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 小高坂地区・校区にお住まい大部分の皆様は、小高坂地区各種団体 

連絡協議会を御存知でないと思います。 

 本会は小高坂地区内各種団体の連絡協調を図り、住民の連帯意識を 

高め各団体がその機能を充分に発揮できるよう、努めると共に地域の 

発展に寄与することを目的としています。 

 現在は、かつての「むこう３軒両隣」と言う親密な人間関係が薄れ、「隣は何する人ぞ」の言葉のよ

うに地域コミュニティが崩壊しつつあります。コミュニティの崩壊は地域の活力や安全・安心な暮らし

を脅かす原因となっています。 

 この課題の解決に向けた話し合いの場として、今年７月に高知市より小高坂地区各種団体連絡協議会が

地域内連携協議会の認定を受け、人的及び財政的支援を受けることになりました。 

今後、地域住民のご理解、ご協力等のご支援をいただき、加入１７団体が連携し、創意工夫により地

域の課題の解決に向けて、高知市と協働しながら地域の個性を活かしたまちづくりを目指します。 

地域活動の中心となる加入１７団体の概要、活動内容等を紹介しますので、今後ともご指導、ご鞭撻、

ご協力を宜しくお願い致します。 

 

名  称 目   的 組 織 ・ 構 成 主な活動（事業） 

小高坂地区 

各種団体連絡 

協議会 

小高坂地区内各種団体の

連絡協調を図り、住民の連

帯意識を高め各団体がそ

の機能を充分に発揮でき

るよう、努めると共に地域

の発展に寄与する 

本会の趣旨に賛同する地区内各

種団体をもって組織し、各種団体

から正副会長又はこれに準ずると

認め、選出された者 

委員 36 名 

地域内連携協議会の代

表者会開催 

受賞者祝賀会 

ふるさと小高坂まつり 

（ふるさと小高坂まつり実

行委員会との主催事業） 役員 6 名 

（会長1、副会長2、会計1、監事2） 

小高坂地区 

町内会連合会 

（内部組織：小高

坂防災連合会） 

明るく住み良い町並びに災

害に強い町にするため、各

町内の情報交換等の連絡

を図るとともに、親睦や連携

を深め事業を行う 

町内会・自主防災組織・自治会長 

計 31 名 

防災フェスタ 

各種団体の事業等への

協力・参加 

役員 12名 

（会長 1、副会長 3、会計 1、

監事 2、防災連合会長 1、防災

連合会副会長 3、防災連合会事

務長 1） 

小高坂地区 

社会福祉協議会 

地域住民が健康で文化的

な生活を営むことができるよ

う地域全体の社会福祉を促

進し、明るく豊かな地域社

会をつくる 

社会福祉事業に携わる者（民生委

員 19、児童委員 2）、町内会（13）

及び各種団体の関係者（5）で本会

の趣旨に賛同する者 39 名 

共同募金活動 

敬老会 

長寿者のお祝い 

独居高齢者慰問 

研修会（地域支え合い会

議） 

役員 6名 

（会長 1、副会長 2、会計 1、

監事 2） 
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名  称 目   的 組 織 ・ 構 成 主な活動（事業） 

小高坂地区民生

委員児童委員 

協議会 

高齢者・障害者・子育て世

帯の訪問や見守り、行政や

社会福祉協議会、学校等と

連携・協力した活動、民児

協の一員として地域の福祉

力を高める 

民生委員法の規定による 

厚生労働大臣委嘱 

民生委員 19、主任児童委員 2 名 

計 21 名 

毎月第２火曜日定例会 

地区社会福祉協議会と連

携活動（敬老会、共同募

金、独居高齢者配食慰

問、いきいき百歳体操） 

ふるさと小高坂まつり 

ＰＴＡバザ－ 

高齢者見守り活動 

地域支え合い支援など 

役員 8名 

（会長 1、副会長 2、会計 1、

監事 2、事務局 2） 

小高坂小学校区 

青少年育成 

協議会 

青少年の健全育成 

民生・児童委員、社会福祉㈿、

PTA、保護司、補導員等の関係者

（市長委嘱：推進指導員 6、推進委

員 24、本会長委嘱：指導委員 11） 

計 41 名 

挨拶運動、キャンプ 

親子釣り大会又はカヌ－

教室 

C ﾌﾞﾛｯｸ共同事業 

クリスマス会 

駅伝大会 

ハイキングなど 

役員 8名 

（会長 1、副会長 3、会計 1、

監事 2、事務局 1） 

小高坂体育会 
住民の体育向上と親睦を

図る 

町内会、スポ－ツクラブ・少年団、

賛助会員 

計 42 名 

キャンプ 

ｽﾎﾟ-ﾂﾚｸﾘｪ-ｼｮﾝ祭 

区民運動会 

親子釣り大会又はカヌ－

教室、駅伝大会 

地区対抗駅伝 

ハイキングなど 

役員 7 名 

（会長1、副会長3、監事2、会計1） 

理事 19 名 

小高坂地区地域

安全推進協議会 

地区住民の安全意識を促

進し、住民による自主安全

推進体制の確立と地域ぐ

るみの安全活動を推進し

て犯罪のない地域社会の

実現を図る 

町内・自治会長等、趣旨に賛同す

る事業所、団体、個人等で役員会

が認めた者 

高知中央地区安全協会長より委嘱 

小高坂地区地域安全推進員 34 名 

研修会（５回） 

地域安全推進活動 

（パトロ－ルを毎月実施） 

各団体事業への協力 

（ふるさと小高坂まつり

等） 

役員 11 名 

（会長 1、副会長 3、会計 1、    

監事 2、理事 4 名） 

小高坂小学校 

PTA 

小高坂小学校の教育を振

興し、児童の心身ともに健

やかな成長を図る 

保護者、教職員 353 名 広報「こだかさ」３回発行 

ふるさと小高坂まつり、５

校 PTA、バザ－、救命救

急法講習会、ｻﾆ-ﾏ-ﾄ親

子水泳教室、市Ｐ連スポ

－ツ大会、ベルマ－ク収

集、小高坂教研 

交通安全街頭指導(通年) 

役員 68 名 

執行部 9 名（会長 1、副会長 4、事

務局長 1、会計 1、監査 2） 

学年部 25、広報・文化部 6、体育

部 6、事業部 6、人権・環境部 5、地

域生活指導部 11 



 

名  称 目   的 組 織 ・ 構 成 主な活動（事業） 

高知市消防団 

小高坂分団 

住民の生命、身体及び財

産を水火災、地震等の災

害から守る 

消防組織法第 22 条による 

（特別地方公務員） 

分団員(非常勤消防団員) 28 名 

火災出動、特別警戒 

県消防大会 

市行事５件 (出初式、防

火・防災訓練など) 

分団行事３件 

他団体事業協力５件 

役員 6 名 

（分団長 1、副分団長 1、部長 2、 

班長 2） 

高知市消防団 

小高坂分団 

後援会 

高知市消防団小高坂分団

の活動の支援 

地区地域安全推進員、町内・自治

会長、この会の趣旨に賛同する者 

11 名 高知市消防団小高坂分

団の活動及び各種団体

の事業等への協力・参加 
役員 6 名 

（会長1、副会長3、会計1、監事2） 

小高坂地区 

人権啓発推進 

委員会 

地区住民の人権意識の高

揚を図り、地区住民自らが

みんなの人権を守るまち

づくりを推進する 

本会の目的に賛同する組織からの

代表者及び個人 

推進委員 32 名 

部落差別なくする運動 

映画界（子ども用啓発ア

ニメ） 

学習会（3 回/年） 

人権週間事業 

 記念講演、地域講演、

啓発人権旗設置 

地域啓発事業（ふれあい

入浴体験） など 

役員 10 名 

（委員長 1、副委員長 2、常任委員

4、会計 1、監事 2） 

小高坂校区 

交通安全会議 

校区住民が協力して住

民、高齢者、子ども、身体

障碍者の事故防止に努

め、校区全般の交通安全

を考え、計画立案し実践

することにより安全な町づ

くりを推進する 

本会の目的に賛同する組織からの

代表者及び個人 

22 名 

街頭指導（早朝・夜間） 

  ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ、ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ

着用、自転車 

 県民交通安全の日 

交通安全運動月間 

交通安全教室（保育園、

小中学校） 

ｶ-ﾌﾞﾐﾗ-、点字ﾌﾞﾛｯｸ点検 

役員 8 名 

（顧問 1、会長 1、副会長 3、    

監事 2、会計 1） 

高知県 

交通安全協会 

高知支部 

小高坂分会 

交通の安全に関する事業

を行い、交通秩序の確立

と交通道徳の普及向上に

努め、交通事故の防止に

寄与する 

山ノ端交番管内に居住、又は事

務所を有する（一般社団法人）県

交通安全協会定款第６条第１項に

言う会員を持って組織する 

分会の運営は分会役員が行う 

春・秋の交通安全運動、

夏休み明けの学童・園児

に対する街頭指導 

年末・年始の交通安全キ

ャンペ－ン、夜間の自転

車運転の指導（２回） 

小津・丸の内高等のキャ

ンペ－ンなど 

役員8名 （分会長1、副分会長2、

分会運営委員2、監事2、会計1：兼

務 副分会長） 

 



 

名  称 目   的 組 織 ・ 構 成 主な活動（事業） 

日本赤十字社 

高知県支部高知

地区小高坂分区 

赤十字の理想とする人道

的任務を達成する 

日赤社員及び趣旨に賛同する者 

30 名 社員募集、社費・寄付金

集め 

奉仕活動（救護救援等） 

献血事業協力 

福祉施設慰問（9 箇所） 

研修会参加 など 

役員 8 名 

（分区長 1、奉仕団委員長 1、奉仕

団副委員長 3、会計 1、監事 2） 

高知市 

老人クラブ連合会

小高坂ブロック 

生きがいのある明るい高齢

化、社会づくりと高齢者福

祉の向上を目指す 

地域の高齢者 

第一万年青会、第二万年青会、 

第三万年青会にて構成 

高知市老人クラブ連合会

主催行事に参加 

研修会「丈夫な腸でいき

いき生きる」「腸トレ体操」 

百歳体操 など 
役員 3 名（内 1 兼務） 

（ブロック会長 1、第一、ニ、三万年

青会長 3） 

保護司会 

城北分区 

社会奉仕の精神を持っ

て、犯罪や非行をした人た

ちの改善更生を助けるとと

もに、犯罪や非行の予防

を図り、個人や公共の福祉

に寄与する 

保護司法第１３条、１４条による 

法務大臣委嘱 

保護司 6 名 

広報活動、啓発活動 

更生保護ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布 

社会を明るくする運動 

薬物乱用防止ｷｬﾝﾍﾟ-ﾝ 

挨拶運動（城北中） 

開かれた学校づくり 
役員（分区長 1） 

小高坂会館 

運営委員会 

小高坂会館（高知市中央

老人福祉センタ－含む）の

適正な管理運営及び小高

坂振興会基金に関する管

理等を行う 

小高坂地区各種団体連絡協議会

の加入団体の長、但し複数の団体

の兼務する場合その団体の長が

指名する者及び本会の目的達成

に必要と認めた者 

委員 20 名 

・中央老人福祉センタ－ 

老人福祉施設６講座開設

（茶道、コ－ラス、民踊、

手編み、押し花、華道） 

 

・小高坂会館 

各種団体が会議・会合

等に利用 

役員 7 名 

（会長1、副会長3、監事3、会計1） 

若一王子宮 

氏子総代会 

会員相互の親睦と融和を

はかり、宮司に協力し神社

の維持運営と興隆を期す

る 

氏子総代 52 名 
月次祭（毎月 12 日） 

大祭（春・夏・秋） 

わぬけ祭 

七五三詣祭 

除夜際・大祓式 

歳旦祭（三が日正月祭） 

節分厄除祈祷祭・ 

どんと焼き 

役員 26 名 

(顧問 5、会長 1、副会長 4、      

会計 1、監事 2、評議員 13） 

 


