
平成 26年度

第 7回 自 治 連 合 会 議 事 録

場  所 桔梗が丘公民館 。大会議室

時日
平成27年  1月

l::」みと22 00

出 席 者

出席 25名  白治会長・区長

大垣総務委員長

欠席 中村、石川

22名  事務局 :2名

議事

決議事項

1.桔梗が丘自治連合会組

織図の改定について

2.軽 トラ公用車管理規定

の変更

上田副会長が司会を務め会議が始まった。

○辻森会長の挨拶

「2015年 新 しい年が始まりました。皆様お忙 しいことと思いますが、今

年も引き続きよろしくお願いします。」と述べた。

<大垣総務委員長>

桔梗が丘自治連合会組織図の改定について、添付資料に基づき、次のように

提案があつた。

「H26年 度総会におきまして、プロジェク ト事業部の設置が承認されまし

た。 しかし、当協議会の組織の中における位置を示す組織図に記載されてい

ませんでした。プロジェク トとして行つている事業が軌道に乗れば、部会の

並びになるかと思いますが、H27年度は別枠として位置づけ、添付 「桔梗が

丘自治連合会組織図」の中に記載する場所に表記 し、 5月 の総会で承認を得

たいと思います。」と述べ、桔梗が丘自治連合会組織図の改定の提案があっ

た。

この件につき、特に質問は無く、議長は 「桔梗が丘自治連合会組織図を改

定」について採決 した結果、全員挙手し承認された。

<大垣総務委員長>

公用車管理規定の変更について、添付資料に基づき、次のように提案があっ

た。

「H26年度での使用実績 (1/20時点)は 28回でした。使用料 700円 /曰 、

ガソリン代 20円 /Kmの負担を利用者 (協議会関係における使用は無料)に

負担 していただいています。H27年度より利用者の便宜を図るため、利用料

金を500円 /半 日、 800円 /日 に変更し、ガソリン代は据え置きの20円

/Kmと したいと思います。また、利用者の負担金を規定に明記するために添

付 「公用車管理規定」の第 4項 (利用者の負担金)及び第 5項 (利用時間の

変更)を追加 し提案させていただきます。」と述べ、公用車管理規定の変更

の提案があった。

Q.使用時間は何時～何時までですか。



3.会計処理規定の一部改

正について

4.平成 26年度公民館・

協議会 の会計状況及び

事務処理について

A.午前は、 8時 30分～ 12時  午後は、 12時～ 5時ですが、運用に

支障が無ければ、前の日から借 りておくなど、臨機応変にしていただけ

ればと思います。

その他、特に質問は無く、議長は「公用車管理規定の変更」について採決

した結果、全員挙手し承認された。

<大垣総務委員長>

会計処理規定の一部改正について、添付資料に基づき、次のように提案があ

つた。

「公民館会計の状況がひつ迫 してきてお り、会計処理規定を改正する必要が

出てきましたので、今般 「会計処理規定の一部改正」を提案するものです。

会計処理規定第 20条 (予算の執行と流用)には、「目」においての予算の流

用については記載されていますが、「項」においての流用が必要となった場合

についての記載が有 りませんでした。今年の3月 の時点で、「項」においての

流用が必要になると予想されますので、添付資料 「桔梗が丘自治連合協議会

会計処理規定 (案 )」 を協議願います。協議に入る前に、事務局長より、H26

年度公民館会計及び、協議会会計の状況を説明していただきます。」

<小松原事務局長>
・添付 “協議会会計状況及び予想"に、H26年度の決算予想 (12月 末時点)

を示 しています。

収入の部はほぼ予算通 りであり、支出の部の各目において予算内で収まっ

ています。また、H27年 度への繰越金は 187万円となります。

・添付 “公民館会計状況及び予想"に、H26年度の決算予想 (12月 末時点)

を示 しています。

収入の部では、公民館使用料は予算より減収となり、コピー使用料は予算

より増収となります。合計としては 3万円程度の増収となります。

支出の部では、管理費の項の中における消耗品費、光熱水費等の目におい

て予算不足が発生します。また、その他の項の中の消費税においても、予

算不足が発生します。H27年度への繰越金は 9万円となります。

・現在の会計処理規定の第 20条 4項に、“「目」においての流用"について記

載されていますが、H26年度に消費税がアップしたため、税務署へ納める

消費税が不足するため、「項」においての流用が必要となってきました。

<大垣総務委員長>

両会計状況は、ただいま説明があつた通 りです。会計処理規定の一部改正

について、桔梗が丘自治連合協議会会計処理規定 (予算の執行と流用)第

20条 4項を添付 (案)の通 りに改正する審議をお願いします

Q.(案 )の 3行以降を「理事会がやむを得ない事情が生じたと認めたとき

は、項において流用を行えるものとする。ただし、その場合は総会で事

後承認を得ることを要する。」で良いのではないか。また、承認等の手

続きについては、第 20条の他の項との整合性が必要になってくるのでは

ないか。
ワ
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A.表 現、文言については再度修正を行い、次回の連合会で審議願います。

<大垣総務委員長>

改定案は、再度提出をして、当会議の決裁を仰ぎます。

“「項」においての流用について、会長の事前決裁により、理事会の承認"

とすることについて、決議願います。

上記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.消防団桔梗が丘班の活 |<辻森会長>

動報告        |。 名張市総合防災訓練の時の活動状況を桔梗が丘班でまとめた資料を、添付

していますので、読んでおいて下さい。

・H27年 度の名張市総合防災訓練は 11月 8日 (日 曜 日)に決定しました。

地域の予定に、出来るだけ組み込んでおいて下さい。

0消防団員の人数は 20名 ですが 5名 の追加をしたいとのことで、募集チラ

シを回覧し、募集を行つています。希望者からの問合せがあれば、消防団

の福井さん (携帯 09045660845)へ案内をお願いします。

・恒例の消防団桔梗が丘班による年末警戒を、公民館を拠点として行ってい

ただきました。協議会から陣中見舞いとして、 1万円相当の品物で差入れ

をしました。

2.H27年度ゆめづくり協 |<辻森会長>

働事業交付金分配 (案)1添付資料「H27年度ゆめづくり協働事業交付金分配 (案 )」 にそつて説明があ

[arL\< l ->ft-"

。当協議会からの市交付金申請は180万円で申請しましたが、市からの提

示額は 175万円でした。当協議会の負担金は 1割の 17.5万 円となります

が、企画運営委員会の予定通 り20万円としたいと思います。

。お助けセンター事業の当初申請額 90万円を 5万円減額し、 85万円とし

て分配 します。地域負担金を 10万円として、事業計画を見直し検討 しま

す。お助けセンター事業において、総事業費との差額である50万円は、

利用者負担費と別枠の補助金を計上しています。

3.H27年度事務局職員の |<辻森会長>

公募について     |・ 添付資料 「公民館職員募集」の記載の条件で職員の募集の回覧を行いまし

た。

・事務局長及び副事務局長の退職に伴い募集を行います。

0事務局長の後任は、廣岡職員を予定 (本人内諾済み)しています。

・事務局次長 (会計担当)は、引継ぎが終わるまで、現在の職に留まります。

。他に 1名退職希望者がいますので、採用は 2名～ 3名 の予定です。
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4.「名張チャイル ドガー |<辻森会長>

ディアン連絡協議会」に |「名張チャイル ドガーディアン連絡協議会」が 12月 16日 、名張警察署で開

登録されている団体 (桔 |かれました。この連絡協議会に加入の団体は名張市で42団体、桔梗が丘で

梗が丘)等へ「安全パ ト112団体です。桔梗が丘の加入団体へ、「安全パ トロール中」の防犯ステッカ

ロール中」の防犯ステッ |― をそれぞれ 2枚貸与することになりました。各区長さんにお渡ししますの

カーを貸与する件につ |で、よろしくお願いします。

い て

5.10号公園の愛称決定 |<辻森会長>

について       1桔 梗が丘みどりの会が 10号公園の愛称を住民から募集 したところ、44件の

応募がありました。みどりの会で 5候補に絞 り込み、12月 の理事会で発案が

ありました。自治連合会には事後報告になり申し訳ありませんでしたが、「桔

梗の森公園」に決定しました。

Q。 この名称は、名張市等へ届けて、公式な名称とするのですか。

A.そ こまでは考えていません。この地域内だけの愛称であり、公の地図に

は、今まで通 り「10号公園」となると思います。

但 し、名称については行政へ確認 します。

6.桔梗丘高校跡地利活用 |<辻森会長>

三者会議の報告    112/20(土 )南公民館で、県教育委員会・市教育委員会 。当協議会の三者会議

が、開催されました。

・県教育委員会からは、跡地の活用について方向性も具体案も出なかった。

・H27年 10月 までに、方向性を決め、その方向性に基づく具体案を決定す

ることを目標に、三者会議を継続 していきます。

・名張市においては、私学校を誘致、他 跡地利活用案について検討されて

いますが、まだ、具体的な案が出てきていません。

。次回は3月 に開催 します。

7.第四回地域づくり代表 |<辻森会長>

者会議の報告      1第 四回地域づくり代表者会議の報告について、資料を添付 していますので、

読んでおいて下さい。

・名張市が 「災害時協力井戸」の登録を呼びかけています。

。名張市環境推進委員の報償金について、H26年 度は報償費 5千円でした

が、H27年 度からは報償費が無くなります。

・H27年 度からは、市に対 して環境推進員の推薦は必要なくなりますが、

ゴミの管理は各自治会で自主的にお願いします。

。「地域へ除草作業を委託する場合の要領」と「除草作業を行 う際の注意点」

の資料を添付 しています。読んでおいてください。

・ボランティアや地域活動時に、万一の事故に備えての補償制度が有ります。

適用されないこともありますので、添付資料を読んで理解 しておいて

下さい。
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8.市議会議員の議会報告

及び意見交換会の報告

9.その他

①総務委員会の研修会

について

②H27年度定時総会開催

日程 (案)について

・H26年 度地域づくり代表者会議構成員による視察研修が有 ります。

日時 :H27年 2月 5日 ～2月 6日  研修先 :滋賀県長浜長・京都府亀岡市

で行われます。概要は添付資料の通 りです。締め切 りは 1月 初旬

・各地域づくり組織における課題等に関する協議及び情報交換のため、情報

を整理 しました。

①各地域における敬老会及び春季戦没者慰霊祭の実施状況について

②各地位づくり組織における空き家対策について他

添付資料がありますので、読んでおいてください。

<辻森会長>

添付 「平成 26年度議会報告会議事概要」に記載されている議員が出席され

ました。添付資料を読んでおいて下さい。

・名張市の財政がひっ迫しています。現状としては小手先の対応でなんとか

凌いでいる状況です。

。「桔梗丘高校跡地利活用問題」。「桔梗が丘西地域から桔梗が丘中心部への東

西連絡歩道橋問題」について議員のお考えを聞こうと思い、予め連絡をし

ていましたが、行政からの資料をもらって整理をし、これを読んだだけと

ゆう状況でした。これらの問題については、殆ど認識が無かったように思

えます。 しかし 今回のこの会議で、出席された議員にはこれらの問題に

ついての認識を持っていただけたと思っています。

Q.報告会議事概要を作成 したのは誰でしょうか。文書の作成者が判るよう

にしてほしい。

A.議事概要は、小松原事務局長が作成 しましたが、記録に残すために作成

したものであり、皆様に配布するつもりは無かったのですが、地域に関

することでもありますので、文章チェックを行わないで、配布 しました。

今後は出来るだけ、文書の責任が何処にあるか判るように努力します。

但し、議会報告会は今後も、引き続き行われますので、出来る限り参加

願います。

<大垣総務委員長>

添付 「東近江市研修旅行予定表」に記載の通りで、2月 7日 (土)に決定し

ました。今回は、「一般社団法人能登り|1地 区まちづくり協議会」にお邪魔 し、

一般社団法人として明確な責任 と権限を有する協議会が、どの様に活動して

いるのかがテーマです。多数の参加をお願いします。

参加費は無料です。申し込みは、事務局までお願いします。

<辻森会長>

定時総会 :5月 16日 (土)   理事会懇親会 :5月 16日 (土 )

新旧区長懇親会 :5月 23日 (土)で行います。
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③所有者が不明の空き家

物件の情報収集について

④中古住宅流通促進協

議会ポスターについて

⑤「みえ防災塾」受講者

募集について

⑥「木下大サーカス」パ

ンフレット配布協力に

ついて

⑦その他

<辻森会長>

○空き家対策として、当協議会では住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業

に協力 しています。前回の区長会議でお願いした、所有者が不明の空き家物

件の情報収集ですが、その物件の所有者の連絡先情報を自治会 (区)長が持

つている場合は、その情報を知らせてほしいと、お願いをしていました。し

かし 個人情報保護の点で問題が有るとして、自治会 (区)長から殆ど情報

が出てきませんでした。

その後 法令の一部改正があり、名張市税務課から連絡先を入手し、中古住

宅流通促進協議会から、空き家の持ち主 341件に、モデル同事業に対する

協力をお願いする案内を郵送しました。

現在、問合せ件数 36件 コーディネイ ト実施件数 14件 インスペクショ

ン実施 6件 の実績が出ています。

<辻森会長>

○住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業の内容をPRするための、ポスタ

ーを作成 しましたので、各地区 1枚ないし2枚 掲示板に掲出願います。

また 桔梗が丘西は、同協議会協議の結果、 「街が新 しい 。桔梗が丘全体で

は対象が広すぎる」等の理由で、この流通促進モデル事業の対象から外させ

ていただきました。

<小松原事務局長>
・二重大学で開催される「みえ防災塾」の受講者を募集 しています。

防災・減災活動を担 う人材を育成することを目的としています。

資料は事務局にありますので、興味のある方は事務局で閲覧願います 。

<辻森会長>

名張市の紹介で、 2月 から奈良市で開催される「木下サーカス」の、ポスタ

ーの掲示や 。チラシ回覧等の依頼が有 りました。その代償として、入場券が

いただけることになっています。各区に 2枚配布 して、残 りを公民館に置い

ておきます。利用 して下さい。

<河合幹事自治会長>

二番町区どんど保存会の協力で、1月 12日  二番町の公園で「どんど行事」

を行いました。 500人近くの参加者があり盛況でした。

<松村事務局次長>
・張市環境推進委員の報償金が出ておりますので、取りに来てください。

・ 26年度は報償費 5千円でしたが、H27年度からは報償費が無くなりま

す。
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第 7回 自治連合会の議事録署名人

岡田自治会長

森中自治会長

にお願いします。

次回自治連合会は、平成 27年 2月 21日 (土 )

時 間 午後 7時 30分より

場 所 桔梗が丘公民館大会議室

以上で理事会は終了した。

議   長

議事録署名人

議事録署名人
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