
平成23年 度第 8回  桔梗が丘自治連合会 議事録

日 時
平成 24年 2月 18日 (上)

19:30～ 20 30

場 所 桔梗が丘公民館 大会議室

出 席 者

X 長 自治会(区)長 21名  l rJ」紙記載)

欠 席 3名 (小幡、山村、矢頭。)

事務局 2名 (山中、松ll。)

議事

1 決議事項

議事録署名人

2 報告事項

(1)名 張市地域づくり代

表者会議について

大垣副代表幹事が司会を務め会議が始まった。

辻森代表幹事の開会の挨拶の要旨。

今月は年度末が近くなり、又来年度の役員選出等で何かと

多 tの ことと思うがよろしくお願いする
`

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

名人に小坂雄宏氏、石崎潮氏を選任し承認された。

議長から、本国の議事は報告事項が1件及びその他事項4件

である旨を述べた。

辻森代表幹事から、 1月 30日 (月)に 開催された名張市地

域づくり代表者会.iについて、別添資料に_‐き次の4項 日につ

いて報告があった。

①平成 24年 度ゆめづくり交付金について

平成 24年 度の 「ゆめづくり交付金JIま資料に記載されている

ように、昨年度と同様の計算方式で算出された。科目は 「基本

額AJ、 「力Π算額 (コミュニティ活動費B)J、 「事務局経費CJ、

に24年 度から 「人件費DJが カロ算された。交付金の総額は前

年対比 3, 200円 増となつている (除く 「人件費D」)。

各自治会 (区)へ の交付金の内訳は判明しだい通知します。

② 「名張市洪水 上l1/災害ハザードマップ(案)Jの確認につい

て

名張市危機管理室が 「名張市洪水 土砂災害ハザー ドマ ップJ

を作成す るにあた り、昨年 11月 に募集 した地域が定める一時



避難場所の確認の依頼があつた。当地区は次の 5筒 所 「桔梗が

丘幼稚同 (1番 ¬T)J、「桔梗が丘 9号公園[三角公園](2番 町)J、

「桔梗が丘 3番 町自治会集会所 (3番 Fr)J、「桔梗が丘 6号公園

(4番 町)J、晴 梗が丘 18号 公■ (8番 町)」となっている。

名張市指定避難所 避難地としては地域内の 3小 学校、桔梗

が丘中学校、桔梗丘高校、 2公 民館及び子ども支援センターか

がやきの8箇 所が指定されている。

・地域の一時避難場所の最終の希望筒所を追力「募集するので、

該当のところは締切 日 (2月 23日 (木))ま でに申し出てくだ

さい.

マップのタイ トル (洪水 土砂災害)に ついて危機管理室と

ll」議 したが市側の意向を受け入れた。地震災害に備えたハザー

ドマップは号1途考慮されることになつている。

この避難場所はあくまでも 時的なt,のと捉えられているこ

とをご理解いただきたい。以上 4点 の報告があった。

事務局から、名張市危機管理室から防災倉庫が、桔梗が丘公民

館、南公民館に設置されたと報告があつた。

③二重県 ドクターヘ リの運行開始について

「名張市広報や新聞等で報道されたので、ご存知の方が多いと

思うが、この度二重県 ドクターヘ リの運航が開始された。」と述

べた,運 航の詳細については別添資料に基き報告があつた。

④地域ビジョン冊子の各戸配布及び 「地域ビジョン/t表会Jヘ

の参加について

地域ビジョンの冊子が今月末に完成する。このビジョン冊子は

3月に各戸配布する予定をしているのでご協力お願いする。

(表 裏表紙のカラー刷り而を回覧した。)

引き続き、辻森代表幹事から、「名張市から、次年度の地域環

境推進委員の選任依頼があると思う.報 償費等の詳細は検討中

との事ですJと 述べた。

く関連事項>

出席若から、「個人的に街路樹等の落ち葉を集め、ボランティ

ア袋でごみステーションに出す際、その個数を制限するのは納

得出来ないJ、「新しいごみ袋は強度に問題がある (破損しやす

い)J等 の意見が住民から出ていると報告があった。



これに対 しては、改善を市側に申し出ているが、更に強力に改

善要求をしていくことが了承された。

辻森代表幹事から、名張市社会福祉協議会から、評議員の選出

の依頼があり、当協議会は健康推進部会長の高槻部会長にお願

いしたいと考えていると報告があった。

辻森代表幹事から、④地域 ビジョン冊子の各戸配布及び 「地域

ビジョン発表会」について追加報告が次のようにあつた。

「3月 3日 (土)名張市防災センターで 「地域ビジョンJの 発表

会が開催される。これは名張市内 15地 区全ての地域づくり組

織が参加 して開催 される。名張市長以下多くの方の傍聴が予定

されてお り、盛大に開催 される模様なので、是非多くの方の参

加をお願いしたい。尚、参加の際は1方犯ベス トを着用 していた

だきたい。Jと 述べた。

3 その他

(1)桔 梗が丘公民館 南 1 大垣副代表幹事から、「先日の回覧で添付資料のように桔梗が

公民館長の推薦につ 1丘公民館長 ・南公民館長の公募を行つた。皆さんの中で推薦 さ

いて       |れ る方があればお申 し出いただきたい」と述べた。

関連事項として 「公民館職員Jの 次年度の継続雇用が決定 (1

名退職)し た旨の報告があった。

(2)平 成 24年 度 自治連 1 山中事務局長から、平成 24年 度自治連合会業務に関する書類

合会業務に関する書 |の提出の依頼が次のようにあった。

類の提出について 1 配付された書類は次のとおり。

1    8首褻「造襲層曇富電:ス量
化対応について

「この内、①、②は3月 31日 (土)までにご提出下さい。③～

⑥は4月 21日 (土)ま でに提出いただきたいJと 述べた。

尚、再任の自治会 (区)長は届出書を提出する必要はない。



(3)平 成 23年 度共同募

金配分金の交付につ

|｀ て

(4)そ の他

名張市からの依頼がされる地域環境推進員等各種委員の選任

について、一度市側で整理をしてもらうよう要請することにな

った。

松村事務局次長から、「名張市社会福祉協議会から、平成 23

年度共同募金配分金の交付があつたので各自治会 (区)長 にお

渡しするのでお受け取り頂きたい」と述べた。

議長から、以下の4項 目について出席者に要請があり、了承さ

れた。

① 平成 24年 度自治会長 区長の交代の確認と、それに伴う

選任届は3月 31日 までに事務局に提出。

② 各プロックはブロック代表 (幹事)の 選任をする。

③ ブロック代表の任期を協議会規約に合わせて 2年 にする

よう配慮をする。

④ 次回の定例自治連合会は桔梗が丘公民館が臨時休館のた

め、南公民館で開催する。

出席者から、定例自治連合会の開始同時、時間について変更出

来ないか質問があり検討の結果、当面は現行どおり開催 開始

することになつた。

事務局から、以下の2項 目の書類の提出依頼があつた。

① 子どもを守る家のタペス トリー掲出家庭のリス ト.

② 災害時要援護者支援登録シー ト.

尚、②は3月 末までの提出になつていることが確認された。

以上で議事は終了した。

謗録署名人`)'みた広場
議事録署名人

次回開催予定 平成 24年 3月 17日 (土)19時 30分

桔梗が丘南公民館 大会議室

(桔梗が丘公民館臨時休館のため南公民館で開催。)


