
平成 27年度

第 2回 自 治 連 合 会 議 事 録

場 所 桔梗が丘公民館・大会議室

日 時
平成 27年  6月 20日 (土 )

19:30～ 22 10

出 席 者

出席 23名  自治会長・区長 :20名  事務局

垣総務委員長

欠席 河合、岡田、水之浦、渡辺

2名

区長交替について

消防団桔梗が丘班挨拶

桔梗が丘交番 との情報交

換会

司会者 上田副会長

○諸事情により、西 1番町自治会長が川中勝男氏から戌亥輝晃氏に交代とな

つた。

<蔵持分団部長 :福井太一氏 1班班長 :高橋佳孝氏 2班班長 :中西 譲>
・H27年度もよろしくお願いします。我々は緊急時に備えて訓練を行ってい

ます

。4月 の自治連合会で 「出動要請手順」については辻森会長より説明してい

ただきました。この手順を踏んでいただければ、自治会の火気を使用する

行事や消防訓練に参加させていただきます。ぜひ、お声をかけてください。

・消防団の定員が 20名 から25名 へ増員されました。現在募集を行つてい

ますが、6月 から1名 の団員が新たに増えました。

これからも、消防団員の募集を引き続き行いますので、ご協力よろしくお

願いいたします。

<名 張警察署地域課長 若林一滋>

挨拶

・安心、安全なまちづくりにご理解とご協力をお願いします。

<峯平交番所長>

資料 「犯罪発生状況及び交通事故発生状況」に沿つて説明があつた。

・名張署での犯罪発生は 157件で去年より55件減少 しています。減少の理由

としては、在宅高齢者の増加 とともに防犯パ トロール等の地域における防

犯活動の成果だと考えています。今後もご協力をお願いします。

・不審な車両や不審者を目撃 した場合は、名張警察署・桔梗が丘交番まで情

報提供をお願いします。

・おれおれ詐欺等の特殊詐欺については、多数発生しており悪質巧妙化して

いる。名張署管内でも 2件発生している。 (振込詐欺 。おれおれ詐欺)

うまい話には裏が有 ります。また 多額の振込についてはす ぐに振 り込
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まない、一人で振 り込まない等を心掛け、振 り込む前にまず家族や警

察に相談するなど被害に遭わないよう十分注意 してください。

・交通事故に関しては、高齢者の事故が増えている。

・名張署における交通事故は、981件で 105件減少した。これは、地域の皆

様が、交通事故防止対策に取り組んでいただいている成果が表れていると

考えています。

(意見交換)

・近鉄線路横の道路における制限速度は 30Km/Hと なつているが、かなり

スピー ドを出して走行 している車が殆どです。警察官、パ トカーの巡廻を

お願いできないか。

・桔梗が丘南地区の中を東山墓地公園から165号線へ下つてくる道路は、

通学路になっているが、スピー ドを出して走行する車が多く、ここにも登

校時間に警察管が立ってもらいたい。

この様な要望は他の地域でもあり、なかなか対応 しきれないのが現状

です。今後どのように対応するか検討していく。

・消防署の反対側の歩道上に長時間乗用車が駐車している。何とかしてもら

いたい。

パ トロール時に状況を調べ、対応 したい。

名張社会福祉協議会より

募金等依頼のお願い   |<名 張市社会福祉協議会 福井浩司次長>
。お詫びの件

6月 19日 の新聞で報道 されました様に、市社会福祉協議会の職員二

人が職場内の嫌がらせ「パワーハラスメン ト」で訓戒処分を受け、ま

た超過労働などで伊賀労働基準監督署から是正勧告を受けました。

地域福祉を進める社会福祉法人の管理職 といたしまして、誠に残念で

あ り、皆様に心からお詫びを申し上げます。

管理職を中心として、再発防止にための討議 と対応を進めてお り、二

度 とこのような事が起こらないよう努めてまい ります。

・名張社会福祉協議会より募金等依頼お願いの件

資料 「名張市社会福祉協議会のご案内」にそって、福祉協議会組織等の説

明があつた。

<名 張市社会福祉協議会地域福祉課 稲盛氏>

資料 「各種資金募集のお願い」に沿つて説明があった。

資料 「平成 27年度 各種資金募集一覧」に沿つて説明があつた。

日本赤十宇社員増強運動・・500円 /戸の募集 目標

名張市社会福祉協議会会費・ 。300円 /戸の募集 目標

赤い羽根共同募金・・500円 /戸の募集 目標

歳末たすけあい運動・・100円 /戸の募集目標

以上はあくまで目安です。
９
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(意見交換)

決 議 事 項

1.平成 27年度桔梗が

丘夏まつ り実施につい

て

。赤い羽根共同募金における使いみちの中で、「ふれあい 。いきいきサロン」

の助成とありますが、どのような基準で支援 していただいているのですか。

「ふれあい 。いきいきサロン」につきましては、地域福祉活動助成

事業から、地域において開催された回数に応じで助成金を決めていま

す。

6回未満     ・・・ 5,000円

6回以上 12回未満・・・15,000円

12回以上 24回未満・・・30,000円

24回以上     ・・・45,000円

。赤い羽根共同募金の赤い羽根・領収書はいらないとの意見が多い。

いろいろな地域があり、それぞれ地域の事情が有リー概に無くすこと

が出来ない状況です。上部団体とも協議 してご希望に添える方向で検

討 していきたい。

・募金一覧表は3月 中頃までに作成 していただかないと、地域の予算作成に

反映できない。以前も要望したがまた元に戻つている。

申し訳ありません

。募金なのになぜ 1戸当たりの金額が決まっているのですか。

日本赤十字社員については 500円 /戸 ときまつています。

福祉協議会会費・赤い羽根共同募金 。歳末たすけあい運動については

それぞれ地域における年間の予算を組んでおり、その活動予算に必要

な金額を目標に募金をしているため、目安としてお願いをしています。

・各地域や協議会は各種募金に協力して集金しているのだから交付金の使い

みちの詳細が判るような資料を出してほしい。

次回からもう少 し詳細な内容の資料にします。

(1)実施要項

<辻森会長>

夏まつりは各自治会長、各区長、評議員のご協力があって開催が可能な事

業です。今年もよろしくお願いします。

・開催は8月 22日 (土曜日)例 年通 り行います。

・予算額もほぼ去年度と同額ですが、模擬店利用券を 300円 から250円 に減

額 し発行枚数を増や して、多くの方に利用していただけるようにします。

・模擬店のフリーマーケット出店についてはこれから募集 します。

。これからのスケジュール等についての詳細は、次回自治連合会に提出しま

すのでよろしくご協力をお願いします。

(2)協賛金について

<松岡事務局次長>

自治会 (区)長 に 「26年度夏まつ り協賛金名簿」をお配 りしています。こ
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2.公用車管理規定変更に

ついて

報告連絡事項

1.住居番号表示板設置に

ついてのお願い

の内容を検討 していただき、 6月 末までに変更があれば事務局へ連絡願いま

す。その後 7月 10日 前後に 「協賛ご依頼」。「趣意書」を一斉配布 します。

(直接自治会 (区)長が持って行く必要のある協賛依頼者については6月 末ま

でに事務局へ連絡 して下さい。)

7月 18日 開催の自治連合会で、協賛依頼者名を記載 した領収書を各自治

(区)会長にお渡します。また、その後のスケジュールをお伝えします。

協賛金目標額は100万円です。

(3)施設部への応援のお願い

<辻森会長>

次の自治連合会において各自治 (区)長・評議員へお願いする作業内容及

びスケジュールをお出ししますのでよろしくお願いします。

(4)模擬店出店のお願い

<廣岡事務局長>

模擬店出店のお願いについては 7月 の回覧で 「桔梗が丘夏まつ り 模擬

店 。フリーマーケット出店のご案内」と題 したチラシでお願いする予定です。

司会者より、夏まつりに関する件について意見を求めたが、特に意見は無

かった。引き続き「平成 27年度桔梗が丘夏まつ り実施」について採決 したと

ころ、全員異議なく承認された。

<大垣総務委員長 >

公民館館長より公民館の利用者が公用車を使用 したい旨の要望があったの

で、総務委員会として公用車管理規定の変更を自治連合会及び理事会に諮る

ことにしました。

変更は、添付資料 「公用車管理規定」に記載の次の部分です。

・ 3項 (利用者の制限)に 「公民館館長が認めたサークル関係者Jの文言

を力日える。

・ 4項 (利用者の負担金)に 「及び公民館館長Jの文言を加える。

司会者より、公用車管理規定変更について意見を求めたが、特に意見は無

かつた。引き続き公用車管理規定変更について採決 したところ、全員異議な

く承認された。

<吉野生活安全部会長 >

住居表示設置事業は、防災、安全、福祉に寄与する事業です。表示板が整

備されていれば、その所在地が明確になりまた伝達できることから、様々な

状況の中で有意義で役に立つと考えられます。 しかし現在 3～ 4割のご家庭

でのみ住居番号表示板を取付けていただいている状況です。安心 。安全のた

めに全戸に取付けていただくようご協力をお願いします。
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平成 26年度事業として、

街区表示板…100枚 町内表示板…123枚 住居番号表示板…5770枚

を作成 し、設置及び配布を行いました。

平成 27年度事業としては以下の事業を実施します。

・住居番号表示板 500枚 +α枚

住民の家庭の分は全戸作成 して配布 しましたが、今後新たに住まれ

ると予想される分を予め一括 して作成 しておく。   ・・・500枚

現在何らかの理由で作成されていない不足分    ・・・α枚

6月 末で不足分の受付を締切、 7月 初旬に業者に発注

・町内表示板・・・120枚

各自治 (区)長にお渡ししている申込書を7月 末までに記入提出してい

ただいて、それに基づき8月 初旬に業者へ発注したいと考えています。

・街区表示板については増やすつもりはありません。

2.地域づくり代表者会議 |<辻森会長>

添付 「H27第 一回地域づくり代表者会議 議事概要」に沿って説明があつ

た。

○地域づくり組織条例について

。名張市からの交付金やコミュニティー活動費の算出の根拠が記載

。この条例は名張市全戸の住民を対象に作られています。

資料は事務局で閲覧できます。

○各地域づくり組織における課題等に関する情報

今回は、すでに取り組んでいる各地域の有償ボランティアに関する情報

名張地域、すずらん台地域、青蓮寺・百合が丘地域、つつじが丘・春 日

丘地域、桔梗が丘地域における情報が記載されています。

資料は事務局で閲覧できます。

○名張り|1納涼花火大会の協賛に関して

。当協議会会計からの協賛金支出は、例年通 り行いません。

。当協議会としては今年も公民館に協賛金箱を設置して協力します。

。他地域の対応はそれぞれですが、まとまった協賛金を出している地域

は少ない。大半は当協議会と同じように対応 しています。

。桔梗が丘夏まつ り、各地域で行 う小祭 りの情報は、まとめて名張市ヘ

報告 していますので、市の広報にその情報は掲載されると思います。

○平成 27年国勢調査の調査員推薦について、各自治 (区 )長 に依頼状が届い

ていると思います。締切は6月 末となっていますので市へ直接提出をお願い

します。

○名張市 まち・ひと。しごと創生 総合戦略 (素案)力 出`来ました。

資料は事務局で閲覧できます。

○広報なばりの配布方法の見直しについて
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。新聞折込 (4回 /月 )→ 各戸配布 (2回 /月 )に なるので、名張市が

競争入札でポスティング業者を探したが、応札がなかった。

20円 /(2回 /月 .戸 )の条件で当協議会へも打診があったが、ご意見が

なければ、当協議会としては断ることにします。

○名張市防災マップを各戸配布 します。 7月 の回覧で準備をしていますので

よろしくお願いします。

○住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業について

無料相談会が今 日10時からこの大会議室で開催されました。 20名 の方

が相談に来られました。

・以前この相談会のポスターを張つていただきましたが、今 日終了しまし

たので、今 日お渡ししているポスターに張り替えてください。

(桔梗が丘西地域を除く)

○自治会加入率の調査について

。名張市では準備をしていますがまだ具体的な内容は出てきていません。

3.平成 27年度 [敬老の日]|<辻森会長>

行事に係る対象者名簿 1 今年から70歳以上の方のお祝い品 (お菓子)は H27年度定時総会決議に

等の提供及び開催状況 |よ り廃止することになりました。

報告について     |が 、名張市から提供を受けている名簿を基にして民生委員活動や地域の活動

を行つているので、例年通 り70歳以上の対象者名簿の提供を受けます。シー

ルの提供は受けません。

4.名 張市防災マップの配 |<辻森会長>

布について      1名 張市防災マップを各戸配布 します。 7月 の回覧で準備をしていますのでよ

ろしくお願いします。

5.区長名簿の変更につい |<上田副会長 >

て          1 西 1番町自治会長が川中勝男氏から戌亥輝晃氏に交代となったことにより

区長名簿を添付 「平成 27年桔梗が丘自治連合会名簿」に変更します。

7.名 張市南幼稚園「はとぽ |<辻森会長>

つぽ会」の案内     |「 はとぽっぽ会」の行事は次の4つです。

6月 25日  七夕まつ り  10月 10日  運動会

H月 4日  焼き芋大会  1月 15日  お正月電車遊び

南地区及び 5番町の区長には案内を出していますが、他の地域の自治会長・

区長には案内を出していませんが、各地域から通園されている児童もいます

ので、参加 して見守つてあげて下さい。よろしくお願いします。

8.高齢者のつ どいに関す

る反省について     |<辻 森会長 >

5月 25日 に実施 した高齢者のつどいについてなにか意見が有れば、民生委
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その他

1.名 張市地域環境推進制

度の廃止について

2.桔 梗丘高校跡地利活用

について

3.議事録署名人のお願い

員に伝えてください。来年度の「高齢者のつどい」に反映させます。

(意見交換)|。 人が増えて会場が狭くなってきている。

民生委員の中でも問題としているようです。

<辻森会長 >
以前か らこの会議 で報告 しています よ うに、名張市地域環境推進制度

が廃止となりこれに伴い報償金も無くなりました。添付資料に有 りますよう

に名張市長から「名張市地域環境推進制度の廃上について (お礼)」 が来てい

ますが、毎年開催 していた環境推進員に対する研修会は実施するとのことで

す。もし参加希望があれば、記載の環境対策室へ直接申し込んで下さい。

。「桔梗丘高校跡地利活用検討委員会第 10回会議録」を添付しています。

読んでおいて下さい。

・次回「桔梗丘高校跡地利活用検討委員会」で、以前この会議で説明した「桔

梗丘高校跡地利活用提案書 (素案)」 に対する名張市の考え方を聴かせていた

だけますので、自治会 (区)長 には出来るだけ多数の傍聴をお願いします。

次回 「桔梗丘高校跡地利活用検討委員会」は6月 27日 (土)午後 3時より

桔梗が丘南公民館で開催されます。

・第 2回 自治連合会の議事録署名人

北森区長

山口区長

次回自治連合会は、平成 27年 7月

時 間 午後 7時 30分 より  場

にお願いします。

18日 (土 )

所 桔梗が丘公民館 大会議室

議 長

謗鍔叡 ム ロ蜂慮久二●
議事録署名人


