
総　会

日時/場所 内容

平成29年５月13日(土) 平成29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28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 平成29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 平成29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29年４月11日(火) 第１回役員会

　午前９時30分～11時 平成29年度総会提出議案について

平和支所 ２階 第２会議室

平成29年６月21日(水) 第２回役員会

　午前９時30分～11時 安全・安心決起大会について

平和支所第２・３会議室

平成29年８月17日(木) 第３回役員会

　午前９時30分～11時 第12回平和まつりについて

平和支所第２・３会議室

平成30年２月20日(火) 第４回役員会

　午前10時～11時30分 平成29年度事業報告・決算見込について

農村環境改善センター 平成30年度事業計画・役員（案）について

２階 研修室２(農事研修室)

安全・安心まちづくり決起大会に係る会議

日時/場所 内容

平成29年７月14日(金) 安全・安心まちづくり決起大会事前打合せ会議

　午前９時30分～11時

平和支所第２会議室

第１２回平和まつりに係る会議

日時/場所 内容

平成29年９月１日(金） 第12回平和まつりについて

　午前９時30分～11時 全体会議

平和支所第２・３会議室

平成29年９月22日(金) 第12回平和まつりについて

　午前９時30分～11時 芸能発表・作品展示打合せ会議

平和支所第２・３会議室

平成29年度　本　部　事業報告



日時/場所 内容

平成29年10月６日(金) 第12回平和まつりについて

　午前９時30分～11時 出店打合せ会議

平和支所第２・３会議室

平成29年11月14日(火) 第12回平和まつりについて

　午前９時30分～11時 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

平成30年２月６日(火) 安全・安心活動部会

　午前９時30分～11時 平成29年度事業報告について

平和支所第２・３会議室 平成30年度事業計画（案）について

平成３０年２月７日(水) 環境・市民活動部会

　午前９時30分～11時 平成29年度事業報告について

平和支所第２・３会議室 平成30年度事業計画（案）について

平成30年２月８日(木) 社会福祉部会

　午前９時30分～11時 平成29年度事業報告について

平和支所第２・３会議室 平成30年度事業計画（案）について

会計監査

日時/場所 内容

平成30年４月６日(金) 平成29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

　　　　平成29年度平和支所地区まちづくり推進協議会総会

住田会長の挨拶(役員会）

総 会



防犯・交通安全活動

活動 日時/場所 内容

水難事故防止 平成29年６月22日(木) 「水難事故防止の啓発看板」を10か所設置

活動 　午前９時～11時 平和地区の少年補導委員会員、小中学校先生、稲沢警

小学校通学路付近の水路、河川 察署、パトロール隊、役員、支所職員15人

市青少年健全 平成29年７月１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 平和地区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 平成29年７月11日(火) 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 平成29年９月21日(木) し、ドライバーに交通事故防止啓発品を手渡し、交通

平成29年12月１日(金) 安全意識の高揚に努めました。

　午前７時20分～８時10分 愛知県交通安全協会稲沢支部平和分会　20人、稲沢警

国道155号横池交差点付近 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 平成29年７月24日(月) 小中学生の夏・冬休み期間に、会場となる量販店やた

活動 平成30年１月４日(木) 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、イベント会場 和まつり会場）少年補導委員会員、小中学校先生、

警察署、役員等１８人

安全・安心まち平成29年８月20日(日) 安全・安心まちづくり決起大会を開催しました。

づくり決起大会　午前10時～11時30分 講演（防犯、防災・減災、防火・救急）、映画（交通

農村環境改善センター 安全）、安全・安心まちづくり宣言

　２階　多目的ホール 展示（防犯カメラ・家具転倒防止器具）

市長、警察署長、地元市議会議員、区長、役員、部会

委員等　200人

交通安全教室 平成29年９月21日(木) 園児と、お迎え等に来られるお年寄りに正しい交通安

　午前10時～11時 全行動を実践いただく交通安全教室を行いました。

三宅保育園運動場 三宅地区のお年寄り、園児、稲沢市交通安全指導員、

稲沢警察署等55人　ねんりん君、コノハ警部参加

交通安全啓発 平成29年10月22日(日) 平和スポーツ少年団から、交通安全メッセージ文を添

活動 　午前10時～11時30分 えた「交通安全プレゼント」を手渡し、交通安全啓発

ヨシヅヤ平和店 を展開しました。

平和スポーツ少年団とその保護者、指導者、

稲沢警察署、役員、支所職員等60人

    　　　　水難事故防止活動               安全・安心まちづくり決起大会

平成29年度　安全・安心活動部会　事業報告



活動 日時/場所 内容

交通安全活動 平成29年11月５日(日) 第12回平和まつり会場周辺の交通整理、歩行者の誘導

　午前８時30分～午後３時30分 等を行い、交通安全に努めました。

平和まつり会場周辺及び 交通安全ボランティア27人、市消防団第10･11分団、

　平和中学校南門付近 各防犯パトロール隊等45人

年末特別警戒 平成29年12月１日(金) 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７時～９時 パトカー及び青パトにより市内全域をパトロール

平和支所第２・３会議室 稲沢警察署、平和町行政警察連絡協議会、各防犯パト

市内全域パトロール ロール隊、役員等

特別一斉立哨 平成29年12月25日(月) 年末に向け多発する交通事故を防止するため、特別

　午後４時～４時40分 一斉立哨を実施

国道155号横池交差点付近 稲沢警察署、平和町行政警察連絡協議会、各防犯パト

ロール隊、役員、ねんりんクラブ、支所職員等

年末夜警激励 平成29年12月28日(木) 各行政区(24か所)が実施している年末夜警の激励を

　午後６時30分～午後８時30分 行いました。

各行政区夜警詰所 役員、平和交番、支所職員

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、52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。12月17日には、

日本財団から寄贈された「青パト」の出発式も行いま

した。

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

    年末特別警戒夜間パトロール出発式     西光坊防犯パトロール隊「青パト」贈呈・出発式



活動 日時/場所 内容

春・秋のごみ 平成29年５月28日(日) 「春・秋のごみゼロ運動いなざわ」の実施

ゼロ運動いな 平成29年10月15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） 収集を各行政区、事業所、団体で実施しました。

平和支所地区全域

第12回平和 平成29年11月５日(日) 「第12回平和まつり」の開催

まつり 　午前９時30分～午後３時30分 小学生の鼓笛隊演奏、大抽選会、出店、野菜や果物の

旧平和支所北駐車場・ 販売、自衛隊ふれあい広場、老人クラブ女性委員会に

農村環境改善センター よるバザー、子供コーナー、年賀はがき販売、金魚の

㈱明治愛知工場 品評と販売、募金活動、各文化団体の作品展示、芸能

（協賛一般見学会） 発表、園児や中学生の演奏、大治太鼓の演奏等に多く

の方の来場があり、地域住民の絆が深まりました。

来場者3,800人

和風盆栽展 平成29年11月４日(土) 「和風盆栽展」の開催

　午後１時～３時30分 格調の高い、心が癒される盆栽の展示に多くの方が

平成29年11月５日(日) 鑑賞されました。

　午前10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

平成29年度　環境・市民活動部会　事業報告



活動 日時/場所 内容

平和町の 平成30年１月22日(月) ・平和中学校の全校生徒アンケート結果報告

これからを 　午後３時～４時15分 ・平和中学校生徒代表者３人からの報告発表

語る会 平和中学校　会議室 ・役員と生徒によるグループに分かれて、話し合い

・話し合い内容をまとめて、生徒からの発表

・まちづくり役員からの感想発表

先生４人、生徒会15人、役員７人、支所職員３人

平成30年１月29日(月) 全校生徒に対して、｢平和町のこれからを語る会｣に出

　午前８時10分～午前８時40分 席したまちづくり役員代表から、感想発表しました。

平和中学校　体育館 平和中学生全生徒、先生、まちづくり代表役員

支所職員３人

　　　　　　　　　グループによる話し合い

　　　　　　　　　生徒集会での発表の様子紹介

　　全校集会での生徒会からの報告発表 　　　　　　　　まちづくり役員からの感想発表

平和中学校生徒会長　挨拶



活動 日時/場所 内容

歩こう会 平成29年５月22日(月) 高齢者健康増進事業「歩こう会」の開催

　午前８時～11時 さくらネックレスコースの１周コースと半周コースを

平和町さくらネックレス 自分の体力と体調に合わせ参加いただき、健康づくり

（須ヶ谷川）コース 事業として爽やかな汗をかき、楽しい時間を過ごして

いただきました。平和地区老人クラブ連合会員等278人

ふれあい昼食会平成29年９月26日(火) 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 特殊詐欺防止と侵入盗防止についてを主題に、警察人

平和らくらくプラザ 生よもやまばなしを取り入れて、高齢者へ親しみやす

く講話（稲沢警察署）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。

民生委員と食事を通して交流いただき、楽しいひと時

を過ごしていただきました。

70歳以上独居のお年寄り61人、民生・児童委員28人

クリスマス会 平成29年12月９日(土) 児童館を利用している子供たちへ、クリスマスコンサ

　午後１時30分～３時30分 ートを開催しました。平和中学校のボランティア生徒

平和らくらくプラザ 吹奏楽部員、先生、民生・児童委員、さくら児童館、

平和さくら児童館 平和さくら母親クラブのみなさんの、多大なご協力を

いただき、参加者全員がクリスマスムードにつつまれ

ました。来場者300人

世代間交流事業平成30年２月13日(火) お年寄りと保育園児との「世代間交流事業」の開催

　午前10時～11時30分 園児による劇、楽器演奏、歌の発表、参加者とのふれ

法立保育園 あい遊びを通じて、お年寄りが心豊かに、生きがいを

六輪保育園 感じていただける行事として、大いに喜んでいただけ

三宅保育園 ました。法立・六輪・三宅保育園児199人、同地区老

人クラブ会員等189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

平成29年度　社会福祉部会　事業報告


