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下町屋地区各種団体合同協議会を開催
6月10日（日）午前9時から 三入公民館において、恒例の30年度下町屋地区の各種団体合同協
議会を、県議会・市議会議員の ご臨席のもと 開催いたしました。開催の主旨は下町屋という地域に
ある数多くの団体が 共通の目的を認識し、住みよい町作りを目指して行こうというものです。連合会
長の挨拶に続き、御来賓の方々の 祝辞を頂戴し、それぞれの団体長から、活動内容の発表と課題
の提起がありました。

［出席団体］
福寿会、女性会、消防団、体育協会
子供育成協議会、民生委員、交通安
全協会、社会福祉協議会、防犯組合
公衆衛生推進協議会、自主防災会
各自治（町内）会

Ⅰ、来賓祝辞
◇ 広島県議会議員 山崎 正博 先生

合同会議の開催おめでとうございます。このような会議を開催されより良い町作りにご尽力される
ことに 敬意を表します。また先日 は三入ふれあいフェスタにご招待いただき、有難うございました。
晴天に恵まれ、暑さ厳しきものはありましたが盛大に開催されました事、心よりお喜び申し上げます。
土砂災害も発生から4年目を迎えましたが、復旧工事もまだ156件が残っている現状です。今年も
出来るだけ早期に 完了させるよう努力しますので了解下さい。皆様方におかれましては、地域ごと
に防災マップの作成をされているそうですが、町の安全を守るため努力を継続していって下さい。
◇ 広島市市議会議員

今田 良治 先生

合同会議の開催、大変おめでとうございます。またこういった会に呼んで頂き有難うございました。
今日は下町屋地区の団体長さんがこぞってご出席の会議と聞き、この地区の課題等が話しあわれ
ると期待して出席させて頂きました。 今日の情報を参考にさせて頂き、これからの市政を考えて行
く素材とさせて頂ければと思います。よろしくお願いします。
◇ 広島市市議会議員

若林 新三 先生

合同会議の開催、大変 おめでとうございます。会議に 参加させていただき 有難うございました。
このような地区の団体長さんの会議は、地区の色々な情報の共有と言った面で有効で大切な事

だと思います。小学校前の道路の拡張工事の完了 ・山倉道路の第一期の工事完了・ 桐原の9ｍ
道路の延長 （2年以内に完成予定）等、地域整備も 順次実施してきました。また三入地区では、ぼ
う さい 碑を造られて、防災に関する作文や 紙芝居を小学校の皆様が周囲の皆様に披露し、災害
の様子を後世に伝え残す活動をされているとのことですが、三入以外の地域へ出かけて行き賛同
を得ていることは大変立派な事だと思います。
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◇ 三入学区自治連絡協議会

笠野 道也 会長

当協議会では、会長の山下様が体調を事由に3月末日をもって、引退され、代わりに私、笠野が
会長の任に就く事となりました。どうぞ宜しくお願いします。
この三入学区では、2,182世帯の世帯数があり、このうち下町屋の世帯数は781世帯で一番多く
三入地区全体の三分の一以上を占めております。三入地区の役員構成でも下町屋が一番多いい
訳ですから、どうか皆様はこの地区で率先して地域の活性化にご尽力下さるようお願いします。
Ⅱ、下町屋町内会連合会の活動状況

・定例理事会

岡田 豊 会長

： 年間4回開催

（ 4／15， 8／26， 11／4， 2／10 ）
・合同会議（地区内各種団体） ： 6／10
・基盤整備要望のまとめ
(行政への一括提出 5／1， 主旨説明 6／6 )
・環境美化 ： 河川敷内の草刈りと不法投棄
物の撤去
・「敬老祝賀会」の開催 ： 9／17（祝）
今年は78歳以上の方を招待します。
主な余興：セミプロ女性演歌歌手のショウ
・事業実施に伴う地域内事業所への協力金の
要請
・子ども見守り活動の推進
（防犯カメラ検討）
・広報紙（しもまちや）の発行
Ⅲ、各種団体の活動状況の発表
◇ 社会福祉協議会の活動状況 山田 善伸 副会長
・「安心ネットづくり」の推進
福祉協力員制度の活性推進（協力員18名）
・「いきいきサロン設置」の推進（現在６チ－ム）
・「ボランティアバンク」の推進
・広報紙「社協みいり」の発行、年2回（2,600部）

◇ 公衆衛生推進協議会 笠野 道也 会長
・「家庭ゴミの分別収集」の徹底
・「地域環境指導員活動」の推進
・献血運動の推進（7/8 フジ駐車場で実施）
・家庭ごみ置場：市が実態調査中、調査終了
まで、新規設置は保留。

・回覧板ホルダ－：今年公衛協が配ります
◇ 自主防災会連合会の活動状況 保田 博 副会長
（1）「災害に強い地域づくり」の推進
・ ハ－ド面 :（河川の護岸補強・浚渫等行政への陳情活動）
・ ソフト面 ( 避難訓練、消化器の点検、防災体験研修、防災マップの有効利用、火災報知機の設置 ）
（2） 災害時の要支援者支援事業の推進 （※「避難行動要支援者名簿は今年度更新予定、現在
の物は29年度の会長が当面保管）

（3） 平成30年度活動計画
・三入学区自主防災連合会 ：新任リ－ダ－研修、災害前兆現象の確認（広島市立大）、防災の日の
防災フェア、防災まち造り事業（防災マップ活用）、防災士の資格取得、防災の講演会・研修会の開催

・行政関係 ： 「避難行動要支援者名簿（同意者リスト）」の見直し・更新
・下町屋地区の活動 ： ：各単位自主防災会の防災マップの見直し、避難訓練・防災訓練の実施
◇ 防犯組合の活動状況 上長者 光秋 副会長
・防犯夜間パトロ－ルの推進（毎週水曜日）
・子ども安全の日［［毎月22日］／校門前声掛け
・「地域安全推進委員制度」の推進（敬称略）
（6区）龍花康丸、神堀忠信（7区）児玉秀良（馬場）伊藤義盛
（8区）江田公弘（11区）外和重雄（12区・13区）各区会長

・地域の防犯にため、夜間の玄関・門灯の点灯協力を！

◇ 消防後援会（会は22年度末を以て解散）
今年度の特別支出として消防訓練に使用
する操法用ホ－スの購入で149,000円（購
入費用を上町屋と戸数の按分で決めた額）
支出しました。今までの物は、15年前に購
入したもので、傷みが激しくそのまま使用
すると破裂の危険性が出てきたためです。
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［各種団体の活動状況の発表］
◇ 下町屋福寿会 木野下 亮次 会長
・毎年、敬老祝賀会を開催して頂き有難うございました。今年もよろしくお願いいたします。
・福寿会では ： 秋の日帰り旅行、 区内の清掃活動（第一公園、親水広場、老人運動広場等）
夏季、冬季の卓球大会、
ゆめクラブボウリング大会出場・・・等活動予定
・会議の疲れを癒すため、シルバ－川柳が紹介された（皆、緊張がほぐれ、穏やかな雰囲気となった）
◇ 三入女性会 地区代表 観 芳子 代表
・会員114名（下町屋32名）、：毎月第一土曜日定例会、3/24総会 各種イベントの共催及び手伝い
として （ ちくれ祭りの手伝い、 ふれあいフェスタ三入盆おどり、 公民館祭りで豚汁、 きな粉餅、
コ－ヒ－の販売、 子育て支援、三入中餅つき大会で豚汁づくり、三入小学校のお茶会の手伝い、
公園の草刈り、三入公民館の大掃除等）下町屋としては、敬老祝賀会の手伝いを行いました。
◇ 安佐北消防団三入分団町屋車庫
中野 忠則 副分団長
・町屋車庫の団員数は総勢17名です。年始の出初式を始めとして年間十数件の訓練、研修、講
習等があり、団員一同頑張っております。 7/15（日）には、消防の一大イベントの、操法大会が
ありますので、5月から毎週火曜日と金曜日に 練習を行っております。この度は、上町屋と下町
屋の町内会連合会で 、操法大会用のホ－スを新調して頂き 有難うございました。 良い成績が
出せるよう頑張りますのでよろしくお願いします。
◇ 三入小学校ＰＴＡ (欠席：メッセ-ジ代読）
・日頃の見守り活動、大変有難うございます。
主な活動は、6/15：総括会議、見守り会議
6/22：学校協力者会議、 6/24：第一回親
父の会（神楽公演）、 7/7：学区内巡視、
9/？：第二回親父の会（河川敷草刈り）、
9/29：秋の運動会、 11/？：第三回親父の日
11/14：学習発表会、 2/？：第四回親父の日（

校庭清掃）、 3/20：卒業式
◇ 子供会育成会 池永 秀樹 会長
・5月：ふれあいフェスタ三入売店出店、 6月：

◇ 三入中学校ＰＴＡ（欠席：メッセージ代読）
・地域の皆様には、生徒の生活指導等、
色々とお世話になっております。
主な活動は、4月：ＰＴＡ総会、 6月10日
：安佐北ＰＴＡ連合会親善スポ－ツ大会
7月：可部地区中学校ＰＴＡ親善スポ－ツ大会

9月：体育祭、 10月：文化祭、 11月：
3学年ＰＴＣ活動、 12月：1学年ＰＴＣ活動
ふれあい餅つき、2月：2学年ＰＴＣ活動
◇ 三入学区体育協会 伊藤 義盛 副会長
・ふれあいフェスタ三入には、多数参加

安佐北区ＰＴＡ連合会親善スポ－ツ大会
7月： 可部地区子供会大会、 安佐北区球
技大会、 水道局による下水道について子
どもへの講義等を計画しています。。

協力頂き有難うございました。下町屋
は4位という成績に終わりましたが、来
年は50周年の節目となりますので、頑
張りましょう。

◇ 民生委員・児童委員 住井 賢一 委員
・一人暮らしの65歳以上の方、見守りが必要な
高齢世帯の方、身体の不自由な方に対し、見
守りや訪問活動を実施し、行政や包括支援セ
ンタ－と協議や 情報交換を行っている。
・生活困窮者に対しては、生活保護や生活福
祉資金に関する相談支援や、行政・専門機関
への情報提供等をおこなっています。
・自治会未加入の高齢者の災害時における
避難支援、安否確認等に不安があります。

◇ 交通安全協会 岡崎 環 支部長
・協会では、交通安全と事故防止のたの
啓発活動を実施。その一環として毎年
4回 10日間の交通安全運動を行って
います。また登校時には、三入小入口
学校橋東 三入交番前 有楽橋で
交通監視を・ さらに公民館横で交通
安全の街頭キャンペ－ン（ 児童館の
児童に マスコットを 配ってもらった。）
その他 優良運転者の表彰も実施。

◇ 6区自治会 山田 一孝 会長
・昨年は会員数が 3戸増え166戸となりました。
今年も1戸増える予定です。
・30年度の活動計画は、（1）環境美化の維持
継続、（ 区域清掃、インフラの整備 ）、 （2）
防災、防犯活動の継続（見守り活動に協力
ください）、 （3）近隣との交流を行い、ふれあ
いフェスタ、敬老会、等にも参加しましょう。

◇ 7区自治会 前 正博 会長
・昨年秋祭りの神輿の練り歩き復活につ
いて、全世帯にアンケ－ト実施、担ぎ手
不足で断念。今年は各組に拠点を2～
3か所設け、そこに集まって練り上げる
という方向で検討しています。担ぎ手の
負担を少なくして、将来に亘って継続可
能な形で復活出来ればと考えています。
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◇ 馬場自治会 菅原 ヒメ子 会長
・4月 ：自治会総会、 5月 ：自主防災訓練、
9月 ：道打ち、敬老祝賀会参加
10月 ：秋祭り（7区自治会と共同）
平成31年1月 ：とんど祭り（7区自治会と共同）
3月 ：各班親睦会
◇ 8区自治会 江田 公弘 会長
・ 当地区の会員数は、175戸です。まだあちこ
ちで、新築家屋の建設が進んでいます。
・ 継続活動として、毎月親水公園の清掃を行
っております。
・ 4年前の災害の後、砂防堰堤は建設された
が、以下の排水路がまだなので、復興事務
所に早期着工を依頼中。
・前年の児童連れ去られ未遂事件を契機に防
犯カメラの設置を 役員会で決定、 業者の見
積もりを取り今月中に市に申請の予定です。
・年配者と、新規入会者のコミュニケ－ションを
築くため、秋祭りの神輿担ぎ、餅つき大会の
杵打ち等を、若い新会員に受け持ってもらい
その後の懇親会で、世代間の交流を図る事

◇ 睦自治会 市岡 敏夫 会長
・昨年地区の角地にある空き家の植木が
道路にはみ出し、通行に支障をきたして
きたため、区役所の維持管理課にお願
いし、切って頂きました。
・今年は、昨年よりも地域活動をより積極
的に実施して行こうと言う事で意識統一
しています。
秋の祭りも、神輿奉納後
の親睦会も、昨年より盛大に行うつもり
です。
◇ 9区自治会 川立 領 会長
・十数件の新築家屋が出来たので、自治
治会への加入をお願いして回ったが入
会して頂けなかった。
・自治会行事は前年度並みに実行してい
ます。
◇ 10区自治会 住井 賢一 副会長
・自主防災会で防災訓練を行い、全世帯
の人数の把握を行いました。
・昨年の12月には、高齢者ポイント事業に
加入しました。

としている。
◇ 11区町内会
岡崎 環 会長
・町内会行事は例年通り実施。
（お祭り、とんどは12～13区と共同で実施）
集会所の管理と清掃、
・高齢者ポイント事業にも参加しました。
◇ 市営住宅自治会 沖田 敏郎 会長
・行事は、昨年通り、
・最近、100歳体操をはじめました。
◇ 13区町内会
浅枝 萬年 会長
・町内会行事は例年通り実施（お祭り、とんど
は共同で実施）
・見守り活動は、6名で行っています。
・災害時の避難者名簿を作成しました。

・本土居橋に上の農業用堰のすぐ下に設
置されてあった、防護用テトラポットが激
流でながされ、底に大きな穴があき堰本
体を 壊す恐れがでてきたため、 県土木
で 補修をしてもらいました。
◇ 12区町内会 島田 幸三 会長
・全戸数 16戸の小規模町内会です。
・毎月1回の会合を持ち、色々な事を取り
決めています。（ 集会所の清掃、 河川
敷清掃等）
・防災活動では 火災報知器の点検を実
施 7月22日には、日赤の出前講座でＡ
EＤ の使用方法の 研修と、救命活動の
対処方法等について学びました。
・祭り、とんどは従来どおり共同で実施。

Ⅳ その他
◇ 自主防災会連合会に対して質問 ： 質問者（10区 住井 賢一 副会長）
・質問 ① ：災害時の避難情報の扱いで、行政防災無線の避難勧告等の発令場所は、全体か
土砂災害警戒区域に限定なのか？
・解答
：砂防ダム完成後は、限定して発令されていないはずです。
・質問 ② : 夜間の緊急連絡網での連絡は、どうしたらよいのか？
・解答
：各自主防災会毎に総会等で、夜間は連絡しない旨の、周知をしてもらえば良い。

◇ おくやみ ： 次の方々がお亡くなりになりました。ご生前の面影を偲びつつ、謹んでお悔み申し上げます。
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5月6日死亡
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