
岡山市市民憲章を知っていますか？
　岡山市は美しい自然と豊かな風土に恵まれ、すぐれた教育文化の伝統を持っております。私たち市民は、
この岡山市を愛し市民であることを誇りにしていますが、さらに、みんなの努力と協力によって、より美
しく住みよい近代的民主社会を築いてゆくことを念願し、ここに岡山市民として実践してゆかねばならな
い日常生活の規範を定めます。
　一　みんなに親切をつくし、あたたかい楽しいまちをつくりましょう。
　一　秩序と規則を守り、明るい安全なまちをつくりましょう。
　一　花や木をたいせつに育て、美しい緑のまちをつくりましょう。
　一　紙くずやゴミの始末をよくし、気持ちよい清潔なまちをつくりましょう。
　一　文化財をたいせつに守り、伝統あるゆかしいまちをつくりましょう。
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就任のご挨拶

　新秋の候、町内会関係各位におかれましては益々
ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　平素から各地域の住民の皆様が安全で安心して
暮らせるまちづくり、ならびに地域の活性化を目
指し、それぞれの団体と共に日々ご活躍いただき、
心より感謝申し上げる次第でございます。
　私儀、去る６月にコロナ禍による影響で書面開
催となりました定期総会において、岡山市連合町
内会会長に就任いたしました。このような大役を
仰せつかるには、誠に微力ではありますが、先輩
方ならびに皆様方のご協力を仰ぎながら各種事業
を推進していきたいと思っております。
　まず、今般の新型コロナウイルス感染症に罹患
された方々やそのご家族、感染拡大により生活に
影響を受けられている皆様に、心よりお見舞い申
し上げます。

①語　②校　③部　④松

⑤細　⑥成　⑦功　⑧実　　など
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岡山市連合町内会

　会長　永見　 勝

【漢字並びの法則】
それぞれ一定の法則で漢字が並んでいます。□に適切な漢字を１字入れてください。

　例　　月　？　水　木　金　土　日　　答え：火（並びの法則：曜日の一文字目）

　今年の夏は 2020 東京オリンピックが開催されま
した。1年延期され今年こそは絶対に開催されたオ
リンピックを観戦に行こうと思っていましたが、残
念ながら無観客での開催で実際に観戦することはか
ないませんでした。
　しかしながらアスリートの活躍により、今までに
ないメダル 58 個を獲得し、アメリカ・中国に次い
で世界第 3位と大躍進をしました。
　また岡山県出身者もソフトボールと野球で金メダ
ルを受賞し、岡山市からはBMXで入賞された大池
選手もいました。
　こうしたうれしいニュースと共に、今号に保健所
からも注意文が出ていますように、岡山市において
も新型コロナウイルスはついに第 5 波となり、ス
テージ４を上回る最大の危機を迎えています。

　コロナ禍の中、皆様方が各地域で行っている行
事の多くを中止されたとお聞きしております。岡
山市連合町内会の活動においても中止や内容の変
更など、例年通りの活動が難しい日々が続いてお
ります。
　今後の先行きは不透明な状況ではありますが、
町内会がよりよい地域づくりを目指して活動する
組織であることに変わりはありません。岡山市連
合町内会や各地域の活性化に繋がるよう頑張って
いきたいと考えております。
　市担当部局とは地域の声を聞きながら、積極的
に意見交換や申し入れを行い、解決に向けより連
携を強化していきたいと考えております。
　また、岡山市連合町内会の組織のしくみや活動
内容等についても、社会情勢を見極めながら、時
代に応じたあり方を協議し、ひとつひとつ前に進
めていきたいと思っております。
　終わりになりますが、皆様のご健勝、ご多幸を
祈念し、重ねて町内会、連合町内会活動へのご協
力をお願いして、会長就任のご挨拶とさせていた
だきます。
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　　　　　　　　　　 岡山市連合町内会 会報編集委員会
〈締　切〉令和３年11月１日必着
〈発　表〉発送をもって代えさせていただきます。

編集後記
　岡山市でも市所有施設が休業となり、またこれ
から始まる秋のお祭りも次々と中止予告が出てい
ます。
　何とか早く終息を願うばかりです。

【編集委員長】小野　大作
【編集副委員長】正保　弘行
【編 集 委 員】長門　修二・多賀　克充
　　　　　　　 竹井　秋人・小林　泰三
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■岡山市連合町内会の動き

■岡山県自治会連合会の動き

◎定期総会（６月４日　書面開催）
〈関連記事P３〉

◎常任理事会
　第１回（４月19日）
　　議題　令和２年度事業報告他
　第２回（７月15日）
　　議題　岡山市町内会長等懇談会について他
　第３回（８月17日）
　　議題　今後の懇談について他

◎理事会
　第１回（４月27日）
　　議題　令和２年度事業報告(案)と収支決算
　　　　 （案）について他
　第２回（５月21日　書面開催）
　　議題　岡山市連合町内会役員選考委員会他
　第３回（７月28日）
　　議題　岡山市町内会長等懇談会について他
　第４回（９月１日　書面開催）
　　議題　今後の懇談について他

◎会計監査会議
　　　　（４月21日）
　　　　（７月26日）

◎専門委員会
・会報第37号編集委員会 （７月15日）（８月18日）
・広告取扱等検討委員会（８月18日）
・男女共同参画専門部会（９月１日）

◎受賞報告
　◇岡山市連合町内会会長表彰（６月４日）
　 〈関連記事P３〉
・15年以上単位町内会長の職にある方またはあった方
　…24名（表彰状）
・５年以上学区・地区連合町内会長の職にあって退職され
　た方
　…４名（感謝状）
◇永年勤続町内会長・区長等岡山県知事表彰（７月８日）
・岡山市関係…15名
◇春の叙勲（４月29日）〈関連記事P５〉
　瀧本　孝（旭竜）

■全国自治会連合会の動き

◎常任理事会
　４月26日（Web開催）
・令和２年度事業報告について他
　６月25日（書面決議）
・役員改選（案）について他
　８月20日（Web開催）
・国に対する要望書について他
◎理事会
　７月８日（書面開催）
・役員改選（案）について他
　９月１日（書面開催）
・国に対する要望書について他
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◆◆役員紹介◆◆ 令和３・４年度役員
（　　）内は所属学区・地区

常
任
理
事

矢吹　滋道
（妹尾）

会

　長

永見　　勝
（浦安）

副
会
長

園　　茂
（西）

那須　和夫
（平井）

人見　　亨
（古都）

加藤　公彦
（御津南）

理

　事

松浦　　満
（内山下）

横田　　徹
（御野）

岸本　戴男
（三門）

中原　一郎
（清輝）

西村　　輝
（吉備）

永井　正夫
（伊島）

児子　　薫
（平津）

大森　　茂
（野谷）

東森　　貢
（大宮）

定廣　好和
（加茂）

竹井　秋人
（御休）

入野　　誠
（竹枝）

伊永　高明
（千種）

服部　和博
（宇野）

小林　泰三
（平福）

小橋　一郎
（富山）

長江　　慧
（福島）

多賀　克充
（竜之口）

西谷　萬二
（甲浦）

瀧本　　孝
（旭竜）

正保　弘行
（福田）

渡邉　光章
（政田）

遠藤　太郎
（第二藤田）

近藤　嘉也
（迫川）

小野　大作
（南方）

池田　太郎
（興除）

目黒　宏平
（鹿田）

会

　計

萩原　正彦
（操明）

中村　俊正
（芳泉）

監

　事

相
談
役

黒住　輝久
（大元）

山﨑　和輝
（操南）

伏見　公誠
（芳明）

長門　修二
（足守）

赤枝　和寛
（豊）

◎定期総会（６月28日　書面開催)
・令和２年度事業報告及び収支決算報告・監査報
　告他
◎正副会長会議
　（５月24日）
　（６月21日）
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　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和
３年度の定期総会は書面による開催となりました。
（６月４日提出締切）
　通常であれば、定期総会の場において、岡山市連合
町内会表彰規程に基づき、永年町内会活動に功績の
あった方々に対し、表彰状、感謝状及び記念品の贈呈
を行いますが、受賞者の皆様の安全を第一と考え、後
日個別に贈呈させていただきました。

会長表彰
【15 年以上単位町内会長の職にある方またはあった方】
　畑鮎町内会　　　　　　　　　　　平松　史雄
　内田西本町町内会　　　　　　　　安部　和昭
　丸亀町町内会　　　　　　　　　　佐藤　喜幸
　弓之町一丁目町内会　　　　　　　倉元　秀禎
　玉柏大原町内会　　　　　　　　　赤木　俊郎
　下牧中谷町内会　　　　　　　　　藤原　邦彦
　津島市場町内会　　　　　　　　　原　　貢一
　西銀座本町町内会　　　　　　　　日笠　隆弘
　高柳町内会　　　　　　　　　　　田淵　貞夫
　スプレンドーレ下中野町内会　　　西村　勝文
　岡山鉄工センター共同住宅町内会　池田　行弘
　豊楽寺区　　　　　　　　　　　　二宮　治夫
　すみれ町内会　　　　　　　　　　大藤　浩伸
　小用水西町内会　　　　　　　　　山本　保秀
　江並浜中町内会　　　　　　　　　池田　　裕
　目黒町内会　　　　　　　　　　　近藤　信幸
　西庄町内会　　　　　　　　　　　松嶋　一郎
　浦安西町町内会　　　　　　　　　貝原　克彦
　児島町町内会　　　　　　　　　　水田　照司
　南大福町内会　　　　　　　　　　正保　弘行
　西町町内会　　　　　　　　　　　練尾　賢治
　青江新田町内会　　　　　　　　　小西　安志
　伊島みどり町内会　　　　　　　　三好　俊行
　益野第一町内会　　　　　　　　　西﨑　勝正

会長感謝状
【５年以上学区（地区）連合町内会長の職にあって退職
 された方】
　西大寺南学区連合町内会　　　　　光岡　久志
　幸島学区連合町内会　　　　　　　岡本　幸男
　高田地区連合町内会　　　　　　　畠中　正博
　出石地区連合町内会　　　　　　　井上　　剛

令和３年度　定期総会概要

　定期総会の議事については、書面により審議してい
ただき、いずれも原案どおり承認されました。
　①令和２年度事業報告
　②令和２年度収支決算報告及び監査報告
　③役員の承認
　④令和３年度事業計画（案）
　⑤令和３年度収支予算（案）

●令和 3年度事業計画
　岡山市連合町内会は、令和３年度事業計画を次のと
おり定める。
　岡山市連合町内会は、包括的な住民自治組織であり
地方分権型社会を形成する究極の基盤である。平穏で
安らぎのある良好な地域社会の維持及び形成に向け
て、地域活動を推進し、行政との協働による魅力溢れ
る「まちづくり」を推進し、政令指定都市岡山の発展
に寄与しているところである。
　このため、安全・安心ネットワークの代表者を、岡
山市学区・地区連合町内会会長が務めることが有効適
切な活動の推進につながるものであり、当会が創立以
来実施している安寧な地域社会の構築に向けた地域の
実情に即した運動を引き続き展開していく。
　先の東日本大震災等の自然災害を教訓として、地域
の実情に即した防災対策と自主防災会組織率の向上に
可及的速やかに取組むことが肝要であり急務である。
このほか、すべての住民が安心して暮らせるコミュニ
ティづくりや犯罪のない岡山市の実現に寄与できるよ
うに努める。
　また、姉妹提携や友好提携を結んだ自治会、組織を
はじめ、他の住民自治組織との交流により、課題の共
有と解決に向けての意見交換に努める。具体的には次
の事業を推進する。
　
１ 岡山市連合町内会の組織としての取組み
① 岡山市連合町内会の地位の向上
　 「市民憲章」を尊重し、地域を束ねるリーダーとし
ての自覚をもち、「平穏で安らぎのある地域社会」「思
いやりと譲り合いの心を育む地域社会」の構築と、地
縁組織の連合体としての役割を果たすべく全市的な視
野での情報交換や広報活動を展開するとともに、行政
等との協働による課題解決のために、必要に応じて関
係機関と折衝する。

② 魅力溢れる「まちづくり」や大型イベントへの
参画
　 岡山県、岡山市等の各種審議会等へ委員を派遣し、

　4月から 5月にかけての第 4波において岡山市では
新型コロナウイルス感染症の新規患者数が多数確認さ
れ、大きな流行を経験しました。5月には岡山市中心
部での飲食店の営業時間短縮要請の発出、それに引き
続く国の緊急事態宣言地域指定での全県下での飲食店
営業自粛がなされました。こうした対応の結果、岡山
市での新規患者数は、減少に転じました。コロナ慣れ
として、緊急事態宣言の有効性を疑問視する意見も
多々ある中で、この感染拡大阻止は、市民の皆さんの
ご協力の賜物であったと深く感謝申し上げます。
　しかし、6月にはデルタ株による患者さんの発生が
始まり、８月には５月を上回る感染が起っています。
デルタ株では、元々の新型コロナウイルス感染症はお
ろか、4月から 5月にかけて大流行を引き起こしたア
ルファ株よりも強い感染性があり、第５波ではデルタ
株にほぼ置き換わっています。その感染拡大を阻止す
るためには、これまでの 3密回避は当然のことながら、
「ゼロ密」を目指すことが必要になっています。

１．「密接」を避けるポイントは当たり前のことなが
ら、人と人との距離です。

２．「密集」が、なぜ危険かというと人数が増えれば
増えるほど、その中にたまたま感染患者さんが紛
れ込んでしまう危険が高まるからです。何分、新
型コロナウイルス感染症は咳や熱などの症状が出
てくる2日も前からウイルスが出始めます。こ
のため、体温チェックなどの制限だけでは感染者
の紛れ込みを防ぎきれません。特に流行が起こっ
ているときは、人数分だけ感染の危険が高まって
いきます。

３．「密閉」を避けるには、屋外や換気がカギになり
ます。

　「密接」や「密集」、「密閉」を防ぎきれない時の予
防の補助となるのがマスクです。特に、会話をすると
きは、人にうつさないためにも、必ずマスクを着用し
ましょう。
　そして、多少の体調不良でも是非医療機関を受診し
てください。未だに熱が出ているのに仕事に行ってし
まい集団感染が起こっています。新型コロナウイルス
感染症の症状は、最初言われていたような 4日も高い

熱が続く人はむしろ例外的です。
　また、味が分からなくなるや、臭いが分からなくな
るといった症状は特にデルタ株では減っています。軽
い症状だから、味がわかるからコロナじゃないとは決
して言えません。
流行の起こっているときは、たとえ僅かな熱でも、喉
の痛みでも、医療機関の受診をお勧めします。
　医療機関を受診するときは、必ず、受診前に医療機
関へ電話して、受診方法を確かめるようにしてくださ
い。今回の新型コロナウイルス感染症の発生を受けて、
多くの医療機関は院内感染対策に取り組んでいます。
受診で、人にうつされないだけでなく、人にうつして
しまわないようにするために、それぞれの医療機関の
受診方法に従って受診してください。
　このデルタ株の波も、皆さんのご協力で拡大を阻止
しましょう。

目指そう「ゼロ密」 岡山市保健所
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■地縁による団体（自治会）功労者に対する叙勲について

■電子町内会 利活用コンテスト２０２１投票のお願い

■人権相談窓口をご存じですか？　 岡山地方法務局人権擁護課

　令和三年春の叙勲に際し旭日単光章受章の栄誉に浴しました。身に余るこ
の栄誉は、ひとえに皆様方の心温かいご指導ご高配の賜と深く感謝申し上げ
ます。
　コロナ禍で、宮中での天皇陛下に拝謁を賜ることがかなわず、誠に残念で
ございましたが、地元学区、町内会各種団体の多くの皆様より過分なるご祝
意を賜りましたこと、人生最高の喜びと幸せでございました。
　これからも明るい安全で安心な住みよい地域づくりに精進して参りますの
で、一層のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。誠に有難く厚く
お礼と感謝申し上げます。

　岡山地方法務局では、法務局職
員や法務大臣から委嘱された人権
擁護委員が人権に関する相談（人
権相談）を受け付けています。相
談は無料で、難しい手続は何もあ
りません。相談内容についての秘
密は厳守します。
　また、人権を侵害されたという
被害者からの申出等を受けて、調
査救済手続を開始します。そして、
調査結果を踏まえ、事案に応じた
適切な措置を講じています。
　お一人で悩まず、どうぞお気軽
にご相談ください。

住民生活に直結する諸問題について包括的住民自治組
織の代表として、意見を開陳するとともに、岡山市区
づくり推進事業審査会委員としても積極的に取組み、
区制による都市内分権型社会の推進に向けて中心的な
役割を担う。民意を反映するのは町内会（自治会）で
あるとの自覚をもって活動を展開する。

③ 会員の資質向上についての取組み
　  地域を統括、調整するリーダーとしての見聞を広
めるため時宜を得たテーマにより先進都市の行政や住
民自治組織の活動状況等の視察を行うとともに、地域
住民の多様なニーズに的確に対応できるよう研鑽に努
める。

④ 市長、市担当部局との懇談
　  地域課題の解決に向けて、行政と意見交換を行い、
町内会と行政との相互理解と協力関係のより一層の充
実を図る。

⑤ 産学官及び各種団体との交流・連携
　  幅広い視野から地域づくりのリーダーとしての活
動を行うため、行政、産業界、教育界及びボランティ
ア組織などの各種団体との交流、連携を推進する。

⑥ 他自治会との協調
　  姉妹交流提携及び友好交流提携を結んでいる自治
会や組織の他、全国自治会連合会や岡山県自治会連合
会加盟をはじめとする他の自治会との絆を深めるとと
もに課題の共有と解決に向けての意見交換に努める。

⑦ 広報活動の充実と市民情報化の推進
　  岡山市連合町内会会報を発行し、当会の事業活動
の広報に努める。
　 また、ＩＣＴ推進専門委員会を核として、市民情
報化及び電子町内会の拡大推進を図る。

⑧ 町内会、自治会への加入促進活動
　  昨今、町内会等への加入率が、やや低下傾向に推
移していることに鑑み、魅力ある町内会活動をホーム
ページ等に紹介するとともに、他団体との連携を強化
し未加入者への加入促進活動を促す。

⑨ 岡山市町内会長等懇談会の開催と各区連絡協議会
等との連携強化
　  当会の活動状況等を広く広報し、岡山市内の町内
会役員等との情報交換及び、相互の理解と連携を深め
るために岡山市町内会長等懇談会を開催するととも
に、各区連絡協議会等の活動支援を行う。

⑩ 各種専門部会の活動強化
　  当会の中に設置されている各種の専門部会の活動
をより活発化させ、課題解決のために、岡山市連合町
内会の考えとして発信する。

⑪ 顕彰の実施
　  会長表彰・感謝状贈呈の他、叙勲、総務大臣、全
国自治会連合会会長表彰、岡山市有功表彰、県知事表
彰及び市長表彰等の顕彰制度に幅広く推薦を行い、功
績を讃える。平成 22 年度創設した「れんげ賞」も継
続する。

２ 行政と連携したまちづくりの取組み
① 子ども・子育て支援
　  地域の実情に合った保育や教育について、スピー
ド感を持ってサービスが提供されるよう、積極的に行
政への申し入れを行う。

② 防災・防犯活動
　  防災訓練を各地域で積極的に実施するとともに、
地域の防災対策を熟知した町内会において災害時の
避難場所への誘導法や安否確認方法について情報を
共有し、災害被害を軽減する対策を検討する。また、
高齢者に対する特殊詐欺等、防犯に対応する活動を
検討する。
　防災士養成講座の受講者推薦を積極的に行う。

③ 交通対策
　  交通の拠点都市である岡山市の公共交通のあり方
について、地域の代表として積極的に意見を出しなが
ら、人にやさしい交通のあり方を考え、地域における
交通安全のための各種活動に幅広く取組んでいく。

④ 男女共同参画社会の推進
　  女性が町内会の役員として活動しやすい環境づく
りについて男女共同参画専門部会において検討する。

⑤ 協働のまちづくり条例の推進
　  地域の実情を把握している学区・地区連合町内会が、
地域内で行っているＥＳＤ活動等の地域活性化や課題
解決への活動について、行政等と協力して支援を行う。

⑥ 行政との連携強化
　  上記の項目以外の地域課題に関しても、解決に向
け積極的に行政との意見交換や申し入れを行い、一層
の連携を図る。

３ その他
①「市民憲章」を当会発行の印刷物等に掲載し普及を
図る。
②新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対応を
推進する。
③年度中途において、事業活動に繰入れるべき案件が
生じた場合は、協議の上執行する。緊急を要する場合
は持回り会議等において対処し、次回の理事会等へ報
告する。

瀧本　孝 氏（春の叙勲・旭日単光章）

岡山市電子町内会では町内会が独自のホームページを作り、地域のイベント、話題などを掲載しています。
現在、利活用コンテストを実施していますのでパソコン、スマートフォン等で投票をお願いします。
●投票期間　９月24日（金）～11月16日（火）
●テ ー マ　「フォト部門」
　　　　　　各町内会のえりすぐりの写真に投票をお願いいたします。
　　　　　　「自由テーマ」
　　　　　　町内会の特集ページに投票をお願いいたします。

　　　　　　ＱＲコードをスマートフォン・タブレットで　　　
　　　　　　読み込めば、投票ページが出てきます。

昔ながらの田植えに挑む小学生
（操南学区連合町内会）

第１５回牟佐町内会運動会全員で準備体操
（牟佐町内会）

晩秋の丘陵ウォーキングを楽しむ参加者たち
（富山学区連合町内会）

利活用コンテスト２０２０【エントリー形式】フォト部門結果
第
１
位

第
２
位

第
３
位
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■地縁による団体（自治会）功労者に対する叙勲について

■電子町内会 利活用コンテスト２０２１投票のお願い

■人権相談窓口をご存じですか？　 岡山地方法務局人権擁護課

　令和三年春の叙勲に際し旭日単光章受章の栄誉に浴しました。身に余るこ
の栄誉は、ひとえに皆様方の心温かいご指導ご高配の賜と深く感謝申し上げ
ます。
　コロナ禍で、宮中での天皇陛下に拝謁を賜ることがかなわず、誠に残念で
ございましたが、地元学区、町内会各種団体の多くの皆様より過分なるご祝
意を賜りましたこと、人生最高の喜びと幸せでございました。
　これからも明るい安全で安心な住みよい地域づくりに精進して参りますの
で、一層のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。誠に有難く厚く
お礼と感謝申し上げます。

　岡山地方法務局では、法務局職
員や法務大臣から委嘱された人権
擁護委員が人権に関する相談（人
権相談）を受け付けています。相
談は無料で、難しい手続は何もあ
りません。相談内容についての秘
密は厳守します。
　また、人権を侵害されたという
被害者からの申出等を受けて、調
査救済手続を開始します。そして、
調査結果を踏まえ、事案に応じた
適切な措置を講じています。
　お一人で悩まず、どうぞお気軽
にご相談ください。

住民生活に直結する諸問題について包括的住民自治組
織の代表として、意見を開陳するとともに、岡山市区
づくり推進事業審査会委員としても積極的に取組み、
区制による都市内分権型社会の推進に向けて中心的な
役割を担う。民意を反映するのは町内会（自治会）で
あるとの自覚をもって活動を展開する。

③ 会員の資質向上についての取組み
　  地域を統括、調整するリーダーとしての見聞を広
めるため時宜を得たテーマにより先進都市の行政や住
民自治組織の活動状況等の視察を行うとともに、地域
住民の多様なニーズに的確に対応できるよう研鑽に努
める。

④ 市長、市担当部局との懇談
　  地域課題の解決に向けて、行政と意見交換を行い、
町内会と行政との相互理解と協力関係のより一層の充
実を図る。

⑤ 産学官及び各種団体との交流・連携
　  幅広い視野から地域づくりのリーダーとしての活
動を行うため、行政、産業界、教育界及びボランティ
ア組織などの各種団体との交流、連携を推進する。

⑥ 他自治会との協調
　  姉妹交流提携及び友好交流提携を結んでいる自治
会や組織の他、全国自治会連合会や岡山県自治会連合
会加盟をはじめとする他の自治会との絆を深めるとと
もに課題の共有と解決に向けての意見交換に努める。

⑦ 広報活動の充実と市民情報化の推進
　  岡山市連合町内会会報を発行し、当会の事業活動
の広報に努める。
　 また、ＩＣＴ推進専門委員会を核として、市民情
報化及び電子町内会の拡大推進を図る。

⑧ 町内会、自治会への加入促進活動
　  昨今、町内会等への加入率が、やや低下傾向に推
移していることに鑑み、魅力ある町内会活動をホーム
ページ等に紹介するとともに、他団体との連携を強化
し未加入者への加入促進活動を促す。

⑨ 岡山市町内会長等懇談会の開催と各区連絡協議会
等との連携強化
　  当会の活動状況等を広く広報し、岡山市内の町内
会役員等との情報交換及び、相互の理解と連携を深め
るために岡山市町内会長等懇談会を開催するととも
に、各区連絡協議会等の活動支援を行う。

⑩ 各種専門部会の活動強化
　  当会の中に設置されている各種の専門部会の活動
をより活発化させ、課題解決のために、岡山市連合町
内会の考えとして発信する。

⑪ 顕彰の実施
　  会長表彰・感謝状贈呈の他、叙勲、総務大臣、全
国自治会連合会会長表彰、岡山市有功表彰、県知事表
彰及び市長表彰等の顕彰制度に幅広く推薦を行い、功
績を讃える。平成 22 年度創設した「れんげ賞」も継
続する。

２ 行政と連携したまちづくりの取組み
① 子ども・子育て支援
　  地域の実情に合った保育や教育について、スピー
ド感を持ってサービスが提供されるよう、積極的に行
政への申し入れを行う。

② 防災・防犯活動
　  防災訓練を各地域で積極的に実施するとともに、
地域の防災対策を熟知した町内会において災害時の
避難場所への誘導法や安否確認方法について情報を
共有し、災害被害を軽減する対策を検討する。また、
高齢者に対する特殊詐欺等、防犯に対応する活動を
検討する。
　防災士養成講座の受講者推薦を積極的に行う。

③ 交通対策
　  交通の拠点都市である岡山市の公共交通のあり方
について、地域の代表として積極的に意見を出しなが
ら、人にやさしい交通のあり方を考え、地域における
交通安全のための各種活動に幅広く取組んでいく。

④ 男女共同参画社会の推進
　  女性が町内会の役員として活動しやすい環境づく
りについて男女共同参画専門部会において検討する。

⑤ 協働のまちづくり条例の推進
　  地域の実情を把握している学区・地区連合町内会が、
地域内で行っているＥＳＤ活動等の地域活性化や課題
解決への活動について、行政等と協力して支援を行う。

⑥ 行政との連携強化
　  上記の項目以外の地域課題に関しても、解決に向
け積極的に行政との意見交換や申し入れを行い、一層
の連携を図る。

３ その他
①「市民憲章」を当会発行の印刷物等に掲載し普及を
図る。
②新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対応を
推進する。
③年度中途において、事業活動に繰入れるべき案件が
生じた場合は、協議の上執行する。緊急を要する場合
は持回り会議等において対処し、次回の理事会等へ報
告する。

瀧本　孝 氏（春の叙勲・旭日単光章）

岡山市電子町内会では町内会が独自のホームページを作り、地域のイベント、話題などを掲載しています。
現在、利活用コンテストを実施していますのでパソコン、スマートフォン等で投票をお願いします。
●投票期間　９月24日（金）～11月16日（火）
●テ ー マ　「フォト部門」
　　　　　　各町内会のえりすぐりの写真に投票をお願いいたします。
　　　　　　「自由テーマ」
　　　　　　町内会の特集ページに投票をお願いいたします。

　　　　　　ＱＲコードをスマートフォン・タブレットで　　　
　　　　　　読み込めば、投票ページが出てきます。

昔ながらの田植えに挑む小学生
（操南学区連合町内会）

第１５回牟佐町内会運動会全員で準備体操
（牟佐町内会）

晩秋の丘陵ウォーキングを楽しむ参加者たち
（富山学区連合町内会）

利活用コンテスト２０２０【エントリー形式】フォト部門結果
第
１
位

第
２
位

第
３
位
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　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和
３年度の定期総会は書面による開催となりました。
（６月４日提出締切）
　通常であれば、定期総会の場において、岡山市連合
町内会表彰規程に基づき、永年町内会活動に功績の
あった方々に対し、表彰状、感謝状及び記念品の贈呈
を行いますが、受賞者の皆様の安全を第一と考え、後
日個別に贈呈させていただきました。

会長表彰
【15 年以上単位町内会長の職にある方またはあった方】
　畑鮎町内会　　　　　　　　　　　平松　史雄
　内田西本町町内会　　　　　　　　安部　和昭
　丸亀町町内会　　　　　　　　　　佐藤　喜幸
　弓之町一丁目町内会　　　　　　　倉元　秀禎
　玉柏大原町内会　　　　　　　　　赤木　俊郎
　下牧中谷町内会　　　　　　　　　藤原　邦彦
　津島市場町内会　　　　　　　　　原　　貢一
　西銀座本町町内会　　　　　　　　日笠　隆弘
　高柳町内会　　　　　　　　　　　田淵　貞夫
　スプレンドーレ下中野町内会　　　西村　勝文
　岡山鉄工センター共同住宅町内会　池田　行弘
　豊楽寺区　　　　　　　　　　　　二宮　治夫
　すみれ町内会　　　　　　　　　　大藤　浩伸
　小用水西町内会　　　　　　　　　山本　保秀
　江並浜中町内会　　　　　　　　　池田　　裕
　目黒町内会　　　　　　　　　　　近藤　信幸
　西庄町内会　　　　　　　　　　　松嶋　一郎
　浦安西町町内会　　　　　　　　　貝原　克彦
　児島町町内会　　　　　　　　　　水田　照司
　南大福町内会　　　　　　　　　　正保　弘行
　西町町内会　　　　　　　　　　　練尾　賢治
　青江新田町内会　　　　　　　　　小西　安志
　伊島みどり町内会　　　　　　　　三好　俊行
　益野第一町内会　　　　　　　　　西﨑　勝正

会長感謝状
【５年以上学区（地区）連合町内会長の職にあって退職
 された方】
　西大寺南学区連合町内会　　　　　光岡　久志
　幸島学区連合町内会　　　　　　　岡本　幸男
　高田地区連合町内会　　　　　　　畠中　正博
　出石地区連合町内会　　　　　　　井上　　剛

令和３年度　定期総会概要

　定期総会の議事については、書面により審議してい
ただき、いずれも原案どおり承認されました。
　①令和２年度事業報告
　②令和２年度収支決算報告及び監査報告
　③役員の承認
　④令和３年度事業計画（案）
　⑤令和３年度収支予算（案）

●令和 3年度事業計画
　岡山市連合町内会は、令和３年度事業計画を次のと
おり定める。
　岡山市連合町内会は、包括的な住民自治組織であり
地方分権型社会を形成する究極の基盤である。平穏で
安らぎのある良好な地域社会の維持及び形成に向け
て、地域活動を推進し、行政との協働による魅力溢れ
る「まちづくり」を推進し、政令指定都市岡山の発展
に寄与しているところである。
　このため、安全・安心ネットワークの代表者を、岡
山市学区・地区連合町内会会長が務めることが有効適
切な活動の推進につながるものであり、当会が創立以
来実施している安寧な地域社会の構築に向けた地域の
実情に即した運動を引き続き展開していく。
　先の東日本大震災等の自然災害を教訓として、地域
の実情に即した防災対策と自主防災会組織率の向上に
可及的速やかに取組むことが肝要であり急務である。
このほか、すべての住民が安心して暮らせるコミュニ
ティづくりや犯罪のない岡山市の実現に寄与できるよ
うに努める。
　また、姉妹提携や友好提携を結んだ自治会、組織を
はじめ、他の住民自治組織との交流により、課題の共
有と解決に向けての意見交換に努める。具体的には次
の事業を推進する。
　
１ 岡山市連合町内会の組織としての取組み
① 岡山市連合町内会の地位の向上
　 「市民憲章」を尊重し、地域を束ねるリーダーとし
ての自覚をもち、「平穏で安らぎのある地域社会」「思
いやりと譲り合いの心を育む地域社会」の構築と、地
縁組織の連合体としての役割を果たすべく全市的な視
野での情報交換や広報活動を展開するとともに、行政
等との協働による課題解決のために、必要に応じて関
係機関と折衝する。

② 魅力溢れる「まちづくり」や大型イベントへの
参画
　 岡山県、岡山市等の各種審議会等へ委員を派遣し、

　4月から 5月にかけての第 4波において岡山市では
新型コロナウイルス感染症の新規患者数が多数確認さ
れ、大きな流行を経験しました。5月には岡山市中心
部での飲食店の営業時間短縮要請の発出、それに引き
続く国の緊急事態宣言地域指定での全県下での飲食店
営業自粛がなされました。こうした対応の結果、岡山
市での新規患者数は、減少に転じました。コロナ慣れ
として、緊急事態宣言の有効性を疑問視する意見も
多々ある中で、この感染拡大阻止は、市民の皆さんの
ご協力の賜物であったと深く感謝申し上げます。
　しかし、6月にはデルタ株による患者さんの発生が
始まり、８月には５月を上回る感染が起っています。
デルタ株では、元々の新型コロナウイルス感染症はお
ろか、4月から 5月にかけて大流行を引き起こしたア
ルファ株よりも強い感染性があり、第５波ではデルタ
株にほぼ置き換わっています。その感染拡大を阻止す
るためには、これまでの 3密回避は当然のことながら、
「ゼロ密」を目指すことが必要になっています。

１．「密接」を避けるポイントは当たり前のことなが
ら、人と人との距離です。

２．「密集」が、なぜ危険かというと人数が増えれば
増えるほど、その中にたまたま感染患者さんが紛
れ込んでしまう危険が高まるからです。何分、新
型コロナウイルス感染症は咳や熱などの症状が出
てくる2日も前からウイルスが出始めます。こ
のため、体温チェックなどの制限だけでは感染者
の紛れ込みを防ぎきれません。特に流行が起こっ
ているときは、人数分だけ感染の危険が高まって
いきます。

３．「密閉」を避けるには、屋外や換気がカギになり
ます。

　「密接」や「密集」、「密閉」を防ぎきれない時の予
防の補助となるのがマスクです。特に、会話をすると
きは、人にうつさないためにも、必ずマスクを着用し
ましょう。
　そして、多少の体調不良でも是非医療機関を受診し
てください。未だに熱が出ているのに仕事に行ってし
まい集団感染が起こっています。新型コロナウイルス
感染症の症状は、最初言われていたような 4日も高い

熱が続く人はむしろ例外的です。
　また、味が分からなくなるや、臭いが分からなくな
るといった症状は特にデルタ株では減っています。軽
い症状だから、味がわかるからコロナじゃないとは決
して言えません。
流行の起こっているときは、たとえ僅かな熱でも、喉
の痛みでも、医療機関の受診をお勧めします。
　医療機関を受診するときは、必ず、受診前に医療機
関へ電話して、受診方法を確かめるようにしてくださ
い。今回の新型コロナウイルス感染症の発生を受けて、
多くの医療機関は院内感染対策に取り組んでいます。
受診で、人にうつされないだけでなく、人にうつして
しまわないようにするために、それぞれの医療機関の
受診方法に従って受診してください。
　このデルタ株の波も、皆さんのご協力で拡大を阻止
しましょう。

目指そう「ゼロ密」 岡山市保健所



■岡山市連合町内会の動き

■岡山県自治会連合会の動き

◎定期総会（６月４日　書面開催）
〈関連記事P３〉

◎常任理事会
　第１回（４月19日）
　　議題　令和２年度事業報告他
　第２回（７月15日）
　　議題　岡山市町内会長等懇談会について他
　第３回（８月17日）
　　議題　今後の懇談について他

◎理事会
　第１回（４月27日）
　　議題　令和２年度事業報告(案)と収支決算
　　　　 （案）について他
　第２回（５月21日　書面開催）
　　議題　岡山市連合町内会役員選考委員会他
　第３回（７月28日）
　　議題　岡山市町内会長等懇談会について他
　第４回（９月１日　書面開催）
　　議題　今後の懇談について他

◎会計監査会議
　　　　（４月21日）
　　　　（７月26日）

◎専門委員会
・会報第37号編集委員会 （７月15日）（８月18日）
・広告取扱等検討委員会（８月18日）
・男女共同参画専門部会（９月１日）

◎受賞報告
　◇岡山市連合町内会会長表彰（６月４日）
　 〈関連記事P３〉
・15年以上単位町内会長の職にある方またはあった方
　…24名（表彰状）
・５年以上学区・地区連合町内会長の職にあって退職され
　た方
　…４名（感謝状）
◇永年勤続町内会長・区長等岡山県知事表彰（７月８日）
・岡山市関係…15名
◇春の叙勲（４月29日）〈関連記事P５〉
　瀧本　孝（旭竜）

■全国自治会連合会の動き

◎常任理事会
　４月26日（Web開催）
・令和２年度事業報告について他
　６月25日（書面決議）
・役員改選（案）について他
　８月20日（Web開催）
・国に対する要望書について他
◎理事会
　７月８日（書面開催）
・役員改選（案）について他
　９月１日（書面開催）
・国に対する要望書について他
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◆◆役員紹介◆◆ 令和３・４年度役員
（　　）内は所属学区・地区

常
任
理
事

矢吹　滋道
（妹尾）

会

　長

永見　　勝
（浦安）

副
会
長

園　　茂
（西）

那須　和夫
（平井）

人見　　亨
（古都）

加藤　公彦
（御津南）

理

　事

松浦　　満
（内山下）

横田　　徹
（御野）

岸本　戴男
（三門）

中原　一郎
（清輝）

西村　　輝
（吉備）

永井　正夫
（伊島）

児子　　薫
（平津）

大森　　茂
（野谷）

東森　　貢
（大宮）

定廣　好和
（加茂）

竹井　秋人
（御休）

入野　　誠
（竹枝）

伊永　高明
（千種）

服部　和博
（宇野）

小林　泰三
（平福）

小橋　一郎
（富山）

長江　　慧
（福島）

多賀　克充
（竜之口）

西谷　萬二
（甲浦）

瀧本　　孝
（旭竜）

正保　弘行
（福田）

渡邉　光章
（政田）

遠藤　太郎
（第二藤田）

近藤　嘉也
（迫川）

小野　大作
（南方）

池田　太郎
（興除）

目黒　宏平
（鹿田）

会

　計

萩原　正彦
（操明）

中村　俊正
（芳泉）

監

　事

相
談
役

黒住　輝久
（大元）

山﨑　和輝
（操南）

伏見　公誠
（芳明）

長門　修二
（足守）

赤枝　和寛
（豊）

◎定期総会（６月28日　書面開催)
・令和２年度事業報告及び収支決算報告・監査報
　告他
◎正副会長会議
　（５月24日）
　（６月21日）



岡山市市民憲章を知っていますか？
　岡山市は美しい自然と豊かな風土に恵まれ、すぐれた教育文化の伝統を持っております。私たち市民は、
この岡山市を愛し市民であることを誇りにしていますが、さらに、みんなの努力と協力によって、より美
しく住みよい近代的民主社会を築いてゆくことを念願し、ここに岡山市民として実践してゆかねばならな
い日常生活の規範を定めます。
　一　みんなに親切をつくし、あたたかい楽しいまちをつくりましょう。
　一　秩序と規則を守り、明るい安全なまちをつくりましょう。
　一　花や木をたいせつに育て、美しい緑のまちをつくりましょう。
　一　紙くずやゴミの始末をよくし、気持ちよい清潔なまちをつくりましょう。
　一　文化財をたいせつに守り、伝統あるゆかしいまちをつくりましょう。
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就任のご挨拶

　新秋の候、町内会関係各位におかれましては益々
ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　平素から各地域の住民の皆様が安全で安心して
暮らせるまちづくり、ならびに地域の活性化を目
指し、それぞれの団体と共に日々ご活躍いただき、
心より感謝申し上げる次第でございます。
　私儀、去る６月にコロナ禍による影響で書面開
催となりました定期総会において、岡山市連合町
内会会長に就任いたしました。このような大役を
仰せつかるには、誠に微力ではありますが、先輩
方ならびに皆様方のご協力を仰ぎながら各種事業
を推進していきたいと思っております。
　まず、今般の新型コロナウイルス感染症に罹患
された方々やそのご家族、感染拡大により生活に
影響を受けられている皆様に、心よりお見舞い申
し上げます。

①語　②校　③部　④松

⑤細　⑥成　⑦功　⑧実　　など

岡山市連合町内会会報

岡山市連合町内会

　会長　永見　 勝

【漢字並びの法則】
それぞれ一定の法則で漢字が並んでいます。□に適切な漢字を１字入れてください。

　例　　月　？　水　木　金　土　日　　答え：火（並びの法則：曜日の一文字目）

　今年の夏は 2020 東京オリンピックが開催されま
した。1年延期され今年こそは絶対に開催されたオ
リンピックを観戦に行こうと思っていましたが、残
念ながら無観客での開催で実際に観戦することはか
ないませんでした。
　しかしながらアスリートの活躍により、今までに
ないメダル 58 個を獲得し、アメリカ・中国に次い
で世界第 3位と大躍進をしました。
　また岡山県出身者もソフトボールと野球で金メダ
ルを受賞し、岡山市からはBMXで入賞された大池
選手もいました。
　こうしたうれしいニュースと共に、今号に保健所
からも注意文が出ていますように、岡山市において
も新型コロナウイルスはついに第 5 波となり、ス
テージ４を上回る最大の危機を迎えています。

　コロナ禍の中、皆様方が各地域で行っている行
事の多くを中止されたとお聞きしております。岡
山市連合町内会の活動においても中止や内容の変
更など、例年通りの活動が難しい日々が続いてお
ります。
　今後の先行きは不透明な状況ではありますが、
町内会がよりよい地域づくりを目指して活動する
組織であることに変わりはありません。岡山市連
合町内会や各地域の活性化に繋がるよう頑張って
いきたいと考えております。
　市担当部局とは地域の声を聞きながら、積極的
に意見交換や申し入れを行い、解決に向けより連
携を強化していきたいと考えております。
　また、岡山市連合町内会の組織のしくみや活動
内容等についても、社会情勢を見極めながら、時
代に応じたあり方を協議し、ひとつひとつ前に進
めていきたいと思っております。
　終わりになりますが、皆様のご健勝、ご多幸を
祈念し、重ねて町内会、連合町内会活動へのご協
力をお願いして、会長就任のご挨拶とさせていた
だきます。
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正解者の中から抽選で 10 名の方に粗品を進呈します。
〒住所・氏名を記入の上、下記までお送りください。

〈送付先〉〒700-8544   岡山市北区大供一丁目１－１
　　　　　　　　　　 岡山市連合町内会 会報編集委員会
〈締　切〉令和３年11月１日必着
〈発　表〉発送をもって代えさせていただきます。

編集後記
　岡山市でも市所有施設が休業となり、またこれ
から始まる秋のお祭りも次々と中止予告が出てい
ます。
　何とか早く終息を願うばかりです。

【編集委員長】小野　大作
【編集副委員長】正保　弘行
【編 集 委 員】長門　修二・多賀　克充
　　　　　　　 竹井　秋人・小林　泰三

漢 字 イク ズ
１８

前号の答え

牡

長

岡

牡

神

北

双

霜

③

蟹

②

中

①

睦

倉

乙

如

西

天

弥

新


