市民協働まちづくり

平成 30(2018)年度 玉島地区 関連活動予定

全住民参加型活動 連携･協調

4/１ ＊新年度諸活動開始
4/26 ＊茨木市防災組織連絡会
4/26 ＊茨木市自治会活動説明 日赤活動資金募集説明

5/６ ＊茨木市自治会活動説明 日赤活動資金募集説明
5/初旬～中旬 ＊各種団体と組織の年間活動予定提示
5/25 ★団体連絡協議会事務局会議 主要行事等課題協議

6/1～ ＊玉島地区各種団体と組織の行事予定 公表
6/15 ★玉島地区団体連絡協議会 全体会議開催
6/末 ＊防犯講演･講習会お知らせ 参加働かけ

7/中旬 ＊防犯講習会 7/21～ ＊ラジオ体操開始
7/23～ ＊防犯パトロール実施 小学校の夏休みプール期間中
7/27 ＊十丁畷水路夕涼み会

8/25 ＊玉島まつり 協賛 積極参加働きかけ 安全第一
～8/26 ＊防犯パトロール実施 小学校の夏休みプール期間中

9/５ ＊大阪 880 万人訓練
9/８～９ ＊玉島地区敬老会 前日準備 当日役割分担

10/７ ☆玉島地区体育祭
10/19 ★玉島地区団体連絡協議会 事務局(含む役員)会議開催

11/10～11 ＊玉島地区文化展
11/11 ＊茨木市総合防災訓練 岩倉防災公園で開催

12/２ ＊茨木市歳末特別警戒開始
12/14 ☆防災決起集会 玉島地区防災訓練予行演習
12/29～ ＊年末年始特別警戒 玉島の特定地域激励
2/３ ＊茨木市社協賛助会員募集説明会
2/10 ＊球技大会
2/15 ★玉島地区団体連絡協議会 全体会議開催

1/20 ☆玉島地区(小学校区)防災訓練(案)

3/23～25 ＊被災地復興支援 親善野球試合
平成 30 年４月 26 日 玉島地区(小学校区)
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4/６
4/13
4/20
4/27

平成 30(2018)年度 玉島地区 主要活動予定

＊自治会実態調査報告
☆自治会長会議 役員選考 今後の進め方など
☆役員会議 事業計画活動予定と会計予算等協議
☆総会 事業計画及び会計予算審議～議決 ☆会費等徴収

5/７
5/18
5/25
5/25

全住民参加型活動 連携･協調

＊平成 30(2018)年度地区連合自治会の調査票提出
＊自治会長会議 事業計画活動予定に関する打合せ
＊青色防犯パトカー 乗務委員名簿提出
＊名簿提出 防災調査 防災女性部会 防災士研修申込

6/８ ☆自治会長会議 十丁畷水路夕涼み会等打合せ
7/20 ＊自治会長会議 玉島まつり ポスター配布など

8/３ ＊自治会長会議 玉島まつり プログラムなど配布

9/21 ＊自治会長会議 課題打合せ テント貸出し・体育祭・文化展・防災など
9/29 ＊テント貸出し 玉島小学校 運動会

10/12 ☆自治会長会議 防災活動関係その他等

11/16 ＊自治会長会議 防災の基準や訓練等に関して
11/11 ＊茨木市総合防災訓練 積極参加 岩倉防災公園

〔玉島地区の場合 自治会毎に防災活動に取組む〕

12/２ ＊茨木市年末市内一斉清掃
12/14 ☆防災決起集会 玉島地区防災訓練予行演習

2/１ ☆自治会長会議課題協議 防災活動 その他の活動

1/11 ＊玉島地区防災訓練 直前打合せ 進め方の課題など調整
1/20 ☆玉島地区(小学校区)防災訓練(案)

3/８ ＊役員会議 活動実績 会計決算等審議
3/15 ＊会計監査
3/22 ☆年度末総会 活動実績及び会計決算 審議～承認
平成 30 年４月 26 日 玉島地区 連合自治会 自主防災会
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平成 30(2018)年度 玉島地区 主要課題に対応して 全住民参加型活動 連携･協調

主 要 課 題 項 目

課題に取組み 考え方‣進め方など

◇平成３０年度 事業計画‣活動予定について

＊地域の振興と発展を基本理念に全住民参加型の安全安心まちづくり
＊各団体の活動を尊重して各種の課題を共有し克服のうえ実現を目指す

◇地域活動を充実に伴う必要経費について

＊玉島地区の主要行事や各種活動の充実を目指して
＊必要経費見直し及び費用の捻出に関して あり方と進め方等

◇玉島地区の主要行事に積極的に参加･参画について

＊安全で安心な住みよいまちづくりのために
＊各団体の事業計画‣活動予定を周知のうえ協働体制を構築する

◇青少年を健全に育成について

＊地域の将来の発展を担う青少年を健全に育成のために
＊小中学校の青健協(略称)とともに地域として役割を果たす

◇玉島地区の主要行事について

＊玉島地区の 各種の行事や大会 体育祭・文化展・玉島まつり等
＊各種実行委員会を主体に地域をあげた活動に積極参加働きかけ

◇防犯活動について 茨木防犯協会と共に

＊安全で安心なまちづくりにハードとソアトの充実に取組む
＊地域の隅ずみまで安全な防犯体制(装置と運営)構築に取組む

◇防災活動について スフィア基準を導入 茨木市と

＊水害や洪水及び震災など災害に備えるまちづくりを行政と共に
＊自治会毎に向こう三軒両隣を活動の核‣主体とした体制づくり
平成 30 年４月 13 日 課題提起など 長 田 佳 久

今後の地域活動について 主要課題

平成 30 年４月１日 玉島地区自治会連合会

◇玉島地区(小学校区)の自治会

*平成 30 年度体制確立のうえ活動開始
*自治会長交代の場合 茨木市へ報告
*茨木市から各連合自治会へ通知

◇玉島地区連合自治会

*平成 30 年度第 1 回自治会長会議開催
*役員選考及び役員会議 役割分担 計画協議
*総会開催 事業計画及び会計予算等審議

◇玉島小学校区各団体連絡協議会

*各種団体 8→10 団体による運営
*年間 3 回程度開催 協力体系づくり
*各種の課題を共通認識のうえ対処‣対応

◇各団体・組織の行事予定
－玉島地区協力体系づくり－

*各団体と組織の行事予定を掌握とまとめ
*4/末～5 月中旬調査 6 月初旬に公表予定
*玉島地区主要行事予定として周知徹底

◇玉島地区主要活動予定

*約 25 の各種団体が協働すべき行事予定
*それらの予定から主要な活動をリストアップ
*玉島地区あげた取組み展開を働きかけ

◇茨木市及び玉島地区の防災活動

*平成 30 年度の防災計画を企画立案
*玉島地区は自治会が主体的取組みとして
*平成 30 年 4～月意思疎通 6 月～計画具体化

◇玉島地区地域安全(防犯)活動

*防犯玉島支部体制強化‣活動内容充実
*防犯委員を自治会毎に選出⇒名簿提出
*防犯講演‣講習会開催

◇玉島まつりなど主要行事

*地区体育祭 地区文化展 各種球技大会
*玉島まつり その他主要行事
*実行委員会による実施計画を具体化‣充実

◇その他について

*各種団体と組織から各種の課題に関して
*その時々と内容に応じて課題提起願う
*善後策及び抜本策を講じる各種の話合い
課題提起 長 田 佳 久

