
平成23年 度第 2回  桔梗が丘自治連合会 議事録

時日
平成 23年 6月 18日 (土)

19:30～ 2 1 20

所場 精梗が丘公民館 大会議室

出 席 者

区 長 自治会長 21名  (別 紙記載)

欠 席 3名 (安藤、草野、矢頭。)

自治連合協議会理事 1名 (廣岡。)

事務局 2名 (山中、松村。)

議決事項

1 議事録署名人

2 自主防災隊組織に関す

る件

大垣副代表幹事が司会を務め会議が始まった。

自治連合協議会規約第46条 第 2項 の規定により、議事録署

名人に松尾政則氏、佐口勝彦氏を指名 し承認された。

大垣副代表幹事から、事項書に記載した決議事項 1「 平成 2

3年度夏まつりの件Jは 協議会の廣岡住民交流部会長の到着を

待つて審議したい。先に 「自主防災隊組織に関する件」につい

て審議をしていただきたいと述べた。

議長から、配付した資料の 「桔梗が丘自治連合協議会自主防

災隊指針(案)及び 「桔梗が丘自治連連合協議会自主防災隊規約

(案)について出席者の意見を求めた。

Q 防災ラジオ及び要援護者支援はどのようになつている力、

A 指針のN0 7に 規定したとおり、名張市から提供され

た名簿と各地域の代表者と民生委員が協力して登録シー トを

希望者に配布して地域毎にまとめることを考えている。

辻森代表幹事から、名張市の要援護者支援制度の進捗状況は

6月初旬で3, 692名 の援護希望者がある。各地域にはこの

名簿が提供されるので、再度民生委員の協力で防災ラジオ配布

の作業を進めていただくことになる。この時、地域の代表者は

民生委員と協力して桔使が丘地区独自の 「登録シー トJを 希望

者に配布し、まとめて頂くことを考えている旨、発言があつた。

Q 要援護者の登録シー トの管Inは自治連合会で管理するの

か。既存のものと重複してくるが。

A 基本的には各地域と協議会事務局で管理する方法を考え



ている。

大垣副1代表幹事から、防災訓練等について地域毎に実施 して

いただくこと、防災グッツを揃えていただくこと等、独自に活

動いただくことは全く問題ないと考えていると、述べた。

Q各 地域でどのような活動をするのか、情報提供はされるの

か 。

A 指針5 協議会が取り組むべさ事項に規定したように、

各地域の活動をサポー トする。

上田区長幹事から、明日、区の防災訓練を行うことになつて

いるが、名張市の危機管理室等がサポー トしてくれる。これ ら

の部門に相談をかけると良い旨、述べた。

大垣冨1代表幹事から、協議会としてこの指針及び規約を策定

し枠組みを作つた上で、災害1寺に備えて具体的な行動が出来る

ように進めて行くことが重要と考えていると、述べた。

Q 常日頃から、各家庭状況が把握されていないと、災害時

等の非常時は取り組みようが無い。

A 民生委員さんがある程度は把握されているが、そのため

に日頃の近所の見守りが大切と考える。

Q 要援護者として登録するのは名張市の防災ラジオを希望

した方、及び協議会の 「登録シー ト」を通しての希望 した方

になると思 うが、これらの方を本当にサポー トできるのか考

えてみる必要があるのではないか。

優先順位をつけることも必要だ。本当に十分なことが出来る

かわからない。 したがつて現段階ではこの指針、規約で対応

できると考える。

A 大変重要なご意見と思 う、今後の参考にさせていただく。

桔梗が丘地区はいずれの地区tぅ高齢化が進み大変な状況であ

り、要援護希望者は何があつても援護してもらえるとの認識

は持つていただけないこと等も伝えていく。

大垣副代表幹事から、細かい文書の訂正はあるが、この方向

で進めていきたいと、述べた。

議長から、桔梗が丘自治連合協議会自主防災隊指針 (案)及び

結梗が匠自治連連合協議会自主防災隊規約(案)について採決 し

たところ、全員挙手し採択された。



3 平成 23年 度結梗が丘

夏まつりに関する件

llt長から、廣岡住民交流部会長が出席されたので、議案 1「 平

成 23年 度桔梗が丘夏まつりに関する件Jに ついてご審議いた

だきたいと、述べた。

自治連合協議会廣岡住民交流部会長から、平成 23年 度桔梗

が丘夏まつりの実施について別添資料にもとづき概ね次のよう

に説IJlがあつた。

桔梗が丘夏まつりは、桔梗が丘商店街で開催するようになつ

て 8回 目となるが、ほぼ例年通りの内容で実施する事とした。

概要は以下のとおり。

1 子どもから大人まで地域住民が参加 し、模擬店や盆踊り

を中心に楽しみ親睦を深める。また、他地域の人々に住

民交流の様子を発信する。

開催日 平成 23年 8月 20日 (土)

III間  16:30～ 21:00

場所  メイン会場として商店街の道路を歩行者天国に。

内容  模擬店、盆踊り、吹奏楽パレー ド、ア トラクシ

ョン、模擬店利用券の各戸配布

・模擬店利用券は、住民に周知を図り利用者増を見込んで1

軒 300円 分配付する事とした。

・本年度も実行委員会を立ち上げ実施する。本部役員及び作

業部会の役割分担案は資料記載のとお り。各地域の自治会

(区)長 並びに評議員の方には施設、警備の面でご協力をお

願いしたい。具体的な内容は別途通知する。

・駐車場は例年通り。シャトルバスの運行は16時 から21

時の間にする。

模擬店を例年より増やしたいと考え、まつり開始後の模擬

店出店者のため、通行車両用の 「通行許可証」を発行する。

・ア トラクション関係は今後まだまだ検討して行くことにな

つている。

ごみ対策、会場警備は例年どおりの体制.快 適環境部会、

生活安全部会の協力をお願いする。

・模擬店の出店者会議を7月 18日 (祝・月)に 開催

・盆踊り練習を7月 31日 (日)、8月 7日 (日)の 2回開催。

例年協賛金の募集について各自治会(区)長さんにはご苦労を

かけて感謝している。
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報告事項

1 名張市地域代表者会議

について

山中事務局長から、夏祭りの協賛金の依頼書を昨年の名簿に

基づき今月20日 に発送する予定をしている。(見本を添付)

各代表者の方には予め名簿を送付させていただいたので、依

頼先には7月 に入つたらお願いにお伺いいただきたいと、述ベ

た。お渡しいただく領収書を配布しているのでご確認いただき

たい。

フリーマーケット・模擬店の出店依頼書を発送した。地域の

皆さんには7月にチラシを回覧する:

高槻健康推進部会長から、施設の設営について本年度は事前

に構成を決め、混乱の無いようにしたい。ご協力いただく体制

は昨年度と同じになるが、本部で応援いただく方の名簿を整理

して、事前に割り振れるようにする。 7月 の自治連合会に於い

て具体的な協力依頼をしたいと考えていると、述べた。

基本的には各地域は評議員を含めて2名 の応援をお願い し

たいと考えている。

模擬店のごみは各店が責任をもつて処理してもらうよう徹

底する。

協議会大垣副会長 (総務委員長)か ら、実行委員会の役割分

担表で、総務部への総務委員会選任の責任者を中村満氏に変更

願いたいと述べ、了承された。

その他、特に意見は無く、議長は採決に移り 「平成 23年 度

桔梗が丘夏まつり開催の件Jは 提案のとおり、全員挙手し採択

された。

議長は、本国の決議事項は以上で終了した。引き続き報告事

項に入ると述べた。

辻森代表幹事から、名張市地域づくり代表者会議について次

の9項 目に亘って報告があった。

(1)2011名 張り納涼花火大会への協力依頼について

名張り納涼花火大会実行委員会から、市内各企業等からの協

賛金の確保が厳しい状況にあるので、市民に幅広く協力を呼び

かけるため、公民館に募金箱の設置と、地区住民に回覧の依頼

があつた。

枯梗が丘地区は募金箱を桔梗が丘公民館に設置、回覧は各地



域の判断にお任せする事としたいと報告があった。

(2)二 重県総合防災訓練への参カロ協力依頼について

名張市長 (担当 :危機管理室)か ら、本年 9月 4日 (日)名

張市を中心に実施される 「二重県総合防災訓練Jに 参加要請が

ある。具体的内容は別添資料を参照いただきたい。

ついては、桔梗が丘地区からは、第一希望を訓練項目の 「N

0 4救 助 救出訓練J、第二希望を 「N0 3初 期消火 ・救出

副練Jと して提出したい.参 加必要人数 20名 は各ブロックか

ら4名 の計 16名 、生活安全部会から4～ 5名お願いする。

N0 7地 域での防災訓練は各地域で検討していただきたい。

(3)名 張市ハザー ドマップの作成について

名張市危機管理室から、平成 15年 度に作成した 「渚張市自

主防災マップJを 平成 23年 度、24年 度において改めて作成

することになった。

ついては、市が指定している避難所以外に、地域において集

会所や公園等を一時避難所、避難地に、指定している箇所を 「名

張市ハザー ドマップJに 掲載希望される場合は、申込書を提出

していただきたい。締切りは7月 の自治連合会とする。

掲載を希望した避難所(地)に防災用品の配備等、避難所の機

能を果せなければ指定する意味が無いとの意見が出された。

(4)災 害時要援護者支援制度の推進について

名張市危機管理室から災害時要援護者支12‐制度の推進につい

て、対象者が本年 2月 1日 時点で3, 692人 (2, 812世

帯)あ るが、5月 末に1, 260人 分を取りまとめた。 6月 中

に各地区の同意者 リス ト作成し、 7月 中旬頃から同意者 リス ト

を配布する予定をしている。防災ラジオの配付は10月 頃にな

る予定。

(5)夏 場での生ごみ資源化試行事業の実施について

名張市長 (担当 :環境対策室)か ら、生ごみ資源化試行事業

推進に牟ドう対策として、夏場での試行を実施することになった。

ついては、試行に協力できる地域を募集することになつた。

詳細については別添資料を参照されたい。参加される地域が

あれば直接市側に申し出ていただきたい。

(6)せ ん定枝粉砕処理車の処理にかかる集積場所の選定につ

いて

名張市生活環境部から、家庭や地域で発生するせん定枝につ



2 事業活動時の 「着用ベ

ス トJ作 成について

3 名張市長 (名張市地域

経営室経由)へ 平成 22年

度事業報告書及び決算報告

書並びに平成 23年 度事業

計画及び事業予算の提出に

ついて

いて、これを燃やすごみに出すことなく二次粉砕機付せん定枝

粉砕処理車によつて粉砕処理が出来る事となった。詳細につい

ては別添資料を参照されたい。

ついては、希望する地区は事務担当室に連絡いただきたい。

個人単位でなく、地域単位でまとめることになる。

(7)夏 場の省エネルギー 節電対策について (依頼)

名張市長から、夏場の省エネルギー 節電対策について、今

夏は特に電力不足が懸念されている。ついては、名張市も市民

及び事業者の協力のもと、全市を挙げて取り組んでいくことに

なった。各地域に対する取組みの協力依頼があつた。詳細につ

いては男J添資料を参照されたい。

(8)平 成 23年 度コミュニティ助成事業について

本年度のコミュニティ助成事業に応募された地区が26区 あ

つた。桔梗が丘地区では桔梗が丘西が承認された。

(9)市 広報を活用した地域づくりのPR

名張市地域経営室から、平成 23年 度の名張市広報に地域づ

くり組織の特集記事が掲載されることになり、この記事の作成

は協議会広報委員会が担当。

大垣副代表幹事から、事業活動時の 「着用ベス ト」作成につ

いて、4月 16日 開催の第 1回 自治連合会で提案され、その後

定時総会、理事会に於いて承認されたが、本日その見本品を展

示している (現品を提示、オールメッシュ地、オレンジ色のベ

ス ト、背中の部分に “ほっとまち桔梗が丘"「 桔梗が丘自治連

合会Jと プリント)も のを400着 発注すると、報告があった.

引き続きプリントの色について意見を求めたところ黒色が多

数を占め、決定した。

山中事務局長から、名張市長 (名張市地域経営室経山)へ 平

成 22年 度事業報告書及び決算報告書並びに平成 23年 度事業

計画及び事業予算の提出を行つた旨、別添資料Hこもとづき報告

があつた。

各報告書の内容は自治連合会、理事会、平成 23年 度定時総

会での承認されたものである旨、述べた。

尚、平成 23年 度の交付金 10, 285, 200円 (基本額、

コミュニティ活動費、特別交付金)は 交付され、 6月 20日 以



4 名張教育委員会へ平成

22年 度公民館事業報告書

及び決算報告書並びに平成

23年 度事業計画及び事業

予算の提出

5 平成 23年 度の公民館

運営審議会委員の委嘱につ

いコ〔

降に事務所でお渡しすると、合わせて報告があつた。

山中事務局長から、名張教育委員会へ平成 22年 度公民館事

業報告書及び決算報告書並びに平成 23年 度事業計画及び事業

予算の提出を行った旨、男J添資料にもとづき報告があった。

各報告書の内容は公民館長から、自治連合会、理事会、平成

23年 度定時総会で報告し、承認されたものであることが合わ

せて報告された。

山中事務局長から、公民館管理運営規程第 13条 に基づき平

成 23年 度の公民館運営審議会委員に次の方を委嘱した旨、報

告があった。

辻森保蔵氏、大垣孝彦氏、梅本久子氏、人隅了子氏、森永憲

二氏、山中晃氏の以上6氏

大垣副代表幹事から、昨秋、名張市が実施した生ごみ資源化

試行事業の検証とアンケー ト結果がまとまり配付されたので参

考にしていただきたいと述べた。

桔梗が丘体操会の小坂世話人 (3番町区長)か ら、本年度も

毎早朝、桔梗が丘小学校で体操会を実施している。夏休みを前

にして7月の広報でチラシを地区回覧させていただくのでご協

力をお願いしたいと述べた。

大垣副代表幹事から、最近桔梗が丘地区では冬用スタッドレス

タイヤの盗難が多発している。充分注意されたいと、述べた。

6 その他

以上で議事は終了した。

議   長

議事録署名人

議事録署名人

次回開催予定 平成 23年 7月 16日 (土)19時 30分

桔梗が丘公民館 大会議室


