
 

 

 

 
 
 
 

 

平成 26 年２月 27 日（木）午後７時から、いきい

き文化センター３階にて、平成 25 年度ふるさとリー

サム地区まちづくり協議会総会を開催しました。 

当日は会員 183 名のうち、31 名の方が出席、85

名の方が書面決議の提出により、第１号議案から第４

号議案までのすべての議案が承認されました。 

 

議案内容と承認数                                
 

議案第１号  平成 25 年度活動内容報告 出席者賛成 17 名、書面決議賛成 85 名、計 102 名 

議案第２号 平成 26 度年活動計画（案） 出席者賛成 18 名、書面決議賛成 85 名、計 103 名 

議案第３号 役員の選任 出席者賛成 18 名、書面決議賛成 84 名、計 102 名 

議案第４号 規約の改正 出席者賛成 21 名、書面決議賛成 84 名、計 105 名 

 

平成 25 年度活動内容報告                            

【まちづくり協議会役員会の開催】 

開催日 会議名 内 容 

４月 16 日 第１回役員会 
前回の役員会の報告、平成 25 年度活動計画の内容確認、

まちづくり整備計画（案）の報告、要望書に対する回答 

７月２日 第２回役員会 
第１回役員会の報告、地籍調査の勉強会・今後のスケジュ

ール、まちづくりだよりの内容確認 

９月３日 第３回役員会 
第２回役員会の報告、地籍調査説明会の報告、第１回まち

づくり活動説明会の報告、地籍調査の今後のスケジュール 

11 月 26 日 第４回役員会 

第３回役員会の報告、地籍調査説明会の報告、第２回まち

づくり活動説明会の報告、地籍調査の進捗状況と今後のス

ケジュール 

１月 28 日 第５回役員会 
第４回役員会の報告、平成 25 年度総会の議決事項等の検

討 

ふるさとリーサム地区 
まちづくりだより 

発行：ふるさとリーサム地区まちづくりを考える会 

   ふるさとリーサム地区まちづくり協議会 

地区名称の由来…子や孫が帰ってきたくなる活気のあるまちづくりを進めることから名づけられました。リーサムの「リ」は英語で戻る・
帰るという意味の「リターン」を、「サム」は小路北町（Ｓ）・打上新町（Ｕ）・明和（Ｍ）の頭文字を指します。 

第８号（平成 26 年４月１日発行） 

平成 25 年度ふるさとリーサム地区まちづくり協議会総会を開催しました 

総会時の様子 



【まちづくり活動説明会の開催】 

 ふるさとリーサム地区のまちづくりの内容を知ってもらうため、ふるさとリーサム地区に

お住まいの方々を対象としたまちづくり活動説明会を計２回開催しました。 

開催日 説明会名 内 容 

７月 30 日 
第１回まちづくり 

活動説明会 
ふるさとリーサム地区のまちづくりの活動内容につ

いて（会の発足、まちづくり整備計画（案）の内容、

要望書の内容、地籍調査等についての説明） 10 月１日 
第２回まちづくり 

活動説明会 

 
 

【まちづくりだよりの発行】 

 まちづくり協議会の活動内容をお知らせするため、ふるさとリ

ーサム地区まちづくりだより第４号を４月１日に、第５号を７月

15 日に、第６号を 9 月 15 日に、第７号を１月 15 日に、計４

回発行しました。 

 
 

【地籍調査の実施（寝屋川市）】 

寝屋川市による明和北ブロックの地籍調査（境界確認～地籍測量（面積測量））が実施され

ました。また、土地所有者を対象に、寝屋川市による地籍調査の説明会が２回行われました。 

開催日 説明会名 内 容 

７月 30 日 
明和北ブロック 

地籍調査説明会 

地籍調査の概要、明和北ブロックのスケジュール、

Ｑ＆Ａ、地籍調査推進委員の紹介等 

10 月１日 
明和南・小路北町ブロック 

地籍調査説明会 

地籍調査の概要、明和南・小路北町ブロックのスケ

ジュール等 

 

 

■平成 26 年度活動計画                             
 

月 開催内容 

４月 第１回役員会（平成 26 年度活動計画）・だより第８号発行 

６月 
第２回役員会（地籍調査スケジュール報告）・だより第９号発行・明和南ブロック

地籍調査説明会（市主催） 

９月 
第３回役員会（地籍調査スケジュール報告）・明和南ブロック地籍調査現地調査（市

主催） 

１月 だより第 10 号発行 

２月 
第４回役員会（平成 26 年度活動内容報告、平成 27 年度の活動計画（案））・平

成 26 年度総会 

※この活動内容は予定であり、変更することがあります。 



ふるさとリーサム地区まちづくり協議会役員の選任                 

議案第３号にて下記の方々が役員として再任されました。今後とも、ふるさとリーサム地

区のまちづくりに取り組んで参りますので、会員皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

会長 木邨 忠保 理事 北田 信也 理事 西田 浩司 

副会長 木邨 博視 理事 松岡 安博 理事 松岡 哲夫 

副会長 西本 一秀 理事 飛山 敏博 理事 山口 芳泰 

副会長 北井 勇 理事 木村 敏明 （敬称略） 

 

協議会会長 挨拶 

陽春の候、皆様方には、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、私儀、まちづくり協議会の総会において、引き続き会長として務めさせていただく

こととなりました。今後とも、理事はじめ会員の皆様方のご協力により、ふるさとリーサム

地区のまちづくりの発展のため、微力ではございますが専心努力して参りたく存じますので、

ご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

■規約の改正                                  

 協議会の事務局を東部自治会館に置いていましたが、施設の老朽化により耐震性に問題が

あるなどの経過により、明和自治会館へ変更しました。（平成 26 年２月 27 日改正） 

※ 規約は、寝屋川市のホームページに掲載しています。 

 

■総会における質問・意見                            

総会において、以下のような質疑がありました。（一部のみ掲載しています） 

・道路は寄付であることが前提なのか。 

・補償の問題について、現在どうなっているのか。移転費等は補償するべきである。 

・まちづくりについては、役員会だけでなく、総会にて皆で協議してほしい。 

・６ｍ道路を４ｍ道路の計画にしてほしい。 

・役員選出にあたっては、まちづくりの内容を周知したうえで広く公募するべきである。 

・借地人、借家人も参加させるべきである。 

・役を持つのは辛いことである。子孫に悪い評価を後々残さないよう、まちづくりを頑張

っていただきたい。 

・事前承認や委任について、仕事などで参加できないこともあるので、意見表明をできる

という点ではありがたい。



 

 寝屋川市からのお知らせです。 

 第二京阪道路のトンネル上部を活用して整備した新たな施設がオープンします！ 

寝屋川市自転車の駅（平成 26 年４月６日開設） 

 自転車の安全利用に関する講習会を行う他、交通ル

ールやマナーを学ぶことができる、自転車シミュレー

タ、又、変わり種自転車等（有料）もありますので、

ぜひご利用下さい。 

みどりの丘さくら公園（平成 26 年４月１日開設）    

 隣接する自転車の駅とあわせ外周には桜を植栽し、広場

には遊具や休憩所を設けています。地域の新たな交流の場

として開放的な空間を楽しんで下さい。 

【公園の開園時間】 

■ 2/15～9/30 ８：００～１８：００まで 

■ 10/1～2/14 ８：００～１７：００まで 

 なお、「ふじのき公園」については、平成 26 年３月１日に廃止しました。 

※ 平成 26 年４月６日（日）に自転車の駅のオープニングイベントを行います。詳しくは

広報ねやがわ 4 月１日号をご覧下さい。 

 

 

平成 25 年度ふるさとリーサム地区まちづくり協議会総会が開催されました。

会員の皆様には、お忙しい中ご出席いただき、ありがとうございました。おか

げさまで、全ての議案が承認されました。総会での質問や意見を十分に生かし 

て、まちづくり活動を進めていきます。 

年度も変わり、協議会が発足してから２年目を迎えようとしています。また、市において

明和北ブロックに引き続き、今年度は明和南ブロックの地籍調査も実施されます。今後もよ

り良いまちづくりに向けて進めてまいりたいと思いますので、皆様のご理解・ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

寝屋川市まち政策部まちづくり事業推進室 

 ・電 話：072－824－1181（代表） 

 ・F A X：072－825－2618 

 ・Ema i l ：machi-sui@city.neyagawa.osaka.jp 

 寝屋川市のホームページにもまちづくりだよりを掲載しています。 

 

【まちづくりだよりの問い合わせ先について】 

お し ら

編 集 

後 記 


