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

玉島地区 地域活動 課題事項 打合せについて
６月の大阪北部地震 ７月の西日本豪雨及び台風１２号 更に猛暑が続いていますが
こどもも大人も 元気で 復旧･復興など 安全で安心なまちづくりに取組みましょう
具体的に促進を 意思疎通を図り 進めましょう 平成 30 年８月３日(金)１９～ 玉島公民館

◇防犯活動取組みに関して

＊青色防犯パトカー 乗務委員登録済 感謝
＊防犯パトカー講習会 7/13 ４６名参加 感謝
＊青色防犯パトカー 8～9 月 乗務 お願い
＊不審者対策 引続き ご理解ご協力お願い

◇防災活動取組みに関して

＊地震対策について 被災状況は如何でしょうか
＊災害対策 避難のあり方 防災体制強化等
＊課題事項取組みに関して 協議を続行

◇平成３０年度茨木市総合防災訓練

※確認結果 中止の方向で調整中とのこと
＊平成３０年１１月１１日(日)９～午前中
＊立命館大学敷地内 岩倉公園

◇玉島地区(小学校区)訓練に関して

＊地区自主防災体制強化について
＊茨木市要請 防犯体制構築に関して
＊避難所運営マニュアル作成に関して
＊一時避難地の設営訓練などに関して

◇茨木市防災組織の活動に関して

＊防災リーダー育成研修会 8/27 調整中
＊自主防災組織 避難所運営部会員届 ７/23
＊防災士研修講座事前申込み 8/初旬～

◇玉島地区 今後の日程に関して

＊自治会長会議 ８月３日(金)19 時～
＊玉島まつり 8/25 全体会議 最終確認 8/5
＊玉島小学校区指導用具類保管会議 ８～９月
＊自治会長会議 ９月２１日(金)19 時～(変
更)

◇玉島地区団体連絡協議会に関して
〔複数の主体が何らかの目標・目的を
共有し共に力を合わせて活動する〕

◇その他全般 主要行事等に関して

＊情報共有化 協働‣協調 課題解決に取組む
＊平成３０年度 役員・事務局会議 5/25 ９/14 H31/1
＊平成３０年度 全体会議 代議員 6/15 10(？) H31/2
＊安全安心まちづくり
＊玉島地区の主要行事
オアシス運動 ラジオ体操 安全見守り
十丁畷夕涼み会 ＪＡまつり 玉島まつり
体育祭 文化展 高校生来茨親善野球ほか
平成 30 年７月 31 日 起案 長 田 佳 久

◇関連事項を周知と衆知に関して

＊玉島まつり テント設置と後片付け
本部席及び自転車置場など
プログラム 全戸配布
＊地域の皆様へ 元気で 頑張りましょう 済
＊オアシス運動を実施しましょう 配布済
＊玉島地区の主要行事 参加願います 済
＊ラジオ体操について ポスター 掲示中
＊子どもの安全見守り隊活動 登録お願い
＊夏休みプール期間中安全見守りお願い
＊団体連絡協議会 組織と日程 再確認
＊茨木市総合防災訓練 H30 年度は中止
＊〇〇小学校 避難所運営マニュアル

地域活動を 運営について

通学路安全対策 高槻ブロック塀倒壊

浸水対策 洪水対策 安威川 千歳橋付近

玉島地区 地域活動 課題事項 打合せに関して 備忘録
６月の大阪府北部地震及び７月の西日本豪雨で 被災に 心からお見舞い申しあげます
その後 猛暑が続いていますが こどもも大人も 元気を取り戻し 復旧･復興に取組みましょう
具体的に促進を意思疎通を図り進めましょう 平成 30 年７月２０日(金)１９～ 玉島公民館

◇防犯活動取組みに関して

＊青色防犯パトカー 乗務委員登録済 感謝
＊防犯パトカー講習会 7/13 ４６名参加 感謝
＊青色防犯パトカー 8～9 月 乗務 調整お願い
＊不審者対策 今後とも ご理解ご協力お願い

◇防災活動取組みに関して

＊地震対策について 被災状況は如何でしょうか
＊災害対策 避難のあり方 防災体制強化等
＊課題事項取組みに関して 協議を続行

◇平成３０年度茨木市総合防災訓練

※確認結果 中止の方向で調整中とのこと
＊平成３０年１１月１１日(日)９～午前中
＊立命館大学敷地内 岩倉公園

◇玉島地区(小学校区)訓練に関して

※今年度の防災活動のあり方に関して
＊玉島地区として 次回以降も 協議～調整
＊避難所運営マニュアル作成に関して
＊一時避難地の設営訓練などに関して

◇茨木市防災組織の活動に関して

＊防災リーダー育成研修会 8/27 調整中
＊自主防災組織 避難所運営部会員届 ７/23
＊防災士研修講座事前申込み 7/30～

◇玉島地区 今後の日程に関して

＊玉島まつり 全体会議 8/5 内容を最終確認
＊自治会長会議 ８月３日(金)19 時～
＊玉島小学校区指導用具類保管会議 ８～９月
＊自治会長会議 ９月２１日(金)19 時～(変
更)

◇玉島地区団体連絡協議会に関して
〔複数の主体が何らかの目標・目的を
共有し共に力を合わせて活動する〕

◇その他全般 主要行事等に関して

＊情報共有化協働‣協調 課題解決に取組む
＊平成３０年度 役員・事務局会議 5/25 ９/14 H31/1
＊平成３０年度 全体会議 代議員 6/15 10(？) H31/2
＊安全安心まちづくり
＊玉島地区の主要行事
オアシス運動 ラジオ体操 安全見守り
十丁畷夕涼み会 ＪＡまつり 玉島まつり
体育祭 文化展 ほか
平成 30 年７月２５日 起案 長 田 佳 久

◇関連事項を周知と衆知に関して

＊地域の皆様へ 元気で 頑張りましょう
＊オアシス運動を実施しましょう
＊玉島地区の主要行事 ご参加願います
＊ラジオ体操について
＊玉島まつり テント設置と後片付け
本部席及び自転車置場など
＊子どもの安全見守り隊活動 再登録お願い
＊夏休みプール期間中安全見守りお願い
＊団体連絡協議会 組織と日程 再確認
＊茨木市総合防災訓練 H30 年度は中止
＊〇〇小学校 避難所運営マニュアル

地域活動を 運営について

通学路安全対策 高槻ブロック塀倒壊

浸水対策 洪水対策 安威川 千歳橋付近

