
平成 26年度

第 9回 理 事 会 議 事 録

場  所 桔梗が丘公民館・ 202会 議室

時日
平成 27年 1月 24日 (土 )

9:30～ 1 002

出 席 者

出席者 :辻森、上田、大垣、河合、増田、阪本、北森、西宮、廣岡、吉野、

加納、上島、中村、小松原、松村、福森監事、植野監事

森田地域担当監

欠席者 :鈴木 竹原

議事

決議事項

1.桔梗が丘自治連合会組

織図の改定について

2.軽 トラ公用車管理規定

の変更

大垣副会長が司会を務め会議が始まった。

○辻森会長の挨拶

「平成 27年新しい年が始まりました。皆様には、理事の仕事だけでなく

色々な活動を行っていただいています。有難 うございます。今年も安心安全

で住み良い 「ほっとまち桔梗が丘」の実現に向けてご協力をお願いします。」

と述べた。

<大垣副会長 >

桔梗が丘自治連合会組織図の改定について、添付資料に基づき、次のように

提案があった。

「H26年 度総会におきまして、プロジェク ト事業部の設置が承認されまし

た。これに伴い、当協議会の組織の中における位置を示す組織図に記載され

る必要があります。プロジェク トとして行っている事業が軌道に乗れば、部

会の並びになるかと思いますが、プロジェク トの中には短期事業も有 ります

し、各プロジェク トが資金運用面で自主運営体制が出来るまでは別枠として

位置づけ、添付 「桔梗が丘自治連合会組織図」の中に記載する場所に表記し

ました。」と述べ、桔梗が丘自治連合会組織図の改定の提案があった。

Q.委員会・部会には、代表者が置かれていますが、それぞれの事業に正式な

代表者は置かないのですか。

A.プ ロジェク ト計画の事業に関して、それぞれのプロジェク ト活動をする上

で代表者はいます。が、現在の代表には、半年に 1回活動の報告はしていた

だきますが、理事会には常時出席 していただきません。 1ノ たがつて、資金運

用面で自主運営体制が出来るまで部会とは別な位置としています。

引き続き「桔梗が丘自治連合会組織図の改定」を採決したところ、全員異

議無く承認された。

<大垣副会長>

公用車管理規定の変更について、添付資料に基づき、次のように提案があつ

た。



3.会計処理規定の一部改

正について

報 告 事 項

1.平成 26年 12月 度

協議会会計及び公民館会

計累計報告について

「H26年度での軽 トラ使用実績 (1/20時点)は 28回でした。ガソリン代の

使用量を見ますと、1回借 りても 1～ 2時間しか走行 していない様ですので、

使用単位を半日として利用 しやすい様にしたいと考えました。現在は、使用

料 700円 /日 、ガソリン代 20円 /Kmの負担を利用者 (協議会関係における

使用は無料)に負担 していただいています。H27年度より利用者の便宜を図

るため、利用料金を500円 /半 日、 800円 /日 に変更し、ガソリン代は据

え置きの 20円 /Kmに したいと思います。また、使用時間の変更ができるよ

うに利用時間の変更の規定も加えたいと思います。今までの規定では、利用

者の負担金及び利用時間の変更の項目が有 りませんでしたので、添付 「公用

車管理規定」の第 4項 (利用者の負担金)及び第 5項 (利用時間の変更)を

追加 し提案させていただきます。」と述べ、公用車管理規定の変更の提案が

あった。

Q.プロジェク ト関係で利用する場合は、無料ですか。

A.協議会関係 。公民館関係で利用する場合は、無料です。

各区、及び個人が利用する場合は、区長を通じて申し込むことになつて

お り、この場合は利用者負担となります。

Q.名張市外へ行く場合、利用できるのですか。

A.行先に関しての縛 りは有 りません。

その他、特に質問は無く、議長は「公用車管理規定の変更」について採決

した結果、全員挙手し承認 された。

<大垣副会長>

会計処理規定の一部改正について、添付資料に基づき、次のように提案があ

った。

「前回の理事会において、 「会計処理規定の一部改正」について提案させて

いただき承認 していただきましたが、自治連合会において、内容は承認され

ましたが文言をもつと判 りやすくするようにとの意見が出ましたので、添付

「協議会会計処理規定改正 (案 )」 に記載の様に、「会計処理規定第 20条 (予

算の執行と流用)第 4項を「予算勘定科目の「目」において、予算の流用を

行 う必要が生じた時は、会長の事前決裁により行 う事ができる。また、理事

会がやむを得ない事情が生じたと認めたときは、「項」間の流用を行えるもの

とする。」に変更をして再度提案させていただきます。

この件に関して、特に質問は無く、議長は「会計処理規定の一部改正」に

ついて採決した結果、全員挙手し承認された。

<松村事務局次長>

添付資料 「平成 26年度協議会会計収支累計表」及び 「平成 26年度公民館

会計収支累計表」に沿つて説明あつた。

<大垣副会長>

協議会会計において、費用弁償費について、今年度から、プロジェク ト事業

が認められましたので、プロジェク ト関係の費用弁償費は増えます。
，
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住居表示設置事業の予算が、オーバーしそうです。これに関しては、ビジョ

ン新規事業費の残額と、企画運営費の残額を充当していきたいと思います。

費用弁償費で支払われるのは、会議に出席された場合だけとしています。た

だし、皆さん色んな形で頑張つていただいているのは、分かっているのです

が、住居表示設置事業においては、真夏の取付 。現場確認等ハー ドな作業を

行つていただいているので、プラスアルファーを考えたいと思つています。

また、プロジェク ト事業で使用するお茶などの費用は、ビジョン新規事業費

で落としていただければと思つています。

2.平成 26年 12月 ま |<小松原事務局長>

での協議会及び公民館の 1協議会会計の状況及び予想について、添付資料に沿つて説明が有った。

会計状況について    |。 12月 までの累計実績と、去年の 1月 ～ 3月 までの実績から決算予想を行い

ました処、それぞれの項目において、予算内で収まるものと思われます。

・決算予想からすると、H27年度への繰越金として 187万 円程度残 りますの

で、去年と同じような状況と考えます。

公民館会計の状況及び予想について、添付資料に沿つて説明が有つた。

・前回の理事会で、H月 までの実績を基に、説明をおこないましたが、

12月 の実績が出た時点でも同じ様な状況であり、また、決算予想も同様で

す。

12月 の実績が出た時点での、 「目」における流用は有りませんでした。

1月 には流用の必要が出てくる「目」が有りますので、会計処理規定第 20

条 (予算の執行と流用)に則って処理させていただきます。

協議会関係のコピー代費用について、モノクロコピーは、1枚 7円 。カラ

ーコピーは30円 として公民館収入として頂いています。公民館はキャノ

ンの子会社 (キャノンマーケティンク
゛
シ
゛
ャハ

゜
ン)へ、トナー代を含む遠隔保守費として、

モノクロコピー 1枚 4円・カラーコピー 1枚 25円 を支払つています。カ

ラーコピーの必要が無ければ、モノクロコピーを使用するようお願いしま

す。

3.消防団桔梗が丘班の |<辻森会長>

活動報告        |。 名張市総合防災訓練の時の活動状況を桔梗が丘班でまとめた資料を、添付

していますので、読んでおいて下さい。

・H27年 度の名張市総合防災訓練は H月 8日 (日 曜 日)に決定しました。

今年も桔梗が丘として一致して組みたいと思います。

・ 1月 に消防団員募集のチラシを回覧しました。蔵持分団の団員総枠は決ま

つていますが、団員枠内で桔梗が丘班のウェー トを大きくするため桔梗が

丘班として 5名増員することになりました。

希望者からの問合せがあれば、消防団桔梗が丘班の福井班長さん (携帯

09045660845)へ案内をお願いします。

4.総務委員会の研修会 |<大垣副会長>
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について

5.平成 27年度定時総

会開催へ向けてのスケジ

ュールについて

6.名 張桔梗丘高等学校

跡地利活用に係る 3者懇

談会

7.地域づくり代表者会議

新春懇談会 報告

添付 「東近江市研修旅行予定表」に記載の通りで、2月 7日 (土)に決定し

ました。 9時 30分集合・ 18時頃に解散として予定を組んでいます。今回

は、「一般社団法人能登川地区まちづくり協議会」にお邪魔 し、「一般社団法

人として明確な責任と権限を有する協議会が、どの様に活動しているのか」

がテーマです。多数の参加をお願いします。

参加費は無料です。申し込みは 1月 31日 締切で、事務局までお願いします。

<大垣副会長>

定時総会は例年 5月 の第二土曜日に行つていますので、今年は5月 16日 と

します。理事会の懇親会を 16日 の夜 例年通 り行います。また 新旧区長

懇親会を5月 23日 に予定しています。任期は 1期 2年ですので殆ど交代は

無いと思いますが、今年も数名の交代が有ると思います。

総会資料の作成スケジュールも添付してお ります。事務局が原稿の整理・校

正等を行 う事になっています。小松原事務局長がこの作業を行 うのは、初め

てとなにますので、早めに総会資料関係の情報を提出願います。

Q.監査についてですが、プロジェク ト事業の中で、「子どもたちと地域の絆

づくり事業」は、独自で監査機能をお持ちですが、他の 5事業は監査機能を

持っておられません。監事は監査機能をもつていない 5事業について監査を

行えばよいのですか。

A.それで結構です。

Q.フ
゜
ロシ

゛
ェクト事業の監査報告はどの様になるのですか。

A.監事が行作成する監査報告の中でプロジェク ト事業についても何らかの

形で記載することになります。

<辻森会長>

12/20に行われました、 3者懇談会 (当協議会・県・市)の議事録を添付し

ました。読んでおいて下さい。

・具体的な案はまだ出てきていません。

。「H27年 10月 迄に方向性を決める。」ことを確認 しあいました。

・3/7に 次回 3者懇談会を開催 します。それまでに、協議会としてのコンセ

プ トと案を出して懇談会に臨むため、2/27に利活用検討委員会を開催 しま

す。

・ 3者懇談会はオープンにします。皆様の傍聴をお願いします。

<辻森会長>

1月 20日 (火)15:00か ら地域づくり代表者会議 新春懇談会が、名張市

役所で行われました。事項書を添付していますので、読んでおいて下さい。

・国の施策である「地方創生」のビジョン・戦略について資料を添付 してい

ます。これに伴い名張市は具体的に動いています。桔梗丘高校の問題も、こ

の動きの中で、良い方向に進んでいかないものかと考えています。

・警察署長に、「事件等は減少 しているようですが、事件が起こらないように
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`巳

に重点をおいた様々な施策をお願いします。」と要

に、会派を越えて、名張市のために努力していただき

総務委員会   1東 近江市研修会の参加の件よろしくお願いします。

能登川地区まちづくり協議会の事務局長から、予め質問内容を知らせてほし

いとのことなので、質問状を送ることにして準備をしています。

企画運営委員会  |<阪 本企画運営委員長>

○ほつとまち茶房ききょう

添付 「企画運営委員会報告」の該当部分に沿つて説明が有った。

○子どもたちと絆づくり事業

添付 「企画運営委員会報告」の該当部分に沿つて説明が有つた。

<加納さん>

○みどり環境整備・保全事業では 1/8桔梗の森公園で市整備現地打合せ

1/29に桔梗の森公園整備について話 し合いを行いました。

・枯れた松が倒れたままにしてある場所や希少植物の立札がある処に松の木

が倒れこんでいる場所などが有ります。これらの場所の倒木の撤去、また、

希少植物の立札がある場所に積上げている泥等の撤去等、整備の必要な場所

の対応や処置の打合せを行います。

・1/19に野鳥公園の遊歩道整備を行いました。あと数回行えば、遊歩道整備

が一段落しますので、何らかのPRを したいと思っています。

。今後のみどりの会は、桔梗 7番町の仲田さんがみどりの会のメンバーに加

わっていただき 10名 で活動していきます。

<吉野さん>

○住居表示設置事業の進捗状況について

添付 「1月 度理事会部会報告 安全生活部会」に沿つて説明があつた。

<福森さん>

○農楽園プロジェク ト

添付 「企画運営委員会報告」の該当部分に沿つて説明があつた。

<阪本企画運営委員長>

○お助けセンタープロジェク ト

添付 「企画運営委員会報告」の該当部分に沿つて説明があつた。

・お助けセンターの知名度が非常に低く、 「ほっとまち構想」も発表から年

数がたったので、 PRと 共に人材発掘の意味も込めてH27年 度も、ほっと

まちフォーラムを開催 したい。

広報委員会 |<北森広報委員長>
。今年になってから行事が少なくなり悪戦苦闘しています
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。1つのイベン トで 30枚程度写真を取 り、その中で新聞の紙面上に掲載す

るのは 1枚です。 残 りの中で使えるものは、

協議会のHP(http://Ⅷ w.kikyogaoka.jp/index.html)

の中のフォ トギャラリーに掲載 していますのでご覧ください。

委員会報告の内容についての質問等

Q.住居番号表示板の漏れ落ちがあるのですが、なぜでしょうか。

A.名 張市からデータを基にリス トを作成 しましたが、漏れているのは単純

な事務処理上のミスだと思います。地区によつては、 3件程度の抜けが発生

しています。 2月 の区長会で、漏れている住所のリス トを出していただくよ

うにお願いをし、4月 頃には追加分の住居番号表示板を作りたいと思います。

健康推進部会 |<西宮健康推進部会長>

2/1名 張市が公民館で行う特定健診に、推進部会からお手伝いに3名 参加し

ます。

住民交流部会 |<廣岡住民交流部会長>

に沿つて説明が有つた。

― ききょうフェスタ (ど んど)実施報告書」
~の

で、次回再度報告します。

'ょ うフェスタ (どんど)の実施時期やその内

て`きたように思います。

:8月 22日 で予定します。

―イアー  :1月 9日 で予定します。

:1月 11日 で予定します。

「は毎年駐車場の問題が発生するのですが、何

「えることはできません。公民館の使用は申し

1月 中に4月 の予定が入 りますので、1月 中に

「きます。協議会において、講堂等で必ず押さ

1月 、しかも早い時期に申し込んで下さい。

「どんど」については、天気に恵まれ 500名 程度の方が参加 していただき、

非常に盛況でした。振る舞いについては、準備が大変なので去年までの「豚

汁」を「カップスープ」に変更しました。

教育文化部会 |<大垣総務委員長>

竹原部会長はお休みですが、教育文化部活動報告を提出していただいており

添付させていただいています。

・ニューフェスタ・定例会・反省会について記載されていますので、読んで
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生活安全部会

おいて下さい。

<吉野生活安全部会長>
・住居番号表示板については、これから1年間のスパンで不足分を補足して

いく計画をしています。

0町内表示板については 122枚取付けましたが、H27年 度予算で、さらに

100枚程度増やしたいと思つています。

。公園の屋外消火栓の使用訓練を受けたい。

危機管理室へ要望したが、協議会から行政に要望してほしい。

各区の代表が訓練を受け、消防団も訓練を受けていないので、消防団とし

ても訓練を受けたいとの要望が有 ります。

<加納快適環境部会長>

1/17バー ドウウォッチングを実施 40名 程の参加が有りました。

<上島地域福祉部会>
「高齢者のゴミ出し」の問題を認識 していただきたい。高齢者の中には、ゴ

ミを分別 して出すことが難 しくなる方がいます。この様な場合、介護保険に

おける生活援助として算定対象になってお り、ホームヘルパーさんにお願い

していますが、これらの生活支援サービスの中で、軽度の障害者に対する生

活支援はボランティアや地域づくり協議会等が担 うように、介護保険制度を

改正していく様なことが、テレビで放映されていました。この様な作業の分

担をどうするのか、協議会でも情報を収集 し、検討する必要があると思いま

す。よろしくお願いします。

<辻森会長>

○地域実践交流会が 3/8に名張市教育センターで開催されます。事例発表

は、赤目まちづくり委員会、箕曲地域づくり委員会、桔梗が丘自治連合協議

会、つつじ・春 日丘自治協議会が行います。

当協議会では、企画運営委員会が中心に準備を行っています。

○二重大学で開催される「みえ防災塾」の受講者を募集 しています。

防災・減災活動を担 う人材を育成することを目的としています。

資料は事務局にありますので、興味のある方は事務局で閲覧願います

○二重県知事選挙及び二重県県議会選挙の投票が4/12に実施されます。

投票所は今まで通 りで変更は無いと思います。

なお、選挙管理委員会からの桔梗が丘各投票所の立会人選出資料をを各ブロ

ック幹事へお願いしました。

快適環境部会

地域福祉部会

その他
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第 9回 理事会議事録 の議事録署名人

阪本理事

北森理事

にお願いします。

次回理事会は、平成 27年 2月 28日 (土 )

時 間 午前 9午後時 30分より

場 所 桔梗が丘公民館 202号 室

以上で理事会は終了した。

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

Э ⑮ ⑪
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