
平成 26年度

第 9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  3月 21日 (土 )

19:30～ 21 00

出 席 者

出席

欠席

25名  自治会長・区長

大垣総務委員長

山口、佐田、

:22名  事務局 :2名

決 議 事 項

1.敬老の日の行事内容変

更に関する件

報 告 事 項

1.平成 27年度名張市か

らの収入予算決定につい

て

上田副会長が司会を務め会議が始まった。

○会議に先立って、3月 8日 に亡くなられた、前事務局長の山中 晃氏のご冥

福をお祈 りし、全員で黙とうを捧げた。

<辻森会長>

敬老の日の行事内容変更に関して、健康福祉部会から添付資料 「敬老の日の

行事内容変更の件」に記載の内容で、提案が有 りました。

・敬老の日の行事内容の変更

1)70歳 と88歳の方に商品券 (2,000円 )を贈呈する。 (継続 )

2)H27年度より「70歳以上の方全員に記念品の贈呈する」ことを廃止する。

・変更理由

70歳以上の方が年々増加 している状況の下、一定の予算内で現在の行事内容

を継続することは無理であり、いずれ内容の変更を検討 しなければならない

と予想され、声も上がっていた。

また 2)の全員西己布については、当初の高齢者の安否・健康確認の意義も勘

案 して継続 してきましたが、民生児童委員による友愛訪問や高齢者のつどい、

さらには各地区での 「いきいきサロン」等の見守りも実施されてお り、住民

同士の見守 りの意識も高まってきた。その必要性の意義は薄れていると思わ

れる。

議長より、この件に関して意見を求めたが、特に意見は無かった。引き続き
「敬老の日の行事内容変更に関する件」について採決 したところ、全員異議

なく承認された。

<小松原事務局長>
公民館管理運営委託料・ゆめづくり地域交付金・ゆめづくり協働事業交付金

について、名張市から決定金額として報告がありました。 (添付資料参照)



公民館会計に関する名張市からの収入としては

公民館管理運営委託料  9,973,000円 (H26)→  11,047,320円 (H27)

(消 費税 3%増に対する増額等)

協議会会計に関する名張市からの収入としては

○ゆめづくり地域交付金 14,984,600円 (H26)→  15,034,200円 (H27)

となつています。

○ゆめづくり協働事業交付金についての特別会計に関する名張市からの収入

は 協議会からの交付金要望額 :1,800,000円

名張市からの回答 :

1,300,000円+450,000円 (介護特別会計で決定)

○がんばる地域応援事業申請中 2,000,000円 (未決定)

<松村事務局次長 >
コミュニティ活動費について、「ゆめづくり地域交付金」に記載の「コミュニ

ティ活動費」の各地域への交付額は前年度とほぼ同額ですが、人日の増減に

より額が変更しています。地域へのお支払いは5月 中旬になると思います。

2.お助けセンター開設業 |<辻森会長>

務開始について     |。 開設準備における試験受付は去年で終了し、4月 10日 に正式にスター トし

ます。支援等の項目内容はチラシの通りです。
。開設準備として試験運用を行つてきましたが、この事業は、個人を対象に

する事業であり様々な課題が想定され、その対応を検討・準備 してきまし

た。これからも様々な課題が出てくる中でセンターを運営しながら対応 し

て行くことになります。皆様のご協力 。ご支援と共に様々な情報の提供を

よろしくお願いします。

<意見交換> IQ)利 用料金は、1時間につき 500円 /人 となつていますが 1時間を超えた場

合の料金は。また、個人のお宅へ、簡単な作業でも1人で行くのは問題では

ないか ?

A)プロジェクトから「桔梗が丘お助けセンター会則 (案 )」
。「桔梗が丘お助

けセンター細則 (案 )」 の説明が理事会で行われたが、運用・記載内容につい

て、もう少 し詰める必要が有るとの意見が出たので、今回はセンター開設業

務開始の報告のチラシだけ添付 した。ご質問の内容も会則 。細貝Jで定め、利

用者が登録する時、 「利用の手引」をお渡して説明します。

細則で定めているサービスのうち、1)家事支援サービス・2)庭管理支援サー

ビス・3)日 曜大工支援サービス・5)家電機器調整支援サービスは、 4月 から

スター トします。

2)配食サービス・6)移送支援サービス・7)子育て支援サービスについては、

体制が整ってから別に時期を定めて実施します。

Q)作業を行 う日時はどう決めるのか
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3.第 5回地域づくり代表 |<辻森会長>

者会議報告       1添 付の 「第 5回地域づくり代表者会議報告」に沿つて説明が有つた。

A)コーディネーターと顧客とが話 し合い決めることになります。電話で支

援内容を確認 し、お宅にお伺いして現場を見ながら、作業内容と作業を行 う

日時について打ち合わせることになると思います。

プロジェクトのメンバーによる内容の最後の詰めは、3月 25日 に行われる

予定です。

1)依頼事項等

①第45回二重ブロック大会における地域づくり組織のご協力について
。青年会議所から添付資料に基づいて説明がありました。各地域へのフリー

マーケット等の出展依頼です。テントの設置等の準備～撤去までの作業は

主催者側で行 うとのことです。今のところ公民館サークルの陶芸クラブか

ら出店するとの意思表示が有りました。申込締切は 3月 31日

②H27年度の広報なばりの発行回数の見直しについて (5月 頃から)

・発行回数 :月 4回発行→月2回発行

全号 8ページにして情報量は保つ予定

。配布方法 :新聞折込 (一部分郵送)→各戸ヘポスティング

③グリーン大作戦への参加のお願い。

・ 5月 31日 (日 )に実施

・グリーン大作戦は「ゴミ」の回収が目的なので、草木類の回収は今回

から行わないことになりました。

④各種委員にかかる地域づくり組織からの推薦依頼について

名張市スポーツ推進委員

名張市青少年育成推進委員

3名

7名

名張市生活安全推進協議会委員  25名 (締切は4月 10日 )

任期が 2年 となっており、任期満了を迎えるため、当協議会へ新たに推薦 (再

任可)を依頼してきました。

現在の委員に対して再任の意志の有無を確認の上、再任の意思が無い方があ

れば、その方の交代として適任者を推薦 していただくよう、各自治会長 (区

長)へお願いをしています

2)―①地域事務員について

。資料は添付していませんが、「公民館等 (地域事務員)が担当している地

域づくり組織業務について」調査結果報告です。資料は事務局に有ります

ので、興味のある方は事務局で閲覧して下さい。

3)地域づくり代表者会議実践交流会の開催

同時 : 3/8 13:30～ 17:00 場所 :名 張市教育センター (百合が丘)

で開催されました。当協議会からは、「住居表示設置事業」及び「きき
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ょう農楽園」の事業概要を、プロジェクターを使用して説明しました。

資料については、事務局に有りますので、閲覧 (コ ピー)して下さい。

4)一①障がい者福祉事業実施に対する協力について

障がい者福祉事業実施の回覧のお願いが有りました。回覧の協力を行 う

かどうかの判断は、各自治会 (区)長にお任せします。

また 「名張市身体障害者互助会」に事業収益が分配されるのは、添付

資料の団体と角印が有る回覧物だけですので、確認をお願いします。

4.平成 27年度事業計画 |<大垣総務委員長>

(案)        1 添付資料に各委員会事業計画・各部会事業計画 。公民館事業計画を付けて

います。H27年 度事業計画については、新 しい自治連合会のメンバーで審

議 していただくことになります。H26年 度の事業報告並びに決算書等は、

3月 末以降になりますので、 4月 の自治連合会でまとめて審議・承認をいた

だくことになります。従つて、H27年 度も継続 して当会のメンバーとなら

れる方は、この資料を予め読んでおいて下さい。また 交代される方は、新

メンバーヘお渡し下さい。

その他         l① 第二回桔梗丘高校跡地利活用に係る懇談会 (3者会議)報告

添付資料「名張市桔梗丘高等学校跡地利活用に係る懇談会 (第 2回 )」 を読ん

でください。

・当協議会から素案 (2月 自治連合会で説明)を示 しましたが、名張市及び

二重県共に、対案が出てこなかった。

。今後のスケジュール

5月 連体前に市からの中間報告

5月 23日  当協議会検討委員会を開催

5月 30日  市との協議 その後 県との協議

・各自治会 (区)長は、出来るだけ傍聴 して下さい。

②住居表示設置事業に関して、各自治会 (区)長に協力していただいた調査

等の作業に対して、調査費として3000円 お渡しします。

各家庭にお配 りした住居番号表示板で、新たに要望が有れば作成 しますの

で、事務局へ報告 して下さい。今まで報告の有つた分については、5月 末を

目途に発注しています。

③Q)野鳥公園にある池と名張街道の間に、大量のゴミが放棄されている。

何とかしなければと思 うのですが。

A)ボランティアで行 うことも考えられますが、県道 57号線が直ぐ傍を通

つており危険ですので、名張市ヘゴミの撤去をお願いします。
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・議事録署名人のお願い 1第 9回 自治連合会の議事録署名人

野中区長

河合 自治会長

にお願いします。

次回自治連合会は、平成 27年 4月 18日 (土 )

時 間 午後 7時より

場 所 桔梗が丘公民館 大会議室

・区長・ 自治会長の交代のある方はお二人とも参加願います。

懇談会の開催

・ 5月 23日 に例年開催 している懇親会を開催 します。 (詳細は追つて連絡)

場所 :例年通り  消防団も参加

以上で会議は終了した。

議   長

議事録署名人

議事録署名人
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