
第６回大山地区 治会 会 次第 

日時：平成３1年４月１８日（木） 

      １９：３０～ 

会場：神田荘 

１ 開会 

※ 大山駐在所 友永巡査部長 任期延長あいさつ 

２ 平成３０年度 事業報告・決算報告の件 

（１）大山自治会長会 

  ３ 自治会長 新旧交代の件 

大山自治会長会歓送迎会   月  日（  ） 幹事・新副会長 

※ 旧自治会長退席 

４ 渡辺市議会議員あいさつ 

市議会からの報告・連絡ほか要望 

５ 報告事項 

コミセン建設検討会の件 

   4 月１6日の委員会報告。（最終案の報告チラシ各戸配布） 

６ 協議事項 

（１）大山自治会長会の平成３１年度（令和元年）新役員・役職選出 

       慣例に従い地区割り（上・中・下）により役員の選出と、役職の協議。 

（２）コミセン運営委員会の発足メンバー選出 

   建設後の運営管理費等規約作成の準備委員会発足メンバーの選出（予定３名）。 

７ 行事予定 

（１） 平成３１年度（令和元年）篠山市自治会長会総会について。 

５月２５日（土）１３時３０分～四季の森 

（２） 神田荘 関連 

６月１６日（日）夏越大祓祭 

８月３日（土）仮 平和記念式典 

１０月１４日（祝）秋季例祭 

１２月１５日（日）年越大祓祭 
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（３） その他 

ふるさと一番会議（昨年実績 6/1） 

大山自治会長会歓送迎会（昨年実績 6/16・こんだ・ぬくもりの郷） 

大山小下校見守り（昨年実績 7/18） 

敬老会（9月各自治会開催） 

ふれあい運動会（昨年実績 9/22 中止） 

収穫祭（昨年実績 10/21 中止） 

丹南自治会長会研修旅行（昨年実績 11/11～12・一泊二日） 

大山小下校見守り（昨年実績 12/19） 

大山地区新春懇親会（昨年実績 1/18） 

大山自治会長会懇親旅行（昨年実績 2/13・日帰り） 

三世代交流（昨年実績 3/10） 

８ その他 

（１） 次回自治会長会： ５月２５日（土）総会終了後（１６時３０分～） 於：神田荘

 以上 
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平成31年4月18日
大山校区自治会長会

実施項目 実施場所 主な事業内容

年 月 日

12 郷づくり運営委員会 スポーツ21 平成29年度事業、決算報告・平成30年度事業計画・予算(案)

13 自治会長会 神田荘 平成29年度事業、決算報告

青少協 神田荘 平成29年度事業、決算報告

丹南社会体育 神田荘 平成29年度事業、決算報告

防犯グループ 神田荘 平成29年度事業、決算報告

8 市自治会長会理事会（第1回） ささやま荘 総会議案書(案)・新役員選出

18 郷づくり協議会総会 ふれあい館 平成29年度事業、決算報告　平成30年度事業計画・予算(案)

20 大山地区農・水・環の会総代会 ふれあい館 平成29年度報告と平成30年度計画

19 市自治会長会総会 四季の森 報告・計画・役員選出

1 ふるさと1番会議 ふれあい館 一般行政と教育行政の懇談(過去の教育懇談会)

10 大山自治会長会（第1回) スポーツ21 市理事会報告、森林組合役員推薦委員選出等

16 自治会長会歓送迎会 こんだ・ぬくもりの郷 5集落の退任と新任

17 大祓奉告祭・神田神社会計報告 神田神社 鳥居竣工式典・大祓祭・田植え終了奉報告祭並びに決算報告

24 スポ－ツ21総会 ふれあい館 平成29年度事業、決算報告　平成30年度事業計画・予算(案)

18 登下校見守り隊（１回目） 小学校 一斉下校見守り活動

20 自治会長会（第2回) スポーツ21 平成30年度事業計画・予算案、丹南地区研修旅行（最終案）

6 防犯グループ総会 ふれあい館 役員改選及び年度計画・予算（案）

4 大山平和記念式典（第2回) 忠魂碑広場 今までの戦没者追悼式から平和を願う式典（第２回）

丹波地域合同防災訓練

22 ふれあい運動会 大山小学校 大山小学校及び校区「ふれあい運動会」への参加と支援

17 敬老会祝賀行事 各自治会 敬老の日の祝賀行事(自治会毎で日時、事業決定の上実施)

21 自治会長会（第3回) スポーツ21 市理事会報告、研修旅行計画（準備）等

6 各神社 各神社の祭礼

8 神田神社 神田神社の祭礼

13 丹波たんなん味覚まつり 四季の森学習センター13日～14日日実施

10 市自治会長会理事会（第2回） 市役所 視察研修、小規模自治会検討委員会

18 防災訓練 大山小学校 小学校と連携

21 収穫祭 市民農園 大山荘の里市民農園収穫祭への参加と協力

26 大山地区福祉会議 ふれあい館 地域課題について

議会報告会 議会への要望、提言

11 丹南地区自治会長研修 地区全自治会長 大山、味間、城南、古市各地区、11日～12日(一泊二日)大山地区幹事

27 篠山市自治会長会理事視察研修 篠山市理事

18 大山ふるさとウオーク 大山地内 鐘ヶ坂峠、明治・昭和の鐘ヶ坂トンネル

22 自治会長会（第4回) スポーツ21 市理事会の報告ほか

校区自治会費 平成30年度校区自治会費の納入

16 大祓祭 神田神社 １年の納め神事、事業報告、会計報告

19 登下校見守り隊（２回目） 小学校 一斉下校時見守り活動

18 新春懇親会 ささやま荘 郷づくり協議会幹事

21 自治会長会（第5回) 神田荘 コミセン設立委員会報告、大山自治会長会研修・親睦旅行

13 大山自治会長会研修・親睦旅行 網野町・坂本屋・るり亭

丹南人権教育研究大会

10 三世代交流事業 丹波並木道中央公園 グランドゴルフ大会

5 市自治会長会理事会（第3回） 市役所

28 会計監査 スポーツ21 平成30年度収支会計の締
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平成３０年度・大山校区自治会長会事業実績一覧
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平成31年4月1日
大山校区自治会長会

年 月 日

18 大山自治会長会（第6回） 神田荘 新役員・役職選出、平成３０年度事業、決算報告

18 青少協 神田荘 平成３０年度事業、決算報告

18 丹南社会体育 神田荘 平成３０年度事業、決算報告

18 防犯グループ 神田荘 平成３０年度事業、決算報告

郷づくり運営委員会 神田荘 平成３０年度事業、決算報告・平成3１年度事業計画・予算(案)

10 市自治会長会理事会（第1回） ささやま荘 総会議案書(案)・新役員選出

郷づくり協議会総会 ふれあい館 平成３０年度事業、決算報告　平成31度事業計画・予算(案)

大山自治会長会歓送迎会 3集落の退任と新任

19 大山地区農・水・環の会総代会 ふれあい館 平成３０年度報告と平成31年度計画

25 市自治会長会総会 四季の森 報告・計画・役員選出

25 大山自治会長会（第1回) 神田荘 平成3１年度事業計画・予算(案)

ふるさと1番会議 ふれあい館

16 大祓奉告祭・神田神社会計報告 神田神社 大祓祭・田植え終了奉報告祭並びに決算報告

スポ－ツ21総会 ふれあい館 平成３０年度事業、決算報告　平成31年度事業計画・予算(案)

登下校見守り隊（１回目） 小学校 一斉下校見守り活動

旧大山総合事務所解体工事

大山自治会長会（第2回) 神田荘 平成３１年度敬老会事業計画・予算案締切

防犯グループ総会 ふれあい館 役員改選及び年度計画・予算（案）

（3） 大山平和記念式典（第3回) 忠魂碑広場 今までの戦没者追悼式から平和を願う式典（第３回）

丹波地域合同防災訓練

ふれあい運動会 大山小学校 大山小学校及び校区「ふれあい運動会」への参加と支援

敬老会祝賀行事 各自治会 敬老の日の祝賀行事(自治会毎で日時、事業決定の上実施)

大山自治会長会（第3回) 神田荘 市理事会報告、研修旅行参加者確認等

各神社 各神社の祭礼

14 神田神社 神田神社の祭礼

丹波たんなん味覚まつり 四季の森学習センター土日二日間実施

市自治会長会理事会（第2回） 篠山市理事

コミセン建設工事・地鎮祭 旧総合事務所跡 入札状況により９月～１１月の間で予定

収穫祭 市民農園 大山荘の里市民農園収穫祭への参加と協力

大山地区福祉会議 ふれあい館 地域課題について

議会報告会 ふれあい館 議会への要望、提言

丹南地区自治会長研修（一泊二日） 地区全自治会長 大山、味間、城南、古市各地区

篠山市自治会長会理事視察研修 篠山市理事

大山ふるさとウオーク

大山自治会長会（第4回) 神田荘 市理事会の報告ほか

校区自治会費 平成31年度校区自治会費の納入

15 大祓祭 神田神社 １年の納め神事、事業報告、会計報告

登下校見守り隊（２回目） 大山小学校 一斉下校時見守り活動

新春懇親会 郷づくり協議会幹事

防災訓練 大山小学校 小学校と連携

大山自治会長会（第5回) 神田荘 コミセン運営委員会報告、大山自治会長会研修・親睦旅行最終打合せ

大山自治会長会研修・親睦旅行（日帰り）

丹南人権教育研究大会

三世代交流事業 丹波並木道中央公園 グランドゴルフ大会

市自治会長会理事会（第3回） 篠山市理事

大山自治会長会会計監査 ファミリーの郷 平成31年度（令和元年）収支会計の締
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平成３1年度（令和元年）・大山校区自治会長会事業計画一覧
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平成31年4月18日

任期 担当者名

青少協担当 １年

郷づくり協議会副会長 2年

防犯担当（市理事担当
職）

１年

副会長 社会体育担当 １年 池田　敏夫

副会長 防災担当 １年 澤　輝義

１年 木村　毅司

１年 井上　知洋

１年 三宅　弘一

１年 西垣　重夫　・　安井　宏之

１年 森本　恵太郎　・　中澤　久幸

１年 雪岡　健一　・　岡田　康則

１年 長澤　隆雄

１年 雪岡　健一

2年 荒田　和俊

3年 木村　毅司　・　（　　　　　　　　　　）

１年 井上　知洋

１年 安井　・　森本

１年 森本　俊治

1.5年 長澤　・　中澤　・　竹田

丹南中学校評議員(1名)

丹南地区自治会長会研修旅行委員(2名)

農地・水・環境保全の会(副会長１名)

防犯・防災補佐(2名)

自治会長会・会計監査員(2名)

神田神社会計監査

丹波並木道公園:円卓会議員(自治会より１名)

ささやま桜協会役員(1名)

地域安全推進委員(3名)(任期令和2年3月迄)

コミセン運営準備委員（3名)（竣工まで）

大山地区自治会長会(平成３１年度役員選出)

役　　　　　　　　職

会長
(市自治会長会理

事)
竹田 徳成

会計担当

篠山市同教総会代議員

篠山市同教地域部会

青少協・社会体育補佐(2名)


