
平成 26年度

第 11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 3月 28日 (_L)

9:30～ 1 2 00

出 席 者

出席者 :辻森、上田、大垣、河合、鈴木、阪本、北森、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、西宮、増田

議事

報 告 事 項

1.平成 26年 2月 度協議

会会計及び公民館会計

累計報告について

2.平成 26年 2月 度公民

館会計流用状況報告に

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

「3月 の理事会となりました。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。

<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。

・協議会会計において、現在の時点で、地域福祉費事業費が予算不足となつ

ています。いきいきサロンの参加者が当初計画より大幅に増えたためです。

収入の面で市社協の補助金が 2万円増えていますので、この額を充当する

ように考えています。

。事務処理については、会計処理規則第 20条 4項に従い処理します。

現時点において最終的に、会計処理規則第 20条 4項の「項」間の流用に

該当する事案は、「いきいきサロンの補助金の増大による地域福祉費の事業

費が予算不足」と、「消費税改正による税率引き上げによる消費税 (未払い)

の予算不足」の2件です。この2件については、3月 31日 に皆様の承認

をいただきますのでよろしくお願いします。

<小松原事務局長>

添付資料 「予算流用状況報告書(H26年 2月 度公民館会計)」 に沿つて説明が

あった。

・2月 末において、管理費の項の「使用料及び賃借料」で、累計 75,032円 の

予算不足が発生していますので、会計処理規定第 20条 (予算の執行と流用)

に貝J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。

■
■



3.枯梗丘高等学校跡地利

活用に係る懇談会報告

4.平成 27年度事業計画

(案)について

(決議事項)

<辻森会長>

3月 7日 に桔梗丘高等学校跡地利活用に係る懇談会が、県 。市 。当協議会の

3者の間で開催されました。添付資料に市が作成 した会議録を添付していま

す。

。当協議会から素案 (2月 自治連合会で説明)を示 しましたが、名張市及び

三重県共に対案が出て来ませんでした。いずれにしても、 10月 までに方向

性を決めるとの考えは、 3者で合意されています。

・5/9又は 5/10の 15時に市からの対案が提出されます。これに合わせて跡

地利活用検討委員会を開催 します。 5月 30日 に市との検討会を開催 し、

その後 県も入つた 3者懇談会を開催する予定です。

<大垣副会長>

総会に提出する、各委員会事業計画 (案 )・ 各部会事業計画 (案 )・ プロジ

ェク ト事業計画 (案)。 公民館事業計画 (案)を添付 しています。これから各

代表にはそれぞれ説明をしていただき、この会議で検討 。決議を行います。

また、 4月 18日 19時から開催される自治連合会に平成 26年度事業報告

及び平成 27年度事業計画 (案)を諮 ります。各代表者には出席 していただき

説明をお願いします。また 総会で審議 していただく内容は、全てこの時に

決定します。会議の時間は長時間になりますのでそのつもりでお願いします。

○総務委員会事業計画 (案)<大垣委員長 >

添付資料に沿つて説明があつた。

・例年とほぼ同じ内容です 。

・講演会については、予算の面及び新たな「ネタ」が無いことなどから回数

を 2回/年→ 1回/年に減 らします。

。今年から公民館展の共催をさせていただきます。公民館の会計もH27年
度はさらに逼迫 してきます。また 公民館の活動と協議会の活動は一体で

あることを認識 していただくためであります。予算は 5万円計上させてい

ただきました。

協議会から、公民館展に各事業のPR用ブースを出展することを考えてい

ます。

。お助けセンターが本格的に動き出しますので、ビジョン新規事業用費用を

10万円増額 しています。

・車両費については、車検代を 5万円上乗せ しています 。

○企画運営委員会事業計画 (案)<阪本委員長 >

添付資料に沿つて説明があつた。

・プロジェク トの連携、各部会との交流を促進するような計画しています。

。各プロジェク ト及び各部会の事業内容のPR また 参加の呼びかけを計

画 します。

2



意見交換

○広報委員会事業計画 (案)<北森委員長 >
添付資料に沿つて説明があつた。

・タイムリーな報道で、また 住民に寄 り添った内容の情報を発信 していく

よう計画 しています。

。もっと柔 らかい表現で報道するため、女性記者の育成を考えています。

・ホームページについては、調べたい、見たい画面が直ぐ出てくるようなホ

ームページに、また 見やす く、分か りやすいホームページに改善したい

と計画しています。

議長は 3委員会事業計画 (案)についての意見を求めた。
。今のホームページは、見たい画面を見つけにくい。ホームページを改良し

ていただければ有 り難い。

・企画委員会事業計画で、“地域"フ ェアーの開催 とあるが、開催 されるのは

結構なのですが、各事業メンバーの負担に、あまりならない様な方法で行

つてもらいたい。

・プロジェク ト及び委員会・部会のメンバーを総会の資料に載せるべきでは

ないか。 (誰がメンバーで何人の方が参カロしているのか判らない。)

メンバーの名簿を載せるとページ数が増え製作費が嵩む。メンノヾ―中で出入

りが有 り1年間固定していない。加入の自覚のないメンバー、幽霊会員

等の問題があり、H26年 度から総会資料に載せないこととなりました。

ただし、事務局では委員会・部会等のメンバーに連絡が必要なことがあ

りますので、プロジェク ト。委員化 。部会はメンバーの住所 。電話番号

等を事務局へ報告願います。

・委員会・部会の事業計画書の中に、「桔梗が丘 “ほっとまち"構想と協調 し

て事業を進める。」と記入することになっていますが、H26年 度は入つて

いませんでした。H27年 度にはぜひ入れてほしい。

H27年 度の事業計画には「桔梗が丘 “ほっとまち"構想 と協調 して事

業を進める。」と記入することにします。

○健康推進部会事業計画 (案)<大垣総務委員長 >
西宮委員長が欠席なので、大垣委員長が、添付資料に沿つて説明を行った。

・敬老の日の行事の内容を、前回の理事会で承認された 「 1)70歳 と88歳

の方に商品券 (2,000円 )を贈呈する。 (継続)  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。」と変更 しています。
。その他の件については例年通 り行います。

○住民交流部会事業計画 (案)<大垣総務委員長 >

廣岡委員長が欠席なので、大垣委員長が、添付資料に沿つて説明を行った。

・内容は例年通 りです。



・夏祭 りは8月 22日 (上)に開催されます。模擬店の利用券は250円
とし、前年より50円減額します。

○教育文化部会事業計画 (案)<竹原部会長>
添付資料に沿つて説明があつた。

・殆ど例年通りです。

・桔'ずセミナーの大鼓部を廃止します。

<意見交換> 1議長は、 3部会の事業計画 (案)について意見を求めた。
。「どんど行事」の開催予定 日が、1月 11日 となっていますが、 1週間程度

後の方へずれるかもしれません。

○生活安全部会事業計画 (案)<吉野部会長 >
添付資料に沿つて説明があつた。

・環境ねっとプロジェク トで、住居表示設置事業の継続事業に協働 して活動

します。内容は、町内表示板を 100枚程度追加する予定をしています。

5月 以降また、各区長に設置場所を探 していただきます。住居番号表示板

については、H26年 度追力日分 102枚 についての手配は完了しています。

H27年 度に新たに必要となる住居番号表示板は、 10月 頃再度要望を募

り、年明け頃に作成するつもりです。 loO枚 程度の予想をしてお り、予

算を計上 しています。

。消火栓にホースを接続 した司1練の実施を初めて行います。消防団も初めて

となります。

消防団の計1練の中に、「消火栓にホースを接続 した司1練」が入つていないた

め、消防団としてこの訓練に参カロすることはできないそ うです。当面は、

住民が主体となって司1練に参力日し、消防団の中に、消防団でも「消火栓に

ホースを接続 した副1練」が必要との雰囲気を作るのが趣旨です。

バスは、市のバスをお願いするつもりですので、無料でお借 りすることが

出来ます。この件の予算を4万 6千円計上しています。

○快適環境部会事業計画 (案)<加納部会長 >

添付資料に沿つて説明があつた。

。今年から、事業内容を「環境を守る活動」と「環境を知る活動」に分けて

表現 しました。

。予算は前年度より減額 しています。

○地域福祉部会事業計画 (案)<上島部会長>
添付資料に沿つて説明があつた。

・民生委員で作成 している「陽だまり」を4月 から全地域対象に回覧します。
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(今までは、民生委員が高齢者等のお宅へ訪間する際に 「陽だまり」をお

渡ししていたが、この内容を全地域の方に知ってもらうため。)

。いきいきサロンの実施について

協議会から1回 200円 /人の補助を頂いていますが、毎年参カロ者が増え

てきているため、今年は予算をオーバーしてしまう状況です。H27年度

の予算からは、前年実績を基に各地域へ分配し、その金額の中で、各地域

に使つていただくようにします。

・活動の対象者や、参加者が増えてきており、また去年消費税も3%ア ップ

していますので、全般的に増額した予算になっています。

<意見交換> 1議長は、 3部会の事業計画 (案)について意見を求めた。
。消火栓の鍵はどこにあるのですか。

公園の傍にある消火栓 (道路に敷設されている)付近に、必ずではあ

りませんが、赤い 「ホース格納箱」力`有 ります。この中に入つていま

す。

― 道路に敷設 されている消火栓を使 うと近隣の水道が濁るので、副1練は

できません。

。名張市グリーン大作戦と異なる日に、地域の一斉清掃として、グリーン大

作戦に参加 していますが、今まで通 り参加 と認められ、地域 としての参加

費は出るのですか。

最大 3千円お出しできます。

・住居番号表示板の件で、「以前断つたから」とか「なにも言つてこないので」

とかの理由で、取付を諦めていらつしゃる方がかなりいらっしゃる様です。

各家庭のほとんどの表示板は、作成済みで各家庭に配布されているはずで

す。一部 何かの手違いで各 自治会 (区)長又は公民館で預かつている分

も有 りますので、この事を回覧などでPRする必要があります。

・ 10号公園の名称が、「桔梗の森公園」となりましたが、看板などを設置 し

ないのですか。

H27年度に設置を考えています。

引き続き議長は平成 27年度各委員会事業計画 (案)。 各部会事業計画 (案 )

をこの形で自治連合会及び定時総会に提出することについて採決 したところ

全員異議無く承認 された。

○ “ほつとまち"プロジェク ト事業計画 (案)<大垣副会長>
プロジェク ト事業は独立採算性 となっていますが、定時総会で報告する必要

がありますので、添付資料の「“ほっとまち"プ ロジェク ト事業計画 (案 )」 の

審議をお願いします。

・ほつとまち茶房 「ききょう」事業については、予算はまだ出てきていませ



んが、プロジェク ト事業の総会が終われば、 4月 に出てくると思います。

。子どもたちと地域の絆づくり事業計画については、完全に独立採算制で行

つていただいてお りまして、「名張市放課後子ども教室事業」の助成金で

通学路花いっぱい運動等の活動を行 う内容 となつています。

・みどり環境整備保全事業については、桔梗の森公園の除草作業等の委託料

49万円等の収入で、活動される内容となつています。

以上 3事業につきましては、自治連合協議会からの特別予算は計上してお り

ません。

・住居表示設置事業については、ゆめづ くり協働事業交付金が 27万円、

当協議会から約 1割の 3万円が負担金として拠出されます。収入予算額

30万円で、活動される内容です。

・桔梗が丘農楽園事業については、ゆめづくり協働事業交付金が 27万円、

当協議会から7万円が負担金として拠出されます。活動内容は記載の通 り

です。

3桔梗が丘お助けセンター事業については、ゆめづくり協働事業交付金が

85万円、要援護者等 日常生活支援事業補助金が 30万円、当協議会から

10万円が負担金 として拠出されます。また 利用者からの利用料として

20万円を見込んでいます。活動内容は記載の通 りです。

議長は “ほつとまち"プロジェク ト事業計画 (一部予算が提出されていな

い状態)を この形で自治連合会及び定時総会に提出することについて採決 し

たところ全員異議無く承認 された。

○平成 27年度公民館事業計画<中村館長>

添付資料の「平成 27年度公民館事業計画」に沿つて説明があつた。公民館

会計については H26年度からの繰越金が確定していないので、まだ提出され

ていません。

・H27年 度公民館会計はかなり逼迫すると予想 されますので、事業費を

30%程度肖Jつ た内容 となつています。

・講座は 10講座で行います。

・「資産運用のノウハウ」の口座名を「暮 らしとお金の入門講座」と変えます。

・連続講座に関して、講座終了後 (後 日)各博物館へ行くバスツアーを行い

ます。参加費として 2千円/人を考えています。

。公民館展の開催 日についてですが、例年は 10月 の第二土曜 日及び 日曜 日

に行つてきましたが、第二土曜 日に小 。中学校では授業が有 りますので、

今年はその翌週に開催を考えています。

議長は、平成 27年度公民館事業計画をこの形で自治連合会及び定時総会

に提出することについて採決 したところ全員異議無 く承認された。



5。 平成 26度会計監杏

及び業務監杏について

6.除章作業活動中の市民

活動補償制度適用につ

い ¬〔

<意見交換 >

委員会・部会活動報告

総務委員会

以上で、平成 27年度 各委員会事業計画 (案)。 各部会事業計画 (案 )。

プロジェク ト事業計画 (案 )。 公民館事業計画 (案)について承認 され、この

形で定時総会に提出することも承認された。

<小松原事務局長>
H26年 度の、協議会会計決算監査及び業務監査・公民館会計決算監査を、

4月 11日 (土)桔梗が丘公民館で、両監事により行われます。 13時～ 1

5時までは、協議会 。公民館関係を、 15時～ 17時までは、各プロジェク

ト事業関係について行われます。なお  「子 どもたちと地域の絆づくり事業」

についてはプロジェク ト内で監事を置いて監査をされてます。報告書を提出

されますので、今回の監査対象となりません。

協議会 ,公民館関係の出席者は例年通 りです。各プロジェク トはそれぞれ

の会計内容を説明できる方の出席をお願いします。

別件 となりますが、地域部から、プロジェク ト事業が本格的に動き出しま

すの、備品の管理を行 うよう、指導が有 りました。

対象については、市では、耐久性が有るもので 1品 1万円以上としていま

す。各プロジェク トには備品台帳を備え付けていただきますようお願いしま

す。

<小松原事務局長 >

添付資料 「名張市除草作業等地域委託にかかる活動中の保険について」が

送 られてきました。除草作業活動中の市民活動補償制度が適用されます。

・市民活動補償制度のではどの程度補償 されるのか。

1入院につき数千円程度の補償だつたと思います。また 作業中の対

物賠償についても保障されます。 しかし補償額は少ないので、それぞ

れ各 自で傷害保険、個人賠償保険などに加入 していただきますようお

願い します。

・以前名張市から「草刈 り時の安全等について」資料が出ていて、その中で

「安全靴使用」や 「単独作業は行わない」と有 りましたが。

作業中に草刈 り機で足を怪我する事故が多いいので、 「安全靴を使用

して下さい」とのお願いです。また通行人や通行 自動車等の安全のた

め「監視員を置いて下さい」との願いです。

<大垣委員長 >

報告事項なし

<阪本委員長 >

添付資料 「企画運営委員会報告」の通 りです。時間が無いので報告書の説

企画運営委員会



明は省きます。

○みどり環境整備保全事業プロジェク トにおける内容の追加

3/6 7番 町の緑地の清掃 。整備を、 7番町自治会 と協働で行いました。

○農楽園プロジェク ト

4月 中に耕運機の賃料支払や農機具を置く場所の材料購入を行いますの

で、 30万円程度の仮払いをお願いします。

○お助けセンター設立プロジェク ト

・前回ご指摘のあった内容を修正 して、添付資料に 「桔梗が丘お助けセン

ター会則」を付けています。

・運営委委員会は  代表 :阪 日さん 事務局長 :金谷さん で決まりま

したのでご承認願います。

・オープンセ レモニーを、添付資料 「桔梗が丘お助けセンターオープンセ

レモニー」に記載の内容で行います。 60人程度の参加を予定していま

す 。

広報委員会  |<北 森委員長 >

次の桔梗通信は 6月 ですので、報告事項は特にありません。

健康推進部会 1報告事項なし

住民交流部会 1報告事項なし

教育文化部会 |<竹原部会長 >

添付資料 「教育丈化部会活動報告」に沿つて説明が有った。

・3/19 定例会開催

H27年 度役員はH26年 度 と同じメンバー

生活安全部会 |〈吉野部会長>

添付資料 「生活安全部会活動報告」に沿つて説明が有つた。

快適環境部会 |<加納部会長 >

報告事項なし

地域福祉部会 |<上島部会長 >

報告事項なし

その他  |<辻 森会長 >

○ 「子どもを守る家」 (名 張市は子どもたちが登下校時や塾の行き帰 り、ま

た公園等で遊んでいる時などに危険な目に遭った場合に避難 させていただ

く"緊急避難場所" として「子どもを守る家」事業に取 り組んでいます。)

の 3月 における登録 リス トが事務局に有 ります。

桔小校区 :117軒  南桔小校区 :83軒 東桔小校区 :102軒
の登録 (教育委員会)が有 ります。変更が有れば纏めて行いますので、連絡

して下さい。
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○消防団出動要請手順について、お配 りしていますのでよく読んでおいて下

さい。

01班班長 :高橋 さん  2班 班長 :中 西さん

。出動許可迄に要する概算 日数

新規行事       :3ヶ 月～ 4ヶ月

既に毎年行っている行事 :lヶ 月～ 2ヶ月

・要請手順

①班長に行事の内容説明・出動内容打合せ

② 「消防団員出動依頼」を2階 消防本部消防救急室へ提出

○名張中古住宅流通促進協議からの空家調査依頼

・去年同様の調査依頼があり調査 しましたが、その後 半年経過しました

ので、その後の変動を調べるため再度調査することになりました。

各 自治会 (区)長へ依頼 します。締切は 4月 25日 です。

○今回の名張市人事異動で、当理事会に出席 していただいていた地域部の森

田理事が、教育委員会の理事に異動 となります

04月 18日 (土)19時 から自治連合会が開催 されますが、総会資料説明

をよろしくお願いします。

1回 理事会議事録 の議事録署名人

吉野理事

カロ納理事

にお願い します。

次回理事会は、平成 27年 4月 25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。

議事録署名人

議事録署名人

第 1

λ 係

副会長 副会長 総務委員長 書 記

憫
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