
桔梗が丘 自治連合協議会

平成24年度 第 1回 理 事 会 議 事 録

場   所 桔梗が丘公民館 ・202号 室

日 時
平成 24年 5月 26日 (土)

9:30^‐ 10 5 0

出 席 者

出席者 ・辻森、大垣、

吉野、梅本、

欠席者 カロ納。

上日、河合、武仲、

中村、山中、松村、

東、阪本、野邊、高槻、廣岡、14原、

日合監事、福森監事、森日地域担当監

議事

決議事項

1 議事録署名人

2 桔梗が丘夏まつ

り開催に関する件

大垣副1会長 (総務委員長)が 司会を務め会議が始まった。

辻森会長の開会挨拶の要旨。

平成 24年 度定時総会が無事終了した。皆さんのご協力に感謝します

新しい部会員を迎えて、新しい体制で各部会活動に取組んでいただくが、運営

上の課題については協議会全体の問題として対応したいと考えている。

最近、我々の地域でも様々な事件 事故があるが、こうした状況について民児

協、自治連合会の定例会で名張警察署桔梗が丘交番所長から説明を頂く予定をし

ている。

引き続き辻森会長が議長となり審議が始まった。

本会議の議事録署名人に河合進氏、武仲元男氏の2氏 を指名することに決した。

廣樹住民交流部会長から、平成 24年 度桔梗が丘夏まつりの実施要領が、別添

資料に基き概ね次のように説明があつた。

「5月 18日 (金)に 第 1回 日の部会を,H催し、本年度の夏まつりの概要を決

めた。桔梗が丘商店街で開催するのは今年で9回 目となる。Jと 述べた。

1  日的 :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、住民相互の親睦を深める。又、他地域の人々に住民交流の様子

を発信する。

2  日時 :平成 24年 8月 18日 (土)16時 30分 ～21時 (通行止めは

1 511100`〉 ‐22'寺 )

3  実施場所 :精梗が丘商店街前の道路を歩行者大国にして開催.

4  内容 :模擬店 フリーマーケット、盆踊り、パレー ド、ア トラクション.

5  模擬店利用券(1軒 300円 )

「以上のとおり、ほぼ前年と同じ内容ですが、今年度から本部席を駅寄りに移

動し全体を広くしたい。例年通り手作り模擬店を基本とし、盆踊り、桔梗丘高校

吹奏楽部のパレー ド、そしてア トラクションには新しく桔梗が丘中学校音楽部の

演奏を予定している。模擬店利用券は300円 券で 1500軒 分を見込んでいま
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まつりの運営については、実行委員会を立ち上げ、辻森実行委員長以下、資料
に記載のような構成としました。役割分担については、別表を参照してくださ

い。今年は総務部の責任者に梅本地域福祉部会長をお願いしたい。その他は昨

年どおりの方に引き続きお願いします。

予想来場者数は約 10, OoO人 を予想している。

そのほか、来場者対策はほぼ例年通りですが、警備対策は今年から警備会社に

依頼することにして費用を予算を計上した。ごみ対策、 トイレ対策、会場案内、

苦情対策は例年通りの体制で臨みます。

模擬店の出店は昨年どおり30店 舗、フリーマーケットは lo店 舗を予定して

いる。模擬店利用券は先程の説明どおり、1軒 につき300円 の利用引換券を配

付する。方法は告知チラシ (各戸配布)に 引換券を印刷し、当日引き換えてもら

う。

今後の進め方は資料に記載の通り、本日、開催内容について承認いただいた後、

住民交流部会を中心に計画をすすめる。次回の自治連合会、理事会で予算案につ

いて報告をしたいと考えている」と述べた。

吉野生活安全部会長から、「まつりの警備担当者の配置について、例年地区の方

にお願いしてきたが、まつりを充分楽しめない、他の役割を兼ねる等負担が大き
い為、今年から警備員を2名増員 (桔小、桔中にそれぞれ 1名ずつ)し て 12名

としたいと考えている。まつりの費用の負担増となりますが、ょろしくご審議願
いたいJと 述べた。(別添見積書提出)

引き続き議長は出席者の意見を求めた。

Q:ま つりの実施の可否 (中止が実施か)の 広報の方法はどのようにするの力、
A:決定は前日の 18時 30分 に決める.公 用車にスピーカーを搭載し広報をす

る。

Q:昨年の反省から、本部の傍に救護所兼休憩所のような場所を設けることはで

きないか。

A:本 部席が移るので、米商 京屋さんの空き店舗や、ナカイフー ドの一部を休

憩所等にしたいと考えている。

Q:高 齢者の方のために是非設けて頂きたい。

A:是 非その方向で考えている。テントが都合できればよいが。
(テントについては各自治会 区から借用出来ることが確認された。)

施設担当の高槻理事から、会場の設営について、昨年通り各自治会長 区長及
びnT議員の協力をお願いする事及び、椅子、机の管理を効率的にできるよう工夫
をする旨を述べた。

警備担当の吉野理事から、「会場内の警備は昨年に引き続き消防日にお願いする

予定をしている。救護所に救急箱、タンカ、A E D、 発電機等を用意してい

ただきたいと述べた。」

Q:照明を工夫すること(増やして明るくする)、模擬店の配置もバランスよくし



て頂きたい。

A:発 電機数台が用意できそうなので利用する。

その他、意見交換の後、まつり当日、実施か否に関わらず地域内を広報するこ

とにし、スピーカーの装備をレンタルすることに決まった。

警備については、警備会社に 12名 の派遣を要請する事も異議なく承認された。

廣岡住民交流部会長から、「来年は10回 の節日の年になるので、記念事業的な

ものになるよう検討したい。皆さんのご意見を頂きたいと考えているのでよろし

くおねがいしたい。Jと 述べた。

会場の案内図を掲出する。配布用のチラシを作成することを検討していくこ

とになつた。

・6月 開催の定例自治連合会で協賛金の募集依頼を各自治会(区)長に依頼する

事も了承された。

報告事項

1名 張市地域部へ平 1 山中事務局長から、平成24年 度定時総会で承認された、「平成 23年 度事業実

成 23年 度事業実 1績報告書J及 び 「決算報告書J並 びに 「平成 24年 度ゆめづくり地域交付金申請

績報告書及び決算 1書及び計画書」を名張市地域部へ提出した旨報告があつた.

報告書並びに平成 |  そ提出した書類の写しの配付があった。)

24年 度 ゆめづ く | ゆめづくり交付金の内、コミュニティ活動費の各自治会 区への配布は6月 末

り地域交付金 申請 |ごろになる旨、報告があった。

書及び計画書の提

出について

2名 張市教育委員会 1 山中事務局長から、桔梗が丘公民館 南公民館の 「平成 23年 度管理運営業務

が丘公民館・南 1事業報告書J並 びに 「平成 24年 度管理運営業務事業計画書」を名張市教育委員

民館の平成 23年 1会へ提出した旨報告があった。

管理運営業務事業 | (提 出した書類の写しの配付があつた。)

告書並びに平成 21 梅本地域福祉部会長から、平成 24年 度事業計画に 「赤ちゃんなかよし広場」

4年 度管理運営業務 1事業を追加記入して報告いただきたいと述べ、了承された。

業計画書の提出に

いて

3 委員会 部会報 | く総務委員会>

告         1 大垣副l会長 (総務委員長)か ら、「6月 初めに定例委員会を開催して、本年度の

講演会と視察事業の詳細を決定したいと考えている。一方、地域ビジョンの推進

プロジェクトの進捗に伴い、各種の視察や出張の機会があると思われるので、「自

治連合協議会旅費規程」を制定したいと考えている。規程案を策定し、自治連合

会及び理事会に諮 らせていただく。Jと 述べた。



く企画運営委員会>

阪本企画運営委員長から、毎週日曜日に会議を開催 し、地域ビジョンに関連 し

た推進プロジェク トの検討を進めている。

現在、 7つ のプロジェク トの内6月 末までには 「拡大版あそびっくすJに つい

て何 らかの提案をさせて頂きたいと考えている旨、報告があった.

く広報委員会>

野邊広報委員長から、「先日の総会で広報担当を承認されたが、先行きが大変な

事であることは充分自覚しているが、頑張つて取り組んでいきたい.」と述べた。

報告は、男1添資料に基づき概ね次のような内容であった。

(1)き きょう通信の発行は6月 中旬の発行になる事を了解頂きたい。その編

集内容は定時総会について、 2面 は地域の活動状況として、協議会に対する防災

に関する宝くじ助成の決定したこと、関連する地域の防災に関する考え方を掲載

したい。福祉だよりでは、桔梗が丘地区3小学校の放課後の児童保育について取

り上げたい。(ボランティアで活動されている、内容を紹介する。)

(2)ホ ームページについては、最近のアクセス状況は資料記載の通りですが、

徐々に増カロしている。今後は地域の情報を発信できるようにしていきたい。

く健康推進部会>

高槻健康推進部会長からは特に報告はなかった。

く住民交流部会>

廣岡住民交流部会長からは、夏まつりの実施について議決されたので、その他

の報告は無かった。

く教育文化部会>

竹原教育文化部会長から、別途資料に基づき概ね次のような報告があった。

「5月 17日 定例部会を開催 した。その後地域内の学校訪間を行い一年間の行

事に対する協力をお願いした。

桔"ず セミナーを開始する。料理、手芸、科学、囲碁、ソーラン ・太鼓の教室

を開講することに決定したJと 述べた。

く生活安全部会>

吉野生活安全部会長から、部会活動について別添資料に基づき概ね次のような

報告があつた。

1 桔梗が丘南第 1区の区長から、桔梗が丘南小学校児童の登下校に際して、

通学路で児童を交通事故から守る安全対策の相談があつた。名張警察署に相談後、

別添えの 「要望書Jを 提出することになった。

2 青色回転灯装着車両による防犯パ トロールを4回実施した。いずれの時も



異常はなかつた。

3 8番 町の2箇所の止まれの標識が壊れていたので、警察署に修繕を要請し

たところ即日修理された。

「要望書J提 出時に、過去に一度同様の要望をしたようなので、その事を踏ま

えて要請する事になつた。

く快適環境部会>

上国理事から、当面の事業の予定は、6月 3日 (日)名 張クリーン大作戦に協

賛して参力,する。 6月 16日 (土)ホ タル観賞会を実施する予定をしているが、

観賞場所として予定しているシャックリ川の汚れがひどいため、5月 30日 (水)

9時 から、部会員が出て清掃を予定している。

く地域福祉部会>

梅本地域福祉部会長から、「6月 15日 (金)に桔梗交番所長を招いて、地区の

防犯について話をFHlく事になつている。

次に明日、5月 27日 (日)公 民館講堂で恒例の 「高齢者のつどいJを 開催す

る。各自治会(区)長にご協力をお願いしている。

参カロ予定は高齢者 148人 を含め総勢 215人 の規模になる。Jと 述べた。

1 大垣副会長から、総務委員会のメンバーが昨年比 2名減となつた。何とか

委員増をしたいので、ご協力いただきたい旨を述べた。

2 辻森会長から、名張消防団桔梗が丘班の緊急時の活動の拠,点を桔梗が丘公

民館とすることになつた旨を述べた。

3 梅本地域福祉部会長から、名張市ボランティア協会に、平成24年 度から

各いきいきサロンが登録する事になつた旨を述べた。

4 山中事務局長から、講堂に舞台への登壇階段を設置してあるが、先日この

階段から落ちて骨折をされた事故があつた。そこで、この階段を使用禁上にした。

又、怪我をされた方は名張市市民活動補償制度の申請をした旨を述べた.

以上で議事は終了した。

次回理事会は、平成 24年 6月 23日 (■)

時 間 午前 9時 30分 より

場 所 桔梗が丘公民館 202号 室
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