
 

 

設立 20 周年記念誌 

この 10 年のあゆみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 9 月 

加茂小学校区コミュニティ推進協議会 

航空写真・川西市教育委員会提供 



 

 

 

 

 

 

 

中央の「加」は加茂小学校区を、みどりは地域を表現し、周りの白抜きの部分は、地域の

象徴である桃の花弁と、人と人、みんなで手をとりあい地域の「和」育んでいこうとの意向

を表現し、図案化された。 

シンボルマークの考案者 堂見 和子 様より。 

 

加茂小学校区コミュニティ推進協議会旗 
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設立２０周年 記念誌 

この１０年のあゆみ 

 

P  1      目次 

P  2      設立２０周年を迎えて 

加茂小学校区コミュニティ推進協議会 

                会  長 白﨑 邦男 

P  3        コミュ二ティ創立２０周年を祝して 

 川西市  市長 大塩 民生 

P  4           コミュニティ会長就任の７年間を振り返って  

加茂小学校区コミュニティ推進協議会 

                前会長 土肥 千生子 

P  5           ２０周年記念誌発行によせて 

加茂小学校区コミュニティ推進協議会 

２０周年記念実行委員長 森田 長義 

P  6～16       この１０年のあゆみ（平成１９年～平成２８年） 

P 17～20       地域分権制度について 

                地域別構想、地域別計画、地域分権準備委員会とは 

 P 21～24       この８年間の運営委員史、地域分権制度の下（この２年間）での 

運営委員史、代議員史名簿 

加茂小学校区この１０年間の人口、自治会加入率 
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                設立 20 周年を迎えて 
 

 

 

 

 

 

 

 

加茂小学校区コミュニティ推進協議会  
会 長 白﨑 邦男 

加茂小学校区コミュニティ推進協議

会の、設立２０周年を迎えるにあたり、

諸先輩方のご努力と、各種団体を始め住

民各位のご理解とご支援の賜物と厚く

御礼申しあげます。 

平成年度に入り、少子高齢化による児

童数も減少し、加茂小と加茂西が平成９

年に併合し、加茂西校舎を活用して、加

茂小学校が開校することになりました。 

従って両コミュニティにおいても、一

本化に向けて関係各位のご努力により

平成９年に設立に至りました。 

加茂小第二体育館、グラウンドを活用

して、少年野球、少年サッカーを初め、

子どもの健全育成や、高齢者に至る多く

の皆さんが健康増進を目指して、活動し

ております。 

平成１３年には、川西市コミュニティ

センター「加茂ふれあい会館」が建設さ

れ、コミュニティの拠点として、諸団体

の会合、文化祭、育児教育、登録団体等

の活動の場が広がりました。 

 

さて、２７年度より、市の地域分権制

度に基づき、地域の現状、地域の魅力と

課題、目指す地域像、地域のありたい姿

を、生活の視点から「暮らし」「安全・

安心」「生きがい」「つながり」から、新

旧事業毎に検討して、新しいコミュニテ

ィへと３カ年計画をスタートしました。 

２７年度新事業の主なものは、加茂遺

跡クラブ、居場所づくり準備、三世代交

流バス旅行、カラオケ大会、最明寺川沿

道清掃、花いっぱい大作戦などを実施し

ました。 

２８年度は、２０周年記念事業を中心

に、新旧事業の継続を実施中です。 

今回の２０周年記念行事は「加茂まつ

り」として子どもから大人まで楽しんで

頂けるよう出店等を計画しました。今後

も加茂小コミュニティ推進協議会とし

ましては各自治会、諸団体、住民参加に

よる、ご協力を得て「安全・安心な住み

良い街づくり」を目指して推進して行き

たいと思いますので、よろしくお願い申

し上げます。 
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               コミュニティ 

創立２０周年を祝して 

 

 

 

 

加茂小学校区コミュニティ推進協議

会が、創立２０周年を迎えられました

ことを、心からお祝い申しあげます。 

２０年にわたる間、幾多のご苦労が

あったことと存じますが、その都度、

新しい道を切り開いてこられた歴代の

会長様をはじめ会員の皆様方には、深

く敬意を表する次第です。 

貴協議会は、「地域内の自治会と各

種団体が互いに連携し、住民の自主的

な活動を通じて相互の連帯を深めると

ともに、自治意識の高揚を図り、対話

と合意による住みよい地域づくりを進

めること」を目的として、平成９年６

月に、市内で１０番目のコミュニティ

としてスタートされました。それ以来、

地域をあげて「市民体育祭」や「文化

祭」、隣接地域の久代コミュニティと

の共催事業「どんとまつり」など、多

様なコミュニティ行事を催され、魅力

あふれる安心して暮らせる地域づくり

に邁進してこられました。 

 

また、平成２７年度から地域分権制

度の適用を受け、加茂地域が抱える課

題を解決し、より良い地域づくりを行

うことを目的として、地域別計画に基

づく地域づくり一括交付金を活用した

「加茂遺跡クラブのスタンプラリー事

業」「三世代交流バス旅行」「高齢者

向けの交通教室」など地域資源を十分

に活かした魅力ある取り組みも展開さ

れておられます。 

今後も、貴協議会におかれましては、

「ホタルが飛び交い、古の浪漫漂う笑

顔と躍動のまち 加茂」という地域別

構想に掲げた地域のありたい姿をかな

えるべく、様々な取り組みが進められ

ますことを節に願っております。 

 最後になりましたが、この２０周年

を契機として、貴協議会が今後ますま

す発展されますようお祈り申しあげま

すとともに、皆様方のご活躍、ご健勝

を心から祈念いたします。 

 

川西市長 大塩 民生  
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             コミュニティ会長就任の 

７年間を振り返って 

 

 

 

 

私の会長就任の期間は平成１９年度

から平成２５年度の７年間でした。あ

っという間の７年間ではございました

が、その間多くの方々のご協力を頂き

無事終了させて頂きましたことを改め

てこの場にて心より御礼申し上げま

す。 

コミュニティの合併当時からの少し

残っていた旧加茂西小と旧加茂小とい

う意識を無くし、１５自治会全体が一

つという意識で事業をこなしていくこ

と。更に１５自治会の大きさも様々

小・中・大規模とありますが、決して

大きさではなく一つの自治会の組織と

いう立場を大事にして、あくまでも平

等にということも配慮してまいりまし

た。 

事業につきましては、就任した平成

１９年は「加茂交流会館」の運営が開

始する年でございました。この会館に

伴い県民交流広場事業として事業を新

しく企画していかなければならなかっ

たのですが、この事業のおかげで「詩

吟入門編」「子育て中のお母さんのため

のコンサート」、「落語家体験コース」 

加茂小学校区コミュニティ推進協議会  
前会長 土肥 千生子 

「将棋道場」「合唱体験」「ファンクな

リズムでダイエット」等の新しい企画

が生まれました。 

また平成２１年に県知事との「さわ

やかトーク」が総務のメンバーととも

に行い、県と地域のあり方を協議する

機会もありました。さらに平成２３年

に国土交通省の「猪名川浸水モニター」

への協力により「猪名川浸水情報シス

テム」から携帯を利用した情報発信す

る「浸水メッセンジャー」を立ち上げ

る企画などにも参加致しました。（現在

はＨＰ閉鎖） 

現在進行中の「地域分権」にも長期

に渡り協議の時間を費やし、準備委員

会より新会則へと移行しました。 

今後地域は「地域、自治会、コミュ

ニティ」の融合、そして加茂小コミュ

ニティらしい「オンリーワンの地域づ

くり」に邁進してほしいといつまでも

願いつつ、私も微力ながらバックアッ

プをしていきたいと思います。 

最後になりましたが、様々な多くの

経験をさせて頂けた幸せに感謝すると

ともに、今後のコミュニティの更なる

発展を願い心より祈念しております。 
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                ２０周年記念誌の 

発行によせて 

 

 

 

 

加茂小学校区コミュニティ推進協議

会が平成９年に設立され、今年で２０

周年を迎えられましたことをお祝い申

し上げます。この間、地域の先輩諸氏

のご尽力は並大抵のものではなく大変

敬意を表します。 

私は昭和１６年生まれですが、その

頃、小学校は川西小学校、中学校は川

西中学校のみでした。 

この地域では児童数の急増期の昭和

４１年に加茂小学校、更に増加対策と

して分離させ昭和５０年に加茂西小学

校が開校されましたが、その後少子高

齢化の影響による児童数の減少で、平

成９年には加茂西小学校の校舎を使い

新加茂小学校が開校しました。 

地域面では、住民の意識の希薄化か

顕著な時代になり、よりよい地域形成

を目指して昭和６３年に加茂西小学校

校区コミュニティ推進協議会が設立さ

れました。また、旧加茂小学校区コミ

ュニティ推進協議会は平成６年に設立

されました。新加茂小学校区コミュニ

ティ推進協議会は平成９年に設立され 

  

 

加茂小学校区コミュニティ推進協議会  
２０周年記念実行委員会 

委員長 森田 長義 

今年で２０年目となります。 

平成２７年度からは、川西市の地域

分権制度により各コミュニティで特色

ある地域創成をはかるため、加茂小学

校区コミュニティ推進協議会の中に新

たに平成２７年９月に加茂遺跡クラブ

が発足しました。 

地域住民によりこの歴史遺産につい

て知見を深め、住民の連携を進めてい

こうとしています。この加茂の土地は、

これまでの発掘調査報告により、旧石

器時代から人が住んでおり、弥生時代

には、甲子園球場の約５倍の面積の中

に、環濠に囲まれ、地域の首長がおり

最大時約５００人が居住していたと考

えられております。 

この貴重な歴史遺産があり、桃、い

ちじくが特産品で緑豊かで住みやすい

気がるに話ができる、近所づきあいが

できる、近所の子供を見守る地域の形

成ができるように今後も加茂小学校区

コミュニティ推進協議会が独自の特色

を出し地域の創成に進んでいく事を願

っております。 
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  コミュニケーションを円滑に 

   行政と共に「よいまちづくり」 

 

4月 22日    定期総会 

6月 3 日        体育部 ふれあいウォーキング 

6月 28日    文化部  ハンガータオル手芸 

7月 25日    機関紙第 23号発行 

7月 5 日        体育部 カローリング大会 

7月 19日     人権 「ニ胡コンサート」 

7月 21日      

～8月 4日  学校プール開放 

 8月 7 日        金魚吊手芸 

 8月 25日     人権  映画「ハッピーバースデー」 

10月 21日        市民体育祭 

10月 21日    福祉部 市民体育祭福祉席運営 

11月 3～4日   文化祭     

11月 10～11日  第 27回市民どんとまつり 

11月 16日    環境部 啓蒙活動 カンカン作戦 

11月 16日    福祉部  園児と高齢者のサロン会 

11月 18日    環境部 学習会 

12月 15日    文化部 クリスマスコンサート 

1月 10日    自主防災訓練参加 

1月 20日    体育部ふれあいグラウンドゴルフ大会 

1月 21日        機関紙第 24号発行 

2月 17日     にぎやかフェスタ 

2月 22日    フォトフレーム 

3月 11～31日    年間写真展 

3月 21日    体育部 カローリング 

     

 

 

 

 

 

 

 

平成 19年 4月 14日 

加茂交流会館竣工 

ニ胡コンサート 

市民体育祭 

学校プール開放 
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            子ども達に引き継いで行きたい『地域』とは 

            「地域の活性化と地域の宝」 

 

4月 27日     定期総会 

5月 19日     人権「ライブ＆コンサート」 

6月 22日         体育部 カローリング大会 

7月吉 日     機関紙第 25号発行 

7月 20日      

～8月 2日   学校プール開放 

  8月 31日       夏のにぎやか発表会 

   8月 31日    人権 映画鑑賞 

  9月 18日    文化部 ティッシュカバー講習会 

10月 19日         市民体育祭 

10月 19日     福祉部 市民体育祭福祉席運営 

11月 1～2日    文化祭     

11月 8～9日     第 28回市民どんとまつり 

11月 10～14日   川西南中学生トライやるウィ‐ク 

11月 13日     福祉部 園児と高齢者のサロン会 

12月 14日     にぎやかフェスタ 

1月 15日     自主防災訓練参加 

1月 25日     体育部 ふれあいグラウンドゴルフ大会 

1月吉 日         機関紙第 26号発行 

1月 31日     環境部 ゴミの新分別説明会 

2月 7 日     環境部 猪名川クリーン作戦 

2月 18日     兵庫県井戸知事との「さわやかトーク」 

3月 8 日     加茂小自主防災 AED訓練 

3月 11～31日     年間写真展 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏のにぎやか発表会 小学生落語 

文化祭 作品展 

グラウンドゴルフ大会 

体育祭 大玉ころがし 平成 20年度総会総務役員就任挨拶 
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            地域力のある「まちづくり活動」 

            住民のパワーが地域力のエネルギーに 

 

4月 26日     定期総会 

6月 30日     文化部 押し花講習会 

7月 吉日     機関紙第 27号発行 

7月 30日     人権講座「私の年金玉すだれ人生」 

7月 5 日         体育部 カローリング大会 

7月 24日      

～8月 8日   学校プール開放 

8月 30日         夏のにぎやか発表会 

9月 20日         グラウンドゴルフ大会（予選会） 

10月 18日         市民体育祭(中止 新型インフルエンザ) 

11月 9 日     環境部 南中トライやるウィークと合同草刈 

11月 7～8日    第 29回市民どんとまつり 

11月 9～13日   川西南中学生トライやるウィーク 

11月 18日     福祉部 園児と高齢者サロン会 

11月 21～22日   文化祭 

12月 13日     体育部 ふれあいグラウンドゴルフ大会 

12月 23日     冬のにぎやか発表会 

1月 14日     自主防災訓練参加 

1月 吉日         機関紙第 28号発行 

3月 1 ～31日   年間写真展 

     

 

 

 ☆ おもろい電気教室    

☆ 小学生コーラス 

 

 

 

☆ 詩吟入門体験コース  月 2 回 ☆ 子育て中のお母さんのためのコンサート 1回 

☆ クリスマス寄せ植え     1 回 ☆ 落語教室  8月   ☆ 合唱体験 月 2 回 

～加茂ふれあい子ども教室~ 

 

～県民交流広場事業～ 

 

 

文化部 押し花講習会 

体育部 大人のカローリング大会 

子育て中のお母さんのためのコンサート フルート演奏 
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    多くの地域住民が参加をする企画づくり 

皆様とともに「まちづくり」を 

 

4月 25日     定期総会 

6月 30日     文化部 トールペイント講習会 

7月吉 日     機関紙第 29号発行 

7月 2 日     人権講座 「癒しのひとときをあなたと歌う」 

7月 5 日         体育部 カローリング大会 

7月 23日      

～8月 7日   学校プール開放 

8月 5 日     大塩市長の出前ミーティング 

8月 29日         夏のにぎやか発表会 

9月 19日         グラウンドゴルフ大会（予選会） 

10月 24日         市民体育祭 

11月 7 日     環境部 環境ハイキング 加茂墓地～鴨神社 

11月 7 日         猪名川浸水モニター登録説明会 

11月 7～8日    第 30回市民どんとまつり 

11月 22日     人権講座 「大人のための絵本の語り」 

11月 27～28日   文化祭 

12月 12日     体育部 ふれあいグラウンドゴルフ大会 

12月 23日     冬のにぎやか発表会 

1月 13日     自主防災訓練参加 

1月吉 日         機関紙第 30号発行 

3月 28日 

～4月 20日   年間写真展 

 

 

  

☆ わんぱく理科教室    ☆ 小学生コーラス  

☆ 南京玉すだれ教室    ☆ 落語教室    ☆将棋教室（後援） 

 

 

☆ 詩吟入門体験コース 月 2 回 ☆ 子育て中のお母さんのためのコンサート 1回 

☆ クリスマス寄せ植え 1 回    ☆ 大人向けフラダンス 6回   ☆ 落語教室 8月   

 

～加茂ふれあい子ども教室~ 

 

～県民交流広場事業～ 

 

 

平成 22年度総会総務役員就任挨拶 

猪名川浸水モニター登録説明会 

体育祭 加茂幼稚園演技 
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地域分権に向けての「地域別懇談会」開始 

            「加茂小地域の将来像をみんなで考えよう」 

 

4月 24日    定期総会     

5月 15日    環境部 川西かんかん作戦クリーンアップ 

7月吉 日    機関紙第 31号発行 

7月 2 日    文化部 ニューステンド講習会 

7月 9 日    図上訓練（目黒巻） 

7月 22日     

 ～8月 6日  学校プール開放 

7月 26日    地域別懇談会(年 3回開催) 

8月 10日    地域別懇談会 

8月 28日        夏のにぎやか発表会 

8月 28日    人権講座 映画「猫は生きている」 

8月 30日    地域別懇談会 

9月 18日     グラウンドゴルフ大会（予選会） 

10月 16日     市民体育祭 

10月 26日       福祉部 加茂幼稚園と高齢者サロン会 

11月 5～6日    第 31回市民どんとまつり 

11月 9 日     川西市環境衛生推進大会 

11月 26～27日   文化祭 

12月 11日     体育部 ふれあいグラウンドゴルフ大会 

12月 23日    冬のにぎやか発表会 

 1月 19日    自主防災訓練参加 

 1月 23日    人権講座「大人のための絵本の語り」 

1月吉 日        機関紙第 32号発行 

2月 19日    体育部 カローリング大会 

3月 21日 

～4月 20日  年間写真展 

 

  

☆ わんぱく理科教室   ☆ 小学生コーラス   ☆ 南京玉すだれ教室 

☆ 落語教室            ☆ 将棋教室（後援） ☆ 交通安全教室 

 

 

 ☆ クリスマス寄せ植え  1 回  ☆ 落語教室 4回  ☆ 日本画教室 

この 10 年のあゆみ 平成 23 年度 

コミだよりスローガン 

～加茂ふれあい子ども教室~ 

 

～県民交流広場事業～ 

 

 

夏のにぎやか発表会 南京玉すだれ 

プール開放 ウォーミングアップ 

平成 23年度総会総務役員就任挨拶 
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     加茂小地域の住民の力で「まちづくり」を 

地域分権に向けての地域力強化 

 

4月 22日    定期総会     

5月 30日    環境部 川西かんかん作戦クリーンアップ 

7月吉 日    機関紙第 33号発行 

7月 2 日    文化部 ニューステンド講習会 

7月 21日     

  ～8月 4日  学校プール開放 

8月 26日        夏のにぎやか発表会 

9月 16日    グラウンドゴルフ大会（予選会） 

10月 21日    市民体育祭 

10月 26日    福祉部 加茂幼稚園と高齢者サロン会 

11月 9 日    川西市環境衛生推進大会 

11月 17～18日  文化祭 

11月 22日    第 1回地域夢・未来カフェ IN加茂 

12月 11日    第 2回地域夢・未来カフェ IN加茂 

12月 11日        体育部 ふれあいグラウンドゴルフ大会 

12月 13日    クリスマス寄せ植え 

12月 23日    冬のにぎやか発表会 

 1月 17日    自主防災訓練参加 

 1月 23日    人権講座「大人のための絵本の語り」 

1月 25日        第 3回地域夢・未来カフェ IN加茂 

1月吉 日        機関紙第 34号発行 

2月 19日    体育部 カローリング大会 

3月 15日 

～4月 14日  年間写真展 

3月 28日    加茂小校区の防災マップ作製 

配布（ひょうご安心の日推進事業） 

 

 

  

☆ わんぱく理科教室 9回    ☆ 小学生コーラス 13回   ☆空手スクール 3回 

☆ 落語教室 4回            ☆ 将棋教室（後援）  

 

この 10 年のあゆみ 平成 24 年度 

コミだよりスローガン 

～加茂ふれあい子ども教室~ 

 

わんぱく理科教室 水ロケットづくり 

文化祭 作品展 

H24年度総会総務役員就任挨拶 
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       人とのづながりの再構築と「まちづくり」 

地域分権準備委員会の発足 

 

4月 21日    定期総会 

6月 15日    福祉部 グラウンドゴルフ大会 

6月 28日    文化部 「押し花コースター」講習会 

7月 20日    福祉部 スローイングビンゴ大会 

7月吉 日    機関紙第 35号発行 

7月 21日     

  ～8月 3日    学校プール開放 

8月 31日        夏のにぎやか発表会 

8月 31日    人権講座 映画「マリと子犬の物語」 

9月 15日    グラウンドゴルフ大会（予選会） 

10月 27日    市民体育祭 

11月 8 日     環境部 川西市環境衛生推進大会 

11月 10日     どんとまつり 

11月 16～17日   文化祭 

11月 20日     福祉部 加茂幼稚園と高齢者サロン会 

11月 26日     

  ～12月 25日    環境部姫ボタル生息地の溝清掃 

12月 12日     クリスマス寄せ植え 

12月 8 日     体育部 ふれあいグラウンドゴルフ大会 

12月 10日     第 1回地域分権準備委員会開催 

12月 23日     冬のにぎやか発表会 

1月 18日     自主防災訓練参加 

1月 27日     人権講座 「大人のための絵本の語り」 

2月 9 日     体育部 カローリング大会 

3月 13日     

～4月 20日  年間写真展 

3月吉 日         機関紙第 3６号発行 

 

 

  

☆ わんぱく理科教室 8回   ☆ 小学生フォークダンス 2回   ☆ 落語教室 4回 

☆ 塗り絵教室 6回         ☆ヒップホップのリズムで踊ろう  4回 

☆ 将棋教室（後援）  

～加茂ふれあい子ども教室~ 

 

冬のにぎやか発表会 

文化祭 勾玉づくり 

平成 25年度総会総務役員就任挨拶 
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あいさつで繋ぐ「向こう三軒両隣」 

平成 27年度「地域分権制度」導入を目指して！ 

地域分権制度成立に向け議論加速！ 

 

4月 20日    定期総会 

5月 20日    環境部 環境美化キャンペーン 

5月 30日    広報委員会 コミュニティだより 37号発行 

5月 31日    福祉部・加茂ふれあい子ども教室共催  

世代間交流 さつま芋の苗植え 

7月 １日    人権啓発推進委員会 ビデオ＆演芸 

7月 12日    文化部 割り箸で作る壁掛け 

7月20日 

～ 8月2日     学校プール開放 

8月 23日    福祉部 夏休み工作づくり 

8月 31日    夏のにぎやか発表会 

8月 31日    人権 映画「クロがいた夏」 

9月 20日    文化部 ティッシュカバー、ネッカチーフ作り 

9月 30日    広報委員会 コミュニティだより 38号発行 

10月 26日    第 19回市民体育祭 

11月 8～9日   どんとまつり 

11月 15～16日  文化祭 

11月～ 1月    環境部 姫ホタルの生息地清掃 7回 

12月 4 日    アレンジメント（生花） 

12月 5 日        人権 「絵本の語り」 

12月 14日    体育部 ふれあいグラウンドゴルフ大会 

12月 23日    冬のにぎやか発表会 

1月 30日    広報委員会 コミュニティだより 39号 

2月 22日    環境・福祉委員会共催 旧名巡り＆クリーンハイキング 

2月 22日    地域分権移行に伴う臨時総会（会則等の承認） 

3月 15日    体育部 スローイングビンゴ大会 

3 月吉 日    年間行事 DVD化（いつでも TVにて視聴可能） 

 

 

 ☆ わんぱく理科教室 9 回   ☆ 落語教室 4 回  

☆ 塗り絵教室 5回      ☆ 将棋教室（後援）         

☆ ヒップホップのリズムで踊ろう  4 回            

文化部 

この 10 年のあゆみ 平成 26 年度 

コミだよりスローガン 

～加茂ふれあい子ども教室~ 

 

総会 総務役員就任挨拶 

体育祭 選手宣誓 

塗り絵教室 妖怪ウオッチ 



 

- 14 - 

 

 

 

安全・安心で住み良い地域づくり 

     新体制を、かえりみて！さきをみて！ 

あいさつで築く「向こう三軒両隣」を合言葉に 

 

5月 17日    福祉委員会・加茂ふれあい子ども教室共催  

世代間交流 さつま芋の苗植え 

5月 24日    地域分権による新しい会則の下、代議員制による第 1 回目の総会 

6月 14日    ジョイフルフレンド倶楽部 カローリング大会 

6月 30日    人権啓発推進委員会 映画「親子」 

7月 2 日        広報委員会 コミュニティだより 40号発行 

7月 4 日       コミ掲示板 30枚作成(全地域住民へ情報発信) 

7月 18日    地域分権制度説明会(地域住民対象) 

7月 19日   

～8月 1日   学校プール開放 

7月 23日    安全部 高齢者自転車講習会 

8月 8 日    文化部 押し花を使ったコースター作り 

8月 22日    福祉委員会 夏休み工作づくり 

9月 26日    最明寺川清掃 

9月 30日    広報委員会 コミュニティだより 41号発行 

10 月 18日    第 19 回市民体育祭 

11 月 1 日        世代間交流 川西郷土館へハイキング 

11 月 14日        カラオケ大会 

11 月 14～15日  文化祭 

11 月～3 月    環境部姫ホタルの保護、生息地清掃 11回 

12 月 10日    寄せ植え教室 

12 月 13日    体育部 ふれあいスローイングビンゴ大会 

12 月 23日    冬のにぎやか発表会 

1月 30日    三世代交流親睦バス旅行 淡路島方面へ 

1月 31日    広報委員会 コミュニティだより 42号 

2月 22日    環境・福祉委員会共催 旧名巡り＆クリーンハイキング 

3月 13日    体育部 ふれあいグランドゴルフ大会 

最明寺川クリーンアップ作戦 

加茂遺跡スタンプラリー 

三世代交流親睦バス旅行 

イングランドの丘 

 9月 1日

11月14日

11月29日

2月13日

加茂遺跡クラブ

加茂遺跡スタンプラリー　スタッフ10名

講演会「加茂遺跡について」岡野主事

文化祭「勾玉づくり」の指導員4名

会員35名で発足
9回

4回

3回

4回

1回

茶道教室

タグラクビ―教室

加茂ふれあい子ども教室

わんぱく理科教室

落語教室

フラワーアレンジ教室
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昨年度に引き続き地域分権による一括交付金制度に基づき実施して行きます。 

本年は、設立 20年に当たり「加茂まつり」事業を中心とした計画を作成しました。 

事業を推進して行くために、実行委員会を立ち上げ、更なる地域発展の機会と捉えて、 

加茂小学校区の人々が一堂に集い楽しんで頂けるように進めて参ります。 

事業計画の内、参加型継続事業への出展、出場のご協力、新規事業については内容の 

見直し等を踏まえて事業計画を立案して参ります。 

 

 

 

 

① 加茂ふれあい会館 

☆記念式典 

☆川西南中学校吹奏楽部演奏 

☆登録６グループ発表会 

☆落語「加茂亭」開演 

☆講演会・シンポジュウム 

② 加茂小学校第二運動場（テント村） 

☆模擬店 

③ 加茂小学校第二体育館 

     ☆ニュースポーツ 

    ☆抽選会 
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（日時）平成 28年 9月 11日(日) 

午前 9時 30分～午後 3時 45分 

（会場）川西市コミュニティセンター 

加茂ふれあい会館・加茂交流会館 

第二運動場・第二体育館 

（主催）加茂小学校区コミュニティ推進協議会 

同  20周年記念実行委員会 

来　　　賓　　　者　　　用　　　駐　　　車　　　場（19～35)

一　　　般　　　者　　　用　　　駐　　　車　　　場（1～18)

通　　　　　　　　　　　路

玄関

駐輪場

（駐車場　安全部）

第 一 会 場 加 茂 ふ れ あ い 会 館 (9:30 ～ 15:00)
【 記 念 式 典 ・ に ぎ や か 発 表 会 ・ 講 演 会 ・ シ ン ポ ジ ュ ウ ム 】

加茂交流会館(10:00～15:00)
カフェ「憩い」
地区福祉委員会

テラス（川西南中）

【大集会室】
記念式典

にぎやか発表会
落語「加茂亭」

講演会
シンポジュウム

舞　　　　台

ロビー（川西南中）

事務所

和室
【控室】

登録グループ

和室
【控室】

登録グループ

女子トイレ

招待者控室

駐輪場

駐輪場

○受付・抽選箱
食券ゲーム券売場

男
子
ト
イ
レ

第 三 会 場 加 茂 小 第 二 体 育 館
【 ニ ュ ー ス ポ ー ツ (13:00 ～ 15:00) ・
抽 選 会 場 (15:15 ～ 15:45) 】

カローリング

スローイングビンゴ

倉　　庫

舞　　　台

男子
トイレ

女子
トイレ

抽選箱

囲碁てだま

スポーツ21加茂

抽選箱・食券
ゲーム券売場

駐

準

備

輪

エ

リ
場

ァ

安 全 部

竹細工コーナー

     射  的

ホールインワン
ストライクボール

キックターゲット

トスバッテイング

第 二 会 場 加 茂 小 第 二 運 動 場 (11:00 ～ 15:00)
【 模 擬 店 ・ テ ン ト 村 】

飲み物・スーパ
ボール掬い

かき氷

特産品コーナー

貫頭衣コーナー

通　　　　　　　　　　　　　路

カレー
ライス

ポップコーン

綿菓子

体育館
入口

水道

コミ・自治会
文化部・PTA

加茂自治会

加茂第三自治会

南花屋敷自治会

スポーツ21加茂

スポーツ21加茂

スポーツ21加茂

福祉委員会

加茂遺跡クラブ

東雲自治会

加茂第四自治会

大田（福祉委員会）

【大  会  長】加茂小学校区コミュニティ推進協議会

乾要人　町側桂子　安藤美津　竹谷太一　永田又嗣

20周年記念実行委員会

【 委 員 】
森本千鶴子　中坊優　藤田喜志夫　三浦幸子　山崎裕啓
佐々木唯誌　藤吉孝昭　佐々木揚子　丸岡茂雄　尾野上一夫

会　長　白﨑邦男
森田長義

【副委員長】

【実行委員長】
大田正　庄子典子

○ 記　念　式　典 9:30～9:50

1.司会挨拶

4.来賓・関係者紹介

○ オープニング 10:00～10:25

○ にぎやか発表会 10:30～12:30

 1.楽唱会

 2.藤吟会

 3.スマイル

 4.コーラルKAMO

 5.タンポポ

 6.フォークダンス加茂

○ 落語「加茂亭」 13:00～14:00

岡田　心 ワクワク亭　ハート 平林

川淵　秀唄 昆虫亭　秀吉 犬の目

友金　咲人 おにぎり亭　咲矢 饅頭こわい

矢田　唯 雷神亭　竜 ん廻し

山本　満月 満月亭　笑里 桃太郎

 プロの落語家 露の紫 演目当日発表

○ 14:05～15:00

 パネリスト

 司会 尾野上　一夫

講師　川西市教育委員会　岡野　慶隆　氏

加茂小学校区コミュニティ推進協議会　会　長　白﨑　邦男　

加茂小地区福祉委員会　　　　　　　　委員長　藤田　喜志夫　

加茂自治会　　　　　　　　　　　　　会　長　佐々木　唯誌　

加茂遺跡クラブ　　　　　　　　　　　部　長　森田　長義　

　　加茂まつりプログラム

　　　　～休　憩　タ　イ　ム(12:30～13:00)～

 講演会＆シンポジュウム　　「加茂の歴史と未来を考える」

1.また君に恋してる 2.まつり 3.バッドロマンス

1.島原の子守歌 2.春の歌 3.365日の紙飛行機 4.川西市歌
5.楽しい集い

1.みんなのなかへ 2.コーラスはハッピ―タイム！
3.なつかしき愛の歌 4.ねむの花 5.逢えてよかったね

1.律詩　山中の月 2.律詩　祝賀の詩

1.恋蛍 2.ソーラン祝節 3.真赤な太陽

1.スターネン・ルンバ・マリーン 2.コルニィスシックスハンドリール
3.ジョリーイズザミラー、

川西南中学校吹奏楽部　演奏

夏休み子ども落語教室(小学生・中学生)　芸名・演目等後日発表

2.国歌斉唱    3.コミ会長式辞・市長・議員祝辞
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加茂小地域には、加茂遺跡があるなど、古の時代からまちの営みが脈々と続いており、

私たちには後世へと伝承していく使命があります。 

また、最明寺川にはホタルが飛び交い、魚が泳ぐなど自然が残る中、春には諸処に桃

の花が咲き乱れ、市の特産物であるいちじくや桃の栽培が盛んな、資源があふれる地域

です。 

今後も先人から引き継いだ歴史や自然を、地域の誇りとして大切にし、地域の輪を広

げながら、暮らしに生かしていきます。 

＜暮らし＞ 

○地域から一旦転出した若い人が、また戻っ

てきて住みたいと思えるような地域にし

たい。 

○いちじくや桃などの特産品、遺跡などの加

茂小地域にしかない資源を、地域住民が大

切にするまちにしたい。 

○年齢を問わずスポーツを楽しみ、元気に過

ごすことができるまちにしたい。 

○スポーツやレクリエーションを盛んにし

て生きがいづくりに結びつけたい。 
 

＜安全安心＞ 

○地域の全ての高齢者が楽しく過ごすことができるまちにしたい。 

○住民が安全で快適に生活できるよう、ルールの遵守、マナーの普及が進んだまちにしたい。 

 

＜生きがい＞ 

○子どもたちの笑顔があふれるような

地域にしたい。 

○地域の祭りや伝統行事に多くの住民

が参加するまちにしたい。 

 

＜つながり＞ 

○日常生活の中であいさつや声かけを

通して、近隣住民のつながりが形成

されているような地域にしたい。 

 

○加茂遺跡、川西市文化資料館。 

○宮川石器館、歴史ある鴨神社。 

○桃、イチジク等。 

○最明寺川の清流。 

○桜並木がある。夏の夜のホタル。 

○JRや阪急電車の駅が近くて便利。 

○南花屋敷２児童遊園地から見える風景。 

○地域への関心が低下している。 

○自治会員が減少し、活動が活発でない。 

○自治会役員の負担が集中している。 

○高齢者が気軽に集まれる場所がない。 

○子どもの遊び場が少ない。 

○歩道や道路の状態が悪い。 

○空き家が増加している。 
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別 
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想 

めざす地域像 

ホタルが飛び交い、古
いにしえ

の浪漫
ロ マ ン

漂う 

笑顔と躍動のまち 加茂
か も

 

 

ステップ３：地域のありたい姿が達成されると、めざす地域像が実現する 

市民生活の視点ごとの 
地域のありたい姿 

視点 1 

暮らし 
視点 2 
安全安心 

視点 3 
生きがい 

視点 4 
つながり 

ステップ２：さまざまな取組みを行った結果、地域のありたい姿が達成されていく 

地 

域 

別 

計 

画 

加茂小学校区コミュニティ推進協議会の取組み 

新規事業 重点プロジェクト 

ステップ１：ありたい姿に向かって、さまざまな取組みを

行う 

継続事業 

地域別計画は、地域別構想で記載された地域のありたい姿の実現を図り、地域全

体で今後の取組みの方向を共有できる羅針盤として策定します。 

また、地域別計画に位置付けられた事業の実施に必要な財源は、市からコミュニ

ティ組織への一括交付金を基本とし、その他コミュニティ組織の自主財源等で賄わ

れます。 

 



 

-19- 

 

 

平成 24年度に開催した地域夢・未来カフェなどで出された取組みを、重要性、

実現性、効率性などの観点から再度検討を図り、重点的に取り組むものです。 

1) 加茂遺跡クラブ（一般公募）でのスタンプラリーなど   2)“花いっぱい大作戦”地域の環境が豊かな街 

3) HP の開設など情報の発信の強化     4) 事業者との今後のコラボレーション（継続審議） 

何れも市民生活の視点：暮らし 安全安心 生きがい つながり 

 

暮

ら

し

安

全

安

心

生

き

が

い

つ

な

が

り

□実行委員会市民体育祭 継続 ● ● ●

□実行委員会文化祭 継続 ● ● ●

□実行委員会学校プール開放 継続 ●

□実行委員会夏のにぎやか発表会 継続 ● ●

□実行委員会冬のにぎやか発表会 継続 ● ●

□クリスマス寄せ植え 継続 ● ● ●

□実行委員会グラウンドゴルフ大会 継続 ● ●

□市民体育祭（重複） 継続 ● ● ●

□学校プール開放（重複） 継続 ● ●

□ふれあいグランドゴルフ 継続 ● ● ●

□スローイングビンゴ大会 継続 ● ● ●

□どんとまつり（支援協力） 継続 ● ●

□文化祭 継続 ● ● ●

□講習会 継続 ● ●

□どんとまつり（協力） 継続 ● ●

□市民体育祭終了後会場清掃 継続 ● ●

□川西市環境衛生推進大会参加 継続 ●

□川西市環境衛生推進協議会施設見学 継続 ●

□ごみや環境等の講習会 継続 ● ●

□どんとまつり（支援協力） 継続 ●

□市民体育祭準備 継続 ● ●

□市民体育祭　駐車、駐輪場整理 継続 ●

□どんとまつり（支援協力） 継続 ● ●

□福祉ネットワーク年３回開催 継続 ●

□地域福祉拠点の維持・運営の事業 継続 ● ● ●

□幼稚園児と高齢者サロン会 継続 ●

□広報紙発行費　年２回 継続 ● ● ●

□ボランティア部会（ほのぼの会活動費） 継続 ● ● ●

□ひろばサロン会・相談事業 継続 ● ● ●

□障がい者支援事業（加茂フラワ会） 継続 ● ● ●

□認知症啓発支援事業 継続 ● ● ●

□ボランティア育成支援事業 継続 ● ● ●

□当事者支援事業（百寿会） 継続 ● ● ●

□世代間交流事業（夏休み工作他） 継続 ● ●

□市民体育祭（福祉席） 継続 ● ●

□手話サークル 継続 ● ●

□世代間交流事業「芋掘り等農業体験」と

「収穫」
継続 ● ● ●

文

化
部

環

境
部

安

全
部

福
祉

委
員

会

専
門

部
名

等

事業名と事業内容

事
業

の
方

向

市民生活の視点

全

体

体
育
部

暮

ら

し

安

全

安

心

生

き

が

い

つ

な

が

り

□子育て支援 継続 ● ●

□福祉委員会研修会 継続 ● ● ●

□一人暮らし老人等見守りと配食活動支援 継続 ● ● ●

広報 □機関紙発行(年３回発行) 拡充 ● ● ● ●

委員会 □コミュニティ行事写真撮影・　随時取材 継続 ●

□人権講座 講座や映画会、人形劇 絵本語りなど。

年６回
継続 ● ● ●

□啓発活動 人権標語入りティッシュ

配布やフォトコンテスト年２回開催

□現地学習 継続 ● ●

□お料理教室　複数回開催 継続 ● ● ●

□将棋教室 継続 ● ● ●

□理科教室 継続 ● ● ●

□落語教室 継続 ● ● ●

□カローリング大会 継続 ● ● ●

○加茂ふれあい子ども教室 継続 ● ●

自主 □防災倉庫点検・管理 継続 ●

防災会 □防災訓練 新規 ●

福祉

委員会

安全 □高齢者向けの交通教室 実施 ● ●

□最明寺川・寺畑前川を清掃・美化と蛍の保護 実施 ● ●

□散歩等も含め、お互いあい さつ をす ると とも

に、犬のフンのない歩道にする運動
実施 ●

□重点「花いっぱい大作戦」

地域の環境が豊かな街プロジェクト

全体 □重点　ＨＰを開設 検討 ● ● ●

□親睦バス旅行で三世代の交流を図る 実施 ● ●

□世代間交流ハイキング 実施 ● ●

□盆踊り大会

（Ｈ３０～Ｈ３２の実施を目ざす）

□加茂まつり

（カラオケ大会、女性など若い方に魅力の音楽ライ

ブ、フリーマーケット等）

□重点　事業者とのコラボ 継続 ●

重点 ○スタンプラリー(共催事業) 実施 ● ● ●

加茂

遺跡
○新しい「加茂ガイドブック」作成プロジェクト 実施 ● ● ●

(一

般公

募)

○地域の再発見 実施 ● ● ●

専

門

部
名

等

事

業

の
方

向

市民生活の視点

福

祉

委

員

会

人

権

啓

発

推

進

委

員

会
継続 ● ● ●

事業名と事業内容

ジ
ョ

イ

フ

ル

フ

レ

ン

ド

倶

楽

部

□高齢者が自由に集まれる場所を設ける 実施 ● ● ● ●

環

境

部

●

●

実施 ● ● ● ●

●

□

地

域

活

動

活

性

化

プ

ロ

ジ
ェ

ク

ト

●

●

検討 ● ● ●

実施

●

●

● ● ●

●

●
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  地域別計画は、平成 23 年度開催の地域別懇談会（3回）、平成 24年度における地域

夢・未来カフェ IN加茂（3回）などに於いて、地域住民が主体的に地域の現状や課題、

それらの地域課題を解決するための方策を検討してきた結果をベースに、地域分権準

備委員会（平成 25 年度 12 月 10 日発足）において、再度検討を重ね、新しい会則の

下での加茂小学校区コミュニティ推進協議会が取り組む内容をまとめてきました。 

 

『地域別計画策定経緯』         『地域分権制度検討委員会委員』 

 

 

※印は、平成 27年 1月(第 17回地域分権準備委員会)以降に 
加わった委員 

◆印は、平成 25年度のみ係って頂いた委員 

 

年 月　日 項　　　　目

平成25年 12月10目 第１回地域分権準備委員会

平成26年 1月29日 第２回地域分権準備委員会

平成26年 2月24日 第３回地域分権準備委員会

平成26年 4月28日 第４回地域分権準備委員会

平成26年 5月28日 第５回地域分権準備委員会

平成26年 6月24日 第６回地域分権準備委員会

平成26年 7月28日 第７回地域分権準備委員会

平成26年 8月27目 第８回地域分権準備委員会

平成26年 9月８目 第９回地域分権準備委員会

平成26年 9月14日
地域分権講演会(四日市大学副学長
岩崎 恭典 氏)

平成26年 11月5日 第11回地域分権準備委員会

平成26年 11月18日 第12回地域分権準備委員会

平成26年 11月28日 第13回地域分権準備委員会

平成26年 12月5日 第14回地域分権準備委員会

平成26年 12月12日 第15回地域分権準備委員会

平成26年 12月18目 第16回地域分権準備委員会

平成27年 1月19日 第17回地域分権準備委員会

平成27年 1月26日 第18回地域分権準備委員会

平成27年 2月2日 第19回地域分権準備委員会

平成27年 2月16日 第20回地域分権準備委員会

平成27年 2月23日 第21回地域分権準備委員会

平成27年 3月5日 第22回地域分権準備委員会

平成27年 3月９目 第23回地域分権準備委員会

平成27年 3月30日 第24回地域分権準備委員会

役職名 氏　　名 所　属　団　体　名

委員長 土肥千生子 蔵本自治会長、前コミュニティ会長

委　員 白崎  邦男 コミュニティ会長

委　員 森田  一弘 コミュニティ副会長

委　員 今濵  勝之 元コミュニテイ会長

委　員 森田  長義 自治会代表　南花屋敷自治会長

委　員 小澤　良明 自治会代表　国土南花屋敷自治会長

委　員 乗井　寿雄 自治会代表　桃園自治会長

委　員 藤田喜志夫 各種団体代表　地区福祉委員長

委　員 古谷　茂政 各種団体代表　川西南中学校PTA代表

委　員 山藤　明子 各種団体代表　加茂小学校PTA会長

委　員 福井　康雄 地域企業代表　加茂第二郵便局長

※委　員 田辺　久男 コミュニティ副会長

※委　員 有元　健二 コミュニティ書記

※委　員 吉岡由美子 コミュニティ書記

※委　員 竹田　喜子 コミュニティ会計

※委　員 尾野上一夫 広報委員長、三和自治会長

※委　員 田中　政三 加茂自治会長

※委　員 安藤　美津 加茂団地自治会

※委　員 乾　要人 加茂第三自治会長

※委　員 多田新二郎 東雲自治会長

※委　員 後北　弘 桃源荘住宅自治会長

※委　員 岩本　敏子 コボリクラスター花屋敷自治会長

※委　員 嶋本千寿恵 雲雀自治会長

※委　員 岡林　一利 広田自治会長

※委　員 山本　真也 西之芝自治会長

※委　員 藤原　富子 塩沢自治会副会長

◆委　員 今井　豊治 H25年度コミュニティ副会長

◆委　員 佐藤　朋世 H25年度加茂小学校PTA会長
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加茂小学校区コミュニティ推進協議会 

平成 19年～平成 26 年度運営委員史(NO1) 
 

役 職・団 体 名 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年

顧問　加茂小学校長 石橋　一記 石橋　一記 石橋　一記 今﨑　充康 今﨑　充康 今﨑　充康 今﨑　充康 林　　一幸

 同   川西南中学校長 池田　貞夫 野原　孝 野原　孝 野原　孝 仲　　義弘 仲　　義弘 仲　　義弘 仲　　義弘

会      長 土肥千生子 土肥千生子 土肥千生子 土肥千生子 土肥千生子 土肥千生子 土肥千生子 白﨑　邦男

副  会  長 大田　正 田辺　久男 田辺　久男 田辺　久男 田辺　久男 田辺　久男 田辺　久男 田辺　久男

    同 河原林喜美子 上杉　生世 嶋本千寿恵 嶋本千寿恵 今井　豊治 今井　豊治 今井　豊治 森田　一弘

書      記 新田　容子 庄子　典子 奥永　幸代 武田みさち 後北　弘 佐々木あけみ 有元　健二 有元　健二

    同 庄子　典子 奥永　幸代 武田みさち 後北　弘 佐々木あけみ 尾野上一夫 松田三佐子 吉岡由美子

会      計 福島　陽子 嶋本千寿恵 谷野　高法 谷野　高法 吉岡由美子 竹田　喜子 竹田　喜子 竹田　喜子

広報委員長 森田　一弘 岡林　一利 上杉　生世 尾野上一夫 炭竃さよ子 上田　修 上田　修 尾野上一夫

監      事 尾上　豊子 藤原益太郎 福島　陽子 上田　幸子 奥永　幸代 佐々木  勲 吉岡由美子 松村　禎司

    同 藤原益太郎 福島　陽子 上田　幸子 奥永　幸代 佐々木　勲 吉岡由美子 松村　禎司 上田　幸子

蔵本自治会長 土肥千生子 土肥千生子 土肥千生子 土肥千生子 土肥千生子 土肥千生子 土肥千生子 土肥千生子

三和自治会長 (副)鶴谷加代子 (副)尾野上一夫 尾野上一夫 尾野上一夫 尾野上一夫 尾野上一夫 尾野上一夫 尾野上一夫

加茂団地自治会長 安藤  美津 安藤  美津 安藤  美津 安藤  美津 安藤  美津 上邑　倶弘 (代)三谷良子 安藤  美津

クラスタ花屋敷自治会長 森本　邦夫 山本　早苗 塩川　徳光 五島　英文 八木　利幸 福井美由紀 西田　欣美 岩本　敏子

南花屋敷自治会長 谷野　高法 谷野　高法 志水　隆司 森田　長義 森田　長義 森田　長義 森田　長義 森田　長義

国土南花屋敷自治会長 小澤　良明 小澤　良明 小澤　良明 小澤　良明 小澤　良明 小澤　良明 小澤　良明 小澤　良明

雲雀自治会長 (副)則武みね子 永田　又嗣 永田　又嗣 永田　又嗣 永田　又嗣 永田　又嗣 永田　又嗣 嶋本千寿恵

桃源荘住宅自治会長 (副)百田晴美 (副)百田晴美 (副)百田晴美 後北　弘 後北　弘 後北　弘 後北　弘 (副)田辺久男

加茂第三自治会長 藤田喜志夫 藤田喜志夫 白﨑　邦男 白﨑　邦男 白﨑　邦男 白﨑　邦男 白﨑　邦男 乾　要人

東雲自治会長 上杉　生世 中野　睦子 中野　睦子 多田新二郎 多田新二郎 多田新二郎 多田新二郎 多田新二郎

加茂自治会長 大田　正 大田　正 阪本　壽 佐々木　勲 葛野　公明 坂上　昇 大勝　勝至 田中　政三

西之芝自治会長 西谷　透 石崎　玲 松岡　明子 和田　桂一 森　　修良 中尾　泰章 吉田　守男 山本　真也

塩沢自治会長 (副)藤原富子 (副)藤原富子 (副)藤原富子 (副)藤原富子 (副)藤原富子 (副)藤原富子 (副)藤原富子 (副)藤原富子

広田自治会長 岡林　一利 岡林　一利 岡林　一利 岡林　一利 岡林　一利 岡林　一利 岡林　一利 岡林　一利

桃園自治会長 乗井　寿雄 乗井　寿雄 乗井　寿雄 乗井　寿雄 乗井　寿雄 乗井　寿雄 乗井　寿雄 乗井　寿雄

(副）副会長　（代）代理
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加茂小学校区コミュニティ推進協議会 

平成 19年～平成 26 年度運営委員史(NO2) 
 

役 職・団 体 名 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年

体育部  部長 永田　又嗣 永田　又嗣 西口　新作 三重　勝憲 有元　健二 永田　又嗣 永田　又嗣 永田　又嗣

文化部　部長 久保田良子 佐渡加須子 森　　悦子 森　　悦子 奥津みさ子 白﨑　邦男 松崎　秀範 森本　恵子

環境部　部長 宅見　慎吾 小澤　良明 大田　正 大田　正 大田　正 大田　正 大田　正 大田　正

福祉部　部長 乗井　寿雄 乗井　寿雄 乗井　寿雄 乗井　寿雄 乗井　寿雄 乗井　寿雄 藤田喜志夫 藤田喜志夫

安全部　部長 藤永　和 後北　弘 後北　弘 広野　喬 広野　喬 広野　喬 広野　喬 杉浦　雅一

広報委員会　委員長 森田　一弘 岡林　一利 上杉　生世 尾野上一夫 炭竃さよ子 上田　修 上田　修 尾野上一夫

人権啓発推進委員会　委員長 堂見　和子 堂見　和子 堂見　和子 堂見　和子 堂見　和子 堂見　和子 堂見　和子 三浦　幸子

加茂小学校区南地区老人ｸﾗﾌﾞ代表 村上　肇 村上　肇 村上　肇 村上　肇 村上　肇 村上　肇 塩崎　悦子 塩崎　悦子

加茂小学校区中地区老人ｸﾗﾌﾞ代表 山下　治 津高　弘 津高　弘 津高　弘 津高　弘 津高　弘 津高　弘 津高　弘

加茂小学校教頭 後藤　弘行 後藤　弘行 渋谷　晋 渋谷　晋 渋谷　晋 山本　厚子 山本　厚子 山本　厚子

川西南中学校教頭 田口　進 田口　進 前田　誠通 前田　誠通 前田　誠通 齋木　久雄 辻　　俊博 伊豆　崇

加茂小学校ＰＴＡ会長 鈴木　範子 平林　秀子 遠藤加代子 佐々木あけみ 上浦　真喜 大田　博子 佐藤　朋世 山藤　明子

川西南中学校ＰＴＡ代表 上野　早苗 東良　洋子 山澤　佳子 松村　圭子 菅野貴世子 平岡　志穂 中野　陽子 宗野　弥香

消防団第４分団加茂部団長 今北　保典 (代)山田 幹雄 阪上　豪 福井　義勝 松村　禎司 松村　禎司 坂上　健二 町側　真一

南地区青少年育成市民会議代表 今井　豊治 今井　豊治 今井　豊治 吉田　雅紀 吉田　雅紀 庄子　典子 庄子　典子 庄子　典子

南民生委員児童委員協議会代表 荢田　昌之 荢田　昌之 尾上　豊子 尾上　豊子 尾上　豊子 尾上　豊子 上田　幸子 上田　幸子

加茂小地区福祉委員会代表 中島　渉 中島　渉 中島　渉 中島　渉 乗井　寿雄 藤田喜志夫      － 　　－

青少年補導委員会代表 九鬼ヒロ子 九鬼ヒロ子 豊田美喜子 豊田美喜子 豊田美喜子 豊田美喜子 豊田美喜子 豊田美喜子

献血推進協議会南部支部代表 今井　豊治 今井　豊治 今井　豊治 今井　豊治 今井　豊治 今井　豊治 今井　豊治 今井　豊治

体育指導員(スポーツ推進委員H24～） 大田　正 大田　正 大田　正 大田　正 大田　正 大田　正 大田　正 大田　正

体育指導員(スポーツ推進委員H24～） 稲垣　俊明 稲垣　俊明 稲垣　俊明 永田　又嗣 永田　又嗣 永田　又嗣 永田　又嗣 永田　又嗣

防犯協会加茂支部代表 上邑　倶弘 上邑　倶弘 上邑　倶弘 上邑　倶弘 上邑　倶弘 上邑　倶弘 上邑 倶弘 白﨑　邦男

防犯協会南花屋敷寺畑支部代表 土肥千生子 土肥千生子 土肥千生子 土肥千生子 土肥千生子 土肥千生子 土肥千生子 土肥千生子

加茂小校区ｼﾞｮｲﾌﾙﾌﾚﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ代表 庄子　典子 庄子　典子 庄子　典子 庄子　典子 庄子　典子 庄子　典子 庄子　典子 庄子　典子

社会福祉法人  正心会
ハピネス川西  代表

(施)森田 昌彦 (施)森田 昌彦 (施)森田 昌彦 生駒　仁郎 (部)東元 宣嘉 (部)東元 宣嘉 (部)東元 宣嘉 (施)森田 昌彦

加茂幼稚園教頭 (園)橋本香代子 (園)橋本香代子 (園)橋本香代子森下久美子 森下久美子 森下久美子 森下久美子 森下久美子

ふたば幼稚園教頭 (園)増元富臣子(園)柴田 順子 (園)柴田 順子 山本由美子 金山　留美 廃園      －      －

加茂保育所所長 立花美佐子 立花美佐子 立花美佐子 白澤　裕代 白澤　裕代 白澤　裕代

スポーツクラブ２１加茂 永田　又嗣 永田　又嗣 永田　又嗣 永田　又嗣

(園)園長（代)代理 (理)理事 (施)施設長 (事）事務局長（部）役員室部長
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加茂小学校区コミュニティ推進協議会 

平成 27・28 年度運営委員史(地域分権制度下による) 
 

 役 職・団 体 名 平成 27年 平成 28年 役 職・団 体 名 平成 27年 平成 28年

顧問　加茂小学校長 林　　一幸 越智　和行 体育部　部長 永田　又嗣 永田　又嗣

 同　 川西南中学校長 木村　浩章 木村　浩章 文化部　部長 竹谷　太一 森本千鶴子

会      長 白﨑　邦男 白﨑　邦男 環境部　部長 大田　正 大田　正

副  会  長 溝口　義徳 嶋本千寿恵 安全部　部長 杉浦　雅一 中坊　優

　  同 嶋本千寿恵 丸岡　茂雄 広報委員会　委員長 尾野上一夫 山崎　裕啓

事務局長 有元　健二 尾野上一夫 人権啓発推進委員会　委員長 三浦　幸子 三浦　幸子

事務局次長 武田みさち 武田みさち 福祉委員会　委員長 藤田喜志夫 藤田喜志夫

会      計 中村　啓美 上原由美子 ジョイフルフレンド倶楽部 部長 庄子　典子 庄子　典子

広報委員長 尾野上一夫 山崎　裕啓 加茂小地区老人ｸﾗﾌﾞ連合会代表 (理)津高　弘 (理)津高　弘

監      事 上田　幸子 竹田　喜子 加茂小学校教頭 杉本　裕司 杉本　裕司

    同 竹田　喜子 中村　啓美 川西南中学校教頭 伊豆　崇 株本　一男

蔵本自治会長 土肥千生子 土肥千生子 加茂小学校ＰＴＡ会長 佐々木智栄子 佐々木揚子

三和自治会長 尾野上一夫 尾野上一夫 川西南中学校ＰＴＡ代表 亀井みほ子 (副)大田博子

加茂団地自治会長 八幡　芳子 八幡　芳子 消防団第４分団加茂部団長 今北　保典 (副分)山田幹雄

加茂第四自治会長 安藤　美津 安藤　美津 南地区青少年育成市民会議議長 庄子　典子 庄子　典子

クラスタ花屋敷自治会長 脇野　茂 福富　淑子 南民生委員児童委員協議会代表 片山　康子 (会)荢田昌之

南花屋敷自治会長 森田　長義 森田　長義 加茂小地区福祉委員会 委員長 藤田喜志夫 藤田喜志夫

国土南花屋敷自治会長 小澤　良明 小澤　良明 青少年補導委員会代表 豊田美喜子 (監)丸岡茂雄

雲雀自治会長 嶋本千寿恵 嶋本千寿恵 献血推進協議会南部支部代表 玉井　愛美 (監)石倉久香

桃源荘住宅自治会長 (相)杉浦 雅一 (相)杉浦 雅一 スポーツ推進委員 大田　正 大田　正

加茂第三自治会長 乾　要人 乾　要人 スポーツ推進委員 永田　又嗣 永田　又嗣

東雲自治会長 多田新二郎 (副)竹谷　太一 防犯協会加茂支部 支部長 白﨑　邦男 白﨑　邦男

加茂自治会長 佐々木唯誌 (副)町側　桂子 防犯協会南花屋敷寺畑支部 支部長 土肥千生子 土肥千生子

西之芝自治会長 松本　敦子 垣内　文子 ｼﾞｮｲﾌﾙﾌﾚﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ委員長 庄子　典子 庄子　典子

塩沢自治会長 井上　孝之 井上　孝之
社会福祉法人 正心会
ハピネス川西 施設長

森田　昌彦 森田　昌彦

広田自治会長 岡林　一利 岡林　一利 加茂幼稚園教頭 原　奈美子 原　奈美子

桃園自治会長 乗井　寿雄 乗井　寿雄 加茂保育所所長 白澤　裕代 三島　陽子

スポーツクラブ２１加茂会長 永田　又嗣 永田　又嗣

(副分)副分団長　 環境衛生推進協議会加茂支部 支部長 大田　正 大田　正

(相)相談役（副)副会長（監)監事 (会)会長 (理)理事
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   加茂小学校区コミュニティ推進協議会 

  平成 27・28年度代議員史(地域分権制度下による) 

 

 

（市 HP、コミ総会資料より） 

 

団 体 名 平成 27年 平成 28年  団 体 名 平成27年 平成28年

阪上　房子 阪上　房子 金子　杣子 則武みね子

守本やす子 守本やす子 則武みね子 高田美智子

大田　浩司 上石　なな 田中　保子 小林千恵子

篠木　孝彦 坂上　淳子 島元　隆光 荒井　照弘

田野　勉 家原　利大 室田　俊也 広野　喬

大出　勲 大野　恵 丸岡　茂雄 朝倉　茂

宍道　静香 森　煕懿 小坂田龍一 小坂田龍一

上村　敏弘 上願　政夫 松田ゆみ子 松田ゆみ子

前田　由佳 今濵まり子 加茂小地区老人クラブ連合会 上杉　生世 上杉　生世

佐藤　洋子 谷内　明子 加茂小学校ＰＴＡ 前田　真希 雨堤　養子

山田　哲雄 野中　憲 川西南中学校ＰＴＡ　　　　 古谷　茂政 末井　明尚

荒木　正 山田　哲雄 川西市消防団第4分団加茂部 山田　幹雄 今北　保典

山本　隆司 森　卓也 南地区青少年育成市民会議　 廣井　綾子 上田　香奈

平子　智子 池田　雄二 南民生委員児童委員協議会 荢田  昌之 上田　幸子

田中　正興 田中　正興 地区福祉委員会　 井上　昭子 新田　容子

中野　睦子 中野　睦子 青少年補導委員会 小山　三郎 吉岡由美子

宮本　紀子 坂田　一夫 人権啓発推進委員会　 白川　慶子 篠木富美子

濱川　洋子 上野　祐次 献血推進協議会南支部 今井　豊治 今井　豊治

荒木　俊夫 西村　正 防犯協会加茂支部 松崎　秀範 松崎　秀範

上野山光広 上野山光広 防犯協会南花屋敷寺畑支部　　柴山　維子 柴山　維子

呉屋　富子 野村　稔恵 スポーツクラブ２１加茂　　 庄子　弘 庄子　弘

田中　雅美 上垣早智子 社会福祉法人ハピネス川西 中谷　美江 中谷　美江

ジョイフルフレンドクラブ 井上千寿子 山藤　明子
クラスタ花屋敷自治会

桃園自治会

東雲自治会

南花屋敷自治会

国土南花屋敷自治会

塩沢自治会

桃源荘住宅自治会

加茂第三自治会

加茂自治会

加茂第四自治会

加茂団地自治会

三和自治会

雲雀自治会

西之芝自治会

広田自治会

蔵本自治会

平成 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

川西市人口 160,485 160,803 161,310 158,661 160,907 160,617 160,815 160,733 160,539 159,883

加茂小学校区人口 11,471 11,885 11,303 11,312 11,295 11,120 11,228 11,302 11,237 11,129

加茂小学校区世帯数 4,894 4,890 4,951 5,004 5,041 4,986 5,056 5,151 5,138 5,159

自治会加入世帯数 3,026 2,936 2,882 2,854 2,804 2,748 2,772 2,650 2,450 2,426

加入率% 61.8 60 58.2 57 55.6 55.1 54.8 51.4 47.7 47



 

 

 

 

 

 

加茂遺跡斜面環濠から現在の風景 

（イラスト 竹谷 太一 氏） 

 

設立２０周年記念誌は、平成１８年度に設立１０周年記念誌とし 

発行された記念誌を参考に、それ以降のコミュニティのあゆみを 

中心に、写真・コミだより・総会資料等を今日まで保存頂いた関 

係者皆さまに感謝を表しつつ、又、記録に残らない事実にも思い 

を馳せながら準備・編集を致しました。 

刊行するにあたり、お忙し中、原稿を寄せて頂いた皆さま、写真・

イラストの提供を頂いた皆さまに心からお礼申しあげます。 

道標 左 伊丹 西宮 

   右  小濱 三田 

編 集 後 記 

設立 20周年記念誌 この１０年のあゆみ 

発行日   平成 28年 9月 11日（日） 

発 行   加茂小学校区コミュニティ推進協議会 

発行者   白﨑 邦男 

編 集   20周年記念誌発行委員会 

編集委員  白﨑 邦男 

嶋本千寿恵   丸岡 茂雄 

尾野上一夫  武田みさち 

上原由美子  山崎 裕啓 

 

 



 

JR宝塚線 

中国道 

阪急宝塚線 

 

 

 
加茂小学校区コミュニティ推進協議会 
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