
平成 26年度

第 10回 理 事 会 議 事 録

場  所 桔梗が丘公民館・ 202会 議室

日尋テ日
平成 27年 2月 28日 (土 )

9:30～ 1 2 00

出 席 者

出席者 :辻森、上田、大垣、河合、増田、鈴木、阪本、北森、西宮、竹原、

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 :廣岡

名張青年会議所による三

重ブロック大会開催にか

かる協力依頼

議事

報 告 事 項

1.平成 27年度名張市か

らの収入予算決定につ

い て

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

「いつもありがとうございます。 3月 となり期末・期初を迎え、大変お忙 し

いことと思いますが、よろしくお願いします。」と述べた。

<辻森会長 >

第 5回地域づくり代表者会議で、二重ブロック大会開催にかかる協力依頼

がありました。本 日、青年会議所の山本理事長の話を聞いていただき、各部

会 。公民館のサークルに声をかけていただいて、物品販売や飲食店などで出

店参画できるものが有れば、ぜひ参画していただきたいと思います。

<名張青年会議所 山本理事長>

青年会議所としては、この大会を、地域活動のPRの場 。地域交流の場 とし

てのイベン トとして位置づけていますので、ぜひ参加をお願いします。

<堀内実行委員長 >

資料 「第 45回二重ブロック大会 (名 張市主催)における地域づくり組織の

ご協力について」に沿つて説明があつた。

。日時 :9月 13日  9時～  場所 :メ イハンスタジアム

・ 15地域各 1テ ン トで出店

・出展の準備 (役所への届け出含む)は実行委員会で行 う。

<小松原事務局長>

総会資料作成に伴って、H27年度の予算作成をお願いしていますが、第 5回

地域づくり代表者会議において、公民館管理運営委託料・ゆめづくり地域交

付金 。ゆめづくり協働事業交付金について、名張市から決定金額として報告

がありました。

公民館会計に関する名張市からの収入としては

公民館管理運営委託料  9,973,000円 (H26)→  11,047,320円 (H27)
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2.平成 26年 1月 度協議

会会計及び公民館会計

累計報告について

3.平成 26年 1月 度公民

館会計流用状況報告に

ついて

4.敬老の日の行事につい

て    (決 議事項 )

(消費税 3%増に対する増額等 )

協議会会計に関する名張市からの収入 としては

○ゆめづくり地域交付金 14,984,600円 (H26)→  15,034,200円 (H27)

となっています。

○ゆめづくり協働事業交付金についての特別会計に関する名張市からの収入

は 協議会からの交付金要望額 :1,800,000円

名張市からの回答 :

1,300,000円 +450,000円 (介護特別会計で決定)

○がんばる地域応援事業申請中 2,000,000円 (未決定)

<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」に沿つて説明があつた。

Q.協議会会計の報償費収入は環境推進委員の報償費ですから、来年度は無

なることになるのですか。

A.名 張市から「H27年 度から環境推進委員の報償費は無くなる。また、環

境推進委員の推薦も必要なくなる。」と連絡が有 り、自治連合会でも報告 しま

した。この収入に関しましては、各地域へ全額お渡 しする部分ですので、協

議会会計には、影響有 りません。

<大垣副会長>
・軽 トラの保険契約を、経費削減のため、来年度より月払いから年払いに変

更します。

・軽 トラのガソリン代収入の処理について、H27年 度からは、協議会会計

の「雑収入の項」を 2つに分け、軽 トラを使用 した場合のガソリン代を計

上します。また この金額は、車両買換積立金ヘー括 して振替ます。

<小松原事務局長 >

添付資料 「予算流用状況報告書 (H26年 1月 度公民館会計)」 に沿つて説明が

あった。

・1月 末で、管理費の項の「使用料及び賃借料」で、7,731円 予算不足が発生

しましたので、会計処理規定第 20条 (予算の執行と流用)に則つて処理さ

せていただきました。備品購入費の残額より流用 しました。

<西官健康推進部会長 >

添付資料 「敬老の日の行事変更の件」に沿つて説明があった。

・敬老の日の行事内容を次のように変更する。

1)70歳 と88歳 の方に商品券 (2,000円 )を贈呈する。係区続 )

2)H27年度より「70歳以上の方全員に記念品の贈呈する」ことを廃止す

る。



・2)の全員配布については、当初高齢者の安否・健康確認の意義も勘案 して

継続 してきたが、友愛訪問や高齢者のつどい、さらには各地区での「生き

生きサロン」等の見守 りも実施されてお り、その必要性の意義は薄れてい

ると思われる。

西官部会長からの提出された上記の 「敬老の日の行事変更の件」について、

理事会で審議 。決議の結果、全員異議無く承認 された。

5,お助けセンター開設及 |<阪本企画委員長>
び業務開始について  1 開設準備における試験受付は 12/26に 終了し、4月 10日 に業務開始を行い

ます。

開始準備について、お助けセンター設立準備プロジェク ト代表の阪口さん

に説明していただきます。

<阪口代表>

4月 10日 に市長を招いて、公民館で開業式を行います。

準備の一連の作業として、添付の「桔梗が丘お助けセンター会貝」」(案)及

び「桔梗が丘お助けセンター細則」 (案)を作成 しました。また、3月 の回

覧で、各戸に「桔梗が丘お助けセンター開設・業務開始」のチラシを配布

します。

・会則に記載のお助けセンター運営委員に、民生委員 。名張市社協 。自治連

合会の各団体から代表を出していただきたい。

・細則に 7項 目の事業内容を記載 しています。この項目の中の 1)家事支援サ

ービル・2)庭管理支援サービス 。3)日 曜大工支援サービス・5)家電機器調

整支援サービスは、 4月 からスター トします。

2)配食サービス・6)移送支援サービス・7)子育て支援サービスについては、

体制が整ってから別に時期を定めて実施 します。

・会則に運営委員の規定が無いので、付け加えます。

・利用料金は、 1時間につき 500円 /人で、超過 した場合は 250円/30分 とし

ます。表現方法は修正 します。

・支援者には利用料金の60%を支払います。

・支援者以外に、コーディネーターが必要で、この費用は別途考えたい。

<辻森会長>

このプロジェク トは個人が相手であり、また民間で類似のサービスを行つ

ています。この様な状況の中で、ボランティア的な活動でお助けセンター

を運営していくのは、難 しいことだと思います。

試験運用は終了しましたが、 4月 に正式運用は周知されていますので、運

営しながら様々な問題点を解決 していく必要があると思います。

6.名 張桔梗丘高等学校跡 |<辻森会長>

地利活用について   |。 今まで跡地利活用検討委員会を 6回開催 してきました。



7.総務委員会の研修会に

ついて

9.旧下水処理場 3か所の

跡地利用について

10.公民館職員内定につい

て

・施設が県の所有であるため、名張市としては、具体的な協議に入つていな

い状況です。

・H27年 10月 までに三者会議において合意 した最終案を提出できるよう、

努力 しています。

・検討委員会では添付の「桔梗丘高校跡地利活用提案書 (素案)」 を作成 しま

した。3/7に予定している三者会議にこの 「桔梗丘高校跡地利活用提案書

(素案 )」 を提出します。基本的な考え方・具体的な施設 。今後の検討課題の

順で整理 していきます。

・経過報告のため、3/7に提出する素案に対して行政側の動きが出てきた段

階で、中間報告として住民説明会を開催 します。その後、動きがあれば随

時情報をお伝えし、最終的な結論が出た時点で再度住民説明会を開催する

つもりです。

・3/7の三者会議には、皆様の傍聴をお願いします。

・第 6回の検討委員会に足立市議が傍聴されました。この時、当検討委員
´

の主旨に反 した行為が一部見受けられましたので、次回からは、市議の傍

聴は断 ります。

<大垣総務委員会長 >

2/7-般社団法人能登川地区まちづくり協議会へ、研修会として行つてきま

した。今回の参加者は 25名 、盛況でした。

研修会の記録および能登川地区まちづくり協議会の資料を添付 していますの

で、読んでおいてください。

。この協議会が一般社団法人を選んだ理由を知 りたかつたのですが、法人と

しては NPO法人・地縁法人等ありますが、様々な条件から一般社団法人の

選択肢 しかなかつたのが理由のようです。

・法人なりのデメリットとして、煩雑な業務が多い。当協議会では、法人化

は考えていません。

<辻森会長>

桔梗が丘南…・1か所、桔梗が丘西…・2か所 有 りますが、どの様にす

るのか具体的な進展が見られませんでした。再度 「解体及び跡地利活用ス

ケジュール提出」の依頼書を亀井市長から近鉄の社長へ公式に出していた

だきました。回答は当協議会へ来ることになっていますので、その回答を

受け相手と交渉していきたいと思います。

<中村館長>
。公民館職員の公募を行いましたところ、男性 4名 。女性 2名 の応募が有 り、

面接の結果、次の 3名 の方の採用を決めました。

桔梗が丘南 1番町 松岡雅啓 (会計担当)、 桔梗が丘 7番町 小西 彰、
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桔梗が丘西 3番町 岩切由香里

・引継ぎのため、 3月 から勤務 していただきます。

H.第 5回地域づくり代表 |<辻森会長>

者会議報告      1添 付の 「第 5回地域づくり代表者会議報告」に沿つて説明が有つた。

1)依頼事項等

①第45回二重ブロック大会における地域づくり組織のご協力について
。先ほど青年会議所から説明が有った通りです。

②H27年度の広報なばりの発行回数の見直しについて

。発行回数 :毎週発行→月 2回発行

毎週発行しているのは全国で6都市程度である。

全号 8ページにして情報量は保つ予定

。配布方法 :新聞折込 (一部分郵送)→各戸ヘポスティング

③グリーン大作戦への参加のお願い。

・ 5月 31日 (日 )に実施

・グリーン大作戦は 「ゴミ」の回収が 目的なので、草木類の回収は今回

か ら行わないことにな りま した。

④各種委員にかかる地域づくり組織からの推薦依頼について

名張市スポーツ推進委員      3名
名張市青少年育成推進委員     7名
名張市生活安全推進協議会委員  25名

任期が 2年となっており、任期満了を迎えるため、当協議会へ新たに推薦 (再

任可)を依頼してきました。

現在の委員に対して再任の意志の有無を確認の上、再任の意思が無い方があ

れば、その方の交代として適任者を推薦していただくようを、各自治会長 (区

長)へお願いをしています。

2)各地域づくり組織における課題等に関する協議

①地域事務職員が担当している業務を各地域について報告していただきまし

た。その集計が、添付資料 「公民館等 (地域事務職員)が担当している地域

づくり組織業務について」に記載されています。地域の公民館により様々で

すので、読んでおいて下さい。

3)事務局からの依頼・連絡事項

○平成 26年度地域づくり代表者会議実践交流会の開催について

「実施要領」を添付しています。

。日時 :H27年 3月 8日 午後 1時 30分から

・場所 :名張市子どもセンター

。発表地域及び発表地域
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12.中 古住宅流通促進協議

会による空き家所有者ア

ンケート調査結果について

委員会・部会活動報告

総務委員会

企画運営委員会

1番 目 :つつじが丘 。春 日丘自治協議会

2番 目 :箕曲地域づくり委員会

3番 目 :桔梗が丘自治連合協議会

4番 目 :赤 目まちづくり委員会

4)その他

○障がい者福祉事業回覧 (カ タログ商品斡旋)に対する協力について、

各自治会に福祉事業回覧のお願いが送 られてきます。 「回覧する 。回覧し

ない」の判断は各自治会 (区)に任せます。ただし この添付資料に押印

してある角印 【名張市身体障害者互助会及び 公社)二重県障害者団体連

合会】が無い場合は、回覧の対象外ですのでご注意ください。

<辻森会長>

空き家所有者 341件 を対象に中古住宅流通促進協議会でアンケー トを
′・

施 し、 86件の回収がありました。結果は、添付資料 「桔梗が丘住宅団地

空き家所有者アンケート調査結果」をご覧ください。

<大垣総務委員長>

前回の理事会で H27年度事業計画の提出を3月 5日 までにお願いしてお りま

すが、小松原事務局長まで提出して下さい。この事業計画に基づいて H27
年度の予算を作成 します。その後 H26年度事業報告書の提出を早めにお願

いします。

<阪本企画委員長 >

添付 「企画運営委員会報告」に沿つてそれぞれ該当部分の説明があつた。

○みどり環境整備保全事業プロジェク ト〈力晰内代表>
・桔梗の森公園の遊歩道は、 「雨が降ると水溜 りができ歩きにくい」とのト

が有 りましたので、名張市から、 2立米のバラスを分けていただき、2/12

にプロジェク トで作業 し補修 しました。

。みどりの募金事業に「桔梗の森公園の緑化」として申請をしました。

(内容)桔梗の花 100株の購入  予算 :7万円

。H27年度から名張市から桔梗の森公園の草刈・塵芥処理の委託を受けるこ

とにしました。

○住居表示設置事業プロジェク ト<吉野代表>

街区表示設置・・・電柱への取付 100か所は確認済み

町内表示設置・・・ 122か所の内 108か所の確認が済みました。

住居表示設置・・・各区への配布は完了していますが、現在のところ未取 り

付けの家があります。今後、更にPRを していく必要が

あると考えます。



広報委員会

健康推進部会

住民交流部会

教育文化部会

生活安全部会

快適環境部会

地域福祉部会

その他

○農楽園プロジエク ト<福森運営委員 >
。今期耕作予定地の石拾い 。堆肥撒布・荒起こし。整地を順次行い、 4月 に

ジャガイモ植え付けを行 う。

○お助けセンター設立プロジェク ト<阪本企画委員長 >
・先ほど阪口代表から説明が有 りました様に、 4月 10日 に事業開始 としま

す。

。それまでに運営委員を決め運営委員会を発足させます。

○企画運営委員会<阪本企画委員長 >
・協議会として、地域フェアーを開催 し、各プロジェク ト等の活動発表をし、

PRを行いたい。

〈北森広報委員長 >

3月 に配布される「ききょう通信」を添付 しています。まだ構成中ですので

文章は変更があります。今回は「桔梗の森公園」の設計図を掲載 しています。

<西官健康推進部会長>

3/28にニュースポーツ世代間交流大会を桔梗が丘小学校で開催 します。

今年度最後の行事です。

報告事項なし

<竹原教育文化部会長 >

添付資料 「教育文化部会活動報告」に沿つて説明が有つた。

・ 2/19の研修会の報告が主な内容

<吉野生活安全部会長>

添付資料 「2月 部会報告」に沿つて説明が有った。

・巨大地震において、桔梗が丘地区で発生する被害として最も可能性の有る

のは火災とそれによる類焼だと思われます。

現在 5か所の公園に、消火栓用ホース格納庫が有 りますが、水道水が濁る

等の理由で、現場での司1練は出来ない状況です。

消火栓での放水訓練を危機管理室へ要望したところ、二重県消防学校で訓

練を受けることが可能になりましたので、添付資料の内容で、訓練を受け

たいと思います。

報告事項なし

報告事項な し



第 9回 理事会議事録 の議事録署名人

西宮理事

竹原理事

にお願いします。

次回理事会は、平成 27年 3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 こ 壼 F14o

副会長 副会長 総務委員長 書 記
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