
令和２年度土岐地区総会書面議決結果の報告

令和２年度土岐地区まちづくり推進協議会　事業計画（概要）

	 	令和2年度土岐地区まちづくり推進協議会		予算（概要）	

令和２年度総会（書面議決）としてご提出いただきました議案決議の結果は、第１号議案から第６号議案�
すべての議案につきまして、まちづくり委員、過半数以上の賛成をもって可決されました。

本年度土岐地区まちづくり推進協議会では、住民と住民、住民と行政が協働して、「土岐地区に住んでよかっ
た」と実感できるまちづくりを進めるため、次の事業を展開していきます。

【	情報発信部会	主体事業	】		
◆広報発行事業
　�　広報「ときめき」を年５回発行して、土岐地区全域に配布します。

【	あんしん環境部会	主体事業	】		
◆青色回転灯防犯パトロール事業
　�　月曜日の昼間、金曜日の夜間、児童の見守りや
事故の未然防止と抑制機能の向上のため防犯パト
ロールを実施します。

◆地域防災力強化事業
　�　防災意識の向上と自主防災組織の資質向上、啓
発などを目的に防災イベントを開催します。（11月
予定）

◆花いっぱい事業
　�　地区内の諸団体に花苗を配布
して、潤いある地域づくりを進
めます。（6月中止・11月予定）

【	ふれあい部会	主体事業	】		
◆ふれあい夏まつり開催事業
　�　7月 4日に第 23回土岐地区ふれあい夏まつりを
開催します。（本年度中止）

◆歴史文化ふれあいづくり事業
　�　昨年度、完成した鶴ヶ
城登城道を紹介するた
めウォーキングイベン
トを実施します。
　（11月予定）

【	青少年育成部会	主体事業	】		
◆町民会議開催事業
　�　優良青少年の激励や、子育て・青少年育成の課題などの研究を行います。（本年度中止）
◆小学校・中学校等との連携による青少年育成活動
　�　土岐小学校・瑞浪北中学校との連携強化に努めて、子育て・青少
年育成活動への関心拡大を図ります。

◆「中学生と語る会」開催事業
　�　子どもたちが地域と関わる機会と、地域について考えてもらう機
会を増やすことを目的に開催します。（12月予定）

◆収入の部 ◆支出の部
費目 予算（円） 摘要 費目 予算（円） 摘要

土岐地区区長会助成金 400,000　 会議費 70,000　 総会等
市夢づくり地域交付金 1,735,000　 事務費 60,000　 事務用品等

諸収入 38,196　 事業費 2,564,000　
前年度繰越金 746,804　 予備費 226,000　
合計 2,920,000　 合計 2,920,000　
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※新型コロナウイルス等の感染拡大防止のため、変更・中止になる場合があります。



役職 氏　名 地区 役職 氏　名 地区
会　長 足立�　安博 鶴城 副会長 土屋　�義隆 庄ヶ洞
副会長 加藤�　健二 鶴城 副会長 水野�志津夫 益見
会　計 土屋�泰次郎 庄ヶ洞 監　事 内田�己喜造 鶴城
監　事 ※区長会未開催の為未定 顧　問 舘林�　辰郎 市議会議員
顧　問 永井�　　研 鶴城 顧　問 大久保�京子 市議会議員
顧　問 伊藤�　　満 益見 顧　問 棚町�　　潤 市議会議員

※�部会長・副部会長�（各部会部分�参照）

【 本　部　役　員 】

令和２年度　土岐地区まちづくり推進協議会　委員一覧
本年度の委員さんをお知らせします。１年間よろしくお願い致します。

【 情報発信部会 】
役職 氏　名 地区 役職 氏　名 地区
部会長 谷本　�陽子 一日市場 副部会長 桐井　雅康 木ノ暮
委　員 愛知�あつ美 栄町 委　員 伊藤　　等 大草
委　員 森本�　　潔 清水 委　員 加藤　真吾 学園台
委　員 内田�己喜造 鶴城 委　員 橋本　和義 一日市場
委　員 稲垣�　　茂 下沢 委　員 荻山　利幸 仲ヶ平
委　員 土屋�泰次郎 庄ヶ洞 委　員 酒井　真也 鶴城
委　員 後藤�　智子 市原 委　員 加藤　健二 鶴城
委　員 可知�　　等 益見 委　員 伊藤　　満 益見

【 あんしん環境部会 】
役職 氏　名 地区 役職 氏　名 地区
部会長 各務�　　彰 一日市場 副部会長 加納�　賢二 鶴城
委　員 水野�　義久 栄町 委　員 飯田�　信夫 市原
委　員 水野�　宏芳 栄町 委　員 梶田�　静子 益見
委　員 橋本�　充弘 一日市場 委　員 木股�　貴尚 大久手
委　員 伊野�　聡史 一日市場 委　員 小倉�　和広 学園台
委　員 日比野�昌雄 清水 委　員 岡安�　真理 一日市場
委　員 酒井�　　憲 木ノ暮 委　員 肥田�　洋吉 清水
委　員 土屋�　英彦 名滝 委　員 兼松�　　洋 奥名
委　員 遠山�　博隆 奥名 委　員 中島�満里子 益見
委　員 稲垣�　雄二 下沢 委　員 日比野�寛久 市職
委　員 加藤�　博史 桜堂 委　員 水野�志津夫 益見

【 ふれあい部会 】
役職 氏　名 地区 役職 氏　名 地区
部会長 今井�　義男 桜堂 副部会長 酒井�　菊代 栄町
委　員 遠藤�　俊哉 栄町 委　員 朝倉�　吉則 桜堂
委　員 遠藤�　将寿 栄町 委　員 小木曽�謹也 益見
委　員 鈴木�　憲二 一日市場 委　員 新山�　裕一 益見
委　員 酒井�　正裕 一日市場 委　員 山本�　繁夫 仲ヶ平
委　員 加藤�　詠一 木ノ暮 委　員 原田�　　誠 学園台
委　員 桑原�　　昇 鶴城 委　員 堀井�　光弘 学園台
委　員 伊藤�　京子 鶴城団地 委　員 宮地�江里奈 桜堂
委　員 小倉�　秀仁 名滝 委　員 遠藤�　優子 清水
委　員 丸山�　秀明 名滝団地 委　員 兼松�　淳史 奥名
委　員 今井�　明美 桜堂 委　員 土屋�　義隆 庄ヶ洞

【 青少年育成部会 】
役職 氏　名 地区 役職 氏　名 地区
部会長 安田�善一朗 一日市場 副部会長 鈴木�かおり 一日市場
委　員 土屋�泰次郎 庄ヶ洞 委　員 村田�　由香 一日市場
委　員 杉浦�三由季 学園台 委　員 桑原�　義孝 桜堂
委　員 岩島�留美子 市原 委　員 中根�　圭一 桜堂
委　員 三尾�　浩二 桜堂

【 支　援　職　員 】
役職 氏　名 地区 役職 氏　名 地区
地区総括 林�　　恵治 教育総務課 まちづくり総括 小木曽�友美 高齢福祉課

まちづくり主事 宮地�　　翔 上下水道課 集落支援員 加藤�　基弘 －


