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平成23年度 第 8回 理 事 会 議 事 録

場  所 桔梗が丘公民館 ・202号 室

日  時
平成 23年 12月 24日 (土)

9130-11 40

出 席 者

出席者 辻森、梅本、河合、上円、

力‖納、森永、山中、松村、

欠席者 大垣、田合監事。

小幡、阪本、野邊、高槻、

東監事、谷川地域担当員、

廣岡、竹原、吉野、

中森地域担当員.

議 事

決議事項

■ 議事録署名人

報告事項

1 平成 23年 度協

議会会計及び公民館

会計累計報告 (11

11末)に 関する件

大垣副会長 (総務委員長)力 欠ゞ席のため、辻森会長が司会をつとめ会議が始ま

った。

辻森会長から、今年一年間の活動に於ける、皆さんのご努力とご協力に感謝す

る。また年末に向けて事故など無いように安全に努めて頂き、来年 1)よろしくお

願いすると挨拶があつた。

引き続き、辻森会長が議長となり、

本会議の議事録署名人に河合進氏、

議事の審議に入つた。

上国博氏の2氏 を指名することに決した。

松村事務局次長 (会計担当理事)か ら、平成 23年 度 11月 末の協議会会計累

計及び公民館会計累計について、別添資料に基き概ね次のような報告があった。

協議会会計は収入の部の計上額はなし。

支出の部は、総務費 :研修費 13, 600円 を辻森会長の嬌張市主催の合同研

修会への参加費を計上。事務費は封筒の制作費 7, 875円 を.l上。広報費はき

きょう通信制作費として40, 425円 、健康推進費 :事業費は、 10月 29日

の健康まつり 「ウオーキング大会J ll月 6日 「ききょう健康まつりJの 費用及

び 11月 20日 「市民がん検診Jの 費用を合わせて289, 111円 を計上.

地域福祉費 1事業費は、年末友愛訪間の費用、 11月 19日 「グループホーム

交流会J及 びいきいきサロンの補助金合わせて 158, 700円 計上した。従っ

て10月 の支出額合計は509, 711円 。

次に公民館会計の収入の部は、毎月の使用料、コピー代を合わせて合計245,

082円 を計上した。

支出の部は、管理費の主なものについて報告があつた。インク、印刷用紙代等

の消耗品費97,403日 、修繕費として49,350円 (内訳は外灯の修理代)、

運営費については、事業に公民館展の費用 22, 195円 を計上。報償費は1

1月の講座開催に伴 う講師料 55, 000円 を計上した。従つて支出合計は1,

407,44 6円 。

1       、



2 委員会 部会活

動報告

以上の報告に対して特に質問は無く、報告は了承された。

く総務委員会>

大垣昌1会長 (総務委員長)欠 席のため辻森会長から、「災害時要援護者登録シー

トJの 様式について民生児童委員から要望があり、添付資料のように変更 (記入

者欄)す る旨報告があり、了承された。

く企画運営委員会>

阪本企画運営委員長の到着が遅れているため辻森会長から、「先月の臨時総会で

可決 承認された 「地域ビジョンJを 推進していくにあたり 「はっとまちプロジ

ェクト推進チームJを 設置する事としたい。推進チームの構成は、地域ビジョン

策定チームのメンバーに広報委員会の野邊委員長、大垣冨1会長 (総務委員会)に

カロわつてもらうことにした。Jと 述べた。

今後は出来るだけ早い機会に、名張市の 「地域づくり組織の活動支援Jと も協

働 し進めていくことになる。

く広報委員会>

野邊広報委員長から、平成 24年 1月 配付の 「ききょう通信Jの グラ刷 りを配

付 している。正月発行となるのでカラー刷 りを採用 した。 1面 に3番 町の鹿島神

官を取り上げているが、正月行事の紹介と考えているのでご理解いただきたい。

そのはか、地域ビジョンの住民説明会、臨時総会について掲載した。 2面 には地

域便 り、福祉便 りを掲載している。

来年 3月 に 「ききょう通信」が 50号 になるので、記念誌として発行 したいと

考えている旨、報告があった。

く企画運営委員会 >

阪本企画運営委員長到着し、次のように述べた。

「この地域ビジョンは今後 10年 間かけて推進するものであり、冊子にまとめ

て事業の検討 ・推進に役立てて行きたいと考えている。」

引き続き、辻森会長と同趣旨の報告があった。

く健康推進部会>

高槻健康推進部会長からは、特に報告事項は無かった。

く住民交流部会>

廣岡住民交流部会長から、新年の 1月 7日 (土)恒 例のハンピ~ニ ユ~ィ ャー

ききょうフェスタの開催にあたり、地域内の回覧及び地域内の保育園、2幼稚園、

3小 学校にチラシを配付して参加者を募っている。皆 さんのご協力をお願いする

と旨報告があつた。



く教育文化部会>

竹原教育文化部会長から、部会の活動報告が別添資料に基き概ね次のようにあ

った.

11月 3日 (土)「結"ず セミナーJに 備えて料理講習会を開催。

11月 10日 (■)「桔"ず セミナーJを 桔梗が丘南公民館で開催。内容はお|

理 (クリスマスケーキとブッシュ ・ド ノエル)、手芸 (クリスマスリース)、 |

く生活安全部会>

吉野生活安全部会長から、部会活動について別添資料に基き概ね次のような報

告があつた。

f4学 (万華鏡)の 3コースで、参加者は合計 81名 。最近は男子の参力1が目立

つてきている。

・1月 7日 (土)の ハッピーニューイャーきさょうフエスタに協力する。

こころの思い発表会の冊子を配布したのでご覧下さい。

・12月 11日 (日)名 張警察署の要請により、「年末年始特別警戒取締り・交

通安全県民運動Jの 出動式に出席した。

11 12月 の青色回転灯装着車両による防犯パ トロールは4回 実施。巡回

の結果は、いずれの回も異常はなかつた。 12月 16日 (金)は 名張サポー ト

ふれあい隊と合同でパ トロールを実施した。パ トロールt~後、情報交換を約 1

5分行つた。これまで双方両者の存在を知らなかつたので、意義あるものであ

ったと思う。

先般の理事会で報告した、道路標示の改善を名張警察署に要望した結果は、

5箇所の内2箇所 (南小学校の出口、近鉄百貨店の裏側)は 来年度 (24年 度)

実施される.残 りについては保留になつた。駅前の道路標示は名張市の管轄に

なるので、警察署と合同で検討中とのことである。

引き続き、地域の生活安全、マナーについて意見があつた。

地域内の児童の交通マナー、大人のマナー向上の啓蒙も必要。

・ 南小学校区では横断歩道に見張り指導員を出している。運転者のマナー向上

も必要。

本年度の消防団の年末警戒活動にあたり、桔梗が丘公民館を拠,点にして実施

さオЪる。

(寸志を差し入れることが報告された。)

<快 適環境部会>

加納快適環境部会から、 1月 8日 (日)に バー ドウオッチングを10号 公園と

西徳明池で開催する旨、報告があった。

く地域福祉部会>

梅本副会長 (地域福祉部会長)か ら、部会活動について別添資料に基き概ね次

のような報告があつた。



11月 13日 (日)障 がい者グループホーム交流会を開lrした。

3名 。費用合計は49, 529円

12月 17日 から23日 までの間に、年末友愛訪間を実施する.

ョコレー トとサランラップを持つて訪F.qする.費 用は182,

いきいきサロンの費用は4月 から11月 までの支出額が344,

参カロ者は5

木 年度 もチ

625円 。

700円 。

その他

1 地域代表者会議

の報告

河合理事から、「今年もどんど行事を 1月 9日 (月・祝)に 実施するが、参加し

た子ども達に参加賞をあげたい。ハッピーニューイャーききょうフェスタと連携

して準備いただきたいとJ述 べ了承された。

辻森会長から、地域代表者会議の報告が次のようにあった。

1 「空き屋等の適正管理に関する‐i例 Jの 制定について。

名張市では、現在市内の空き屋等の現状について調査したところ、資料に記載

されているような状況にある。この状ltと市民から寄せられた相談、苦情等に,旺

み、清潔で安全な市民生活を確保するため、空き屋等の所有者の責務を明確にし、

改善に向けた指導等を的確に行 うことができる条例の制定が必要と判断した。そ

こでヽ資料項目3～ 7に記載された要IFlで条例の制定作業が進められている.

2 「障がい者等のための防災セミナーJに ついて

1月 29日 (日)名 張市防災センターで講演会とパネルディスカッションが行

われる。時間の許す方はご参加いただきたい。

3 「防災研l_7会Jへ の参カロについて

1月 21日 (■)名 張市役所大会議室で開催される。地域の防災部会委員を含

む 5名 の参加要請がある。会長の私と大垣昌1会長及rl生活安全部会の部会委員2

鳥の参加をお願いしたいと考えている。

4 ごみの収集について

ボランティアごみ袋の収集 (現状 2個 限度)の 制限はおかしいので、再考する

ように申し入れをした。

以 にの報告に対して、出席者からは次のような意見があつた。

ごみ収集は地域住民に 100パ ーセント頼っている限り、ボランティア袋の

収集は市側が責任を持つて対ltすべき。 (まとめて引取りを依頼する。)

有料ごみ袋の質が低下した.市 lllが以前に戻すべきで、住民からの指摘で対

応 しているのは納得できない。再度申し入れをすべきだ。

季節の街路樹の落葉のt■理は市が責任Ftつよう申し入れすべき。

市は空き地の車の処理を所有者に強力に指導すべき。 (文書の発送だけにな

つている。)

・ 条例に罰則規定を盛 り込むよう申し入れてはどうか。

・ 家庭 地区でごみを焼くことについて周知を図るべきである。

・ 街路樹そのものの管理について市側に責任を持たすべきではないか。

ごみの持込日を増やすよう申し入れてはどうか。 (季節に合わせても良い。)



2 公民館指定管理

者候補者選定結果に

ついて

3 知事と市長の対

談の開催について

4 桔梗が丘公民館

の体館について

議長から、以上の意見をまとめ、改めて名張市に要望していくことにしたいと

提案があり、全員異議無く了承された。

阪本企画運営委員長から、「地域ビジョン」でも環党について取り1'ずており、
「ほつとまちプロジ■クト推進チームJで も具体策を検討 していくと述べた。

辻森会長から、平成 23年 10月 31日 付で 「公の指定管理者候補Jと して申

請した結果、枯梗が丘公民館、桔梗がF■南公民館の指定管理者として、平成 24

年度以降も選定されたと報告があった。(平成 23年 12月 6日付け)

巧支24年 1月 15日 (日)名 張市武道交流館いきいきで、鈴木二重県知事と

亀井市長の対談が開催 される。テーマは 「伊賀地域の医療体制を考えるJと なっ

ている。ご都合のつく者、希望の者は自由に出席。

山中事務局長から、公民館の変電設備の工事予定があり、平成 24年 3月 16

日 (金)～ 20日 (火 祝)の 5日 間当館は休館 となるので、ビ承知置き願いた

いと報告があった。

最後に辻森会長から、改めてこの一年の活動に感謝する、よい新年を迎えられ

たいと挨拶があった。

以上で議事は終了した。

次回、理事会は、平成 24年 1月 28日 (土)

時  間 午前 9時 30分

場  所 桔梗が丘公民館 2号 室

議 長

議事録署名人

議事録署名人

副会長 副会長 総務委員長 書 記

⑮ ② ③
.        `・    1


