  （会 長）無作為抽出や役員など、全部で合計人数に対してお願いし、回答率ぐらいは

出し。順位の１位、２位は集計し直しても変わらないと思う。 

  （事務局）変わるのは、小学生が圧倒的に「美篶の歌」をあげている。 

  （会 長）それは特殊である。 

  （委 員）子ども達が、それを課題にしている。 

  （委 員）小学生のものが出てくるところがない。 

  （事務局）調整させてほしい。 

  （委 員）よくできていると思う。全体的にはいいと思う。 

  （会 長）もう少し調整していただきたい。最後のところに「アンケート集計結果の詳

細は事務局で閲覧ができること」、「要望等があれば事務局へお寄せください」。

「事務局の住所、電話番号等」を記載すること。美篶地域協議会で広報するの

が初めてと思うので、事務局は市役所の美篶支所にあることを明記したほうが

いい。要望があれば出してほしいということを入れないとしても、事務局の所

在は明らかにした方がいいと思うので、入れていただきたい。いかかが。 

  ～了承～ 

  （会 長）大変ですがお願いしたい。 

       その他の質問をお願いしたい。 

  （委 員）感想はまずいか。 

  （会 長）それでは、感想も含めて、今後の方向性について意見をいただきたいので、

「エ 今後の協議の方向等について」に入りたい。 

  エ 今後の協議の方向等について 

  （会 長）このアンケート結果を受けて、魅力ある地域づくりや美篶としての子育て支

援に、どのような項目や内容などを、取り上げて考えて行ったらいいのか、或

いは、もっとこういう点を掘り下げていくべきかなど、委員のみなさんのご意

見をいただきたいので、感想も含めて方向性の意見をいただければと思う。 
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  （委 員）ＰＴＡの子育ての悩みや自由回答の辺が、若い人が何を思っているのかが一

番端的に知ることができる。これからの美篶を考えるとき、この層の意見をど

うくみ上げ、どう取り入れていくかだと思う。 

       ぱっと見たとき、「遊び場がない」、「外へ出ない」という自由回答が多い。各

地区の集会所等に公園などをつくってあるところはいいが、そうでないところ

は、ただの公園が美篶でどの程度、どこにあるのかが、あまり若い層に知らさ

れていないのではないか。 

       美篶グラウンドの横が家であるが、美篶グラウンドには美篶地区外も含めて

休日にしょっちゅう来ている。ただ、車を止めるところがなく、中に入れられ

ないので、道路に止めている。美篶グラウンドなどの利用性を上げるなどで、

彼ら子育て世代を地区に取り込んでいくことが誘導できるのではないか。 

       自由回答にある観音寺グラウンドはどこか。 

  （委 員）上川手中段の下県境にある。当初ゲートボールを行う目的であったが、ゲー

トボール人口が減ってしまい、今、草退治が大変である。 

  （委 員）ただの広場でも子ども達が遊べるような感じ。 

  （委 員）サッカーでも。 

  （委 員）広報されていない感じである。美篶の他の地区の人も使えるということを広

めていかないと、区内のことは分かっていても区外のものを使えるようにして

いくことが、不満に思っていることが少し前へ進むかと思う。 

  （委 員）各公民館を新しくしても、遊具が割と少ない。 

   （委 員）広さがあって、ボールを蹴ったりすることは、昔の子どもは当たり前だった。

今の子ども達は、場所がないということになってしまう。 

       新成人の方も、若い意見がいっぱい出てくると思ったが、新成人はやや期待

外れと感じる。 

  （会 長）一つ、方向性が出てきた。前のアンケートも含めてでいいので、どうか。 

  （委 員）ＰＴＡの前の方は少ないからそれで集約して、合体していないのか。 

  （事務局）役員が違うので、合体はしていない。 

  （委 員）総合人数にしても関係ないか。 

  （事務局）今回のものは、今時点の役員に対して行ったもののまとめである。 

  （会 長）第１回、第２回の区分けはそのまま活かしたというまとめである。 

  （会 長）本日の資料を見ただけで、しかも前回から日にちが経っているが、これから

どのようにもっていくかという意見をお願いできれば。 

  （委 員）どう進めるか。一般論であるが、自然環境で「桜」、「風景」、文化では「さん

よりこより」、「お祭り」。どんな美篶には、「桜を活かした地域づくり」などが

出てきている。 

       それを達成するために、地域として「どういう取り組み」をするか、「いつま

でに」、「どの様に」 、というようなことをすればいいのではないかと思う。 



5 

 

  （会 長）そういう中で、具体的な意見があればお願いしたい。 

  （委 員）例えば、桜であれば、地域で行っている活動にどう補助するか。新な活動を

するか。人材育成では、人、物、金のベースをそれぞれ付けてやっていくとい

うプランになると思う。 

       桜守もだんだん世代も変わっていくと思う。桜を守っていってもらうには人

材育成が必要。 

  （委 員）新成人が桜の活動に参加したいという意見があった。我々役員と小学生の交

流で進んでいるが、このアンケートをみるともう一つ色を付けて、なつかしが

っている人達まで巻き込むような参加もできるのではないか。 

  （委 員）事務局にたたき台を全部作ってくれといっても大変。例えば、地域協議会の

メンバーでチーム分けし、考えてもらうものを投げて、数名でグルーピングし

て検討し、出してもらうやり方も一つである。 

  （会 長）ただ今の意見に賛成でも、別の意見でもよい。 

  （委 員）前も同じ話をしたが、高齢者に関して質問をしないということでよかったの

か。 

  （委 員）美篶の課題の中にも、全部見ていないが、アンケートの中にも高齢化につい

てどう思っているかなど高齢者に関する意見、回答があったかどうか。 

       ＰＴＡの中に少子化は当然出ている。 

  （委 員）今回のアンケートの中に高齢者に関する質問は入っていないのでは。 

  （委 員）つくっていない。自由回答の中に書いている人はいるかもしれないが。 

  （会 長）今回は、地域の魅力、子育てにスポットを当てた、メインにしたアンケート

ということで、やった。そういう意見をいただいた時に、社協とも相談をしな

がら課題が出てくれば別だが、また、別のそれなりの形で行った方がいいので

はないか。スタートした後なので、そんな方向性を申し上げたと思うが。 

       全体的には高齢者社会。その対応、施策はだいぶ進んでいるということはあ

ると思うが、重要な課題である。社協とも相談しながら次の機会にスポットを

当てた方向性を別途で考えた方がいいと言ったと思うがどうか。 

  （委 員）確か、前もそういう感じであった。 

  （会 長）関係者にとっては切実な問題。次期の協議会の方へ意見をゆだねていきたい

と思う。 

       これからの方向性であるが、１位と２位をピックアップしていくのかと思う。

項目的に、地域協議会で方向性の出せるものと出せないものがあるが、桜の関

係、施設の広報で知らせていくことは、すぐに地域協議会である程度の方向性

が出せるのではないかと思う。 

       いくつか絞ってもらい、方法として、グループで方向性を出してもらい、次

回にそれを発表する中で方向性を決めていくというような方式でどうかなと

思う。 
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  （委 員）そういう方向でいいのではないか。 

  （会 長）項目を選定してもらい、希望を聞いたうえで、振り分けをしたいと思う。 

       桜の問題、子育て、ということでいいか。 

  （委 員）子育て、遊び場所。 

  （会 長）遊び場所の広報、知らせていくということ。すぐにできることは限られてし

まうと思うが。 

  （委 員）例えば、できないこととはどういうことか。 

  （会 長）子どもが安心して勉強。勉強となると。 

  （委 員）直接的でなくても、間接的に地域協議会としてどう関わるかなども出てくる

はずである。書いておいて棚上げも首をかしげる。 

  （会 長）分かりました。何とか、それなりの方向性を出したい。 

  （会 長）どんな美篶になってほしいかの１位と２位。とりあえずこれだけでいいか。

外にはどうか。 

       自然環境の第１位に三峰川や六道堤に代表される桜とあるが、これに引っ掛

けて、三峰川などの自然環境を広げるのかどうか。 

  （委 員）どんな美篶になってほしいかの２つでいいのでは。 

  （会 長）この２つでよろしいか。 

  ～了承～ 

（会 長）どんな美篶になってほしいかの「桜を活かした地域づくり」、「子供が安心し

て勉強や遊びができる子育て支援」の２つについて、グループ化をしたいと思

う。全員入ってもらってよろしいか。 

   ～了承～ 

  （会 長）希望を名簿にメモってほしい。 

  （委 員）そちらにお任せする。指定してもらえばいい。 

  （会 長）誰か希望がある人はいるか。 

  （委 員）育成会だったら、「子育て」とかにしてもらえば。 

  （会 長）関連で決めてよいか。 

   ～了承～ 

  （委 員）社協の立場も当然お願いしたい。ＰＴＡも子育て。 

  （委 員）通学路の問題もあるので、交通安全もお願いしたい。 

  （会 長）絞られてくる。 

  （委 員）会長、事務局にお任せする。 

  （会 長）早急にグルーピングするので、前の資料も持って、第１回のグループの会議

に参加いただきたい。 

  （委 員）いわゆるワークショップのような形で、がんがん意見が出てきた方がまとま

りやすい。 

  （会 長）何回か行わなければならいとは思うが。 
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（会 長）そういうことで引き続き協議をお願いしたい。 

（会 長）今後の協議の方向性は以上のとおり。広報については、ここまでできている

ので、修正したものを各委員に配り、文書で内諾をいただき、１０月ごろには

出していきたい。早く出していきたい。 

（事務局）１０月ということは、１１月の市報と一緒でよろしいでしょうか。 

（会 長）はい。 

（事務局）令和元年１０月でいいでしょうか。 

（会 長）９月ということにはいかないと思うので。１０月に出して行くのでよろしく

お願いしたい。 

（会 長）以上で、(1) 美篶の魅力等に関するアンケート結果については、まとめさせ

ていただく。 

  (2) 美篶駐在所の移転改築等の要望について 

  （会 長）それでは、次の(2) 美篶駐在所移転改築等の要望について を、議題としま

す。 

       まず、事務局から、「ア 美篶駐在所の移転改築について」から、「ウ 学童

クラブの拡充について」までの資料を、一括して説明をしていただく。 

事務局から、配布資料に基づき説明 

  （会 長）最初に、３つの要望書（案）について、どれについてでもいいので質問があ

ったらお願いしたい。意見、協議は質問の後でお願いしたい。 

  （会 長）関連であるが、前回の会議において、美篶駐在所の関係について、「県議会総

務企画警察委員会への要望を出したらどうか」という意見があった。その際、

市議会議員２名が欠席だったので、「市議会議員と相談して」と預かった点が

あるので、報告をお願いしたい。 

  （委 員）話をもらったので、担当委員会の副委員長である県会議員に美篶地域の様子

を話し、相談した。 

       結論的には、「市と伊那警察署の方へは継続してほしい。県警或いは県議会の

方へはもう少し様子を見てからの方がいいのではないか。時期尚早ではない

か。」ということであった。伊那バイパス、伊駒アルプス道路の進捗状況を見

なければならないことと、駐在所と交番の２点を総合的に見ていかないと、簡

単には結論が出せないだろうということ。それから、いったん県の方へ要望書

を出すと、継続して出して行かなければならない。途中で断念すると、「やめ

たのか」ということになり、断念することはできなくなる。もう少し様子を見

ながらという結論である。 

       市長あてと伊那署長へは継続して出して行った方がいいということである。 

  （会 長）駐在所の件については、このようなことがあったので、報告いただいた。 

       それでは、意見交換に入りたい。 

  ア 美篶駐在所の移転改築について 
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  （会 長）美篶駐在所の移転改築についての議論をお願いしたい。 

       この問題については、説明のとおり「関係する地区にも呼び掛けたら」とい

う意見を受けて、事務局で地区へ話をし、同意をいただいて、多数の要望者が

まとまった。そのことも勘案し、要望書（案）を作成してもらった。案文の関

係について意見をお願いしたい。 

  （委 員）いいのではないか。まとまっているし、外の地域の人も入ってもらって一緒

にやっていく内容になっている。 

  （会 長）同様の意見ということでよろしいか。 

   ～了承～ 

  （委 員）内容ではないが、全部２ページになっているが、どうか。 

  （委 員）１ページにして、小さい字にするよりはいいのではないか。それ以上のペー

ジならどうかと思うが、２ページまでだったらいいのではないか。 

  （会 長）駐在所の要望書は、１ページをもう少し大きくした方がいいのか。 

      いや、体裁はこれでいいのではないかと思う。内容については、よろしいか。 

   ～了承～ 

  （会 長）手良地区等、その他の地区とも文面の調整をして、同行できる外の地区は一

緒に市及び警察へ要望書提出にもっていきたい。 

       よろしいか。 

   ～了承～ 

  （委 員）県への提出は時期尚早ということが、相談の上であったが、逆にスケジュー

ル感として、バイパス問題もあり、最終的に県に要望書を出して行かなければ

ならないリミットはいつ頃になるのか。 

       この要望で全部 OK してくれればいいが。今までの流れを聞いていると、伊那

警察署としては交番化が、県警の既成事実のようなイメージと自分自身は感じ

ている。それを覆すかたちでやってほしいという要望なので、通りいっぺん行

っても、そのままずーっといって、最後は「こう決まった。」ということにな

ってしまう感じがする。 

       県会議員とか県の方へ私たちが直接上げていくことまで行うとしたら、どん

なスケジュール感か。 

  （委 員）県会議員からは、伊駒アルプスロードが具体化する頃でないとなかなかと口

にしていた。 

       警察予算がなかなか少ない中、伊那市の中では、西箕輪駐在所が旧診療所の

後を使って建て直すことが決定済み。今、長谷の駐在所を立て直している。あ

とは、伊那警察署の改築を出しているが、署もたくさんあり、なかなか手が回

らないという現状がある中で、駐在所にするにしても交番にするにしても、今

すぐに手を付けられる状況ではない。伊駒アルプスロードの状況を見てからに

なるのかと思う。 
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それがいつかというと、今から何とも言えない。 

  （会 長）去年もそうであったが、三峰川の向こう側が頭にあるということでよろしい

か。 

  （委 員）いや、それは関係ない。仮に交番の問題も片付けなければならいとすると、

一緒に考えなければならないのは、富県、東春近の駐在所を視野に入れてやら

なければいけないので、道路の話がでてくる。 

       決して、向こうの方という話ではない。 

  （委 員）伊駒アルプスロードが２０２７年ごろ開くとしたら、少なくとも５年ぐらい

経ったころには動いておかないといけないか。 

  （委 員）そんなに向こうにはいかないと思う。具体的に工事が始まるのは、見通し的

には２年か３年後に入ると思う。 

  （委 員）駒ケ根の向こうの方のはしからくると思う。 

  （委 員）そういう意見が強いが、それは分からない。 

  （会 長）着工の頃ということか。 

  （委 員）今年、初めて近隣まで巻き込んでの要望とするので、文章上はいいと思うが、

これをもっと強烈にアピールする。 

       綱引きではないが、交番の位置が、今のところ向こう側という空気が伝わっ

てきている。 

  （委 員）それは全くない。否定してもらっていい。そういう話は全くない。 

  （委 員）初めて美篶駐在所管内がうち揃って、総意だということを大前提にやってほ

しい。 

  （会 長）せっかく皆さんが同意していただいたので。 

       文書的にはいいという話があった。できるだけ多くの区長さん方に同行いた

だき、この件については別件で行くので、先ほどの意見も考慮して進めていき

たい。 

  （委 員）伊駒アルプスロードが具体的に着工するころになったら、何か動きをした方

がいいのではないか。今、国の直轄の予算が付いたところぐらいである。 

（委 員）調査が２年か３年といわれている。その後、設計し、着手となる。 

  （委 員）３年か４年後には、どこかで始まる。その時には、県にも言った方がいいか

もしれない。 

       伊那バイパスはだいぶ進んでくると思うが。 

  （会 長）先ほども言ったが、他地区とも協議しながら要望書の提出を進めていきたい。

よろしくお願いしたい。 

  イ 三峰川右岸道路の安全対策について 

  （会 長）三峰川右岸道路の安全対策についての議論をお願いしたい。 

  （委 員）やってもらったことも入れてあり、一歩前進はあるが、まだ足りないという

ことで、いいのではないか。 
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  （会 長）この文案でよろしいか。 

   ～了承～ 

  （会 長）市長への要望書の提出ということで、進めていきたい。よろしくお願いした

い。 

  ウ 学童クラブの拡充について 

  （会 長）学童クラブの拡充についての議論をお願いしたい。 

  （委 員）施設の拡充と指導員の増員とポイントを絞ってある。その点が一番重要なの

で、いいのではないか。 

  （会 長）この件については、昨年までと若干ニュアンスが変わった。昨年は専用施設

を何とかしてほしいということであった。交渉、それぞれの努力、前給食室跡

地が念頭にあったが、そこが期待できないということで、施設の拡充とした。

指導員については、調査し、施設及び内容とも拡充ということのニュアンスに

変わった。このような文案でよろしいか。 

  （委 員）指導員の定数はどうやって決まっているのか。 

  （事務局）確認していない。 

  （委 員）人がいれば増やせるし、人がいない場合どうか。 

  （委 員）何人に一人という基準があると思う。なぜ、美篶だけ７５人に１人なのか。

東春近は４０人に２人もいるのか。確か一人当たりの定員があると思う。 

       登録しているが、実際には来ていないということもあるのか。 

  （事務局）去年の状況では、一番多い時は、６０人ぐらい来ているということであった。 

  （委 員）それでも１人でやっているのか。 

  （事務局）聞いたところでは、登録はしていないが、美篶地区の人がお手伝いしている

状況があるみたいである。 

       市に登録してある指導員は１人のみということだと思う。 

  （委 員）資格要件があるので、教員免許とかが要求されているのではないか。 

  （委 員）どういう基準なのか調べてみたい。 

  （会 長）補助員も含めて調査をする。 

  （委 員）７月１日は微妙な時で、高遠小学童クラブは新学童クラブ建物に移動した日

である。狭いようであるが、古い方のものだ。 

  （会 長）ニュースになっていた。 

  （委 員）子育て支援センターが、旧美篶東部保育園から旧高遠保育園へ移った日であ

る。 

  （会 長）意見の件は調査し、文面に修正等が必要なら正副会長と事務局に一任させて

もらい、調整して提出していくことでいかがか。 

   ～了承～ 

  （会 長）そういうことで進めさせていただくので、よろしくお願いしたい。 

      (2) の要望３点の協議については、以上で終了したい。よろしくお願いしたい。 
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  (3) その他 

  （会 長）全体を通して何かあればお願いしたい。 

  （委 員）要望書の提出は、なるべく早めにお願いしたい。日にちを決め、手良等と入

る形でやってほしい。 

  （会 長）提出先とはまだ接触していないか。 

  （事務局）していない。 

  （会 長）提出の日について、市側などと調整して、なるべく早くしたい。 

       昨年は正副会長と各種団体協議会の副会長、市議会議員２名で行った。駐在

所の要望は外の地区もあるので調整するが、美篶の独自の問題については、正

副会長と市議会議員、各種団体協議会の副会長はどうするか。 

  （委 員）出なくていいのではないか。 

  （会 長）正副会長と市議会議員、事務局で調整し、なるべく早く行きたい。よろしく

お願いしたい。 

  （会 長）その他にあるか。 

  （事務局）５のその他はあるが、(3) のその他はない。 

  （会 長）委員から、その他あればお願いしたい。 

       こちらから、次回以降検討してほしいことがあるので出したい。 

       地域協議会委員は各種団体協議会運営委員でもある。昨日、区長会役員の変

更についての通知を見た。地域協議会の役員についても、次期に検討してもら

った方がいいと考えていた。このタイミングで諮りたいと思う。 

       この協議会は任期２年であるが、出身の役職が交代すれば変わっていく。役

員の内、正副会長は慣例により始まった期、今の場合だと平成３０年度の区長

会長が２年間、会長をすることになっていて、公民館長が副会長となっている。

区長会では、会長の負担を軽減するということで、昨日のような文書があった。

今までの慣例で行くと、令和２年度の区長会長が、令和２年度、３年度の２年

間、会長を行うことになり、今の区長会長は委員として残るだけになる。２年

間を同じ人が会長をやるのではなく、来年度は今年の区長会長が、前年度区長

会長として会長になり、１年ずつ交代をしていく。１年委員としてやり、それ

から会長をする。こうした方が、会長として継続性が持てる。現年の区長会長

の負担を軽減しているので、翌年、地域協議会の会長をお願いする。 

       なおかつ、副会長の定数は決まっていないので、現年の区長会長も副会長に

加わり、副会長２名とする形にしたらどうか。区長会長は、副会長になり、次

の年に地域協議会長になるという形にできればいいと思う。 

       意見をいただき、決まれば、来期の新体制づくりの時に引き継いでいきたい

と思う。意見を聞かせてほしい。あるいは、次回、議題として意見を伺うのも

いいと思う。 

  （委 員）２年任期の上に、区長の１２月切り替えで、大変複雑となっている。どこで
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つながっているか分からない。年度切り替えになったので分かりやすい。 

  （委 員）やってみてそういう方がいいということであれば、会長が言った方針の方向

でいいのではないか。 

  （会 長）区長会の方はどうか。 

  （委 員）今行くと、現会長がもう 1 年会長をやるのか。 

  （会 長）現在が２年目である。 

  （委 員）去年と今年、やったということか。 

  （会 長）そのとおり。去年は区長会長をしながら地域協議会長をやった。大変であっ

た。 

  （委 員）副会長の席をもう一つ設ける。 

  （委 員）来年は、どうか。 

  （会 長）現区長会長が、来年会長になり、地域協議会長は１年。 

  （委 員）毎年、地域協議会長が変わっていくのか。 

  （会 長）そのとおり。 

  （委 員）現区長会長を副会長にする。 

  （委 員）継続性が持っていけるので、いいのではないか。 

  （会 長）そういう方向でお願いしたい。 

  （委 員）いつからか。 

  （会 長）期が変わる来年の４月から。 

  （委 員）規約も変わるか。 

  （会 長）規約は関係ない。慣例である。 

  （事務局）規約には、「正副会長は委員の互選による。」しか書かれていない。 

  （会 長）会長何名、副会長何名とも書かれていない。 

  （委 員）会長は１名でしょう。 

  （会 長）普通はそうだと思う。 

  （委 員）いいのではないか。それで問題があるようであれば、考えればいいと思う。 

  （会 長）協議事項のその他については、以上でいいか。 

   ～了承～ 

５ その他 

  （会 長）５ その他はどうか。 

  （委 員）前回にも少し報告したが、現状のグリーンベルトについて。 

区長会長、安全協会長と相談して、７月から先月末までＰＴＡ支部長、校外

指導部、各地区の安協とに手伝ってもらい、この前のＰＴＡ理事会を期限とし

て、グリーンベルト設置の各地区の要望（案）を提出してもらった。１地区未

提出だが、まとめて今年中には区長会長、安全協会長と相談したうえで要望を

出して行きたい。ご指導、相談をまたお願いしたい。 

以上、経過である。 
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  （会 長）次回の協議会の日程をお願いしたい。 

  （事務局）具体的な日にちはまだであるが、１１月に各種団体協議会の運営委員会を予

定している。主な内容は、安全祈願祭等を協議いただく。これに合わせ、次回

の地域協議会をお願いできればと思う。 

       さきほど、グループ化の話もあったので、正副会長と相談させていただき案

内させていただきたい。 

       要望書の関係は、区長会と連名なので、区長会長にも入っていただき、一緒

にお願いしたい。また、日程調整させていただきたい。 

  （委 員）次はおおよそ１１月のこの辺りを示せるようなら、示したほうが良い。 

（事務局）１１月１８日か、１９日のどちらかでどうか。     

   ～了承～ 

  （会 長）１８日か、１９日のどちらかということでお願いしたい。 

  （委 員）その時にグループの分かれて行うのか。 

  （会 長）それは前に行う。９月、１０月、１１月の１８日までとしっかりあるので。

近々にお願いしたい。 

  （委 員）次回までにまとめられるように。 

  （会 長）そのようにお願いしたい。 

  （委 員）１０月の早いうちに。 

  （会 長）９月の内に、1 回は、顔合わせをお願いしたい。 

  （事務局）会長、明日打ち合わせに来所をお願いしたい。 

  （委 員）９月のどの辺か、言ってもらえば。 

  （会 長）通知する。 

  （委 員）２班同時か、それとも別々にやるのか。 

  （委 員）やるなら同時に分けてやった方がいい。 

  （会 長）会場の都合も確認して。近々に通知を出すのでお願いしたい。 

６ 閉  会 

  副会長欠席により、会長から閉会のあいさつ 

 

 

 


