
 

平成２３年１２月８日(木)平成２３年１２月８日(木)

富田 弘 幹事
（志茂４丁目町会役員）

富田 弘 幹事
（志茂４丁目町会役員）

志茂まちづくり協議会（第28回）を開催します！志茂まちづくり協議会（第28回）を開催します！

公園名称アンケートへのご協力ありがとうございました
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会員の皆さん、公園ご近所の皆さん是非ご参加下さい。会員の皆さん、公園ご近所の皆さん是非ご参加下さい。

役員が改選されました、新しい役員の方々を紹介します

志茂まちづくり協議会第３回総会で

〈志茂まちづくり協議会 新しい役員構成〉

（志茂まちづくり協議会が区へ提案する）（志茂まちづくり協議会が区へ提案する）

(仮称)志茂３丁目公園名称を決める！(仮称)志茂３丁目公園名称を決める！

日時：１２月８日(木)午後６時３０分から８時頃まで
場所：志茂東ふれあい館２階Ａ･Ｂホール（志茂4-44-1）

１４７票お答えを頂きました

アンケート対象 回収方法 回収票数 回収割合 

・志茂まちづくり協議会会員の方 

・志茂ワークショップ参加者の方 

・志茂３丁目自治会役員等の方 

・（仮）志茂３丁目公園周辺住民の方 

郵便葉書に 

よる回収 
95 

約 65% 

（2／3） 

・各町会掲示板を観て投票した方 

・志茂子ども交流館を利用している方 

志茂子ども交流

館投票函からの

回収 

52 
約 35% 

（1／3） 

合計 ― 147 100% 

　８月２６日（金）開催の、志茂まち

づくり協議会第３回総会において、協

議会の承認により、新しい役員が選出

されました。

　山田会長をはじめ、相談役２名、副

会長３名、幹事９名が再任され、新た

に副会長１名、幹事１名が新任されま

した。

　この度、副会長を退任されました、

亀谷さんには永らくの間、本当に有難

うございました。

　また、再任、新たに選出された役員

の皆さんには、これからもどうぞよろ

しくお願いします。

冨田 英雄 副会長
（志茂４丁目町会会長）

冨田 英雄 副会長
（志茂４丁目町会会長）

新しい役員の方々のご紹介新しい役員の方々のご紹介

●アンケート回収票

アンケート結果は裏面をご覧下さい

役職 氏 名 住 所 備 考 

会長 山田 寅一 志茂３丁目 再任 

相談役 斉藤 邦彦 志茂２丁目 再任 

 高橋 弘進 志茂１丁目 再任 

副会長 村上 鉄二 志茂３丁目 再任 

 冨田 英雄 志茂４丁目 新任 

 木田 和明 志茂５丁目 再任 

 田中 義正 志茂４丁目 再任 

幹事 飯野 勇 志茂３丁目 再任 

 岸江 美夫 志茂３丁目 再任 

 福田 延子 志茂３丁目 再任 

 新井 和雄 志茂４丁目 再任 

 富田 好明 志茂４丁目 再任 

 藤森 永喜 志茂４丁目 再任 

 富田 弘 志茂４丁目 新任 

 小林 信一郎 志茂５丁目 再任 

 斉藤 澄男 志茂５丁目 再任 

 酒井 克昌 志茂５丁目 再任 

９月１０日(土)なでしこ小学校で防災訓練が実施されました。

今年は、なでしこ小学校の児童も参加し、町会の方々と共に各種の訓練に参加しました。

ポンプ車による放水訓練

消火器による消火訓練

バケツリレーによる
消火訓練

起振車による地震体験

ポンプ車による放水訓練

消火器による消火訓練

バケツリレーによる
消火訓練

起振車による地震体験



「志茂三丁目小柳川公園」の投票数が

「志茂三丁目みどりの公園」を若干上回る結果となりました。

「志茂三丁目小柳川公園」の投票数が

「志茂三丁目みどりの公園」を若干上回る結果となりました。

志茂３丁目にお住まいの方も
「志茂三丁目小柳川公園」を推す方が若干多いようです。

志茂３丁目にお住まいの方も
「志茂三丁目小柳川公園」を推す方が若干多いようです。

●総合集計結果 ●その他を除いた集計結果

・「志茂三丁目小柳川公園」が約5割弱

で得票率第１位。

・「志茂三丁目小柳川公園」が約55

％、「志茂三丁目みどりの公園」

が約45％。

志茂三丁目
小柳川公園

 54.9%

志茂三丁目
みどりの公園

 45.1%

その他
17.0%

志茂三丁目
みどりの公園

37.4%

志茂三丁目
小柳川公園

45.6%

25票

67票

55票

●総合集計結果
公園名称（案） 票数 割合（％） 

志茂三丁目みどりの公園 55 37.4 

志茂三丁目小柳川公園 67 45.6 

小計 122 83.0 

その他 25 17.0 

合計 147 100.0 

お年寄りの方に「志茂三丁目小柳川公園」を推す方が多いようです。お年寄りの方に「志茂三丁目小柳川公園」を推す方が多いようです。

●年代別集計結果

・「志茂三丁目みどりの公園」は各年代共平均した得票率。

・「志茂三丁目小柳川公園」は特に65歳以上の年代の得票率が高い。

●地域別集計結果

・志茂３丁目在住者の投票数が56票／122票と全体の5割弱を占める。

・「志茂三丁目小柳川公園」の志茂３丁目在住者得票数が31票と「志茂

三丁目みどりの公園」の志茂３丁目在住者得票数25票を上回る。

●新たに提案された公園名称

公園名称 住所 性別 年齢 公園名称 住所 性別 年齢

志茂三丁目緑化公園 志茂３ 男 12 みどりの公園 志茂５ 男 79

志茂三丁目小柳公園 志茂４ 女 76 みどりの公園 志茂２ 女 11

志茂三丁目なでしこ公園 志茂３ 女 70 みどりのこうえん 志茂３ 男 3

志茂３丁目なでしこ公園 志茂３ 男 63 グリーン公園 志茂１ 女 9

志茂三丁目仲よし公園 志茂５ 男 60 グリーン公園 志茂２ 女 9

志茂三丁目ふれあい公園 志茂３ 女 53 みどりいっぱい公園 志茂２ 女 11

志茂三丁目みどりの広場公園 志茂３ 女 12 みどりのいこいの場 志茂１ 男 10

志茂三丁目さくら公園 志茂３ 女 8 なでしこジャパ公園 志茂４ 男 12

志茂三丁目大楽公園 志茂５ 男 77 RanRan公園 志茂5 男 12

志茂三丁目広場 志茂２ 男 12 ぼくこうえん 志茂４ 男 4

志茂３丁目広場 志茂２ 女 8 広広公園 志茂４ ― 62

志茂３丁目ヒマラヤスギ公園 志茂３ 女 48 広いよね公園 志茂３ 女 12

しもさんちょうめ公園 志茂３ 男 12 楽しかった公園 志茂３ 女 13

志茂三小柳川公園 志茂３ 男 71 んがんがの場 志茂２ ― 72

シモサングリーンパーク 志茂３ 男 75 川のながれ 志茂２ 男 100

志茂小柳川みどりの公園 志茂３ 女 8 アイルー村 志茂２ 女 9

志茂いこいの公園 志茂以外 女 ― 赤羽公園 志茂４ 女 9

志茂さくら公園 志茂２ 女 45 公園 志茂３ ― 20

みどりの三丁目公園 志茂２ 男 9

小柳川公園 志茂４ 男 58

新しい公園名称 色々な年代層から３６名称の提案を頂きました。新しい公園名称 色々な年代層から３６名称の提案を頂きました。


