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神興地域郷づくり推進協議会会則
（名称） 第１条

本会は、神興地域郷づくり推進協議会と称します。

（目的）第２条
本会は、相互扶助の精神に則った民主的で連帯感のある温かな地域社会づくりを目的とします。

（構成地域） 第３条
本会の構成地域は、手光区、冠区、小竹区、東福間１区、東福間２区、東福間３区、東福間４区、東福間５区、東福間６区、東福

間７区、東福間８区、東福間９区、東福間１０区、東福間１１区、高平区、光陽台４区、光陽台５区及び光陽台６区とします。

（事務所） 第４条
本会の事務所は、神興小学校内に置きます。

（事業） 第５条　
本会は、「神興地域づくり計画」に基づく事業及び本会の目的達成のため必要な事業を行います。

（役員等） 第６条
本会に次の役員を置きます。ただし、役員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができます。

(1) 会長　　    　 　 １名
(2) 副会長　　 　 　 １名
(3) 事務局長　    　  １名

２ 本会は、行政区長と連携を密にして事業の推進を図ります。

（役員の任務） 第７条
役員の任務は、次のとおりとします。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総括します。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その任務を代行します。
(3) 事務局長は、本会の庶務を掌ります。
(4) 会計は、本会の運営及び活動に伴う経理の収支を記録し、決算報告を行います。

     (5) 理事及び構成団体の代表は、本会の目的を達成するための事業の実施に当たります。

（役員の任期） 第８条
役員の任期は、１年とします。ただし、再任を妨げません。

２ 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とします。
3 第１項の規定にかかわらず、会長の再任は、原則として連続２期を超えることができません。

（役員会の任務） 第９条
役員会は、次の事項について協議決定します。
(1) 総会に提出する議案
(2) 総会議決事項の具体化の方策
(3) その他本会の目的達成のため必要な事項

（総会）第１０条
総会は、年度当初に開催する定例総会及び臨時総会とします。

２ 総会は、会長が招集します。
3 総会は、構成員の２分の1以上の出席により成立します。
4 総会の議長は、当該総会に出席した構成員の中から選出します。
5 総会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
6 総会は、次の事項について決議します。

(1) 事業報告及び決算の承認
(2) 事業計画及び予算の承認
(3) 役員の承認

7 総会は公開し、地域住民等への説明責任を果たすものとします。
8 総会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができます。

（構成団体）第１１条
本会は、次の団体をもって構成します。
(1) 自治会連合会
(2) 神興まちづくり会

２ 本会への入退会は、総会の承認を得て行うものとします。
3 各構成団体の代表は、必要に応じ、各構成団体の会議を開くことができます。

（経理） 第１２条
本会の経理は、福津市郷づくり推進事業交付金、寄付金、事業活動に伴う収入、資産から生じる果実等をもって充てます。

（会計年度） 第１３条
本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わります。

（監査） 第１４条
本会の会計の監査を行うため、構成員の中から２名、監事を選任します。

２ 監事の任期は、２年とします。
3 監事は、毎年１回以上、会計の監査をします。

（雑則） 第１５条
この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、軽微なものを除き、総会の承認を得て会長が別に定めます。

附　則
（施行期日）1 この会則は、平成１９年５月２８日から施行します。
（経過措置）     ２ 本会設立初年度の会計年度は、第１３条の規定にかかわらず、設立にかかる準備を開始した日から平成２０年３月３１日までとします。

(4) 会計　　　    　  １名
(5) 理事　　　　　　若干名
(6) 構成団体の代表　若干名

(4) 監事の承認
(5) 会則の制定及び改廃の承認
(6) その他本会の運営に関する重要事項の承認

(3) 豊かな心を広げよう会
  (4) その他、本会の趣旨に賛同する団体
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「神興郷づくりの会」
神興地域郷づくり推進協議会

平成２１年度活動の記録

会長あいさつ

〒811- 3293　福岡県福津市中央1丁目1-1　TEL0940-43-8136　FAX0940-43-3168

http://wagamachi.city.fukutsu.lg.jp/

 平成 21年 
 ４月 １６日 第１７回役員会
   平成２１年度役員体制について
   平成２０年度事業報告・決算について
   平成２１年度事業計画・予算について
 ４月 ３０日 神興地域郷づくり推進協議会総会
 ５月 １８日 第１８回役員会
   平成２１年度協議会方針及び方向性について
   構成団体の事業報告と予定について
   実績報告及び交付申請について
 ６月 ９日 ＪＣコミュニティ交流事業
   ローカル・ディスカッション～愛する地域のために～
 ６月 ２９日 第4回神興地域懇話会事前打合
   懇話会の進め方について
 ７月 ７日 第4回神興地域懇話会
   グループ討議と発表
 ７月 １３日 第１９回役員会
   コミュニティスクールの進捗状況、
   ＪＣコミュニティ交流事業などの報告について
   構成団体の事業報告と今後の予定について
   第4回神興地域懇話会の反省について
 ９月 ７日 第２０回役員会
   構成団体の事業報告と予定について
   第４回竹灯まつりについて
   第５回神興地域懇話会（市長懇談会）について
   郷づくり座談会について
   財政支援団体監査に係る資料の提出について
 ９月 ２４日 郷づくり座談会
   テーマ：地域で愛されるまちづくりやイベント
   テーマ：自主防災組織と地域の中の助け合い
 １０月 11日 第４回竹灯まつり
 １０月 ２０日 第５回神興地域懇話会（神興地域市長懇談会）
   市長との意見交換
 １０月 ２２日 郷づくり座談会
   テーマ：健康づくり、介護予防、高齢者の安否確認
   テーマ：効果的なパトロール、児童の見守り

 １１月 ９日 第２１回役員会
   市長懇談会の報告について
   構成団体の事業報告と予定について
   行政監査報告について
   郷づくり座談会について
   協議会組織の見直しについて
   第6回神興地域懇話会について
 １１月 ２６日 郷づくり座談会
   テーマ：松林、川、干潟を守り育てる。
   不法投棄対策。違反広告物撤去。花いっぱい。
   テーマ：地域で育て
 １１月 ３０日 第6回神興地域懇話会事前打合
   懇話会の進め方について
 １２月 ３日 第６回神興地域懇話会
   グループ討議と発表
 平成 22年 
 １月 １８日 第２２回役員会
   第６回懇話会の反省について
   今後の方針について
   平成２１年度活動の記録作成について
 2月 19日 郷づくり代表者連絡会議
   平成22年度以降の交付金について　他
 ３月 ８日 第２３回役員会
   平成２１年度のまとめについて
   平成２１年度監査日程について
   平成２２年度活動方針について
   平成２２年度総会について
 ３月 ３１日 平成２１年度活動の記録発行

「神興地域自治会連合会」

「神興まちづくり会」

　「神興地域郷づくり推進協議会」（通称神興郷づくりの会）は平成２１年度から「豊かな心を広げよう会」が発展的解消
をし、「神興地域自治会連合会」「神興まちづくり会」の２団体で構成、活動を続けております。
　福津市の総合計画が目指す「地域自治組織」の実現に向け、平成２１年度も神興地域を拠点として活動している諸団
体に働きかけ、「地域自治組織」の「さきがけ」として、「神興地域懇話会」を開催し、活動テーマを共有する団体間の有
機的な連携や協力の可能性について意見交換を重ねました。
　「地域自治組織」は将来「地域分権」を担うものとされています。そのためには、地域の人の意思や意見が十分反映さ
れる民主的な仕組みが、自治会を中心に用意されなければならないと思います。この「活動記録」をご覧いただき、ご意
見やご提案をお寄せ下さい。
　「地域づくり」は「人づくり」だとも言われています。神興地域の皆さんの「郷づくり」への積極的な参加をお待ちして
おります。

平成２２年３月
神興地域郷づくり推進協議会
会 長　加地   弘昌
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神興地域懇話会
平成２０年度から地域自治組織の「さきがけ」として、地域で活動する諸団体に参加を呼び掛け、活動テーマを共有
する団体間の有機的な連携や協力の可能性について、意見交換を重ねて来ました。
今後は、防犯・防災、環境景観、地域福祉、教育・子育ての部門ごとに開催し、地域の問題を掘り下げて行きたいと思い
ます。

●日時 ７月７日　　於 東福間中央公民館　　参加者 ３５名
   “地域住民と行政とが共働して地域を良くする ”ための努力、地域自治、地域分権への足がかりをいかに築いてい
くかをテーマに語り合いました。

第４回懇話会

●日時 １０月２０日　　於 東部児童館　　参加者 ４７名
市長を迎え“行政と市民とをつなぐ地域自治組織のあり方”について熱心な話し合いが行われました。

第５回懇話会（市長との懇談会）

●日時 １２月３日　　於 東福間中央公民館　　参加者 ３５名
   “組織の見直し論 ”も視野に置きながら、順番としては“神興地域づくり計画（ H１７〜１８年に策定の見直し・
再検討”を優先し、実質の見直しを話し合いました。

第６回懇話会
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竹灯まつり竹灯まつり竹灯まつり竹灯まつり竹灯まつり竹灯まつり
10月11日開催

第4回

提灯群

これは孫の絵かな!!おばあちゃんが
確かめています

今年は６月ごろから準備作業に入り竹灯を３００組、提灯を２５０個をかざり、まつり広場ではおでん・団子・
飲み物・わたあめ・たこ焼きなどの販売を行い、大勢の観客でにぎわいました。
また、小山市長もおいでになり市民とともに、神興手づくりの幽玄の灯りとまつりの
活気を楽しまれました。

提灯をつるすための準備作業

4
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3
JIN-GO!

すべて完了。会長がインタビュ
ーに応じています

東福間病院の関係者による健康測定

飲物の販売

工程を分けての作業

１０月１０日
竹灯作成全の挨拶　作業手順と説明

いよいよ

竹灯作り
開始

３本組が
出来上がって

きました

冠川には

竹灯の灯りが

ゆらいでいます

竹灯群の中に

イルミ

ネーションが!!

竹灯・提灯、6時に

灯りがともりました

本番開始!

神興地域自治会連合会 自主防災組織部会

連合会では、災害発生時の地域内広域緊急連絡網の整備充実に努めています。
１０月１日から供用開始された行政防災無線に対応して、自主防災組織が機能するため、防災リーダーの学習会を
開催。社会福祉協議会主催の災害支援ボランティア養成講座に参加しました。

●日時 ９月１３日　　各自治会から防災リーダー 参加者 ６０名
講師とテーマ
●宗像消防本部 福間分署長 次郎丸龍二氏 自主防災組織について
●福津市役所 生活安全課長 中村　英彦氏 行政防災無線について

自主防災組織に関する講演会開催

●日時 １１月２８日　　於 ふくとぴあ（社会福祉協議会主催の養成講座）　　参加者 １２名
災害発生時、各地から支援に駆けつける、援助ボランティアの活動拠点になる、ボランティア本部の組織化、運営
ノウハウを模擬演習で学習しました。
講師　特定非営利法人　レスキューストックヤード　浦野　愛氏

災害支援ボランティア養成講座

オリエンテーション 本部の設置 ボランティア受け入れ

被災者ニーズとマッチング 活動報告 反省会

お祭り広場は
笑顔であふれ
ています

車椅子のご老人た
ちも童心にかえり、
竹灯まつりを楽し
んでおられます
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神興地域自治会連合会　　　　　自主防犯組織部会 自主防犯組織部会

●日時 １０月４日　　各自治会から防災リーダー 参加者総数 １６６名
地域の安全増進のため、自主防犯組織を立ち上げ、パトロール活動を開始しました。活動のスタートに当たり小山市
長、荒巻宗像警察署長に出席いただき決起集会を開催。 地域で連携する「青少年指導員会」「子ども見守り隊」「交通安
全協会」「民生・児童委員」の代表者の皆さんの参加もありました。
防犯活動の経過報告と下記の地域安全宣言を発表しました。

自主防犯組織決起大会の開催

神興地域自治会連合会　　　　　

地域の安全増進のため、これまでの個別の家庭の「個」の安全対策から、地域の「面」の防御策としてパトロール活動を
開始しました。パトロールの「時」は、地域の事情を勘案して、行政区グループおよび単位自治会で話し合い、回数、時間
を決め実施しております。その結果、神興地域の侵入盗（空き巣、忍び込み、居空き）の認知件数（被害届のあったもの）
が平成２０年（１月〜１２月）２８件から、平成２１年（１月〜１２月）１６件に減少しました。（宗像防犯協会調べ）

以下はその活動報告の１部です。

防犯パトロール活動

宗像警察署　生活安全課 今津課長から「パトロール活動の留意点」について、以下の話がありました。
１．無理をせず持続的な活動を続けること。異常があれば警察に連絡すること。
２．情報を共有すること。個人情報の取り扱いに注意する。
３．必ず記録をすること。
４．各家庭の戸締りも気をつけること。

犯罪のない「安全で安心な地域に暮らすことは」私たちの願いです。深い絆に結ばれ、住民同士が親
密な地域には不審者が這入り込み難く、犯罪も少ないと言われています。これからパトロール活動
を開始するに当たり、互いに情報を共有し持続的な息の長い活動を行い、一人暮らし高齢者の見守
りなど、地域福祉への目配りも行い、誰もが住みよい「安全な地域を実現すること」を宣言します。

記念講演会

地 域 安 全 宣 言
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神興まちづくり会
環境創造部会
４月２９日 ●メダカの放流
５月１６日 ●冠山の整備（樹木の名札付け）
７月１８日 ●通学路の花壇の花植替え
９月１３日 ●スタ－ド－ム用竹きり

１９日 ●スタ－ド－ム骨組み作成
１０月 ３日 ●竹灯用竹きり

１０日 ●竹灯３００組作成
１１日 ●竹灯設置(午前中)

午後６時　竹灯まつり開始（竹灯点火）
１０月１２日 ●ライオン公園の花植替え
１１月 ４日 ●竹炭用竹きり

１０日 ●竹炭の火入れ
１１日 ●竹炭だし
１５日 ●ふれあいフェスタ（竹炭・竹酢の販売）

１２月１２日 ●冠山の整備
平成２２年
１月１６日 ●冠山登山道の整備
２月 ８日 ●ライオン公園の花壇整備

光陽台４丁目の公園の竹林整備
２月１７日 ●通学路花壇チューリップ１００本の植込み
３月 ８日 ●竹きり（皇帝ダリアの支柱用）

身近なまちづくり部会
４月２５日 ●桜植栽準備作業
５月２７日 ●違反広告物撤去・不法投棄物回収
６月 ５日 ●冠川の清掃作業
７月１２日 ●草刈り(光陽台６丁目東斜面・

満天前・東福間２丁目西斜面）
８月２９日 ●草刈り(東福間２丁目西斜面)
９月１３日 ●竹灯祭り用スタ－ド－ム骨組み作製

・１９日 ●竹灯祭り用スタ－ド－ム骨組み作製
●作成作業（環境創造部会との合同作業）

９月２６日 ●冠川清掃作業および提灯設営予定地の草刈
１０月 ４日 ●冠川清掃作業
１０月 ５日 ●神興小学校の６・５・４・３年生との合同清掃作業

(冠川・山の上公園・ひまわり公園・ライオン公園）
１０月 ９日 ●光陽台６丁目西側竹林伐採
１０月１０日

〜１２日 ●竹灯まつりの準備および後片付け作業
１１月２１日 ●桜植栽の準備作業（植栽位置の確認など）
１２月１３日 ●違反広告物の撤去・不法投棄物の回収
平成２２年
１月１７日 ●桜植栽の準備作業(植込み位置の穴掘り)

(光陽台６丁目西斜面)
１月２４日 ●桜植栽の準備作業(植込み位置の穴掘り)

(東福間２丁目西斜面)
２月２０日 ●桜植栽のための土取り(植え穴に入れる)
２月２１日 ●桜植樹祭
２月２２日 ●桜植樹祭の後始末（テント・机・大鍋などの返却）
３月１６日 ●不法投棄物回収作業

神興まちづくり会
子育て応援部会 「てくてく」
「てくてく」は、親子が地域の中で　安心して遊べる
広場です
毎月第２火曜日･第４水曜日に東部児童館で開催

４月１５日 ●スタッフ会議(今年度の計画立案)
５月１２日 ●親子で楽しく遊びました
５月２７日 ●親子で楽しく遊びました
６月 ９日 ●親子で楽しく遊びました
６月２４日 ●親子で楽しく遊びました
７月 ７日 ●みんなでカレ－を食べました
９月 ８日 ●親子で楽しく遊びました
９月３０日 ●親子で楽しく遊びました

１０月 ６日 ●親子で楽しく遊びました
１０月２８日 ●親子で楽しく遊びました
１１月１０日 ●親子で楽しく遊びました
１１月２５日 ●親子で楽しく遊びました
１２月 ８日 ●材料を持ち寄りあったかおなべ

を作りました
平成２２年
１月１２日 ●親子で楽しく遊びました
１月２７日 ●親子で楽しく遊びました
２月 ９日 ●親子で楽しく遊びました
２月２４日 ●親子で楽しく遊びました
３月 ９日 ●大きくなったね!!お別れ会

｢わいわい｣は子どもたちが自由に集まって、自由に
遊ぶところです。８年目を迎えた「わいわい」は、学生
さんや子どもたちの笑顔に支えられた一年でした。
(毎月１回　日曜日　東部児童館)

４月２６日 ●保護者説明会
５月１７日 ●子どもたちとおやつにホットケ－

キづくり
６月２１日 ●竹灯まつりの提灯に絵をかき、

子どもたちとカレ－ライスづくり
７月２６日 ●紙ヒコ－キ遊び
９月２０日 ●月見だんごづくり

１０月２５日 ●大小のダンボ－ルを使って自由遊び
１１月１５日 ●ふれあいフェスタの体験コ－ナ－

に参加（ブリキゴマ・おりがみゴマ）
１２月２０日 ●クリスマスツリ－やクリスマス

ケ－キづくり
平成２２年
１月２４日 ●正月遊びと大鍋料理
２月２８日 ●ひな祭り
３月２８日 ●お楽しみ会

子ども元気部会「わいわい」

冠山登山道の整備及び樹木の名札取付け作業

ライオン公園・通学路花壇の手入れ

冠川へのメダカ放流

自前スタードームのシート縫いと組み立て

親子で楽しく遊ぶいつもの様子（東部児童館にて）

冠川の清掃・整備作業

不法投棄物回収・違反広告物撤去作業

桜植裁の為の準備作業

桜植樹祭の開始前の挨拶と説明 大人が見守る中、桜の植え込み開始

月見だんごづくり

クリスマス会

みんなでカレー曜日（2009.7.7） 提灯の絵描き（2009.9.30）

あったかお鍋の会（2009.12.8）

カレーづくり
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神興まちづくり会

４月２６日 ●ビデオ鑑賞会(高齢者の集い)
(東福間中央公民館)

６月２８日 ●ビデオ鑑賞会
(光陽台ふれあい公民館）

７月 １日 ●ビデオ鑑賞会（手光公民館）
７月２４日 ●高齢者の集い(東福間中央公民館)

１０月１０日
〜１２日 ●第４回竹灯まつりのおでん

販売の準備および後片付け
１１月１５日 ●ふれあいフェスタ会場での

お年寄り体験・身障者体験コ
－ナ－の実施

平成２２年
２月２０日 ●桜植樹祭のための準備作業
２月２１日 ●桜植樹祭時の“ぜんざい”作り

2009年4月26日　東福間中央公民館にて

みんなで交流部会

広報活動全般(ふれあいフェスタ・環境フォ－ラム・
神興郷づくり会活動報告・その他)。

神興まちづくり会の活動報告を毎月“おしらせ”版
でお知らせしています。

2009年6月28日　光陽台ふれあい公民館にて

2009年7月24日　東福間中央公民館にて

ビ デ オ 鑑 賞 会 （高齢者とのふれあいを目的に）

 　 　  神 興 小 学 校

ＰＴＡや地域の皆さんと一緒に楽しい第７回のふれいフェスタが行われました。
まちづくり会も全部会が参加しました。

「お年寄り・身障者体験」の会場
（あったか助け合い部会）

「竹炭・竹酢」の販売
(環境創造部会)

「どんぐりゴマ」「ストロー笛」「ぶんぶんゴマ」
の会場も大盛況…

小学生・地域の方 ・々先生も参加されたサウンド・オブ・ミュ－ジックなど楽しい１日でした。

サウンド・オブ・ミュ－ジック

学習発表

福間東中学校吹奏楽部の演奏

メンズクラブ

毎月第３水曜日に
実施している

毎月発行している
広 報 誌

「お知らせ」

パソコン
教室

あったか助け合い部会

「竹灯まつり」の紹介
（みんなで交流部会）

「ブリキコマ」廻しに大はしゃぎ…
（「わいわい」・「てくてく」合同部会）

教室では学習発表会。講堂では福間東中の吹奏楽部の演奏。

環境創造

みんなで
交流の
合同部会

身近な
まちづくり
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