
平成24年度第 9回  桔梗が丘自治連合会 議事録

日 時
平成 25年 3月 16日 (土)

19:30～ 21 25

所場 桔梗が丘公民館 大会議室

出 席 者

出 席 19名

欠 席  4名

自治連合協議会

事務局  2名

(詳細は別紙記載)

(北森、中谷 (―),古川、矢頭)

6名 (大垣、坂本、高槻、吉野、

(山中、松村)

梅本、中村)

桔梗が丘第 2 3汚 水処

理区域及び桔梗が丘西住宅

汚水処理区域の移管接続に

ついて

上国副代表幹事が司会を務め会議が始まった。

名張市上下水道部から、「桔梗が丘第 2 3汚 水処理区域の公

共下水道への移管接続」について説明があつた。

1 近鉄 ・桔梗が丘汚水処理区域の公共下水道への移管に係

わる経緯について別添え資料に基づき説明があつた。

・平成 18年 8月 31日 、覚書 (近鉄と名張市)に よる移管

区域の確定。

・覚書に基づき平成 19年 桔梗が丘第 1汚水処理区域の移管、

平成 21年 に桔梗が丘西CP汚 水処理区域の移管をした.

平成 25年 3月 31日 に桔梗が丘第 2 3汚 水処理区域及

び桔梗が丘西住宅汚水処理区域について、移管期日の明確化、

追加施設に係る負担を定めた変更覚書を締結予定.

今回の変更覚書の立会人に協議会会長にお願いをする。

2 変更覚書の協定書 (案)を 読み上げた。

枯梗が丘第2汚水処理区域 平成 25年 12月 31日 まで

桔梗が丘第3汚水処理区域 平成 26年 3月 31日 まで

桔梗が丘西住宅汚水処理区域 平成 26年 3月 31日 まで

以上の説明の後、上記の3箇所について別添え資料の地図に

もとづき具体的な場所、期間期日の説明があつた。

・出席者からの質問

Q 立会人に法的な責任が生じるのか

A 締結者間で問題が生じた場合でも、立会人に責任が生じ

ることは無い。問題の内容は報告はする。

平成 25年 度に入つた4月 から各地区別に説明会を開催し

ます。(3～ 5回 開催の予定)



(1)議 事録署名人    1 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

名人に河合進氏、吉谷昌亮氏を選任し承認された。

甲 言議事項       1 引き続き辻森代表幹事が議長とな りヽ 審議に入つた。

(2)平 成 25年 度自治連 | く総務委員会>

について

Q 桔梗南の処理場は無くなるのか。 2番 町の処理漕はどう

力、

A 桔梗南の処理場は近鉄が所有す るが、更地 となる予定。

2番 町の処理漕は地下に残るが、衛生的な配慮はする。

Q 覚書による協定の内容は中身と比較すると簡易に過ぎる

と感 じるが、問題ない力、 (瑕疵担保責任等)

A 上下水道事業は市の事業として国の補助もあり、今後、

問題なく処理出来ると考えている。

引き続き、老朽化に伴 う現状の汚水管の修理について速やか

に対応願いたい旨の要望が出された。

Q 今 可移管される地域以外の今後の予定はどうか。

A 桔梗が丘丙 7番 町は平成 29年 頃、中利コミュニティプ

ラン ト区域は平成 33年 頃を予定している。

について別添え資料に基づき概ね次のように説明があつた。

「平成 25年 度の総務委員会の事業計画はほぼ例年通 りの内

容ですが、委員会で検討 した結果、 2項 目の 「規約、規則、規

定等の制定または改正により、協議会運営の充実化と円滑化を

図り今後の協議会のあるべき方向性や問題点を検討するJと 変

更し、今後ますます難 しくなるであろう協議会の在 り方 (法人

化等)の 検討を進めたい。

研修会は、これまではまちづくりの先進地訪間や、地域ビジ

ョンを実現するための目的で行ってきましたが、今後は他地域

との交流を深める研修会としたい。そこで以前に当地域を訪れ

た碧南市や東近江市を候補地とし、お互いの交流を深め、学ぶ

べき点は学んで行きたいと思つています。

予算額では費用弁償費を地域ビジョン関係会議を見据え増額

しましたが、その他の項目は前年どおりです。

以上が総務委員会の事業計画ですJ。

合協議会の事業計画 (案)1 大垣協議会総務委員長から、平成 25年 度の事業計画 (案)



く企画運営委員会>

阪本企画運営委員長欠席のため、坂本委員から、平成 25年

度の事業計画 (案)に ついて別添え資料に基づき概ね次のよう

に説明があつた。

「平成 25年 度の事業計画は次の5項 目で昨年と大きな変更

はありません。 1 地域ビジョンの推進、2 コミュニティビ

ジネスの検討、3 事業部会に対する新規事業の提案、4 事

業部会に対する支援、5 事業部会の事業評価システムの検討

です。

新年度も地域ビジョンの推進に殆どのエネルギーを費やすこ

とに変わりは有りません。 25年 度は 「ふれあい茶房」「子ども

と地域の絆づくりJの 事業はそれぞれのチームが本格的に事業

活動を始めます。

次に、「地域環境ネットプロジェク ト」「ききょう農楽園Jは

事業開始に向けて検討を開始する予定です。内容はメンバーの

募集、説明会の実施等を予定し、これに関する費用を予算化し

ています。 2項 目以降の事業についても前年に継続して行つて

いきます。予算合計額は30万 円となっております。

プロジェクト推進チームから事業実施へ移行する 「ふれあい

茶房」「子どもと地域の絆づくり」の事業予算は、名張市から昨

年 9月 「ゆめづくり協働事業Jと して認められた交付金を元に

暫定予算として、資料記載のように計上いたします。以上が企

画運営委員会の事業計画ですJ.

く広報委員会>

野邊広報委員長から、平成 25年 度の事業計画 (案)に つい

て別添え資料に基づき概ね次のように説明があつた.

「平成 24年 度は予算額を38万 5千 円を計上し、ホームペ

ージの更新管理を外部委託することにしていましたが、広報委

員会内部で処理出来る体制が整ったため、結果として余ること

になりました。そこで平成 25年 度は予算額として32万 円を

計上しました。事業の内容は平成 24年 度と大きく変更は有り

ませんが、個々の活動について、広報委員会の負うべき役割を

再度検.■しながら、地域住民に皆さんのご期待に沿えるように

やってまいります。又、個々の事業推進にあたっては、皆さん

のご要望も伺いながら進めていきます。以上が広報委員会の事



業計画ですJ。

く健康推進部会>

高槻部会長から、平成 25年 度の事業計画 (案)に ついて別

添え資料に基づき概ね次のように説明があった

「平成 25年 度は、 1 老人の日の行事は例年通り70歳 と

88歳 の方に長寿記念品を贈呈、 70歳 以上の方にお祝い品を

配布します。予算額は170万 円。 2 健康まつりもほぼ例年

通りの内容ですが、健康度測定がセントラルフィットネスクラ

ブの撤退により実施できなくなつたので、健康体操を取り入れ

ることにしました。予算額は25万 円。 3 ニュースポーツ世

代間交流大会を平成 26年 3月 29日 実施します。内容は記載

のとおり平成 24年 度と同様です。予算額は5万 円。4 体操

会の協働事業も地域住民の健康維持ため引き続き実施します.

予算額は3万 円で夏休みの参カロ児童への参カロ賞費用です。 5

ききょう健康講座として次の5つ の事業を実施します。(1)ベ

ルフラフー教室、(2)楽 しい健康づくり講座、(3)健 康体操

(リズム体操)教 室、(4)広 報誌 (ききょう元気通信)の 発行、

(5)ウ オーキング大会です。いずれも内容は24年 度と同じ

ですが、ウオーキングは例年健康まつりに合わせて実施してき

ましたが、平成 25年 度は6月 1日 に別途に実施します。五つ

の事業合わせた予算額は24万 円です。毎年、住民の方から好

評の市の集団がん検診を健康支援室の協力のもとに実施 しま

す。予算額は1万 円です。従つて予算総額は228万 円となり

ます。以上が健康推進部会の事業計画ですJ。

議長は以上の3委 員会 1事業部の事業計画について意見を求

めた。

特に質問は無かった為、引き続き他部会の報告に移つた。

く教育文化部会>

竹原部会長欠席の為、佐田部会員から、平成 25年 度の事業

計画 (案)に ついて別添え資料に基づき概ね次のように説明が

あった。

「平成 25年 度の事業計画として、第 9回 日となる桔"ず セ

ミナーを引き続き実施 します。内容は夏6講座 (料理、科学、

囲碁、手芸、太鼓、よさこいソーラン)、冬 3講座 (料理、手芸、



科学Jで す。例年通り夏冬共、料理講座が一番人気になると思

われます。又、夏まつりとききょうニューイャーフェスタに参

カロ協力を予定しています。予算額は30万 円です.

第 1 7FI日となる 「こころの思い発表会Jと 「ふるさと歴史

ハイキングJを 実施します。「こころの思い発表会」は秋の公民

館展に合わせて行います。実施内容は記載の通り前年度とほぼ

同じです。地域の歴史を学び、ふるさとを愛する′心を育てる日

的で始めましたふるさと歴史ハイキングは11月 に実施予定を

しています。例年子どもさんの参力,が少ないので、多くの子ど

もさんの参力Jを呼び掛けたいと考えています。予算額はそれぞ

れ 16万 3千 円と4万 円です。

f4の一冊文庫は地域の子どもさんに本の読み間かせをしてい

るボランティア活動への協働事業です。書籍購入補助として 1

万6千 円を予算計上します。予算額の合計は51万 9千 円を計

上いたします。以上が教育文化部会の事業計画ですJ。

く生活安全部会>

吉野生活安全部会長から、平成 25年 度の事業計画 (案)に

ついて別添え資料に基づき概ね次のように説明があつた。

「普通救命講習会を10月 と来年 3月 に2回実施 します。場

所は名張消防庁舎で定員は1回 20人 です。募集地区は、 10

月は4番 町から8番町と桔梗が丘南、 3月 は1番町から3番町

と桔梗が丘西という予定です。内容は止血法、異物除去法、心

肺蘇生法、AED取 扱法です。尚現在、桔梗が丘公民館に設置

しているAEDは 来年 1月でリース契約が終了します。次に防

犯パ トロールも来年度t)引き続き実施 します。次年度は5人 の

隊員で毎月4回 約 1時間地域内をパ トロールします。課題は隊

員の増員確保です。命の笛の贈呈も引き続き実施します。

自主防災隊の防災副練を各自治会 区で年 1同は実施するよ

うになつていますが、その際着用する班itl別のベス トを購入し

たいと考えています。例年通り、桔梗が丘の危険筒所の解消

改善にも取り組みを促進します。予算は普通救命講習会4, 2

00円 、防犯パ トロール 60, 800円 、命の笛贈呈 15, 0

00円 、防災訓練用ベス ト100, 00o円 で予算額合計 18

0, 000円 です。以上が生活安全部会の事業計画です」。



く医適環境部会>

加納快適環境部会長欠席のため上田部会員から、平成 25年

度の事業計画 (案)に ついて別添え資料に基づき概ね次のよう

に説明があった.

「当部会の事業計画は資料記載のとお りです。 1項 から3項

までは 24年 度と同様の事業となります。まず地球温暖化対策

事業 (緑のカーテン事業)と してのご―ヤ苗の配布を25年 度

は 1家庭 2株 とします。合計で 1200株 です。予算額は 24

6,500円 。

21B Hは、地域環境保全 ・啓発事業としてホタル観賞会を6

月に、バー ドウオッチングを平成 26年 1月 に実施 します。

どちらも多くの子どもたちの参カロを希望 しています。予算額

は 27, 000円 、 3項 目目の桔梗が丘クリーン作戦は6月 2

日 (日)実 施されます名張市クリーン大作戦に協賛 して実施す

るものです。各自治会の清掃活動が、この事業に賛同じ団体で

参カロいただければ参カロ者への粗品を用意いたしますので、よろ

しくお願いいたします。予算額は60, 000円 です。新 しい

事業活動として近隣公園の整備促進を進めていきます。当面は

鳴滝公園、野鳥公園の整備 と美化を進めていきます。事業予算

は 120, 000万 円です。従つて予算総額は453, 500

円となります。以上が快適環境部会の事業計画ですJ。

く地域福祉部会>

梅本地域福祉部会長から、平成 25年 度の事業計画 (案)に

ついて別添え資料に基づき概ね次のように説明があった。

「地域福祉部会も従来とほぼ同じ事業内容を考えています。ま

ず 「陽だまり」の発行ですが、内容が健康推進部会のききょう

元気通信や、広報委員会のききょう通信 と重複 しますので、高

齢者の見守 り訪間に携えることとし、地域への回覧は中止いた

します。高齢者への年末友愛訪間は例年通 り実施 します。高齢

者のつどいを本年度は 5月 26日 (日)実施予定です。例年自治

会長 区長さんのご協力をいただいています。 25年 度もよろ

しくお願いします。先 日調査しましたところ地域の80歳 以上

の方は703人 でした.昨 年より少し減つています。生き生き

サロンも桔梗が丘の各地区で例年通 り実地します。桔梗が丘地

域内6か 所のグループホーム交流会、未就園児とその親のつど



(3)平 成 25年 度公民館

事業計画(案)について

(4)平 成 25年 度定時総

会開催 日決定について

いのあかちゃん 。ちびつこなかよし広場も例年通りです。地域

高齢者への配食サービスと見守り事業の 「いこいJ「友～友Jの

2団 体との協働事業も進めていきます。以上で予算額の合計は

114万 円となります。以上が地域福祉部会の事業計画です」。

議長は出席者からの意見を求めた.

出席者からは特に意見は無く、採決に移 り全員挙手し、平成 2

5年度自治連合協議会の事業計画 (案)は 承認された。

中村公民館長から、平成 25年 度公民館事業計画(案)につい

て別添え資料に基づき概ね次のように説lllがあつた。

「平成 25年 度の新しい学級 教室は 「そば打ち教室J「スマ

ー トフォン教室Jを 単発講座として開催します。韓国文化を学

ぶハングル語講座、本年度までは男性のみ対象になつていた 「料

理教室Jは 、模様替えをして実施します。この2講座は連続開

設です。ロビー歌声広場、絵手紙教室は24年 度途中から始め

ましたが好評なため、新年度から連続講座として開設します。

これらを合わせると全部で 13講 座ということになります。

昨年まで長年にわたり夏期大学講座としてきた 「市民大学講

座」は、25年 度から桔梗がFr公開連続講座として、年6回 奇

数月に開催することにしました。テーマを 「今から考える “終

活 "も しもの時の準備はできていますか"Jと します。

第 1回 目は寺田病院理事長の寺田紀彦医師にお願いをし 「真

摯に死と向き合い、生を見つめるJと 題して講演会を開催しま

す.2回 日以降の予定は資料に記載をしておりますのでご参照

ください。参加料は全回無料です。その他の行事は例年通リロ

ビーコンサー ト、プチコンサー ト、映画鑑賞会を記載の通り実

施 します。地域の皆さんには回覧等でお知らせをし、一人でも

多くの方にご参加いただきたいと思っていますので、よろしく

お願いをいたします。以上が25年 度の公民館事業計画です」。

議長は出席者からの意見を求めた。

出席者からは特に意見は無く、採決に移り全員挙手し、平成

25年 度桔梗が丘公民館 南公民館の事業計画 (案)は 承認さ

れた。

辻森代表幹事から、平成 25年 度の定時総会について、平成

25年 5月 18日 土曜日、午後 1時 30分 から桔梗が丘公民館



講堂で開催をしたい旨を述べ、諮つたところ、全員意義なく承

認された。

以上で決議事項の審議は終了した。引き続き連絡事項の伝達

があった。

2 連絡事項

(1)二 重大学 ・嬌張市健 1 山中事務局長から、今月 5日 に依頼をした、名張市健康福祉

康福祉部からのアンケー ト1部からのアンケー トの回収を3月 29日 までにお願いをする旨

依頼について       |を 述べた。

(2)4月 20日 (土)第 11 山中事務局長から、例年新年度の第 1回 目の自治連合会は新

回目の自治連合会開催につ 1旧の自治会長 ・区長 さんの出席をお願いしているので、遺漏の

いて           |な いようお願いをする旨の連絡があつた。

(3)自 治連合会懇親合開 1 例年開催 している自治連合会懇親会を5月 25日 (土)に開催

催について       |を 予定している旨の連絡があつた。

3 その他       1 辻森代表幹事から、以下の3項 目について依頼および連絡が

あつた。

1 高校統合問題について

「新聞報道によると、名張新高校の設置場所は西高校に決定

したとあつたが、直接我々には二重県教育委員会から連絡はあ

りません。従つて決定の経緯は推測の域を出ませんが、何らか

の意味と理由で今月 14日 に新開発表をしたと思 う。そこで

我々としては、改めて何らかの説明を求めることにしたいと考

えています。具体的なことは改めて連絡をしますが、今後とも

皆さんのお知恵をお借 りしたいと考えていますのでよろしくお

願いをしますJ。

出席者の意見

・再度要望書を出す場合は、西高に決定した理由を具体的に

掘り下げたものを明らかにするよう盛り込むべきと考える。

(我々 が納得出来る内容かどうかの中身自身が大事だ)

三教委の定例会は3月 25日 と思つていたのが、早くなつ

た理由がよい分からない。この点も質問してはどうか。

辻森 :皆さんのご意見を参考にして再度説明を求める対応を

させていただきたい。



・再度説明を求める手順を踏んで、その後もし決定が覆るこ

とがなければ、跡地の利用にあたっては我々の主張をきっちり

と反映されるようにしていくことが重要と思う。

2 LED防 犯灯設置計画に関して

「各自治会 ・区の防犯灯の照明について、今後取替等を検討

する時の参考にしたいので、また、1可地区かがまとまって導入

することにより、経費が節約できる方策があるかもしれない。

そこで現行の維持費の調査をしたいと思いますので、ご記入の

上事務局に提出してください。すでに導入をしている地区もあ

るようですが、その地区もよろしくお願いをします」。

3 消防団員募集について

「以前からお願いをしている消防団員の確保について、各地

区から推薦を頂いた方に消防団の方からお願いに上がることに

なっていましたが成果は上がっていません。そこで市役所の職

員の方に勧誘をしてはどうかと思いますので、対応方よろしく

お願いします」。

以上で議事は終了した。

議事録署名人

議事録署名人

次回開催予定 平成 25年 4月 20日 (土)

19時 30分 から

桔梗が丘公民館 大会議室

議


