
総　会

日時/場所 内容

【書面決議】５月16日（土） 令和２年度平和支所地区まちづくり推進協議会総会

<決議結果> 承  認 :１３９ 令和元年度事業及び収支決算報告について

           議長一任: ５１ 令和２年度役員（案）及び部会委員（案）の同意について

           承認しない: ０ 令和２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

令和２年４月８日(水) 第１回役員会

午前10時～10時30分 令和２年度総会提出議案について

平和支所第２・３会議室

令和２年６月12日(金) 第２回役員会

午後３時～３時30分 安全・安心まちづくり決起集会について

平和支所第２・３会議室

令和２年８月５日(水) 第３回役員会

午後３時30分～４時10分 第15回平和まつりについて

平和支所第２・３会議室

令和２年９月２日(水) 第４回役員会

午後３時～３時30分 令和２年度の今後のまちづくり事業について

平和支所第２・３会議室

令和２年11月11日(水) 第５回役員会

午後３時～３時30分 平和支所地区まちづくり推進協議会ピンバッジのデザインについて

平和支所第２・３会議室 令和２年度の今後のまちづくり事業について

令和３年２月26日(金) 第６回役員会

午後２時～午後２時50分 令和２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３年度事業計画・役員（案）について

２階 多目的ホール

安全・安心まちづくり決起集会に係る会議

日時/場所 内容

令和２年７月９日(木) 安全・安心まちづくり決起集会について

午前９時50分～10時15分

平和支所第２・３会議室

令和２年度　本　部　事業報告



各部会の会議

日時/場所 内容

令和３年２月３日(水) 安全・安心活動部会

午前10時～10時50分 令和２年度事業報告について

平和支所第２会議室 令和３年度事業計画（案）について

令和３年２月４日(木) 環境・市民活動部会

午前10時～10時50分 令和２年度事業報告について

平和支所第２会議室 令和３年度事業計画（案）について

令和３年２月５日(金) 社会福祉部会

午前10時～10時50分 令和２年度事業報告について

平和支所第２会議室 令和３年度事業計画（案）について

会計監査

日時/場所 内容

令和３年４月２日(金) 令和２年度会計監査（会長・会計・監査）

午前10時～11時

平和支所第３会議室

　　　　　　　　　 役員会議（コロナウイルス感染防止のため、

　　　　　　　　 書面決議 　　　　　　　　　 ソーシャルディスタンス及び換気に努めた）

　　　　　　　　  部　会　議                      　　　      第６回役員会議



防犯・交通安全活動

活動 日時/場所 内容

水難事故防止 令和２年６月25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、稲沢警察署、へいわ環境保全

小学校通学路付近の水路、河川 会、支所職員12人　ケーブルＴＶ取材

交通安全街頭 令和２年７月16日(木) 国道155号横池交差点南にて、シートベルト関所を実施

監視 、９月25日(金)、12月 し、ドライバーに交通事故防止啓発品を手渡し、交通

２日(水) 安全意識の高揚に努めました。平和中学校生徒21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25人、役員、支所職員

安全・安心ま 令和２年７月22日(水) 平和地区の犯罪の未然防止、防犯・防火・防災・交通

ちづくり決起 午後３時～５時 安全意識の高揚を図るため、決起集会を実施しました

集会 平和支所第２・３会議室 。また、式典実施後は、各防犯パトロール隊により市

内巡視を行いました。警察署、少年補導委員、少年愛

護センター指導員、各防犯パトロール隊、防災ボラン

ティア稲沢、役員、支所職員48人　ケーブルＴＶ取材

非行防止啓発 令和２年７月22日(水) 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３年１月４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。

カネスエ平和店、ヨシヅ 少年補導委員、少年愛護センター指導員、稲沢警察署

ヤ平和店 、役員、支所職員18人　ケーブルＴＶ取材

    　　　　水難事故防止活動①               　　　水難事故防止活動②

    　　　　　　街頭監視①               　　　　　街頭監視②

令和２年度　安全・安心活動部会　事業報告



活動 日時/場所 内容

年末夜警激励 令和２年１２月中 年末夜警の激励を中止し、代わりに激励品(ＬＥＤ

品配付 各行政区長宅 ランタンライト)を配付しました。

支所職員 3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しました。また、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)実施しました。

中三宅防犯 毎月１・15日 地域・町内巡視活動を実施しました。

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

　　 安全・安心まちづくり決起集会① 　　　　  安全・安心まちづくり決起集会②

　　　　　パトロール活動出発　　　　　　　　　    　　 非行防止啓発活動



活動 日時/場所 内容

まちづくり 令和２年６月27日(土) 疫病の流行を食い止めるといわれている「アマビエ」

啓発事業① 午前10時～午前11時 を地元漫画家火野蓮時氏によりデザインした缶バッジ

（缶バッジ配 平和町図書館特設ブース を作成し、市民に配布した。午前１０時の配布開始時

布事業） 、既に５０人ほど並ばれており、１時間ほどで１００

個全てを配布しました。　

　また、町内保育（幼稚）園児と小学生にアマビエ

マグネット式缶バッジを、中学生にピン式缶バッジを

配布しました。　ケーブルＴＶ取材

まちづくり 各行政区 地元漫画家火野蓮時氏により令和元年度作成された、

啓発事業② 公民館、掲示板で啓発。 まちづくり推進協議会を啓発するためのポスターをパ

（ポスター配 ネル、イーゼルにセットして各行政区へ配布しました。

布事業） 　また、同漫画家に同協議会をイメージしたイラストを

（ピンバッジ 依頼し、ピンバッジを作成しました。今後関係団体、

配布事業） 各部会活動の参加者へ配布します。

ごみ清掃活動 令和２年10月３日(土) 「春・秋のごみゼロ運動いなざわ」が中止となり、行

応援式 午後３時～３時30分 政区が独自に実施するごみ清掃活動を支援するため、

平和支所第２・３会議室 応援式を開催した。内容は、各区長に清掃活動資材等

を贈呈し、また、来賓として市長、市議会議員より

祝辞をいただき、地域をきれいにしようという機運

を高めました。各地区清掃活動は、９月～１２月の間

に１４行政区が実施しました。　ケーブルＴＶ取材

令和２年度　環境・市民活動部会　事業報告

　　　　　↑　ごみ清掃活動応援式　　　　　　　　　　　　　　　　

↑ アマビエ缶バッジ配布↑ アマビエ缶バッジ

↑ ごみ清掃活動応援資材

↑ ピンバッジ



活動 日時/場所 内容

さくら保存 令和２年11月14日(土) さくら保存活動では、小公園、日光川・須ヶ谷川の

活動 午前８時30分～10時 桜のひこばえを剪定しました。

須ヶ谷川桜づつみ小公園 また、今年度新たに須ヶ谷川護岸の草木の伐採、除

去及び清掃を行いました。

さくらボランティア22人、まちづくりボランティア

19人、（株）サンゲツ16人、支所職員3人

地域環境(須ヶ 令和２年12月10日(木) 須ヶ谷区において、地域と行政が一体となり、また

谷)美化活動 午前９時～午後４時30分 地元建設業者の協力を得て、道路・水路などの美化

活動を行いました。当日は、草木の伐採、可燃・不

燃ごみ回収などを実施しました。

延べ行政区20人、行政15人、土地改良区2人､まちづ

くり事務局6人

平和町のこれ 令和３年１月21日(木) ・平和中学校による、生徒アンケート集計報告

からを語る会 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）

平和中学校　会議室 ・役員と生徒で8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1人、生徒会18人、役員9人、支所職員3人

　　　　　　　　↑　環境美化活動(須ケ谷）

　　　　↑　中学生とまちづくり役員との話し合い

　                           平和町のこれからを語る会

　　 ↑  生徒による発表の様子

　↑　さくらボランティア活動　　



活動 日時/場所 内容

クリスマス会 令和２年12月５日(土) 児童館を利用している市内小学生20名に参加いただき、

午後１時30分～３時30分 クリスマス会を開催しました。今年度は、コロナウイ

平和らくらくプラザ ルス感染拡大予防により、例年と比べて規模を縮小し

平和さくら児童館 て実施することになりましたが、さくら児童館、平和

みらい子育てネットのみなさんのご協力により、工作

やゲームを行い、楽しいひとときを過ごすことができ

ました。

　　　                          　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　 　↑ みんなで楽しくクリスマスツリーの工作をしたり、ゲームをしました。　　　　　　　　　　　　　　

令和２年度　社会福祉部会　事業報告


