
平成25年 度第 1回  桔梗が丘自治連合会 議事録

日      時  1    
平成 25年 4月 20日 (土)

19:30～ 21:30

所場 桔梗が丘公民館 大会議室

者

区長 ・自治会長 29名 。(別紙記載)

欠 席 橋本、東。

自治連合協議会 ・大垣、阪本、高槻、吉野、加納、梅本、福森。

事務局 ・山中、松札

名張市内 2高 校統合問題

について

上回副1代表幹事が司会を務め会議が始まつた。

司会者から、本日は第 1回 目の会議のため、新I日の自治会長

にお集まり頂いたので、会議の前に各自に自己紹介の依頼があ

つた。

く出席者が自己紹介>

辻森代表幹事の開会挨拶と要望事項の要旨。
「各自治会 ・区長さんの中で本日をもって退任されます方大変

ご苦労様でした。様々な活動にご協力いただき有難うございま

した。新しく就任されました方、殆どの方がお仕事を持ってお

られるようですが、どうぞよろしくお願いいたします。また、

協議会の委員長、部会長さん本日は事業報告方ご苦労様です。

よろしくお願ぃしますJと 述べた。

辻森協議会会長から、名張市内2高校統合問題について、こ

れまで三教委からの説明会を2回 開催したが、その間の経緯の



議 事

1 決議事項

(1)議 事録署名人

(2)平 成 24年 度自治

連合協議会の事業報告に

ついて

引き続き辻森代表幹事が議長となり、審議に入つた。

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

名人に中村宣利氏、小坂雄宏氏を選任し承認された。

議長から、「本日は協議会の3委 員会、 6事 業部会の委員長、

部会長に出席いただき、平成 24年 度自治連合協議会の各委員

会 ・部会の事業報告をしていただき、ご質問はその後お受けす

ることとしたい」と述べた。

引き続き、各委員長、部会長から事前配布された資料に基づ

き概ね次のような報告があった。

く総務委員会>

協議会 ・大垣副会長 (総務委員長)か らの平成 24年 度事業

報告の要旨

事前に資料をご覧いただいているので要点のみ申し上げ

る.

総務委員会の事業実績はほぼ予定通り進められた。

・ 当初の予定から変更になったのは、協議会財政の安定化の

ための積立金は予算化していなかつたが、ビジョン新規事業費

の支出が無かったので、昨年度と同様に積立が出来た。

総務委員会が行つた講演会、研修の成果を別紙にまとめて報

告をします。(内容は別紙参照)

反省,点は講演会の参カロ者が少し少なかったこと。研修会はほ

ぼ当初の目的を達成し有意義でした。

く企画運営委員会>

協議会 ・阪本委員長からの平成 24年 度事業報告の要旨

平成 24年 度は地域ビジョンの推進に重点的に取り組み、“ほ

つとまち"プ ロジェクトチームを立ち上げ、7項 目のプロジェ

クト事業の概要をまとめ、地域の全戸に配布をした。

平成 25年 度からの名張市ゆめづくり協働事業提案制度に参

加。「子供たちと地域の絆づくりJ「ふれあい茶房Jの 2事 業が

認められた。

この2事 業及び全事業のスタッフ及びサポターを募集した。

その結果、全部で結果40人 の応募があった。(ふれあい茶房 2



0人 、子供たちと地域の絆づくり2人 )

・平成 25年 1月から、それぞれ2事業は、具体的に事業の推

進を行つている。(詳細資料参照)

・平成 25年 度は、地域の住民の皆さんのご協力をいただきな

がら他の事業も推進していきたい。

く広報委員会>

協議会 ・野邊委員長からの平成 24年 度事業報告の要旨

・当広報委員会の役割について考えたとき、最も重要なのは地

域住民の皆さんに協議会の活動内容の周知、事業への参カロの動

機付けのツールとなることだと考えている。

上記の観点から見て、既に十分その役割を果たしているとは

言い難いので、平成 25年 度以降もこの観点から広報に努めて

いきたい。

具体的な活動は、ききょう通信の発行とホームページの管理

運営です。ききょう通信は5回発行できた。掲載記事について

いつも地域の皆さんの役に立っているかという事を念頭に於い

ています。詳細は資料を参照してください。ホームページの管

理運営は、タイムリーに情報をお届け出来るツールであります

が、24年 度は更新も進み、ある程度は満足できる結果となり

ました。アクセス数も増カロし、3月末で4511件 、年間の 1

ヶ月平均は376件 となりました。今後もさらに進めていきた

いと考えています。

く健康推進部会>

協議会 ・高槻部会長からの平成 24年 度事業報告の要旨

・老人の日の行事は9月 15日 、70歳 と88歳 の方に長寿

記念品を贈呈し、 70歳 以上の方にお祝い品を配布しました。

配布にあたりご協力ありがとうございました。予算額は1, 5

49,494円 。

ききょう健康まつりは10月 17日 にウオーキングを青山

の四季の里で実施しました。引き続き、 11月 4日 に健康まつ

りを行いました。内容は例年通りです。決算額は336, 34

7円。出席者は合わせて260人 でした。

・ニュースポーツ世代間交流大会を平成 25年 3月 39日 実

施しました。内容は記載のとおリクロリティー、カローリング、



グランドゴルフ。参加者は子どもを含めて54人 の参加。決算

額は36, 021円 です。

・桔梗が丘体操会との協働事業も地域住民の健康維持ため引

き続き実施しました。夏休みの参カロ児童への参カロ賞費用と体操

会のロゴ入りTシ ャツ制作で134, 790円 。

ききょう健康講座として次の4つ の事業を実施しました。

(1)ベ ルフラワー教室、(2)健 康に関する講演会、(3)市

のがん検診 (4)健 康体操 (リズム体操)教 室。4つ の事業合

わせた決算額は168, 124円 で現 実施内容は資料に記載

の通りです。

その他、 2月 14日 に市の特定健診を公民館で実施。 22人

が受診しました。

く住民交流部会>

1 協議会 ・廣岡部会長欠席のため、山中事務局長からの平成2

4年 度事業報告の要旨

・住民交流部会は例年通 り、桔梗が丘夏まつりとハッピユニ

ューイヤーききょうフェスタの2事 業を実施 した。

夏祭 りは突然の雷雨で一部ア トラクションを中止した。 し

かし、模擬店も盛況で完売し、利用券も1220枚 の利用引き

換えがありました。

全般的に大きな事故もなく無事終了した。お祭 りの参加者は

約 7000人 。決算額は738, 651円 。

・ハンピ~ニ ユ~ィ ャーききょうフェスタは例年通りの内容

で行ったが、年々子供さんの参加者が増カロしている。今年の参

カロ者は236人 .

どんどは大雪になり、午前 7時 開始予定を午後 2時 に変更して

実施 した。こちらも桔梗が丘地域で浸透 してきた行事で、用意

した豚汁400人 分は全て振る舞われた。決算額は217, 8

52円 。決算額の合計は956, 503円 です。

議長は以上の3委 員会 2事 業部会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>



協議会 ・竹原部会長欠席のため、佐田部会員からの平成 24

年度事業報告の要旨

・桔"ず セミナーを夏 冬に実施した。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」です。桔梗が丘夏まつりに太鼓、よさこいソ

ーランが参加した。又ききょうニューイヤーフェスタにも科学

遊びで参加しました。決算額は238, 702円 です。

・「こころの思い発表会」を10月 の公民館展に合わせて行い

ました。実施内容は記載の通です。決算額は100,064円 。

ふるさと歴史ハイキングは地域の歴史を学び、ふるさとを

愛する心を育てる目的で始めましたが、本年度は11月 10日

に実施。例年子どもさんの参加が少ないのですが、本年度は5

人の参加がありました。決算額は29, 782円 。

私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

6, 000円 支出。決算額合計 384, 548円 です

く生活安全部会>

協議会 ・吉野部会長からの平成24年 度事業報告の要旨

・普通救命講習会を10月 と来年3月 に2回 実施した。場所

は名張消防庁舎で参カロ者は10月 13人 、3月 12人 。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番町と桔梗が丘西の割り振りです。内容は止血法、異物

除去法、心肺蘇生法、AED取 扱法です。

・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。従つて本年度が最後の支出になります。

・防犯パ トロールも引き続き実施しました。本年度は6人 の

隊員で毎月4回 約 1時間地域内をパ トロールしました。次年度

への課題は隊員の増員確保です。

命の笛の贈呈を4月 68日 地域内の3小学校へ合計 175

個を贈呈しました。

防災司1練の実施を各区 自治会に依頼し実施していただい

た。

・危険箇所の解消は各区・自治会の協力のもとに進めました。

道路交通表示の改善を名張警察に要望しています。

決算額合計は 131, 159円 です。



く快適環境部会>

協議会 ・加納部会長からの平成 24年 度事業報告の要旨

・快適環境部会は次の3事業を実施しました。

・地球温暖化対策事業 (緑のカーテン事業)と してのゴーャ

苗の配布を地域の家庭に2000株 配布。その後、ゴーヤ栽培

の写真展等を開催した。決算額 290, 480円

・地域環境保全 ・啓発事業としてホタル観賞会を6月 16日

に、バー ドウオッチングを平成 25年 1月 6日 に実施。参カロ者

は、雨天のためホタル観賞会は40人 、バー ドウオッチングは

50人 .ホ タフレ観賞会のシャックリ川に環境保全啓発看板を設

置しました。決算額は8, 730円 。

・桔梗が丘クリーン作戦は6月 3日 に実施された名張市クリ

ーン大作戦に協賛して実施した。各自治会の団体参力1もあり有

意義でした。参加者合わせて約 1, 000人 。決算額 44, 4

31円 。決算額合計は393, 641円 。

く地域福祉部会>

協議会 ・梅本部会長からの平成 24年 度事業報告の要旨

・高齢者 障がい者への友愛御訪問活動を例年通り 「陽だまりJ

を持して実施。安否確認に役立ってぃる。

決算額 18, 900円

年末友愛訪問も例年通り75歳 以上の一人暮らしの方、高齢

者の家庭等を訪問しプレゼントを配付。

決算額226, 125円

高齢者のつどいを5月 27日 地域の80歳 以上の高齢者を招

いて開催。参加者は 151人 。決算額 200, 000円 。

地域内14箇 所でいきいきサロンを実施。年間の参加者が予

定数の1400人 を上回るくらいあり、好評であつた。

・11月 11日 地域内6か所のグループホームと交流会を実

施した。参加者は民生委員、ワーカー等合わせて57人 。第3

火曜日に開催。未就園児とその母親のつどいです。

・地域高齢者への配食と見守りの協働事業をいこい、友～友

の2グループと実施した。大変有意義な事業で、対象者の方に

も喜ばれている。

議長は以上の4事 業部会の事業計画について意見を求めた。

出席者からは特に質問はなく、採決に入り、全員賛成の挙手



(3)平 成 24年 度公民

館事業報告について

をし、平成 24年 度事業報告は承認された。

中村公民館長から、平成 24年 度公民館事業報告について

別添え資料に基づき概ね次のような報告があった。

平成 24年 度は当初の分にロビー歌声広場と絵手紙教室を加

え14講 座を開設。合計2600人 の参カロがあった。夏期大学

講座は4回 開催し、延べ251人 の参加でした。そのほかの行

事として例年通リロビーコンサー ト、プチコンサー ト、映画鑑

賞会を開催し、こちらは合わせて850人 の参加がありました。

引き続き、議長は出席者に意見を求めた。

出席者からは特に質問はなく、採決に入り、全員賛成の挙手

をし、平成 24年 度公民館事業報告は承認された。

く協議会理事週常>

辻森代表幹事から、第4ブ ロック幹事が東弘文氏から、桔梗

が丘西7番 町自治会長鈴木健―氏に交代されると報告があり、

出席者全員異議無く拍手をもつて承認された.

く協議会会計>

協議会 大垣昌1会長(総務委員長)か ら、協議会会計の決算報

収入の部

1 会費

2 交付金      1

3 補助金

4 報償費収入

5 雑収入

6 繰越金

合計         2

支出の部 (主な項目のみ)

1 総務費

2 企画運営費 「事業費J

3 広報費   「事業費」

4 健康推進費 「事業費」

(4)平 成 25年 度自治

連合会幹事交代の承認に

ついて

(5)平 成 24年 度決算

報告承認について

～協議会会計～

1, 000,

5,615,

2, 130,

150,

418,

3, 928,

3, 252,

6, 531,

90,

303,

2, 224,

0 0 0円

760円

000円

000円

497円

711円

568円

168円

200円

375円

776円



5 住民交流費 「事業費J   956, 503円

6 教育文化費 「事業費J   384, 548円

7 生活安全費 「事業費   131, 159円

8 快適環境費 「事業費J   393, 641円

9 地域福祉費 「事業費J l, 187, 025円

10 積立金 「車両買換J    200, 000円

〃  「財政調整」   500, 000円

〃  「自然災害J   500, 000円

11 予備費

12 コミュニティ活動費

13 報償費

14 助成事業補助金

15 有事助け合い基金

繰越金

合計

ビジョン新規事業費は支出が無かったので、理事会に諮 り積

立金に補正しました。尚有事の助け合い基金は、民生児童委員

会から預かつたもので丸

引き続き、議長は出席者に意見を求めたが、出席者からは特

に質問は無かった。

く公民館会計>

引き続き、松村事務局次長から、公民館会計について、別添

え資料に基き、概ね次のような報告があった。

0円

5,131,4 0 0円

150,000円

1,900,0 0 0円

417,385円

2,251,3 8 8円

23, 252 1  5 6 8円

～公民館会言卜～

収入の部

1 指定管理料

2 使用料等

3 その他収入

4 繰越金

合計

支出の部 (主な項目のみ)

1 人件費

2 管理費 1 消耗品

3 光熱水費

4 修繕費

6 委託手数料

7 備品購入費

9, 898, 000円

4, 025,468円

194,333円

5,177,131円

19, 294, 932円

4,299,014円

582,554円

3,225,147円

311,544円

2,127,848円

928,887円



8 使用料 貸借料 758,

3 運営費  1報 償費     500,

3印刷製本費   lo9,

5事業費     831,

4 積立金  1周 年事業    800,

2設備備品    800,

3車 両購入    200,

5 その他  1消 費税     336,

2予備費

9 9 6円

000円

282円

584円

000円

000円

000円

000円

0円

(6)平 成 24年 度決算

監査報告について

積立金は予備費 200万 円のうち180万 円を理事会に諮 り

積立金に予算の補正を行い、3項 の積立金として計上しました。

引き続き、議長は出席者に意見を求めた。

Q 人件費が両会計から支出されているが、何か決まりはある

のか。

A 特に無いが市の要請による。尚平成 25年 度からは協議会

会計からまとめて支出をすることに変更になる。

その他、出席者からは特に質問はなく、採決に入 り、全員賛

成の挙手をし、平成 24年 度協議会会計決算、公民館会計決算

は承認された。

辻森協議会会長から、「4月 13日 、桔梗が丘公民館 201号

室で福森、日合監事から平成 24年 度協議会会計及び公民館会

計の会計監査を受けた結果、両会計とも適正に処理されている

旨報告を頂いたJと 述べ、会計監査報告は了承された。

繰越金

合計

告があった。

収入の部

1 会費

2 交付金

3 補助金

4 報償費収入

3, 005, 436円

19, 294, 932円

(7)平 成 25年 度予算 | く協議会会計>

(案)承 認について   1 協議会 ・大垣冨1会長退席のため、山中事務局長から、協議会

～協議会会計～    1会 計予算 (案)に つい、別添え資料に基づき概ね次のように報

1 , 0 0 0 , 0 0 o円

15, 604 ,  0 0 0円

200,000円

150,000円



5 雑収入

6 負担金

7 繰越金

合計

支出の部 (主な項目のみ)

1 人件費

2 総務費

3 企画運営費 「事業費」

4 広報費   「事業費」

2 0 , 0 0 0円

700,000円

251,388円

925,388円

341,125円

776,200円

300,000円

320,000円

280,000円

130,000円

519,000円

180,000円

435,000円

140,000円

200,000円

0円

116,000円

150,000円

19,563円

4,

2,

23,

9,

2,

5 健康推進費 「事業費」 2,

6 住民交流費 「事業費J l,

7 教育文化費 「事業費」

8 生活安全費 「事業費

9 快適環境費 「事業費」

10 地域福祉費 「事業費J l,

11 積立金 1「車両買換」

12 予備費

13 コミュニティ活動費 5,

14 報償費

繰越金

合計 23, 925, 388円

～公民館会計～

引き続き、議長は出席者に意見を求めたが、出席者からは特

に質問は無く、採決に入 り、全員賛成の挙手をし、平成 25年

度協議会会計予算 (案)は 承認された。

く公民館会計>

引き続き、松村事務局次長から、公民館会計予算 (案)に つ

いて、別添え資料に基き、概ね次のような報告があった。

収入の部

1 指定管理料

2 使用料等

3 その他収入

4 繰越金

合計

支出の部 (主な項目のみ)

9, 898, 000円

4, 000, 000円

50,000円

3, 005, 436円

16, 953,436円
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1 管理費 1

3

4

6

7

8

2 運営費  1

3

5

3 負担金

4 積立金

5 その他

繰越金

合計

消耗品

光熱水費  3,

修繕費

委託手数料 2,

備品購入費 1,

使用料 ・貸借料

報償費

印刷製本費

事業費  1,

4,

1消費税

2予備費

6 2 0 , 0 0 0円

340,000円

490,000円

300,000円

180,000円

848,000円

600,000円

120,000円

300,000円

700,000円

0円

332,000円

2 o O , 0 0 0円

403,436円

16, 953, 436円

(8)平 成 25年 度自治

連合協議会理事交替の承

認について

(9)定 時総会来賓招待

者承認について

支出の負担金は人件費見合い分を協議会会計に支払うことに

なります。 したがつて平成 25年 度からは人件費は全て協議会

会計からの支出となります。

引き続き、議長は出席者に意見を求めたが、出席者からは特

に質問は無く、採決に入り、全員賛成の挙手をし、平成 25年

度公民館会計予算 (案)は 承認された。

山中事務局長から、協議会の理事の交替について次の通り報

告があった。

就任する理事は鈴木健―氏 (第4プ ロック幹事)、西官岡1志氏

(健康推進部会長。)退 任する理事東弘文氏 (第4プ ロック幹

事)、高槻茂夫氏 (健康推進部会長)。

以上の交替と新たに就任された理事の任期は規定により平成

26年 度定時総会終了時までになる旨を述べた。

引き続き、議長は出席者に意見を求めたが、出席者からは特

に質問は無く、採決に入り、全員賛成の挙手をし、理事の交替

は承認された。

山中事務局長から、定時総会来賓招待者ついて別添え資料に

記載の8名方々にしたい旨を述べた。
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引き続き、議長は出席者に意見を求めたが、出席者からは特に

質問は無く、採決に入 り、全員賛成の挙手をし、定時総会来賓

招待者は承認された。

以上で決議事項は終了した。

2 報告事項

(1)平 成 24年 度末の 1 松村事務局次長から、平成 24年 度末の自治連合会会計につ

自治連合会会計報告につ |い て、次のように報告があった。

いて         1 収入は会費、繰越金等合わせて648, 363円 、支出は会

議費 97, 872円 、同友会との懇親会補助 32, 455円 、

ブロック会議費 52, 000円 、慶弔費 30, 000円 で支出

の合計 212, 327円 、差引残高436, 036円 となり、

これを次期期繰越金とする旨を述べた。

引き続きI口区長会からの引継ぎ金の報告があった。定期預金

の総額は3, 576, 557円 。

(2)平 成 25年 度公民 1 山中事務局長から、平成 25年 度公民館運営審議会委員及び

館運営審議会委員及び公 1公 民館運営委員について、別添え資料に記載の方々に委嘱がさ

民館運営委員の委嘱につ |れ た旨報告があった。

υヽコご

3 その他 (連絡事項)

(1)自 治連合会懇親会 1 山中事務局長から、例年開催している自治連合会の懇親会を

開催について     15月 25日 (■)開 催する旨案内があった。

(2)協 議会の委員会、 1 山中事務局長から、自治連合会の内規に定められているよう

部会への参カロについて  に、新しく就任された自治会長さんは、いずれかの委員会、部

会に参加いただき、活動にご協力くださいと述べた。

(3)自 治連合会内規に 1 山中事務局長から、新しく就任された自治会長さんに自治連

ついて        1合 会内規を配布 している旨を述べた。

(4)災 害用 「白い小箱」1 辻森代表幹事から、名張市危機管理室から災害用物資 「白い

小箱Jの 見本が201司配布されたので、各ブロックに5個配布

するのでご活用いただきたいと述べた。(詳細は資料参照)

について
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(5)そ の他 辻森代表幹事から、先般の地域医療に関するアンケー トにご

協力ありがとうございました。桔梗が丘地区の回収率は85

5%で した。詳細は事務局にありますので必要な方はご覧下さ

い。尚、協力金後日配布をさせて頂きます。

引き続き、辻森代表幹事から、冒頭の高校統合問題の説明会、

4月 27日 (土)に は是非ビ出席いただきたい旨を述べた。

小坂桔梗が丘体操会世話人から、体操会の運営に協力いただい

ている事に感謝を述べた。

北森 5番町2区 区長から、「名張市側と懇談会等を設けて意見

交換及びそれぞれの対応方の協議をする場を設けていただきた

い」と述べた。

辻森代表幹事から、名張市地域経営室に申し入れをする旨を

述べ了承された。

以上で議事は終了した。

議   長

議事録署名人_堂 と二1正 三菫:硼

議事録署名人

次回開催予定 平成 25年 6月 15日 (土)

19時 30分 から

桔梗が丘公民館 大会議室
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