
総　会

日時/場所 内容

令和元年５月１１日(土) 令和元年度平和支所地区まちづくり推進協議会総会

午前９時～10時 平成３０年度事業及び収支決算報告について

農村環境改善センター 令和元年度役員（案）及び部会委員（案）の同意について

２階 多目的ホール 令和元年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

役員会

日時/場所 内容

平成３１年４月１１日(木) 第１回役員会

午前10時～11時 令和元年度総会提出議案について

平和支所第２会議室

令和元年６月１３日(木) 第２回役員会

午後３時30分～４時10分 稲沢市総合防災訓練について

平和支所第２会議室

令和元年８月８日(木) 第３回役員会

午後１時30分～２時25分 第１４回平和まつりについて

平和支所第２会議室

令和元年１１月１４日(木) 第４回臨時役員会

午前９時30分～９時50分 新会長選任について

平和支所第１会議室

令和２年２月２０日(木) 第５回役員会

午前10時～11時 令和元年度事業報告・決算見込について

農村環境改善センター 令和２年度事業計画・役員（案）について

２階 研修室２

副会長会

日時/場所 内容

令和元年８月１５日(木) 第１回臨時副会長会

午後４時～４時30分 職務代理者選任について

平和支所第１会議室

令和元年１０月８日(火) 第２回臨時副会長会

午後３時50分～４時30分 新会長選任について

平和支所第３会議室

令和元年度　本　部　事業報告



総合防災訓練に係る会議

日時/場所 内容

令和元年７月１１日(木) 総合防災訓練事前打合せ会議

午前10時～11時10分 防災訓練内容について

平和支所第２会議室

第１４回平和まつりに係る会議

日時/場所 内容

令和元年９月５日(木） 第１４回平和まつりについて

午前10時～11時10分 全体会議

平和支所第２・３会議室 芸能発表・作品展示・出店打合せ会議

令和元年１１月１４日(木) 第１４回平和まつりについて

午前10時～10時45分 反省会議

平和支所第２・３会議室

各部会の会議

日時/場所 内容

令和２年１月３１日(金) 安全・安心活動部会

午後３時～２時45分 令和元年度事業報告について

平和支所第２会議室 令和２年度事業計画（案）について

令和２年２月３日(月) 環境・市民活動部会

午前10時～11時 令和元年度事業報告について

平和支所第２会議室 令和２年度事業計画（案）について

令和２年２月１０日(月) 社会福祉部会

午前10時～11時 令和元年度事業報告について

平和支所第２会議室 令和２年度事業計画（案）について

会計監査

日時/場所 内容

令和２年４月３日(金) 令和元年度会計監査（会長・会計・監査・事務局長）

午前10時～10時30分 (平成３１年４月１日～令和２年３月３１日収支会計監査)

平和支所第３会議室

　　　　平和まつり反省会議 　　　　　　　　　ねんりんクラブ女性委員会よりバザー売上の寄付



防犯・交通安全活動

活動 日時/場所 内容

水難事故防止 令和元年６月２０日(木) 「水難事故防止」、「河川環境維持」の啓発看板を設

活動 午前９時～11時 置。少年補導委員会員、小中学校先生、稲沢警察署、

小学校通学路付近の水路、河川 パトロール隊、平和環境保全会、役員、支所職員 14人

市青少年健全 令和元年７月６日(土) 青少年健全育成市民大会に参加しました。

育成市民大会 午後２時～４時 青少年愛護センター指導員(少年補導員)　10人

名古屋文理大学文化フォーラム

交通安全街頭 令和元年７月１２日(金) 国道155号交差点にて、ハンドプレートを掲げ、ドラ

監視 、９月２６日(木)、１２月 イバーに交通事故防止啓発を実施し、交通安全意識の

３日(火) 高揚に努めました。平和中学校生徒20人、㈱明治2人

午前７時20分～８時 愛知県交通安全協会稲沢支部平和分会　20人、稲沢警

国道横池交差点付近 察署、交通安全ボランティア27人、役員、支所職員

非行防止啓発 令和元年７月２３日(火) 小中学生の夏・冬休み期間に、会場となる量販店やた

活動 令和２年１月６日(月) ばこ組合の協力を得て、非行・被害防止啓発を実施し

午後３時～３時40分 ました。（さくらまつり、サマーフェスタへいわ、平

ヨシヅヤ平和店、イベン 和まつり会場でも実施）少年補導委員会員、小中学校

ト会場 先生、稲沢警察署、役員、支所職員等 17人

総合防災訓練 令和元年８月２５日(日) クロスロードゲーム、防災料理、防災グッズ作り体験

午前８時～10時30分 防災資機材使用訓練、応急救護訓練、かまどベンチ、

平和中学校 炊出し訓練、エコノミークラス症候群予防講習、ロー

プワーク訓練など災害時に必要な訓練を実施しました

区長、パトロール隊、ボーイスカウト、防災ボラン

ティア稲沢、消防団、役員、支所職員等　333人

交通安全教室 令和元年８月２８日(水) 園児、施設利用高齢者、お迎え等に来られるお年寄り

午前10時30分 に正しい安全行動を実践いただく交通安全教室を行い

～11時30分 ました。

ＡＩＫＥＩふれあいの里 地域高齢者、施設利用高齢者、園児、法立地区ねんり

令和元年９月１０日(火) んクラブ会員、稲沢市交通安全指導員、稲沢警察署等

午前10時～11時 134人

法立保育園運動場 ねんりん君、いなッピーも参加しました。

    　　　　水難事故防止活動               　　　　早朝立哨活動

令和元年度　安全・安心活動部会　事業報告



活動 日時/場所 内容

安全・安心啓発令和元年１１月３日(日) 第１４回平和まつり会場にて、稲沢警察署ブースを中

活動 午前８時30分 心に、関係団体が啓発活動を実施しました。

～午後３時50分 平和スポーツ少年団とその保護者、指導者、少年補導

平和まつり会場 委員会員、小中学校先生、稲沢警察署、役員等　60人

交通安全活動 令和元年１１月３日(日) 平和まつり会場周辺の交通整理、歩行者の誘導等を行

午前８時30分 い、交通安全に努めました。

～午後３時50分 交通安全ボランティア27人、消防団第10･11分団、各

　平和中学校南門付近 防犯パトロール隊等 45人

年末特別警戒 令和元年１２月２日(月) 夜間パトロールの出発式を平和支所で行い、その後、

夜間パトロール午後６時45分～８時 パトカー及び青パトにより市内全域のパトロールを実

出発式 平和支所第２・３会議室 施しました。稲沢警察署、平和町行政警察連絡協議会

市内全域パトロール 各防犯パトロール隊、役員等 70人

年末夜警激励 令和元年１２月２７日(金) 各行政区(25か所)が実施している年末夜警の激励を行

午後６時30分～８時30分 いました。

各行政区夜警詰所 役員、平和交番員、支所職員 7人

防犯・交通安全パトロール関係者

団体名 活動日時/場所 内容

平和町行政警 毎月１回以上×12ヶ月 定期的に防犯パトロール及び赤色回転灯の点検並びに

察連絡協議会 平和支所地区全域 違法広告物の除去活動を実施。疑似パト「みはり君」

の設置・移動を毎月行いました。

西光坊防犯 毎月13回以上×12ヶ月 同隊所有の青パトにより、55人の隊員が交代で、年間

パトロール隊 平和支所地区全域 300回以上の防犯パトロールを実施。

横池防犯 毎月８回以上×12ヶ月 青パトによる地域の巡視及び法立小学校児童の登下校

パトロール隊 法立地区内 時の見守り(毎日)実施。

中三宅防犯 毎月１・15日 地域・町内巡視活動を実施。

パトロール 中三宅地域を中心とする

グループ 三宅地区内

　　　　　　   総合防災訓練 　　　　    年末特別警戒夜間パトロール出発式



活動 日時/場所 内容

平和さくら 平成３１年４月６日(土) まちづくりブースを設け、活動啓発を実施しました。

まつり 午前10時～午後３時 桜パネルを背景にした写真コーナー、警察コーナー

平和町体育館駐車場 防災ボランティアコーナー、さくらウォークも実施し

平和中央公園 ました。コース途中の㈱明治愛知工場の施設見学もあ

り、大勢の方の参加をいただきました。

春・秋のごみ 令和元年６月２日(日) 「春・秋のごみゼロ運動いなざわ」の実施

ゼロ運動いな 、１０月２０日(日) 地域ぐるみで環境美化・リサイクル意識向上を図るた

ざわ 午前８時～ め、地域全域の道路、水路を中心に可燃・不燃物分別

（一部実施日の変更有） 収集を、平和地区全行政区を始め、事業所、団体で実

平和支所地区全域 施しました。

第１４回平和 令和元年１１月３日(日) 「第１４回平和まつり」の開催　司会の大阪漫才師、

まつり 午前９時30分 スポーツ少年団のおみこしによるオープニング、六輪

～午後３時50分 小学校の鼓笛隊演奏、大抽選会、出店、自衛隊ふれあ

旧平和支所北駐車場・ い広場、ねんりんクラブ女性委員会によるバザー、平

農村環境改善センター 和環境保全会と漫画家によるぬりえコーナー、年賀は

・平和らくらくプラザ がきの販売、募金活動、各文化団体の作品展示、芸能

㈱明治愛知工場 発表、三宅保育園児や中学生、大治太鼓の演奏等に、

（協賛一般見学会） 多くの方の来場がありました。来場者2,800人

和風盆栽展 令和元年１１月２日(土) 「和風盆栽展」の開催

午後１時～５時 格調の高い、心が癒される盆栽の展示に多くの方が

令和元年１１月３日(日) 鑑賞されました。

午前９時～午後３時30分 一部販売もあり、たいへん盛況でした。

平和らくらくプラザセミナー室 （平和まつり同時開催）来場者300人

平和中学校吹奏楽部の演奏

さくら保存活動

令和元年度　環境・市民活動部会　事業報告

和風盆栽展

第14回平和まつり(オープニング)



活動 日時/場所 内容

さくら保存 令和元年１１月９日(土) さくら保存活動では、小公園、日光川・須ヶ谷川等の

活動 午前８時30分～10時 桜ネックレスのひこばえを剪定しました。

須ヶ谷川桜づつみ小公園 剪定後は、薬品を塗布し桜の保護をしました。

さくらボランティア16人、まちづくりボランティア

27人、（株）サンゲツ2人、支所職員3人

平和町の 令和２年１月２０日(月) ・平和中学校による、生徒アンケート集計報告

これからを 午後３時～４時５分 （平和町の魅力、ボランティア活動、環境活動等）

語る会 平和中学校　会議室 ・役員と生徒で６グループに分かれての話し合い

・話し合い内容をまとめて、各生徒から発表

・まちづくり会長からの感想発表

先生6人、生徒会17人、役員10人、支所職員3人

　　　　　　　　　グループによる話し合い

　　　　　　　　　平和中学校生徒による発表の様子

平和町のこれからを語る会



活動 日時/場所 内容

歩こう会 令和元年５月２０日(月) 高齢者健康増進事業「歩こう会」を開催、さくらネッ

午前８時～11時 クレスコースの１周コースと半周コースを自分の体力

平和町さくらネックレス と体調に合わせ参加いただき、健康づくり事業として

（須ヶ谷川）コース 爽やかな汗をかき、楽しい時間を過ごしていただきま

㈱明治愛知工場 した。平和地区ねんりんクラブ連合会員等282人

ふれあい昼食会令和元年９月２５日(水) 一人暮らしのお年寄りとの「ふれあい昼食会」の開催

午前10時～午後１時 し、愛知県警察交通安全教育チーム「あゆみ」による

平和らくらくプラザ 交通安全、特殊詐欺防止方法を寸劇により、高齢者が

参加型の分かり易い講話をいただいた後、参加者全員

で童謡、歌謡曲の合唱を行いました。

最後は参加者と民生委員が食事をしながら、楽しく交

流いただく事ができました。

70歳以上独居のお年寄り49人、民生・児童委員28人

クリスマス会 令和元年１２月７日(土) 児童館を利用している子供たちへ、平和中学校のボラ

午後１時30分～３時30分 ンティア生徒、吹奏楽部員、先生、民生・児童委員、

平和らくらくプラザ さくら児童館、平和さくらみらい子育てネットのみな

平和さくら児童館 さんが一体となり、クリスマスコンサートを開催しま

した。参加者全員がクリスマスソングを聴いて一足早

いクリスマスを感じる事ができました。来場者300人

世代間交流事業令和２年２月１７日(月) お年寄りと保育園児との「世代間交流事業」を開催

午前10時～11時30分 し、園児による劇、歌の発表、参加者とのふれあい

六輪保育園 遊びを通じて、お年寄りが心豊かに、生きがいを感

三宅保育園 じていただける行事として、大いに喜んでいただく

法立保育園 事ができました。六輪・三宅・法立保育園児194人、

同地区ねんりんクラブ会員等118人

　         歩こう会 　　　　　　　　　　ふれあい昼食会

　↑ 歩こう会　　　　　  ↓ クリスマス会     　↑ ふれあい昼食会　　↓ 世代間交流事業

令和元年度　社会福祉部会　事業報告


