
桔梗が丘 自治連合協議会

平成 27年度

第 2回 理 事 会 議 事 録

所場 桔梗が丘公民館 202号 室

時日
平成 27年 6月 27日 (土 )

9:30～ 11:30

出 席 者

出席者 :辻森、大垣、河合、増田、吉村、阪本、西宮、竹原、吉野、上島、

:植野監事、福森監事、大西地域担当監、中村、廣岡、松岡。

欠席者 :上田、北森、廣岡、加納。

議事

決議事項

2.公用車管理規定変更

について

報告事項

1.平成 27年 5月 度協

議会会計及び公民館会

計累計報告について

大垣副会長が司会を務め会議が始まった。

○辻森会長挨拶

二回目の理事会となりました。皆さん、ご審議のほど宜しくお願いします。

○大垣副会長

廣岡理事が 11時頃来られるので、平成 27年度夏祭 り予算案の審議は、最後に

まわします。それでは、まず公用車管理規定変更から審議をお願いします。

・館長より軽 トラをサークル関係者も使いたい旨、意見がありました。協議会

としても、軽 トラをリト他的な使い方をするつもりもなく、利用 してもらえば収

入も増えるので、添付資料の「公用車管理規定」の第 3条利用者の制限に「公民

館長が認めたサークル関係者」と第 4条利用者の負担金に「及び公民館長が」の

文言を追加 したいと思います。ご意見をお願いします。

ご意見がないようですので、賛成の方、挙手をお願いします。

賛成多数と認めますので、原案どおり下線部分を追加 し、本 日より施行 します。

次に、報告事項に移 ります。

まず、平成 27年 5月 度協議会会計及び公民館会計累計報告について、事務局

の松岡事務局次長さんからお願いします。

<松岡事務局次長>

添付資料平成 27年度協議会会計収支累計表及び公民館会計収支累計表に沿っ

て説明があつた。

・ 5月 は協議会 。公民館会計共に大きな出入 りはなかった。協議会会計では5

月に入 り各部会の動きが活発化してきてお り、主な支出は地域福祉費 656,000

円で達成率は 55.9%と なっています。なお、当月末現預金残高は 11,663,224円

です。



<意見交換>

2.桔高跡地利活用検討

委員会の進捗状況につ

いrC

<意見交換>

3.地域づくり代表者会

議について

・公民館会計では、主な支出として 5月 から主催講座が始まり講師謝ネL等の報

償費 30,000円 を支出しています。なお、当月末現預金残高は 3,733,868円 で

す。

・先ほどの地域福祉費の説明で備考欄の記載は一部なので、いきいきサロン・

高齢者のつどい 。友～友 等々と記載して頂きたい。

<松岡事務局次長>
・わかりました。今後そのように処理 します。

<辻森会長>

今まで 10回、行政と会議を重ねてきました。今回第 10回会議録を配布 しま

す。今まで行政から口頭での話はあるが、なかなか本音を明かさず、のらりくら

りで 10回 を終えた。そこで我々、梗が丘自治連合協議会は名張市の条例に明

文化されているように、名張市と対等である。添付資料「桔梗が丘高校跡地利活

用提案書 (素案)Jを名張市へ渡し、行政として忌憚のない意見を聞かして欲 し

いと伝えている。本 日 6/27午後 3ЮOに南公民館で名張市との桔高跡地利活用

会議があります。皆さんご多忙と思いますが傍聴 して頂きたい。なお、各区。自

治会長の方々にも、この提案書 (素案)と 会議録を渡し、本 国の傍聴をお願いし

ています。進捗状況は以上です。

・第 10回会議録の意見交換の中に「つつじが丘小学校と南中学校を小中一貫

校のモデル校として」とあるが。

<大垣副会長>
。どういう形かは分からないが、市からは今年からモデル校 として開始すると

聞いている。

<辻森会長>

添付資料に沿つて説明された。

・役員の選出がおこなわれた。

会 長 辻本 武久 氏

副会長 室谷 芳彦 氏  冨山  修 氏  小引 福夫 氏

。「要支援者 1・ 2対策」について、現在取 り組んでいる地域から説明があつた。

名張地域、すずらん台地域、青蓮寺・百合丘地域、つつじが丘・春日丘地域、

桔梗が丘地域

。名張り|1納涼花火大会の協賛について

協賛金を地域づくり代表者において決定することは、なじまない。



桔梗が丘としては、例年通 り公民館に募金箱を設置して協力する。
。広報なばりの配布方法の見直しについて

現在の新間に折 り込む方法をやめ、各戸配布にする。

各戸配布する業者が決まらないので、有償で地域で配つてもらえないかと打

診があったが、桔梗が丘としては断った。

。ごみの減量・資源化等環境研修会開催について

環境委員が廃止されたが、各地域の環境美化担当者の研修会を開きたいと言

つてきた。桔梗が丘 24の 区 。自治会には環境美化に最低 50名 の方が携わ

つてしさる、各区。自治会に直接、研修案内等を送付するなりして、問い合わせ

てもらいたいと言つてある。

<意見交換>  |。 地域で不法投棄等環境美化に対応 している環境委員の報酬は、当初 7000円 次

に 5000円 現在はゼロとなり、環境委員が廃止された。どんな経緯で、なぜな

くなったのか、教えて頂きたい。

<大西地域担当監 >
・詳 しくは聞いていないが、経費削減もあると思います。また、他の委員に報酬

が払われていなかったので、バランスをとったと考えられます。

・固定資産税率を上げる事について、市は住民説明会を実施するのか。

<大西地域担当監 >
・9月 議会が始まる前に住民説明会を実施 します。

・市財政が逼迫とい う理由で、安易に固定資産税率を上げるだけでは、将来地

1 価が下がることになり、また税率を上げる事になるので、抜本的に対策を講

じないとだめだと思 う。また、農地と比べ桔梗が丘等の住宅地は評価額が高

い。税率を 14/1000か ら 17/1000に なるようだが、実質 22%上がるので桔梗

が丘住民にとっては大きな出費増である。

・自治会の加入可否調査を6月 末までにと、市から聞いているが。

<大西地域担当監 >
・申し訳ない、市の準備が遅れていて未だ出来ていない。

。この調査を市はどのような目的で行 うのか。結果を踏まえ、未加入の方々ヘ

市が加入 して下さいと言 うのか。

<大垣副会長>

4.第 14回コミュニティ政策 |・ 7月 5日 9:30～伊賀大会に会長、私、坂本が発表参加 します。幾つかの分会

学会伊賀大会について | があるので興味ある方は参力日して下さい。

・全国的な組織で有名な先生方も来られ、自治運営の在 り方等々の分科会もあ

り、参考になる事も多いと思いますので、参力日をお願いします。



委員会部会活動報告  1総務委員会 :① ll月 初旬に講演会を予定。講師は名張市地域部長奥村氏。内容

は名張市が考えている地域づくり、現状と功罪、公民館のコミュニティセンタ

ー化の三つを考えています。

②来年2月 頃に研修会を予定。内容・場所未定。これから詰めていく。

企画委員会 :添付資料に沿つて説明。

○ほつとまち茶房ききょう

6月 26日  歌声喫茶を開催。今回も盛況でした。

○子どもたちと地域の絆づくり

6月 7日  総会開催。

「通学路花いっぱい運動」も各小学校で開催。

○みどり環境整備・保全事業

6月 1日  桔梗の森公園 6月 15日  野鳥公園 6月 18日  鳴滝公園

の清掃・整備作業

6月 29日  ～ 7月 3日  桔梗の森公園の受託草刈 り清掃予定

○住居表示設置事業

6月 20日  自治連合会に住居番号表示板設置の協力依頼。

追加分は 10月 に完成予定。

○農楽園プロジェク ト

6月 6日 水タンク備え付け完了し、掛け屋根小屋完成。

6月 13日  タマネギ・ニンニク収穫

○お助けセンタープロジェク ト

「留守家の守 り」の依頼が増えるが、犬の散歩や花の水や りなど問題が多い。

現在、昨年の倍の40件の依頼がある。

<意見交換>     |。 住居表示の進捗率は推定ですが、ばらつきが有り、全戸近く進捗している地

域と進捗率が 3～ 4割程度の地域が有 ります。

・条例にはないので強制では有 りませんが、半強制くらいの気持ちで設置をお

願いして頂きたい。

・お助けセンターで訪問時、非常に助かるので、住居表示設置する事は個人情

報ではない事を言い切つてほしい。

健康推進部会 :添付資料に沿って説明。

「敬老の日」を9月 21日 に実施。

「桔梗健康まつ り」を 11月 3日 に実施。
「ニュースポーッ世代間交流」を3月 26日 に実施。



羹僣氏 π「

夏祭り予算

1廣岡理事が来られないようなので、辻森会長から添付資料に沿つて説明。

「健康ウォーキング」を 10月 17日 に実施。

昨年の反省に基づき、雨天の場合は 11月 に順延する。

教育文化部会 :添付資料に沿つて説明。

6月 18日  定例会開催。

料理・手芸・科学の事前講習と打合せを順次実施。

夏祭 り模擬店参加 まめまめまつり。あめのつかみどり

生活安全部会 :添付資料に沿つて説明。

消火栓を使った放水劃1練の実施

7月 19日  鈴鹿の二重県消防学校訓練施設で行 う。

参加者は現在のところ 15名。

快適環境部会 :添付資料に沿つて説明。

6月 1日  第 1回公園美化運動  6月 13日  ホタル観賞会

6月 27日  初夏の生きものウォッチング

8月 1日  夏休みの生きものウォッチング

8月 3日  第 2回公園美化運動

地域福祉部会 :添付資料に沿つて説明。

5月 24日  高齢者のつどいが無事行われた。

高齢者・スタッフを含め参加者は200名 になった。

今後開催場所の検討が必要になってくると思っている。

・模擬店利用券の金額を昨年より50円下げたのは、より多くの方に利用して

もらう為です。

・警備の人数と費用の修正が必要なため、詳細については、来月に協議会に正

式に提出、審議 して頂きます。



以上で、本 日の議事は全て終了したので、議事録署名人に吉野孝司氏および上

島芳子氏を指名 し、両名了承。

次回の理事会は、7月 25日 午前 9:30 公民館 202号で開催します。

議事録署名人

議事録署名人

）

ヽ


