
桔梗が丘 自治連合協議会

平成24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 24年 12月 22日 (土)

9:30～ 1 1 30

出 席 者

出席者 ・辻森、大垣、上回、武仲、東、

野、加納、中村、山中、松村、

監

久席者 河合、梅本。

阪本、野邊、高槻、廣岡、竹原、吉

回合監事、福森監事、森回地域担当

名張市社会福祉

協議会からの説

明

大垣冨1会長が司会を務め会議が始まった。

辻森会長の挨拶の要旨

「年末ご多忙のところ、ご出席いただき有難うございます。 5月 の総会か

らスター トした協議会の事業に多大のご尽力をいただきましたこと感謝しま

す。平成 24年 度も残り3ヶ 月ですが、引き続きよろしくお願いします。Jと

述べた。

議事に入る前に名張市社会福祉協議会地域福祉課の辻野氏から、「救急医療

情報キットによる安心ネットワーク事業Jの 概要について、別添え資料に基

づき概ね次のような説明があつた。

。 日頃は社会福祉協議会の事業にご協力いただき有難うございます。

・ 本国は当協議会の新しい事業のご.ll明とご協力のお願いに参りました。

新事業は 「救急医療情報キットによる安心ネットワーク事業」です。

救急医療情報キットとは、急病になり、救急車を呼ぶときなど「もしも¨・J

の時に備えて、かかりつけの医者や服薬内容などの医療情報を入れた容器

(円筒型)を冷蔵庫に保管しておくものです。万が一の際にかけつけた救

急隊員が冷蔵庫から取り出し、救急医療活動のために使用します。

・ この情報は、常に更新することが必要になりますので、適時見守り訪間を

通じて行い、同時に安否確認も出来るものと考えています。

対象者は、実施要綱第4条 に記載のとおりです。

・ 申込方法は、実施要綱第5条記載のとおりです。

・ この事業は、名張市及び常に地域の高齢者の顔が見えている名張市民生児

童委員協議会連合会との協働により実施されます。

実際の作業は民生委員の皆さんにお願いをする予定をしています。



各地区のまちの保健室の協力も得ながら推進していきます。

・ この事業は各地区の地域づくり組織 (自治会 区)の 皆様の理解とご協力

を得ながら進めていかなければなりません。そこで、各地区の皆さんには、

地域の中でご希望の方をご紹介いただきたいと考えています。

・ 市民への広報は12月 発行の 「福祉だより」及び 1月 の名張市広報に掲載

の予定です。

受付開始は平成 25年 1月 21日  明 )か らを予定しています。

この事業を通じて、地域の様々な組織が連携し、地域の安心ネットワーク

づくりに取り組んで行きたいと考えていますのでご協力をお願いいたし

ます。

引き続き、意見交換に入り、辻森会長からは次のように述べた。

・ 民生委員が中心になるとの事ですが、委員の見守りの範疇から漏れる方は

どうなるか。

・ (社 会福祉協議会 :年齢制限はないので別途申し出れば対応できる。)

自治連合会の協力が不可欠なので、来年 1月の定例自治連合会でも説明を

することになつている。

・ 緊急災害発生時に備えて 「災害時要援護者登録シー トJを提出した方に対

する対応と連携体制を検討することが必要になる。

名張市、自治連合協議会 ・自治連合会 ・民生委員の連携も重要になる。

くその他の質問と意見>

名張市に住民登録が無くてもいいのか。

(社会福祉協議会 :居住者であれば良い)

登録する内容はどのようなものか。

・ (社 会福祉協議会 :救急医療情報シー ト見本を参照してください)

・ 情報キットに服薬している薬の見本を入れると良い。

(社会福祉協議会 :薬剤情報提供書で対応したいと考えている)

情報の更新はどうするのか。

・ (社 会福祉協議会 :地区の民生委員が中心になって年 1回実施する予定)

個人情報保護はどうなつているの力、

・ (社 会福祉協議会 :法規に沿つて適正に管理します)

・ 事業の趣旨は大変良いものと思う。一方、個人情報に関する事柄は多くの

大変重要なものが含まれていると考えるので、実施に当たっては、充分ご

配慮を願いたい。

以上の質疑のあと、社会福祉協議会の辻野氏退席した。



貢懃事項    1引 き続き辻森会長が議長を務め会議が始まった。
1議 事録署名人

1 本会・iの議事録署名人に武仲元男氏、東弘文氏の 2氏 を指名することに決
した。

2 公民館会計
1 大垣冨1会長 (総務委員長)か ら、公民館会計 「特別目的積立金に関する内

「特別 目的積立 1規
(修正案)JIこついて次のように述べた。

金に関する内規
|「先月の定例理事会に諮り、その時、出されたご意見を7Cに再度総務委員会

(修正案)J市」定
|で検討した修正案をご提示した。ご異議無ければご承認いただきたぃJ

について
    1  

前回申し上げなかったが、第 1条Jの 「・ ・特別目的の積立金を積み立

てることができる 。・ Jと の表現は言葉が重複 しているように思 うがど

っか 。

く各自意見を出し合って検討した。>

この点について意見交換の結果、「 ・ 特別目的の積立金をもうけること
ができるものとする。Jに 修正することになった。

引き続き採決に入り、一部修正を含み 「特別目的積立金に関する内規 (修

]E案)Jは 全員異議無く承認された。

報告事項
    1 松村事務局次長から、平成 24年 度協議会会計及び公民館会計の 11月 末

1平 成 24年 度
1現在の累計について、別添え資料に基づき概ね次のように報告があった。

協議会会計及び | く協議会会計>

公民館会計累計 1 収入の部は執行額なし

報告について

94, 91o円 (総務研修会)

40, 425円 (桔梗通信 53号 )

259, 290円 (健康まつり)

100,Ooo円 (どんど行事)

78, 708円 (桔"ず セミナー)

5, 000円 (書籍購入費)

196, 800円 (年末友愛訪問)

14 コミュニティー助成事業補助金 787. 500円 (防災 発電機)
11月 合 計       1, 5 6 2 , 6 3 3円

引き続き、公民館会計について、別添え資料に基き、概ね次のような報告
があった。



公民館会計

収入の部 (主な科 目のみ)の 内訳

2 使用料等          215, 176円 (使用料とコピー代)

11月 合計          215, 176円

支出の部 (主な科日のみ)の 内訳

1 人件費           825, 845円 (館長給与等)

2 管理費  1  消耗品    66, 548円 (コピー用紙等)

3  光熱費   243, 982円

4  修繕費    89, 250円 (講堂照明他)

6  委託手数料 118, 452円 (清掃委託、エレベ

ーター点検委託等)

8  使用料    64, 496円 (リース料筆)

3 運営費  1  報償費    60, 000円 (主催講座講師料)

5  事業費   126,418円 (主催講座教材費等)

11月 合計         1, 626. 087円

出席者から、特に質問は無く報告は了承された。

2地 域 SOS本部 1 辻森会長から、今月 3日 の早朝に 1番 町の高齢者の方が行方不明になる事

と考え、経緯報告をする旨を述べた。(詳細は射1添え資料参照)

「今後に向けての課題Jに ついての説明の要旨

地域 SOSシ ステムが1番町区の住民に周知されていなかった。その為活

動の開政台時間が発生後約 6時 間後であった。(家族はまず警察に連絡した)

※地域住民にシステムの説明と周知徹底が必要.

・事件判IJl後は事前協議を省き、本部 (名張市、警察、消防団、自治組織)

を立ち上げたが、計画通り機能した。

※自治会組織の関係者が不在のときの対応策を事前に計画しておく事が必

要。

辻森会長から、「今回の事例を教討1にして、今後はスムースに取り組めるよ

う、住民への周知徹底と、事前体制づくりをしなければならないと考えてい

ます.

今回協力頂いた消防団、自治会プロック長の皆さんのご協力に感謝いたし

ますJと 述べた。

体制立ち上げ経 1件があり、地域 SOS本部体制を立ち上げるということがあつた。

過報告     1 今回の事件での取組み方を教]に して、反省も含めて今後の参考にしたい



3公 民館運営に

関する要望書提

出について

辻森会長から、当協議会が名張市より委託されている公民館指定管理者制

度に基づき、枯梗が丘公民館の施設、設備の改善要望書を亀井名張市長宛に

提出することにしたい旨を述べ、その内容について概ね次のように報告があ

った。

1 要望事項は以下の4項 目。

要望事項 1 桔梗が丘公民館の駐車場整備 ・拡張を検討願いたい。

要望事項 2 地下倉庫の除湿対策を検討願いたい。

要望事項 3 図書室の有効活用のため、改修費について配慮願いたい。

要望事項4 建物の外壁並びにベランダの塗装改修を実施して頂きたい。

以上の事項について詳細に理由説明があり、第 1項及び第 2項 は昨年度か

ら継続している。また資料として現況写真を添付することにしたいと述べ、

出席者の意見を求めた.

会長から、図書室はその機能を果たしていないので廃止し、小会議室、

常備品室、更衣室としたいとの意向を述べ了承された。

出席者から、要望事項に優先順位をつけ、これに基づいて項目を記載する

ほうが良いとの意見があり、異議は無く検討の結果以下のように記載して提

出することが了承された。

く要望事項の順位>

要望事項 1 建物の外壁並びにベランダの塗装改修を実施して頂きたい。

要望事項 2 桔梗が丘公民館の駐車場整備 拡張を検討願いたい。

要望事項 3 地下倉庫の除湿対策を検討願いたい。

要望事項4:図 書室の有効活j・Bのため、改修費について配慮願いたい。

く総務委員会>

大垣副会長(総務委員長)から、「平成 24年 度の事業計画に公民館との協業

事業として挙げているまちづくりに関する講演会を開催します。 日時は平成

25年 2月 23日 (土)午 後 1時 30分 開始。講師は四日市大学の岩崎恭典

教授にお願いをしました。講演内容等は今後協議して決定します。ご出席方

をよろしくお願いしますJと 述べた。

く企画運営委員会>

阪本企画運営委員長が途中退席のため、辻森会長が代わって報告があった。

1  11月 24日 、「拡大版あそびっくすJの 事業説明会を桔梗が丘小学

校、桔梗が丘南小学校両校区の自治会長 ・区長及び民生委員さんに

説明会を開催した。出席者は 19名 。

2  12月 1日、ほっとまちプロジェクト事業の全メンバーの初会合を

4 委員会・部会

報告



開催し、事業全体の概要を説明した。 28名 参カロ。引き続き 「ふれ

あい茶房J事 業のサポーター会議を開催し、今後の推進方について

協議した。

3  12月 10日 、「子どもたちとの絆づくり」事業の推進について、桔

梗が丘小学校、桔梗がEE南小学校の校長並びにPTAを 訪問し、挨

拶と協力の依頼をした。

4  12月 15日 、2番 町2区 の役員及び組長さんに事業の説明を金谷

委員から行つた。出席者は約 20名 。

以上の4項 目に亘り、“はっとまち構想"の プロジェクト推進状況について

概要の報告があった。

く広報委員会>

野邊広報委員長から、別添え資料に基づき概ね次のような報告があった。
・ 新年に各戸配布する、ききょう通信のグラ刷 りのコピーを配布していま

‐
す。

。 今回、「事業部活動報告Jは 紙面の都合で次回になったことをご了承下さ
|｀。

新年号でもあり、恒例によリカラー刷 りにした。用紙サイズを大きくとの

意見をいただいているが、この点は今後時間をかけて検討したい。
・ 次回55号 は3月発行を予定しています。各種イベント等の情報収集のご

協力をお願いします。

く健康推進部会>

高槻健康推進部会長から、「今年 7月 1日から11月 末まで名張市が実施し

た 「特定検診Jを 桔梗が丘地区の未検診者を対象に実施することになった。
同時は平成 25年 2月 14日 (木)桔 梗が丘公民館で行う。地域への告知

は1月の回覧時にチラシを各戸配布することになっていますJと 述べた。

く住民交流部会>

廣岡住民交流部会長から、「新年の 1月 12日 (土)恒 例の 「ニューィヤー

ききょうフェスタJ、そして 1月 14日 (ll)「どんど行事」を2番町の三角
公園で開催します。

「ニユーイヤーききょうフェスタJの チラシを地域内の幼稚園、保育所
(園)、小学校に昨日配布し、協力を依頼した。また 「どんど行事は2番町の

保存会さんを中心に準備を進めていますJと 報告があった。



く教育文化部会>

竹原教育文化部会長から、別添え資料に基づき概ね次のような報告があつ

た。

・ 12月 8日 、桔"ず セミナーを実施した。参加者は講師、ボランティア、

部会員を含めて合計 108人 、生徒は43人 。

12月 20日 定例部会を開催 し、ふるさと歴史ハイキングの会計報告があ

つた。今回は交通費の支出が無かったので、参加賞を配布した。

・ 桔"ず セミナーの反省,点を話し合った。料理は事前講習が役に立った。参

加の子どもは複数回参カロした子が確実に力を付けている。手芸はボランテ

ィアさんとふれあいながら製作したのが大変良かつた。科学は少し難しい

課題であつたようだが、成果はあつた。

・ 新年のニューイヤーききょうフェスタに向けての協力方法を確認した。

今年度の研修会を平成 25年 2月 21日 (木)実施する。行き先は名古屋市

立科学館。

公民館展で出演した枯中、北中の吹奏楽部へのお礼として、募金箱の設置

と、ネL金を次年度から増額したい旨を話し合い、公民館運営委員会にその

旨を伝え、前向きに検討してもらう事にになった。

・ 本日、こころの思い発表会の冊子を配布してありますので、ご一読下さい。

く生活安全部会>

吉野生活安全部会長から、別添え資料に基づき概ね次のような報告があっ

た。

|「平成 24年 12月 11日 (火)に名張市総合体育館駐車場で 「年末年始特別

警戒取締り 交通安全県民運動Jの 合同出動式が開催された。この式典に参

カロの要請が名張警察からあり、当部会からは、辻本、吉野の2人が参加した。

式典の終了後、警察車両と共に青色回転灯を点灯し桔梗が丘公民館に帰つ

た。

今月の防犯パ トロールは4回 実施 (11月 25日 、 12月 5日 、 15日 、

20日 )し たが、いずれの時も異常は見られなかった」

く快適環境部会>

加納快適環境部会長から、「桔梗が丘地区のボランティア団体の 「緑の会J

が地域内の公園の環境保全と整備美化の活動をされているが、その一環とし

て5番 町の鳴滝池周辺の公園の整備等をされている。今後は当部会とどのよ

うな協働活動が出来るのか、検討を進めて生きたい」と述べた。



その他

1地 域住民の方

に公民館蔵書贈

呈について

く地域福祉部会>

梅本地域福祉部会長は欠席のため、辻森会長から、地域福祉部会は恒例の

年末友愛訪Fnlを昨日21日 よりされていると報告があった。

辻森会長から、「先月の定例理事会で報告したように、12月 の回覧で地域
の方へ告知をした。その目的は、この部屋をより有効的かつ実用的に利用し、
我々の活動に生かすためですJと 述べた。引き続き、山中事務局長から 「今

月 15日 から始めたが、現在全体の四分の一程度引き取られたが、まだ多く

残っている」とそれぞれ報告があった。

辻森会長から、「地域づくり組織 ・公民館向けの研修会が来春 1月、2月 に
2回 にわたり開催されます。担当窓日は名張市地域経営室です。詳細は配布

資料を参照してください。第 1回の研修会には、企画運営委員会、まちづく
り推進プロジェクトチームに声掛けをしています。各理事の方でビ希望があ

れば事務局にお申し出いただきたいJと 述べた。

日合監事 (枯梗が丘消防団班長)か ら、「木年度の年末警戒を12月 29日 、
30日 の2日 間午後 20時 から午前零時まで実施します。桔梗が丘公民館を

拠点として、赤色回転灯装着車で桔梗が丘地域をパ トロールします。

1月 6日 に名張市消防出初式が行われます。この案内は各自治会(区)長に

出されています。皆さんも時間かあれば放水訂1練等をご覧下さい.

先の1番町の行方不明者の捜索体市1づくりで得た教訓として、消防団員を

集めるのが、団員に勤め人が多い事、平日の早朝ということで難しかった。

今後は比較的時間に余裕のある、健康な高齢者の方に消防団にカロ入をいた

だくように運動していきたいJと 述べた。

山中事務局長から、「巧戎25年 度の協議会総会の日程を5月 18日 (土)と

想定しているJと 報告があった。

大垣副会長から、「年明けの1月には各委員会、部会は、平成 24年 度の活

動報告、会計報告並びに次年度の事業計画に取り組んでいただきたいJと 述
べた。

次回理事会は、平成 25年 1月 26日

時間 午前9時 30分

場所 桔梗が丘公民館

2平 成 24年 度

地 域 づ く り組

織・公民館研修会

の実施について

3 その他

(土)

202号 室
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