
早通小学校区

みのり
～6月27日 地域合同防災訓練が
「おいしい！」〝アルファ米〟を使った

いました。安全安心部会が準備しました

その後、起震車による「地震体験」、

「心肺蘇生法」、三角巾や毛布を使った

を体験しました。 

今回の訓練では、早通小PTA・児童・

加し、避難訓練と体験活動が行われました

実際の災害に備え、消防署や区役所などの

をしておく必要があります。次回の訓練
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みのり
が実施されました～
った非常食は思った以上においしく、おかわりする

しました。 

煙幕を使った「煙体験」、いざという時に役立

った応急手当として「救急法講習」、水消火器による

・江南警察署・地域住民・江南区役所職員 総勢

われました。 

などの行政、学校、地域がしっかりと連携を図

訓練では更に多くの地域の皆様の参加を期待しています

おかわりする子がたくさん 

役立つAEDを使った

による「消火訓練」

総勢３００名以上が参

図り、日頃から準備

しています。 

【発 行】 

早通小学校区 

コミュニティ 

協議会広報部 



初夏の候、

す。 
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ご参加・ご協力

しかしながら

います。このコミ

理解していただき

加・ご協力をお

 当協議会は

構成しています。先日の総会で各部会長

 これからは、各部会長を中心に事業計画

次第ご案内いたしますので、多くの皆様

～総会の内容～
今年度のコミ協の総会は5月30日に神明会館

察署生活安全課長をお迎えし、総勢31名

議事については平成26年度の事業報告及

され承認されました。大きく変わった点

したので、有効に活用するため小学校地域教育

ととしました。 

今年度も地域の活性化のための事業を

＜平成26年度決算

平成26年度［決算］ 

収入額合計：300,809円

平成27年度［予算］ 

収入見込額：718,000円
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ご あ い さ つ 

      早通小学校区コミュニティ

 会 長  佐藤

各位におかれましてはますますご健勝の事と

早通小学校区コミュニティ協議会は発足から10年目を迎

協力を厚く御礼申し上げます。 

しかしながら、全ての行事に対しての参加者が少ないのが

このコミ協の会員は早通小学校区の全員で構成されていることをご

していただき、これから実施する事業に対して皆様

をお願い致します。 

は、安全安心部会・親睦部会・広報部会・福祉部会

長を選出致しました。 

事業計画を立案・実行していきます。各部会の事業計画

皆様のご参加をお願い致します。 

神明会館において、早通小学校長、亀田西中学校長

名の方の参加で開催されました。 

事業報告及び決算と、平成27年度の事業計画、そして

点として、今年度新潟市から助成金の増額について

小学校地域教育コーディネーターさんに一部コミ協事務

を行っていきますので、ご理解とご協力をお願

年度決算 及び 平成27年度予算＞ 

主な事業内容は、次頁

円 支出額合計：233,364円 繰越額 67,445

円 支出見込額：718,000円 

コミュニティ協議会   

佐藤 洵吉   

とお喜び申し上げま

迎え、地域の皆様の

ないのが悩みの種でござ

されていることをご

皆様のより多くのご参

福祉部会の4つの部会で

事業計画の詳細が決定

亀田西中学校長そして江南警

そして予算などが提案

について提示がありま

協事務をお願いするこ

願いします。 

次頁をご覧ください。 

67,445円 



＜平成

月 事業内容 

4 第１回理事会 

5 第２回理事会 

平成２７年度総会 

6 防災訓練 

8 区長懇談会 

第３回理事会 

夏休みお楽しみ会 

9 福祉懇談会 

おはよう朝ごはん 

10 第４回理事会 

歩け・歩け交流（梨もぎ）

12 安全安心パトロール 

第５回理事会 

五味出しボランティア 

1 賽の神 

2 第６回理事会 

3 子どもスポーツ講習会 

－ みのり発行（随時発行） 
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平成２７年度年間事業予定表＞ 

担当部会 

事務局 

事務局 

部会合同 

安全安心部会 

部会合同 

事務局 

福祉部会 

福祉部会 

福祉部会 

事務局 

 親睦部会 

安全安心部会 

事務局 

福祉部会 

部会合同 

事務局 

親睦部会 

広報部会 

26年度は、コミ協と早小の共催事業

「夏休みお楽しみ会」、「おはよう

早小の子供たちにスルメ付けのお

願いした「賽の神」、小学校から

多くの参加者で賑わった「歩け

等どの事業も大好評となりました

27年度も様々な事業を予定

ので、多くの皆様のご参加をお願

共催事業として

おはよう朝ごはん」、

けのお手伝いをお

から高齢者まで

け歩け交流会」

となりました。 

予定しております

願い致します。 
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～自治会とコミ協の違いは？～
自治会・町内会は、日常生活でのさまざまな問題について近所の皆様で共に考え解決し、よりよい地

域社会をつくっていくための任意組織です。私たち市民ひとりひとりに、もっとも身近な住民組織とも

言えます。 

地域コミュニティ協議会（コミ協）を構成する主要団体の一つで、地域や組織、来歴によって差異は

ありますが、概ね以下のような特徴・活動があります。 

概要 自治会・町内会 地域コミュニティ協議会 

範囲 

いわゆる「隣近所」 概ね小学校区ごとに結成

100世帯～500世帯、人口2,000人程
度の規模

500世帯～2,000世帯、人口1万人程度
の規模

特徴 

日常的にあいさつする、顔や名前が

覚えられる関係

歩いて往来できる範囲の、顔が見え

る関係

清掃や葬祭、防火、防犯、防災など、

日常生活で助け合い協力し合う活

動がある

幼稚園・保育園や小・中学校など、

PTAに代表されるような子どもを介
した交流がある

複数の自治会等や団体にまたがる

活動・交流がある

代表的な 

活動例 

生活情報の回覧、配布 コミュニティ誌の発行

婦人会、こども会、老人会などの運

営

各団体間の連絡調整、ネットワーク

活動

防犯灯の維持管理 防犯見回りパトロールの組織・運営

ごみステーションの管理、側溝清掃

などの地域美化

通学路の一斉清掃、河川・水路の整

備

納涼会、新年会などの親睦行事
スポーツ大会、地区運動会、地域文

化祭などの開催

大まかに言えば自治会等とコミ協は、 

より日常生活に密着し、より身近な課題に精通する自治会等 

より広域的で各団体の自主性を尊重しつつ、団体間相互の補完や地域の横のつながりを重視する

コミ協 

～顧問のひとこと～                                            
 早小コミ協には現在、4人の顧問と1人のオブザーバーがいます。ひとことずつ紹介いたします。 

今井真悟・早小校長 在任4年目です。早小の子供たちは、勉強に運動にとても頑張っています。地域

の皆様の変わらぬご支援をお願い致します。 

堀川雅司・西中校長 4月に味方中から着任しました。早小出身の生徒は、田圃道の中をいつもにこや

かに登校しています。地域に温かく見守られている証を感じます。次代を担う若者への声援と励まし

をお願いします。 
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～多いのは「自転車盗」と「万引き
 江南警察署長（コミ協顧問）の代理として

校区を含む江南地域の「犯罪発生状況」

 去年の刑法犯認知件数は同署管内で992

などの侵入犯が半分以下になったことが

相変わらず多い。この2つで全刑法犯の

 最近の万引きは、65歳以上の高齢者によるものが

とは、時代も変わったものです。 

 オレオレ詐欺など「特殊詐欺」の被害

在、江南署管内ですでに7件発生、被害額

内容を分析すると、①被害者の70%が65

付き合いも多くない人が多い③だれにも

などの特徴が分かりました。 

 また、児童・生徒に対する「声掛け」や

といった事案も発生しています。登下校時

早通小学校区
コミュニティ協議会

◎ コミュニティ協議会広報誌「みのり

作成。 

◎ 安全スタッフ、ふれあいスクール

ク)スタッフなど「あなたもできる

ボランティア」のご紹介。 

◎ 地域と学校の声を、事務局に伝

みなさんの声をお聞かせください

◎ 地域と学校の事業を支援します

んの力をお貸しください。 

事務室は、こんなこと
を担っています 
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き」。「特殊詐欺」にもご用心～
として総会に出席した佐藤敬・生活安全課長の

」をまとめてみました。 

992件。前年よりほんの少し減りました（-1.1%

になったことが減少の要因です。一方「万引き」は26%増え

の約半分を占めています。 

によるものが圧倒的に多い。少年の約2倍半。「

被害も目立っています。今年は5月末現

被害額は1,700万円に上がっています。

65歳以上②自治会の行事に参加せず、

だれにも相談せず一人で判断している――

や「付きまとい」、階段での「盗撮」

登下校時には注意が必要です。 

協議会事務室が早通小に設置されました

早通小学校の３階に早通小学校区

ニティ協議会事務室が設置されま

域教育コーディネーター室も

す。) 

早通小学校の保護者だけでなく

なさんの団らんの場としても

だきたいと思います。お気軽

い！ 

【水曜日を除く平日の午前9時

（変更あり） 

みのり」の

スクール(ふれス

できる身近な

伝えます。

かせください！ 

します。みなさ

こんなこと

事務室のご紹介

の話などから、早小

1.1%）。空き巣狙い

え、「自転車盗」も

。「お年寄りに注意」

されました

早通小学校区コミュ

されました。(地

も併用していま

だけでなく、地域のみ

としても活用していた

気軽にお越しくださ

時から１１時】 

紹介


