
平成24年 度第 3回  桔梗が丘自治連合会 議事録

日 時
平成 24年 7月 21日 (上)

19:30～ 20 50

所場 枯梗が丘公民館 大会議室

出 席 者

出 席 18名

欠 席  6名

自治連合協議会

公民館事務局

(詳細は別紙記載)

(北森、東、河鳴、難波、割 ||、矢頭。)

3名 (大垣、阪本、西宮)

2名 (山中、松村0

議事

決議事項

1 議事録署名人

2 地域ビジョン 「“はっと

まち"プ ロジェク ト事業概

要Jの 承認について

上回副代表幹事が司会を務め会議が始まつた。

辻森代表幹事の開会の挨拶の要旨。

「7・ 8月 は、桔梗が丘夏まつりを始め、各自治会、区の夏

まつり、その後、9月 は敬老の日の行事、 10月 の公民館展等

の事業が予定されており、皆さんのご協力方をよろしくお願い

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

名人に石川勝氏、橋本健三氏を選任し承認された。

協議会 :阪本企画運営委員長から、地域ビジョン 「“ほっとま

ち"プ ロジェクト事業」の概要について別添え資料に基き、概

ね次のような説明があった。

「事前に資料を配付させていただいたので、それを前提にして

進めさせていただく。J

(1)7項 目の事業概要

「地域ビジョンに定められた7項 目の事業 (資料記載)は 、実

施時期の優先順位及びプロジェク トチームの設置年度を決め

た。

このうち平成 25年 度に実施を予定しているのは、拡大版 「あ

そびつくす」の組織化、「ふれあい茶房Jの 開設の2事業です。

これらの事業は名張市ゆめづくり協lel事業提案制度に基く協業

事業中請をすることにしたい。(申請の締切 りが8月末となって

いる。)そ の他の事業については資料を参照していただきたい。J

と述べた。



(2)平 成24年 度プロジェクトチームメンバー募集

(3)プ ロジェクト事業サポーターの登録

阪本企画運営委員長 :「いずれの事業も実施にあたつては、推

進メンバーの募集をして人材を確保しなければならない。そこ

で平成 25年 度に実施を予定している拡大版 「あそびつくすJ

の組織化と、「ふれあい茶房」の2事業に携わつていただくメン

バーの募集をしたい。合わせて、プロジェクト事業サポーター

の募集も行うことにしたい。因みにプロジェクト事業サポータ

ーとは、企画立案したり、会議に出席したりは出来ないが、 こ

れまでの経験を生かして何か地域に役立ちたいと考えておられ

る方に事前に登録していただき、必要な時に協力をしていただ

こうと考えている。Jと 述べた。

引き続き、豪集に際しての書面の説明があつた。(詳細は資料

参照)

辻森代表幹事 (協議会会長):「地域ビジョンの推進にあたって

は、プロジェクトチームメンバー、サポーターの確保と協力が

なければ実現できない。今後ビジョンの推進にあたっては、課

題等も多くあると思うが、これを乗り越えて住み良いまちづく

りを実現しなければならないと考えている。又地域の皆さんヘ

の告知は、8月末に 「事業の概要Jと 「メンバー募集 登録J

用紙の各戸配布を考えている。」と述べた。

大垣協議会副会長 :「大事な事業ですので、住民の皆さんに周

知を図るため、通常の回覧時期とは別にして、8月 末に配付さ

せていただく予定をしているので、よろしくお願いしたい。

さらに8月末にもう一件、回覧をお願いしたと思つている。内

容は
'ま

ちづくりに関する講演会」で講師はNPO法 人アクシ

ョンおっぱま理事長 「昌子住江氏Jを 予定している。」と述べた。

引き続き議長は出席者の意見を求めた。

Qサ ポーターはどんな役割を担うのか。

A自 分の都合と時間に合わせて、実際に事業に携わって活動し

ていただく方です。

阪本企画運営委員長:「いずれの事業もプロジェクトメンバー、

サポーターの募集は大変重要ですので、皆さんのご協力をよろ



報告事項

1 桔梗が丘夏まつり応援

体制について (依頼)

しくお願いします。」

その他、出席者から発言は無く、引き続き議長は採決に移 り、

地域ビジョン 「“ほつとまち"プ ロジェクト事業概要Jは 全員異

議なく承認された。

西官協議会健康推進副部会長から、桔梗が丘夏まつり応援体制

について、男J添資料に基き概ね次のような説明があつた。

・ 夏まつりの準備応援は昨年同様に各自治会 (区)長 および

評議員の皆さんにご協力いただきたい。

・ 作業の分担は、配付資料に記載の通り、①8月 18日 (上)

午前 9時 30分 に3箇所 (桔梗が丘公民館、南公民館、商

店街)に 分かれて全員参加。②午後3時 に半数の方が会場

設営。③午後 9時 に残り半数の方が会場の撤去作業。④ 8

月 19日 (日)午 前 8時から全員参カロで備品を公民館に運

搬して整理収納する。

・ 運搬については、本年度はレンタカーを使用する。

都合の悪い方は7月末までに事務局に属ける。

事務局から、8月 の回覧時に個別に依頼書を配布する旨報告が

あった。

2 平成 24年 度 「敬老の 1 西宮協議会健康推進副部会長から、平成 24年 度 「敬老の日の

日の行事Jに ついて   1行 事Jは 次のような要領で実施する旨、別添資本Hこ基き.lt明が

あった。

長寿記念品 (商品券)を 70歳 と88歳 の方に贈呈

敬老の日のお祝い品を70歳 以上の方全員に贈呈。(具体

的な中身は未定)

対象者数は70歳 と88歳 の方は297人 、70歳 以上の

方は2, 567人 といずれも昨年比増となつている。

長寿記念品は各ブロック長のお宅に9月 9日 午前中に届

けられる。該当者が何らかの都合で余った分は事務局に返

却願いたい.

お祝い品は9月 15日 (■)午 前 10時 以降に結梗が丘公

民館から引き取つていただきたい。| ずヽれの品も配付にあ

たつては民生委員の協力を仰いで下さい。余った分は各地

区で処理をしてください。

本 日配付 した対象者名簿と宛名シールを使つて配付を頂



く。但し、名簿については9月末日までに返却をいただき

た |ヽ 。

・ 自治会員 (区民)以 外の方には配布をしないことが申し合

わされた。

(阪本委員長、西官冨1部会長退席)

3 地域代表者会議の報告 1 辻森代表幹事 (協議会会長)か ら,「7月 20日 (金)名 張市

地域づくり代表者会議が開催された。

今回の会議では特に報告が必要なものはない。今回は会議に合

わせて市会議員との懇談会が開催された。

市からは財政状況の報告があった。これに対して、各地域の生

活インフラの整備について出席者の間で意見交換があった。又

当方からは、地域ビジョンの取り組み状況について話をした。

今話題の震災ガレキの処理について意見交換があった。Jと 述べ

た。

今年の 「みえ防災大賞Jの 案内があったが、昨年見応募を見送

つた8番 町 1区の自主防災に対して応募の意向を確かめたい。」

と述べた。

橋本区長は応募の準備をする旨を述べた。

辻森代表幹事 (協議会会長)か ら、「前回の定例会で調査する

事になった犬の糞処理の啓発看板は市側で準備できるとの事で

す。対応は各自治会 (区)で お願いする。窓日は地域部にした

い。

なお犬の糞処理マナーに関しては「名張市まちをきれいにする

条例J第 8条 に定められているが、罰則規定はない。Jと述べた。

8番町 1区の橋本区長から、「前回アンケー ト調査させていた

だいた、各自治会の集会所の現況をまとめた。(資料参照)は と

んどの地区で持つておられるようだが、我々の地区で新しく設

置することは経費面から難しいので、当面の間、空き家 (民家)

を借用する方向で検討している。Jと 述べた。

山中事務局長から、名張市から貸与されている防災用品につ

いて調査票を市に提出をしたい。各地区ごとに記載内容を確認

していただきたい旨を述べた。

4 犬の糞処理に関する啓

発看板について

その他

1 桔梗が丘地区自治会集

会所の実情

2 自主防災隊貸与品調査

について (お願い)



3 平成 24年 度地区会費

納入について (お願い)

4 名張市考査委員会の公

開実施について

5 桜の苗木配付 (公益財

団法人 。日本花の会結城農

場)

引き続き、貸与品について意見交換の結果、防災無線をもう一

台増やすよう市側に要請する事になった。

松村事務局次長から、平成 24年 度の募金関係、地区会費、自

治連合会会費の納入を依頼する旨を述べた。

どこまで進んでいるか分かりにくい部分があるので、一覧を 8

月の回覧配付時に連絡する事になつた。

山中事務局長から、来る7月 30日 (月)か ら3回 にわた り、

名張市考査委員会の公開実施が行われるので、時間がある方は

ご参加下さい。資料は公民館のカウンターに置いてあるので、

ご覧を頂きたい旨を述べた。

辻森代表幹事から、公益財団法人 ・日本花の会結城農場が 「桜

の苗木J配 布の事業を行つているようなので、希望の地区は 8

月 18日 までに申し出ていただきたい旨を述べた。(詳細は資料

参照)

山中事務局長から、「8月 の定例自治連合会は開催されませ

ん。」と報告があった。

以上で議事は終了した。

議事録署名人

議事録署名

次回開催予定 平成 24年 9月 15日 (士)19時 30分

桔梗が丘公民館 大会議室
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