
桔梗が丘自治連合協議会

平成 25年 度

第 1回 理 △
本 録事議事

場   所
桔梗が丘公民館 ・202号 室

日  時
平成 25年 5月 25日 (土)

9:30～ 11 10

出 席 者

出席者 辻森、上田、河合、武仲、阪本、西官、廣岡、竹原、

吉野、力1納、中村、山中、松村、日合監事、福森監事。

森田地域担当監

欠席者 。大垣、鈴木、野邊、梅本。

新理事の紹介

議 事

決議事項

1 議事録署名人

2 平成 25年 度桔梗が丘夏

まつり開催について

上国副会長が司会を務め会議が始まった。

辻森会長のあいさつの要旨

「先日の定時総会が無事終了いたしました.皆 さん、大変ご苦労様で

した。我々の活動は全てボランティアです。その上、一般の会ネLのよう

に定年というものが有りませんが、近年は大変仲間集めも難しくなって

いますが、今、大切なことはより多くの方を集め、広く意見を聞いて活

動に生かしていかねばなりません。今―層、ご協力よろしくお願いいた

しますJ。

司会者から、健康推進部会長に就任された西官則1志氏、鈴木健―氏 (第

4プ ロック幹事)の紹介があった。引き続き、西官氏から挨拶があつた。

辻森会長議長となり審議・l・始まつた。

自治連合協議会規約第46条 第 2項 の規定により、議事録署名人に廣

岡貞之氏、竹原啓子氏を選任し承認された。

廣岡住民交流部会長から、平成25年 度桔梗が丘夏まつりの実施要領

ついて、別添え資料に基づき概ね次のような提案説明があった。

「今月23日 に部会を開催して、平成 25年 度の桔梗が丘夏まつりの

実施について検討しましたので、開催要領について説明と提案をいたし

ます。

まつりの内容はほぼ昨年と同様です。昨年は突然の雷雨で一部中止せ

ざるを得ませんでしたが、今年は計画通り実施したいものです。

実施の目的は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

発信します。

実施日は8月 24日 (土)で す。お盆等もあり、準備の都合等でこの
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く意見交換>

日に決定しました。場所は前年どおり桔梗が丘商店街で行い、イベント

内容もほぼ前年どおりです.

運営組織は例年どおり夏まつり実行委員会を設置して対応します。メ

ンバーは資料の通りですが、前年から変更になっているのは第4ブ ロッ

クの幹事の鈴木健一氏 (冨1会長)と商店街会長が多賀猪佐美氏 (副会長)

のお二人です。作業分l●も例年どおりです。責任者の皆さんよろしくお

願いします。

駐車場、シャトルバスも同じです。但し運行時間を分かりやすくしま

す。警備は警備会社に交通規制を依頼し、会場内は協議会及び消防団の

方にお願いしたいと思っています、模擬店、フリーマーケットはまつり

のメインになりますのが、例年通りの30店 は確保したいと思っていま

す。昨年から始めた空き店舗の利用は出来れば増やして、休憩所を充実

し、その中でふれあい茶房の出店が出来ればいいと思っています。

フリーマーケットは例年4店 ですが、もう少し増やしたいと考えてい

ます。

今後の進め方は記載の通りですが、盆踊り練習は8月 11日 、17日

の予定で丸 今年の実施日は地区の小まつりと日が開きますがこの予定

で進行していきま丸 夏まつりの実施要領については以上です」と述べ

た。

く出席者の意見>

・ 休憩所 。救護所の前は、お年寄りが出入りしやすいように模擬店

の配置を配慮して欲しい。昨年はゲームの店が前で具合が良くな

かった。

・ 万が一の時、名張市市民活動補償制度はまつりに来た方は対象に

ならないが、運営に関わつている方は補償の対象になる。

この種類の行事の事故の場合、その補償について調査しておく必

要がある。(イベント保険等)

・ 地区からの応援の方が、まつりそのものを見る事が出来ないこと

があるようなので配慮して欲しい。

食品衛生の保健所の届けは一括して届けている (検便も含めて)

ので、模擬店の食べ物の事故は各店舗の責任ではなく、主催者lll

になる (実行委員会)の で注意。

・ 警備は昨年どおり手配済み。消防団への協力依頼もお願いをしま

す。

引き続き、議長は桔梗が丘夏まつりの実施について採決したところ、

全員異議無く承認された。

報告事項

1 平成 25年 度協議会会計及 1 松村事務局次長から、平成 25年 度協議会会計及び公民館会計累計報
び公民館会計累計報告につい 1告

(平成 25年 4月 末)に ついて、別添え資料に基づき概ね次の様に報



て 告があった。

く協議会会計>

収入の部 (主な科目のみ)

雑収入

収入合計

支出の部 (主な科 目のみ)

人件費

60, 000円 (健診業務委託料)

60,000円

60, 000円 (館長報酬)

(本年度から全額協議会会計からの支出)

総務費 (事務費)    8, 410円

快適環境費 (事業費 )44, 485円 (整備工具)

地域福祉費 (事業費) 40, 600円

支出合計       155, 725円

く公民館会計>

収入の部 (主な科目のみ)

指定管理料    5,

使用料

収入合計      5,

支出の部 (主な科目のみ)

管理費 (消耗品費)

〃 (光 熱水費)

〃 (委 託 手数料)

″ (使 用料等)

運営費 (報償費)

″ (印 帰1製木費)

〃 (郵 便料)

〃 (事 業費)

支出合計

「公民館会計から協議会会計に支出することになつている人件費負

担金は5月 に半額計上処理をする予定をしています。Jと 述べた。

山中事務局長から、「平成 24年 度事業実績報告書及び決算報告書並

びに平成 25年 度事業計画書を5月 27日 提出にいたします、その写し

を配布しておりますので、ビ確認下さい。これは5月 18日 開催の定時

総会の承認を受けて、名張市に提出するもので、内容等は総会で承認さ

れたものと同様ですJと 述べた。

「桔梗が丘公民館 南公民館の平成 24年 度事業実績報告書及び決算

報告書並びに平成 25年 度事業計画書に付きましては、4月 30日 に提

出済みです。こちらも内容に付きましては、総会で報告をいたしており

0 8 6 , 0 0 0円

273,795円

361,496円

50,151円

298,457円

270,888円

76,435円

40, 000円 (講師料)

29, 925円 (公民館情報紙)

25,000円

31, 715円 (講座運営費)

842,451円

2平 成 24年 度事業実績報告

書及び決算報告書並びに平成

25年 度事業計画書の提出に

ついて

3 桔梗が丘公民館 ・南公民館

の平成 24年 度事業実績報告

書及び決算報告書並びに平成



25年 度事業計画書の提出に |ますので、写しを配布 しておりま九 ご確認下さい。

ついて           1 添付の書類は省略をしておりますので、必要な方は事務局でFIl覧をし

ミた 。

席ヽのため、山中事務局長から定時総会が無事終了し

たことに対するお礼の言葉があった旨を述べた。

く企画運営委員会>

阪本/1・面運営委員長から、「平成 25年 度から手IIlける二つの新規プ

ロジェク ト事業について、事業メンバーの募集を6月 の回覧時に行いた

いと考えています。その案を配布 しているのでご意見を頂きたい」述べ

た。

森田地域担当監に対して、次年度のゆめづくり協働事業の申請手続き

は前年どおりであるか確認があつた。(ほぼ前年どおり)

「平成 26年 度は 「ききょう農楽園プロジェクト事業Jと 「地球環境

ねつとプロジェクト事業Jで す。それぞれの具体的な事業の内容は記載

のとおりですが、特に生活安全部会から頂いた地区表示の適切な方法を

1早く見出して行きたいと思つています。

くの実施は 26年 度になりますが、十分時間をかけて

うに事業メンバーの募集を始めます。各部会からの賛

6願いします。先ず募集するのは、企画 立案・調査 ・

F掛 けるチームです。

営委員に8番 町の坂口勇三さんが加わっていただき

′ェク ト事業は手掛ける事業が多くあります。例えば

のように。そこで一人でも多くの方に企画運営委員

またいと思つていますJと 述べた。

ンについての意見>

・定年の無い協議会の活動参加は、継続していくことが大事ですので、

高齢化の問題を抱えている現在、期限を設けて節目のときに組織 ・活動

内容の見直しをする一方、活動員の再募集をして継続化、活性化するこ

とが必要になつてくるのではないか。

今後の組織づくりに生かして行きたい。それから来年度、協議会の

事業部会の規約について、新規プロジェクト事業をどう規定するか検討

頂きたい。

・今回の募集案は、企画 立案と実施までの事項をまとめる作業であ

ることを明確に出した方が良い。

そのあたりを明確にして再作成します。

く広報委員会>



野邊広報委員長欠席のため、山中事務局長から 「6月発行のききょう

通信は予定通り進んでいます」と代わつて報告があった。

く健康推進部会>

西官健康推進部会長から、部会活動について別添え資料にもとづき、

概ね次のような報告があつた。

「1 部会役員は部会長兼書記 :西宮岡1志、日1部会長 :池田扶久江、

吉村末吉、会計 :吉村末吉、顧問 :高槻茂夫で 1年間運営します。

2平 成 25年 度の事業計画は先日の総会で承認された事業を行って

いきます。詳細は資料を参照してください。それぞれの事業実施の際は、

具体的内容を案内いたします。

3 その他 名張市社会福れL協議会の評議員に高槻さんに代わって就

任いたしました。昨日、第 1回の.T議員会が開催され、定款の変更案内

がありました。以上が当部会に関する報告です」と述べた。

く住民交流部会>

廣lt4住民交流部会長から、「先程提案した夏まつりの実施の件のみで

すJと 述べた。

く教育文化部会>

竹原教育文化部会長から、部会活動について別添え資料にもとづき、

概ね次のような報告があった。

「定例部会を5月 16日 (木)開 催しました。今年の桔"ず セミナー

の開催要領について検討しました。料理 24人 募集、事前講習は6月 2

6日 (場所は近鉄ガス料理教室)。手芸25人 募集、内容は布バッグを

作ろう。科学 20人 募集、囲碁 10人 募集、そのほか、ソーラン、太鼓

です。

チラシを作成して6月 の地区回覧、6月 20日 、21日 に配布します。

募集期間は6月 22日 から30日 まで先着I贋で受け付けます。

会長と地域の5校 を学校訪問して、懇談をいたしました」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え資料にもとづき、

概ね次のような報告があった。

「自主防災名入りのベストを発注購入しました。この狙いは、緊急時、

防災訓練時に委員の各役割と自党、そして周りの方々に分かりやすく、

一方防災意識向上のためです。各区に貸し出すために借用書を作成しま

した。費用は90, 000円 です。

防犯パ トロールを3回 実施しました。25日 は都合により中止しまし

た。いずれの回も異常はありませんでした。以上が部会活動報告です」



その他           1 辻森会長から、次の6項 目の報告事項があつた。

と述べた。

く快適環境部会>

カロ納快適環境部会長から、部会活動について別添え資料にもとづき、

概ね次のような報告があった。

「昨日部会を開催し、すでに終了した事業の反省、今後の予定につい

て話し合いました。

5月 4日 にグリーンカーテン事業のゴーヤの苗の配布をしました。予

想よりも人気が高く短時間で終了しました。次年度も実施する必要があ

るとの意見が多数でした。

次に、6月 2日の桔梗が丘クリーン大作戦を実施します。公民館から

は2コース分かれて行います。協賛の自治会は6月 2日に3番町、4番

町、6117日 に1番町女性クラブ、6月 16日 は第 3プ ロックと2番町

が3区合同で実施されることになっています。このように年々ひろがり

を見せています。これらの区 ・自治会に助成をいたします。

ホタル観賞会を6月 15日 に雨天決行で実施します。その準備として

6月 5日 に川の清掃をします」と述べた。

く地域福祉部会>

梅本地域福祉部会長欠席。山中事務局長から、明日、高齢者のつどい

が実施される旨、報告があった。

1 6月 6同 地域づくり千ヽ表者会議が開催されますので、出席します。

2 高校統合F・D題に関する情報開示請求を5月 9日 に三教委に出しま

した。近日中に届くと思いますが、この費用が約 17,000円

です。この書類が届いた後、今後の対応を協議します。

3 二重県から、防災に関するアンケー トの依頼が届いています。生

活安全部会に回答をお願いします。

4 前回、理事会で申し上げた街路灯等にLEDを 利用する件につい

ては、その後具体的な進展はありません。名張市側にその対応に

ついて間い合わせています。現在は桔梗が丘では、4地 区が導入

済みで 1地区が検討中です。

5 名張川納涼花火大会への協賛について、協賛金を一戸あたり50

円を目安に協力依頼がありましたが、当協議会は昨年と同様公民

館のカウンターに募金箱を設置することにしました。

また、当大会の実行委員会へは参カロはしないことにしましたので



ご了承下さい。

6 国土交通省管轄の都市部官民境界基本調査が行われます。該当は

蔵持地区です。こういつた調査が行われることをお知らせしま

す。

下水道工事についての説明会がありました。工事担当部局と、1

2番町及び5番 町、桔梗が丘南の地区代表が参加しました。従来

から問題になつている生の汚水漏れの処理が未解決のままであ

り、又2番 町の旧交番所IItの汚水処理場の計画の説明がはつきり

しないままです。これらの問題を解決しないままの工事は協力で

きない旨を申し出てあります。

7

以上で議事は終了した。

次回理事会は、平成 25年 6月 22日 (土)

時 間 午前 9時 30分 より

場 所 桔梗が丘公民館 202号 室

議事録署名

議事録署名人

副会長 副1会長 総務委員長 書 記

④ ⑥ ③


