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【報告事項】 

１．第２期先行地域について 

平成２４年２月１７日に下記の７校区について、第２期先行地域指定書が市長より交付されました。 

・八代校区 ・太田郷校区 ・八千把校区 ・昭和校区 ・龍峯校区 ・日奈久校区 ・千丁校区 

 

２．先行地域（代陽、麦島、金剛、二見、東陽校区）の進捗状況について（次頁以降） 

【設立総会開催日（予定含む）】 

・代陽校区   平成２４年３月２３日 

・麦島校区   平成２４年３月２８日 

・金剛校区   平成２４年３月 ９日 

・二見校区   平成２４年４月２０日 

・東陽校区   平成２４年５月 ８日 



先行地域における地域協議会設立準備委員会の進捗状況（代陽校区）

1/2ページ
会　長 上村　國美 代陽校区長

副会長 松本　文雄 体育協会会長

書　記 掛樋　洋一 市政協力員理事

委員数

会議等 開催日 備考

事前説明会 5月16日

第１回 6月6日

第２回 7月6日

第３回 8月5日

・概念

①歴史、文化、遺産を生かしたまちづくり

②子どもからお年寄りまで活気あるまちづくり

③住民の健康増進、維持による活気に満ちたま

　ちづくり

第４回 8月26日

・総社教定例会において地域協議会の名称

　（案）を確認

「代陽校区住民自治推進協議会」

・組織構成「部会型」

第５回 9月27日

・役員（案）

　会長、副会長２名、市政協力員５名、事務局

　長、部会長５名、会計２名、監事３名、書記

　２名

協　議　方　法

設立準備委員会で確認された（案）について、総合社会教育推進協議会へ随時報告、確認

していく

２１名

・福岡県宗像市のコミュニティづくりのビデオを放映

・意見交換会

・地域協議会の設置方法（概念）を導き出す（地域の思

い、

  将来像）・まちづくり８要素（名称、ねらい、いつ、

  事業の仕組み、どこで、対象者、手段・方法、予算・

  経費）について協議

・組織構成（案）の検討（部会型又は並列型にするか）

・地域協議会の名称（案）について（11の候補が挙がった

  が総社協で確認するよう決定）

・組織構成（案）の検討

・組織構成（案）の検討（部会の名称等について、次回

  会議までに三役でまとめることで決定）

・役員（案）の検討

・規約（案）の検討

会議内容または事前説明会の状況

・総社教定例会において住民自治の概要を説明

・会長、副会長及び書記を選定

・代陽校区の強み、弱み、機会、脅威を出し合った

（目標達成分析）



先行地域における地域協議会設立準備委員会の進捗状況（代陽校区）

2/2ページ
会議等 開催日 備考会議内容または事前説明会の状況

第６回 10月14日

・組織構成（案）→部会型（５部会）

　町内連絡部会、福祉健康部会、体育文化まちづ

  くり部会、地域安全部会、青少年育成部会

・総社教定例会において組織構成（案）、規約

（案）を確認

第７回 10月25日

第８回 11月7日

・事務局は代陽公民館内に設置

・各部会ごとに事業計画（案）を作成

第９回 11月29日 ・各部会で作成した事業計画（案）について協議

第１０回 12月20日

第１１回 1月13日 ・役員（案）の変更:会計２名→会計１名

第１２回 2月3日 ・設立総会開催予定日:平成24年3月23日（金）

第１３回 2月24日

・事務局の設置箇所について（確認）

・事業計画（案）の検討

・組織運営育成強化支援補助金について

・事業計画（案）の検討

・組織構成（案）の検討・確認

・規約（案）の確認

・事業計画（案）の検討・確認

・予算（案）について

・事務局のあり方について

・事業計画（案）について確認

・予算（案）について確認

・役員（案）の人選方法について確認

・事業計画（案）の検討

・規約（案）について修正・確認

・役員（案）の人選について検討

・設立総会の開催について

・事業計画（案）について修正・確認

・予算（案）について修正・確認

・規約（案）について修正・確認

・役員（案）の人選について検討

・設立総会開催の日程について検討



     代陽校区住民自治推進協議会組織構成（案）

                   

ふれあい活動、料理教室、いきいきサロン、世代間交流活動校区民体育祭、各種スポーツ大会公民館活動、文化祭歴史・文化に関すること自主防災訓練、特別警戒、火災予防運動、交通安全運動、交通安全指導

（部会） （主な構成団体） （事業内容例）
福祉健康部会

市政協力員（町内会長）婦人会

消防団第一分団・第二分団、交通安全協会

行政、地域との連絡調整ふれあいまつり、環境に関すること、敬老会事業、婦人会活動に関すること町内連絡部会

地域安全部会事務局監事 体育文化まちづくり部会 体育協会、各種活動団体
民生委員・児童委員協議会、老人会、福祉推進協議会、健康づくり推進協議会会長、副会長、市政協力員（町内会長）、部会長、事務局長、会計、監事、書記などの役員で構成

協議会の会計業務を監 事務局長、事務員など
総　会 運営委員会協議会の最高議決機関

青少年育成、人権啓発・教育、見守りﾊﾟﾄﾛｰﾙ、代陽祭、地域ふれあい活動
安全指導青少年育成部会 団、交通安全協会小中学校、幼稚園、ナザレ園、各小中学校PTA

協議会の会計業務を監査する。また、事業が協議会の目的に沿って適切に進められているか確認 事務局長、事務員などで構成（協議会の運営に関する事務、各組織との連絡調整及び広報に関する事務を行う）



先行地域における地域協議会設立準備委員会の進捗状況（麦島校区）

1/2ページ
会　長 田浦　朴 麦島校区長

堀田　陽子 麦島校区婦人会長

坂本　正夫 麦島校区福祉協議会長

書　記 加藤　計輔 麦島東西町内会長

委員及び委員数

会議等 開催日 備考

事前説明会 7月15日 会長、副会長及び書記については選定済み。

第１回 7月22日

・会長、副会長２名、書記1名を承認

・原則月1回、委員を選考、代理出席について検討

第２回 9月6日

・役員にて規約（案）作成。

・役員(案)＝会長、副会長２名、町内会長１２名、部会長

  若干名、事務局長、会計、監事２名

・麦島校区の強み・弱み・機会・脅威について、委員によ

  る住民聞き取り調査を実施。

第３回 10月6日

・委員の投票により名称決定。「麦島住民自治協議会」

・組織構成（案）「部会型」（４部会）

　まちづくり部会、青少年育成・人権啓発部会、健康福祉

  部会、公民館活動部会

・概念「歴史と住民力を活かし、豊かな心と快適な生活を

  実現する街づくり」

・総社教役員及び各種団体から数名に住民自治の

  概要を説明

協　議　方　法

副会長

設立準備委員会委員により、協議・検討し、随時確認していく。

２４名

会議内容または事前説明会の状況

・会長、副会長及び書記の承認

・今後の会議の進め方、委員の定数について協議

・地域協議会の名称(案)について候補を挙げる

・規約（案）について、役員より概要を説明後、

  委員にて内容を検討。持ち帰り協議。

・麦島校区の目標達成分析について、委員より

  調査内容を発表。

・地域協議会の名称について

・規約（案）について

・組織運営育成強化支援補助金について

・麦島校区の目標達成分析について、集約した

  ものを検討。

　概念を導き出す。

・麦島校区の８要素について検討



先行地域における地域協議会設立準備委員会の進捗状況（麦島校区）

2/2ページ
会議等 開催日 備考会議内容または事前説明会の状況

　第４回 11月7日

・規約（案）について役員で再検討。

・各団体の活動内容を提出。

・事務所の位置について、麦島公民館内に設置

　第５回 12月6日

・規約（案）について役員で再検討。

・各団体の活動内容を再度検討。

・様式を示して、記入要領を説明。

　第６回 1月19日

・協議会事業の考え方について説明後、各計画案を検討

・予算内容の詳細について説明

・役員案については、部会長以外は三役にて検討し、

  部会長については、各部会ごとに協議する。

第７回 2月9日

・内規にて、組織構成等について協議。

・事業計画（案）の詳細について協議。

・予算（案）の詳細について協議。

・総会の日程について決定。

第８回 3月5日

・規約（案）の中身について協議。代議員のあり方を検討。

・役員（案）について協議、部会長、監事の選考検討

・予算（案）について、収入、支出における世帯数など

  根拠数値について整理

・総会の進行について協議。

・内規について

・事業計画（案）について

・予算（案）について

・総会について

・規約について

・役員（案）について

・予算（案）について

・事業計画（案）について

・総会及び記念式典について

・規約（案）について、修正案を提示。委員で

  検討。持ち帰り協議。

・活動計画（案）について、年間の活動概要を

  列記。

・事務所の位置について協議。

・規約（案）について、修正案を掲示。委員で

  検討。

・活動計画（案）について、年間の活動概要を

  検討。

・予算について、経理の流れの検討を示唆。

・活動計画（案）について

・予算（案）について

・役員案の人選方法について



麦島住民自治協議会組織図（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 会 会 計 監 事 役 員 会 事務局 
環境、防災、防犯、活性化 青少年健全育成、人権啓発 
まちづくり部会 青少年育成・人権啓発部会 健康福祉部会 校区活動部会 婦人部会 健康づくり、保健福祉活動 女性活動・地域活動 体育活動、お祭り、盆踊り、文化振興等 ・体育協会 ・盆踊り振興会 ・老人会 ・婦人会 

 

・福祉推進協議会 ・民生・児童委員協議会 ・保護司 ・健康づくり推進協議会 ・食生活改善推進員協議会 
・青少年育成会 ・小中学校 PTA ・青少年指導員 ・主任児童員 ・小中学校 ・幼稚園 ・保育園 

・環境自治会 ・自主防災会 ・消防団 7分団 ・交通安全協会 ・防犯連絡所責任者協議会植柳第２支部 

協議会の最高決議機関 協議会の会計を監査する。 協議会の会計業務を処理する。 事務局長・事務員で構成 協議会の運営や庶務、調整を担当 会長、副会長、町内会長、部会長、事務局長で構成。 年間計画や予算・決算、規約等の案づくり、部会活動支援等 

麦 島 校 区 住 民 

顧 問 各会議に必要に応じて参加し、助言を行う 



先行地域における地域協議会設立準備委員会の進捗状況（金剛校区）

1/2ページ
会　長 徳田　武治 金剛校区長

副会長 垣下　止 校区福祉推進協議会長

書　記 垣田　美賢 民生委員会長

委員及び委員数

会議等 開催日 備考

第１回 6月16日

第２回 7月12日

・概念「純農村地帯を活かした地域の

  活性化」

第３回 8月8日

・名称（案）「金剛自治まちづくり協議会」

・組織構成（案）「部会型」

第４回 8月26日

・組織構成（案）「町内会連絡協議会、スポーツ文化

  部会、福祉健康部会、安心安全環境部会、まちづく

  り人権部会」

・役員（案）会長、副会長２名、町内会長12名、事務

  局長、部会長４名、会計１名、監事２名、書記１名

第５回 9月28日

協　議　方　法

設立準備委員会で協議、検討し、随時確認していく

・地域協議会の名称案について検討

・組織構成（案）について検討

・役員(案）について検討

・組織構成（案）について確認

・役員（案）について確認

・規約（案）について確認

２０名

会議内容または事前説明会の状況

・会長、副会長及び書記を選定

・金剛校区の強み、弱み、機会、脅威を出し合った

（目標達成分析）

・地域協議会の設置方法（概念）を導き出す（地域

  の思い、将来像）

・まちづくり８要素（名称、ねらい、いつ、事業の

  仕組み、どこで、対象者、手段・方法、予算・

  経費）について協議

・組織構成（案）の検討



先行地域における地域協議会設立準備委員会の進捗状況（金剛校区）

2/2ページ
会議等 開催日 備考会議内容または事前説明会の状況

第６回 10月28日 ・事務局は金剛公民館内に設置

第７回 11月28日 ・各部会ごとに事業計画（案）を作成

第８回 12月27日

第９回 1月16日

第１０回 1月27日

・名称（案）の変更→「金剛まちづくり協議会」

・設立総会開催予定日:平成24年3月9日（金）15:00～

第１１回 2月27日

3月9日 ・「金剛まちづくり協議会」設立総会開催

・事業計画（案）について検討

・事業計画（案）について検討検討・確認

・予算（案）について

・事務局のあり方について

・事務局の設置箇所について（確認）

・事業計画（案）について検討

・組織運営育成強化支援補助金について

・事業計画（案）について検討・確認

・予算（案）について検討

・役員（案）の人選について検討

・事業計画（案）について確認

・予算（案）について確認

・役員（案）の人選について確認

・設立総会開催予定日の検討・確認

・設立総会について



金剛自治まちづくり協議会組織構成（案）

総　会

常任委員会

協議会の最高決議機関
事務局

事務局長、事務員などで構成（協議会の運営や庶務を担当）
協議会の会計業務を監査する。また、事業が協議会の目的に沿って適切に進められているか確認 監　事

会長、副会長、町内会長、事務局長、民生委員・児童委員、部会長、会計、監事で構成（年間事業計画や予算・決算、規約などの案を作成）

体育協会、万葉の里会、公民館活動団体
スポーツ文化部会 町内会連絡協議会各町内会長福祉健康部会まちづくり人権部会 安心安全環境部会JA八代金剛・平和支所、JA八代金剛女性部、郵便局、青少年指導員、小中学校、保育園、小中学校PTA、保育園後援会

福祉推進協議会、民生委員・児童委員協議会、金剛老人クラブ連合会、健康づくり推進協議会
八代市安全協会金剛支部、防犯協会、交通安全母の会、駐在所、消防団分団、金剛駐在所連絡協議会



先行地域における地域協議会設立準備委員会の進捗状況（二見校区）

1/3ページ
会　長 大原　友春 二見校区長

副会長 濱本　定良 校区福祉協議会長

副会長 藪　光陽 校区体育協会長

書　記 田中　孝之 学校評議員

委員数

会議等 開催日 備考

事前説明会 5月24日

第１回 7月20日

第２回 8月4日

第３回 8月25日

第４回 9月8日

・概念「二見独自の風土を活かしたまちづくり」

・役員（案）

　会長、副会長２名、会計、事務局長、書記、監事２名、幹事

  （一部部会長）若干名

・組織構成（案）→「並列型」（一部部会制）

・一部部会（案）青年部、女性部

第５回 10月13日 ・組織構成・役員構成については持ち帰り協議

・会長、副会長及び書記を選定

・二見校区の強み、弱み、機会、脅威を出し

  合った（目標達成分析）

協　議　方　法

設立準備委員会委員により、協議・検討し、随時確認していく。

３４名

会議内容または事前説明会の状況

・二見活性化協議会総会において住民自治の

  概要を説明

・二見校区の目標達成分析の結果について

  協議

・二見校区のまちづくり８要素について

  概要説明

・二見校区のまちづくり８要素について

  意見を出し合った

・二見校区のまちづくり８要素について

  協議。概念を導き出す

・役員（案）、組織構成(案）について

・組織育成強化補助金について

・組織構成について（役員構成）

・会議構成について



先行地域における地域協議会設立準備委員会の進捗状況（二見校区）
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会議等 開催日 備考会議内容または事前説明会の状況

　第６回 11月10日

・事務所の位置について二見公民館内に設置

・組織構成素案を元に協議。持ち帰り協議

・規約（案）について持ち帰り協議

第７回 12月2日

・規約（案）について協議。

・組織校正について一部部会制から委員会制に変更

・事業計画（案）については活動内容を検討。

第８回 12月15日

・規約（案）について協議。

・各区より「住民自治推進員」を選出することとする

・事業計画（案）については活動内容を検討

第９回 1月19日

・事業計画（案）について内容を詳細に協議

・予算（案）について詳細な内容を説明、予備費が少なく、

  再度内容検討することで終了。

・選考委員会を作って、メンバーを選定することになり、

  選考メンバーを決定。

第10回 2月10日

・役員について、選考委員会での結果を報告。原案で了承。

・総会の日程、場所、内容について協議。

  4月20日午後7時30分、二見公民館にて決定

・予算案の審議に絡み、総社教、活性化などのあり方に

  ついて協議。

・次回は、区長も出席して、経過説明や内容の説明をする

  ことで提案があり、了承。

・規約（案）について

・組織構成、会議構成について（役員構成）

  について

・事業計画（案）について

・事業計画（案）について

・予算（案）について

・役員の選考方法について

・役員（案）について

・総会について

・総社教、活性化協議会について

・事業計画（案）について

・予算（案）について

・事務所について

・組織構成、会議構成について

・事業計画（案）について

・規約（案）について内容を検討。

・規約（案）について

・組織構成、会議構成について（役員構成）

  について

・事業計画（案）について
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会議等 開催日 備考会議内容または事前説明会の状況

第11回 2月27日

・区長に対して、これまでの準備会での審議経過及び現在の

  内容を説明。住民自治推

  進員について説明。

・副会長2名を3名に増員。承認され、副会長を別に追加

・予算案について、内容を詳細に検討。補助事業など未確定

  なものが多く、再度協議することになる。

・経過説明会

・規約（案）の一部修正について

・役員（案）の修正について

・予算案について

・お金の流れについて



二見住民自治協議会組織図（案） 
企画委員会 行政区長 民生・児童委員 住民自治推進員 小学校ＰＴＡ 中学校ＰＴＡ 体育協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局２ 事務局長１ 事務員１ 
監事２ 

地域住民・各種団体・施設 

連絡調整会議 総 会 

理 事６５ 保育園保護者会
 

二見市職員校区会
 

校区体育協会
 

校区福祉推進協議会

 

健康づくり推進協議会
 

二見環境保全対策協議会
 

交通安全協会
 

防犯連絡所責任者協議会
 

小中学校ＰＴＡ
 

交通安全母の会
 

日奈久交番連絡協議会
 

消防団
 

校区老人会
 

青少年指導員

 

スポーツ推進委員

 

農業委員

 

主任児童委員

 

保護司

 

学校評議員

 

区長

 

少年補導員

 

二見小・中学校
 

八代愛育会
 

二見中央・光嶺保育園
 

かんねさこ荘
 

（株）万葉福祉会

 

二見郵便局

 

二見漁協

 

わっしょいファーム

 

しょい

 
顧問 

地域住民（推薦） 

本部役員会 会 長１ 副会長３ 事務局長１ 会 計１ 書記１ 企画委員長１ 企画副委員長３ 
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会　長 後村　新一 東陽校区長

副会長 岩本　美重子 東陽婦人会長

書　記 氏原　耕二 社協東陽支所職員

委員及び委員数

指名委員１７名

公募委員３名

市職員２名

合計２２名

ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞを活用し、

委員の公募を実施

会議等 開催日 備考

第１回 6月30日 ケーブルテレビにて委員の公募実施（３名の応募）

第２回 8月3日 概念：自然と向き合い、自然と共生したまちづくり

第３回 9月2日

・名称：「東陽まちづくり協議会」

・次回より部会協議方式に変更確認（組織役員部会・

  規約部会・事業計画予算部会・事務局部会）

協　議　方　法

・協議のスピードを上げるため４部会を設置し、協議結果を全体で確認していく。

・中間及び最終協議結果については、地域審議会へ適宜報告する。

会議内容または事前説明会の状況

・会長、副会長及び書記を選定

・指名委員のほか、複数の委員を公募することを

  決定

・住民自治によるまちづくりの必要性について

  概要説明

・東陽校区の強み・弱み・機会・脅威を出し合った

 （目標達成

  分析）

・　　　　〃　　　　　のまちづくり８要素につい

て

  意見を出し合った

・東陽校区のまちづくり８要素について協議。

  概念を導き出す

・部会の設置について
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会議等 開催日 備考会議内容または事前説明会の状況

第４回 10月4日

※４部会に分かれて協議

・事務局長の設置確認

・組織構成：部会形式

第５回 11月11日

※４部会に分かれて協議

・組織構成：広報人権委員会の設置確認

・組織構成：４部会（地域おこし部会・生活環境部会・

  福祉健康部会・スポーツ文化部会）

・組織運営育成強化支援補助金の要望内容を確認（視察

  研修費、講演会報償・旅費等）

第６回 12月21日

※４部会に分かれて協議

・組織構成(案)確認、規約(案)確認、事業計画の確認

※事務所の場所を確認(東陽公民館)

第７回 1月25日

※関係団体を対象とした意見交換会を同日実施。

※平成24年2月9日の区長会で進捗状況を説明。

・組織構成（案）について

・規約（案）について

・平成２３年度事業の確認

・事業の廃止、見直し、新規について

・事務局機能について

・市職員の支援体制について

・強化支援補助金について

・組織構成（案）について

・役員構成について

・規約（案）について

・平成２４年度事業の確認

・事業計画及び予算について

・事務局機能について

・市職員の支援体制について

・強化支援補助金について

・組織構成（案）について

・役員の選定方法について

・規約（案）について

・平成２４年度事業について修正

・平成２４年度予算（案）について

・事務局機能について

・組織構成（案）について修正

・規約（案）について修正

・平成２４年度事業について修正

・平成２４年度予算（案）について修正

・役員の選定方法について

・設立総会の開催について

・地域協議会設置に係る事務分掌
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会議等 開催日 備考会議内容または事前説明会の状況

第８回 2月22日

※組織構成、規約、予算、事業計画の腹案が確定。

※役員の腹案作成は４部会に分かれて協議。次回持越。

※設立総会開催予定日:平成24年5月8日（火）10:00～

第９回 3月27日 予定

・役員について

・設立総会について

・規約（案）、平成２４年度予算（案）について

  修正確認

・役員の選定方法について

・設立総会の開催について

・諸経費の内規(案)について



東陽東陽東陽東陽まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり協議会組織構成協議会組織構成協議会組織構成協議会組織構成（（（（案案案案））））

総総総総　　　　会会会会 協議会の最高決議機関
運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会監監監監　　　　事事事事

協議会の会計業務を監査する。また、事業が協議会の目的に沿って適切に進められているか確認 年間事業計画や予算・決算、規約などの案を作成事務局長、事務員などで構成（協議会の運営や庶務を担当）
区長会区長会区長会区長会

各部会から広報及び人権委員を選出して、協議会だより等の作成及び人権啓発等を行う
地域地域地域地域おこしおこしおこしおこし部会部会部会部会（広報人権担当者）

２８名の区長で構成し、区間の連絡調整や各部会の相談に応じたり、部会への情報提供等を行うスポーツスポーツスポーツスポーツ文化部会文化部会文化部会文化部会（広報人権担当者）福祉健康部会福祉健康部会福祉健康部会福祉健康部会（広報人権担当者）生活環境部会生活環境部会生活環境部会生活環境部会（広報人権担当者）
広報人権委員会広報人権委員会広報人権委員会広報人権委員会 事務局事務局事務局事務局

〕〔 〕

文化祭、体育祭、伝統文化の継承等保健福祉活動、子育て支援、募金、検診等地域の安全対策、自然、環境、景観対策等産業振興、イベント交流、地域づくり推進他〔 〕 〕〔 〔 〕〔 〕【担当団体】・東陽校区福祉推進協議会・東陽町民生委員･児童委員協議会・八代市身体障害者福祉協議会東陽支部・東陽地域健康づくり推進協議会(婦人会)・八代市老人クラブ連合会東陽支部・八代市社会福祉協議会東陽支所・特別養護老人ホームひかわの里・小規模多機能型居宅介護事業所木もれびの家【５行政区より1名ずつ選出】・北、南、小浦、下河俣、上河俣
【担当団体】・八代市東陽地区青少年指導員・氷川地区交通安全協会東陽支部・八代市交通指導員会東陽支部・交通安全母の会(婦人会)・八代市消防団東陽方面隊・自主防災組織・八代地区保護司会・東陽中学校ＰＴＡ・種山小学校ＰＴＡ・内の木場分校ＰＴＡ・河俣小学校ＰＴＡ・太陽保育園後援会・河俣保育園後援会【５行政区より1名ずつ選出】・北、南、小浦、下河俣、上河俣

【担当団体】・八代地域農業協同組合東陽支所・八代市商工会東陽支所・東陽郵便局・河俣郵便局・株式会社トーヨー・株式会社東陽地区ふるさと公社・東陽グリーンツーリズム協会・東陽ふれあい夏まつり実行委員会・東陽校区婦人会【５行政区より1名ずつ選出】・北、南、小浦、下河俣、上河俣
【担当団体】・東陽校区体育協会・東陽グラウンドゴルフ協会・八代市文化財保護委員会・東陽町文化の祭典実行委員会・東陽校区婦人会【５行政区より1名ずつ選出】・北、南、小浦、下河俣、上河俣

の継承等

校区住民校区住民校区住民校区住民・・・・地区自治会地区自治会地区自治会地区自治会

援、募金、検診等境、景観対策等域づくり推進他〔 〕 〕〔 〔


