
平成23年 度第 6回  桔梗が丘自治連合会 議事録

日 時
平成 23年 11月 19日 (■)

19i30～ 20 30

所場 桔梗が丘公民館 大会議室

出 席 者

区 長 自治会長 19名  (別 紙記載)

欠 席 5名 (吉谷、仁科、植野、小幡、矢頭。)

事務局 2名 (山中、松村。)

議事

1 決議事項

議事録署名人

2 報告事項

(1)防 災ラジオ配付

2同 )に ついて

(第

大垣副代表幹事が・l会を務め会議が始まつた。

辻森代表幹事の開会の挨拶の要旨.

平成 23年 も残 リーケ月余りとなつた。今年一年間様々な事

業活動をしていただきご苦労様でした。来年以降もよろしくお

願いします。

自治連合協議会規約第 46条 第 2項 の規定により、議事録署

名人に山村哲生氏、小坂/.E宏氏を選任し承認された。

議長から、本 国の会議は報告事項が4件 及びその他事項 4件

である旨を述べた。

大垣副代表幹事から、本年 4月 に続いて名張市危機管理室より

依頼のあった防災ラジオの第 2回 目の配付をお願いしたい。配

付の要領は前回と同様民生委員さんの協力を得て下さい。

資料として、同意者一覧、変更者一覧、消除者一覧及び災害時

要援護者数地区別内訳表が配付をされているので、これを基に

配付をしていただきたい。変更者一覧と消除者は該当の地区の

みに配付されているが、この取扱いは説明書にもとづいて、前

日の名簿の整理をしていただきたい。

今E・は、民生委員さんが lo月 に行つた高齢者調査に基き 「災

害時要援護者支援シー ト」の作成 し、その他に登録を希望され

る方については、民生委員さんの協力のもとでシー トの作成を

お願いしたい。作成された 「登録シー ト」は公民館で一括施J.i

保管をすることになると述べた。

Q 民生委員が把握 していない障害者等はどうするのがいい



か 。

A 各地区の実情に合わせ、民生委員さんと相談していただ

くのが良いと考える。

(2)「 ごみ収集ネットJの 1 辻森代表幹事から、前回配付の要望があった「ごみ収集ネット」

配付について       について、洛張市の環寛対策室と折衝した結果、桔梗が丘地区

された。

管理の状況について    1 平成 23年 11月 15日 現在の会計報告

(3)自 治連合会会計及び 1 松村事務局次長から、平成 23年 度自治連合会会計について添

旧区長会から引継ぎの資産 1付資料に基き概ね次のような報告があつた。

に60枚 が配置されたが、この後も継続的に配付がされるよう

に要望をした。 (次年度以降継続して)

今回の 60枚 の取扱いについては、全てを一度に配付すること

は出来ないので、修理の出来ないものについて順次交換すると

いうことで了解を頂きたいと述べた。

出席者からは、次年度以降も確実に補充できるように市側と交

渉 していただきたいとの意見があつた。く過去の経過を踏まえ

て要望 して頂きたい。>

自治連合会全体の意思として強力に要望 していくことが確認

収入の部

会費   110, 000円

雑収入       27円

繰越金  348, 943円

合計    458, 9 7 0円

支出の部

会議費   46, 702円

慶弔費   20, 000円

合計    66,702円

差引残高  392, 268円

引き続き月1添資料により、平成 22年 末残高 348,943

円 (平成 23年 度に繰越)の IJl細の説明があつた。

次にI日区長会から引き継いだ資産の明細の報告が次のように

あつた。

合計         3,574,799円

内.P 本会計       151, 583111



(4)協 議会の 1月 以降の 1 大垣副代表幹事から、現在の予定では12月 の定例自治連合会

行事について       は開催しない。そこで新年の協.tt会行事予定について報告をし

慶弔基金       43, 314円

自主防災基金     504, 266円

地区振興基金   2, 297, 996円

50周 年記念積立  577, 640円

この資産会計は自治連合会内規第 8条 の規定に基き管理 され

ていると述べた。

山中事務局長から、本年度分の会費未納の地区については、案

内状を配布しているので確認いただきたいと述べた。

辻森代表幹事から、過去からの積立金を一本化してはどうかと

の提案があった。

大垣昌1会長からも同様の発言があり、出席者に諮ったところ一

本化することに全員同意 した。

従つて、3,574,799円 は緊急時に備えた基金として一

本化 して管理することになつた。

辻森代表幹事から、自治連合会会計から、自治連合会内規の第

3条 第 2項 に定める活動の際、各ブロックヘの資金支出の範囲

を本年度は 1回 一人 2, 000円 と定めたい。次年度も同額 と

し回数は2回 としたいと提案があった。但 し、次年度は見直 し

をすることも考えていると述べた。

引き続き大垣畠1代表幹事から、支払い方について意見を求め

た。

出席者からは特に意見は無く原案通 り承認された。又請求はそ

の都度プロック幹事から一括請求することになった。

ますと述べた。その内容は次のとおり。

① ハッピーニューイヤーききょうフェスタ

詳細は未定、開催日は 1月 7日 (■)

② どんど行事

回覧用チラシを参照。開催 日は1月 9日 (月 祝)2番 町

三角公園で午前 7時 30分 から。

③ ノ`― ドウオッチング

回覧用チラシ参照。開催 日は 1月 8日 (日)10号 公園及

び西徳明池周辺で午前 9時 から

いずれの行事も皆さんのご参加を頂きたいと述べた。



その他 辻森代表幹事から、 11月 の定ltl自治連合会で承認を頂いた

'桔
梗が丘地域 ビジョン」は、本 日1時 30分 から開催 された

自治連合協議会臨時総会で満場一致で承認 されたと報告があつ

た。

大垣副代表幹事から、自治連合lllu議会の評議員は 23年 度末

で任期満了となる。そこで各地区とも役員変更に合わせて、評

議員の選任の予定を頂きたいと述べた。

大垣副代表幹事から、平成 24年 度以降の敬老の日の行事の

あり方についてアンケー トをお願いした。 (11月 末締切)

このアンケー トに基いて 1月 ～ 2月 にまとめたいと考えてい

るのでご協力をお願いしたいと述べた。

大垣副代表幹事から、毎年 5番 町集会所を拠点としている消

防団桔梗が丘班の年末警戒活動は、本年度から桔梗が丘公民館

にすることが、先 日開催 された公民館運営審議会で承認された

旨述べた。

辻森代表幹事から、名張市子育て支援室からの参加要請があ

った 12月 4日 (日)に 名張市総合福祉センターふれあいホー

ルで開催される 「子育て支援協働推進セミナーJに ついて別添

資料に基き報書があつた。

大垣副代表幹事から、 11月 26日 (土)午 前 10時 30分

から、名張市の 「地域づくり組織の支援Jに ついての説明会を

開llIする予定で折衝 している。急ではあるがご参カロ頂きたい と

述べた。

以上で議事は終了した。

1 平成 24年 度～ 25年

度 (任期 2年 )の 評議員選

出について

2 敬老の日の行事アンケ

ー トについて

3 消防団桔梗が丘班の年

末警戒活動について

4 子育て支援 協働推進セ

ミナーについて

議



議事録署名

議事録署名

、)′後 /毎

次回開催予定 平成 24年 1月 21日 (土)19時 30分

桔梗が丘公民館 大会議室

一月の定例会議開催の案内は郵送することになつた。

よ肩 毯 L


