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桔梗が丘 自治連合協議会

平成 27年度

事第 1回 理 事 会 議 録

所場
桔梗が丘公民館・ 202号 室

時日
平成 27年 5月 23日

9:
(土 )

30～ 1 1:30

出 席 者

出席者 :辻森、大垣、上田、河合、吉本、北森、西宮、竹原、吉野、

加納、上島、中村、廣岡、松岡、福森監事。

大西地域担当監。

欠席者 :増田、阪本、廣岡、植野監事。

議 事

決 議 事 項

1.平成 27年度夏まつ り開催に

ついて

報告事項

1.平成 27年 4月 度協議会会

計及び、公民館会計累計報告に

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

「先 日定時総会が滞 りなく終了いたしました。皆さん、大変ご苦労様

でした。新年度が始まります。これから1年間よろしくお願いします。」

と述べた。

<辻森会長 (廣岡住民交流部会長の代理)>
添付資料 「『住民交流会活動報告』の平成 27年度桔梗が丘夏まつ り

について」に記載の通 り、例年通 り行います。

・開催 日は 8月 22日  16:30か ら開催 します。

・当日は早朝から、模擬店等の準備をしていただきますので、よろしく

お願いします。

・模擬店利用券ですが、300円 を250円 として発行枚数を増や しま

す。

議長より、この件について意見を求めたが、特に意見は無かった。

引き続き「平成 27年度夏まつ り開催」について採決 したところ、全

員異議なく承認された。

<松岡事務局次長>

○添付資料「平成 27年度協議会会計収支累計表」に沿つて説明が有つ

た。

。名張市からの交付金について、予定通 り4月 に 15,034,200円が入金

された。

・職員 (協議会関係)の年間人件費 4,700,000円 の内 2,000,000円 を



計ヽへ振 り替えた。

ミ料について、去年は月払いとしていたが、今

経費削減を図つた。

暑公民館会計収支累計表」に沿つて説明が有つ

「 間 H,074,320円 の内 5,843,880円 が入金さ

|、 郵便料の費日において、行事などの季節的

日予定額より多くなっている。

卦 (200円 /戸)は どの様な理由で集めている

のか。

以前は、夏まつ り協賛金 100円 。敬老の日行事 50円 の協力金等

の理由で集めていたが、今では形骸化 している。

現在は、各自治会からの連合協議会に対する運営協力金として、

納めていただいている。

2.平成 26年度事業実績報告 | <辻森会長>

書及び決算報告書並びに平成 1 5月 23日 開催の定時総会で承認を受けた「平成 26年度事業実績報

27年度事業計画書の提出に 1告書及び決算報告書並びに平成 27年度事業計画書Jを名張市指定の書

つい            1式 に変更して、名張市へ提出する旨の話があつた。

3.桔梗が丘公民館・南公民館 | <辻森会長>

の平成 26年度事業実績報告 | 「桔梗が丘公民館 。南公民館の平成 26年度事業実績報告書及び決算

書及び決算報告書並びに平成 1報告書並びに平成 27年度事業計画書」につきましては既に名張市に提

27年度事業計画書の提出に 1出 していますが、内容は総会で報告した通 りです。事後報告になりまし

ついて           |た が、よろしくお願い致します。

4.住宅団地型既存住宅流通促 | <辻森会長 >

進モデル事業        1 住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業の無料相談会が開催され

ます。

・場 所 :桔梗が丘公民館 大会議室

。日 時 :6月 20日 (土) 10:10～
。この事業の取組は、空き家を減らして地域の活性化に繋げていくこ

とを目的としていて、名張中古住宅流通促進協議会が主体となり、当

自治連合協議会・伊賀南部不動産事業協同組合が共同提案者となっ

て、平成 26年 5月 12日 に提出したモデル事業案が国交省で採択さ

れた事業です。

中古住宅流通促進協議会には、辻森会長・上田副会長が入つています。

また、市議会議員も 2名 参加 していただいています。
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<意見交換 >

5.近鉄 B館 。大門歯科～国道

165号線間の両サイ ド歩道整

備について

対象となっている地域はどこですか。

当初は、桔梗が丘全体と考えていましたが、エリアが大きいので、

入居が新 しく空き家が少ないと考えられる桔梗が丘西地区を対

象から外 しました。

<辻森会長>

この区間の街路樹及び歩道整備工事を、今年から5年に亘つて施

行 されます。 (二重県の工事 )

この区間の街路樹及び歩道整備については、地元区長から協議

会として名張市へ要望してほしいとの依頼があり、当協議会名

で依頼書を提出しました。

計画では、歩道側の樹木は伐採することになっています。

工事着工前に、地元区域の方に対 して説明会が開かれますので、

それまでに、樹木をどうするか事前に話 し合っておいて下さい。

6.汚水処理場跡地利活用につ | <辻森会長>

いて            1 去年、不要施設の撤去および汚水処理場跡地利活用の要望 (3か所 )

を、名張市長から近鉄社長宛に「旧汚水処理場の整備整頓等について」

と題した要望書として提出していただきました。その回答が、近鉄不動

産社長 (近鉄から旧汚水処理場の管理移管を受けた。)か ら名張市と協

議会へ書面での回答が有りました。内容の概略は次の通りです。

・ 3か所の汚水処理場では、H20年 2月 19日 に汚水排出・清掃 。消

毒はすべて完了した。

・跡地利活用については施設の撤去に多額の費用が必要となる等

の事情のため、現時点では、具体的な跡地利活用の立案に至っ

ていない。

・跡地利活用の計画が決定するまでは、周囲の住環境を損なうこ

とのないようい維持管理に努める。

この件に関しては、書類で今後の維持管理の確認が取れましたが、

具体的な管理内容が示されていないこと、及び、施設の撤去 と

跡地利活用は別次元である事と老朽化 した同建屋の利活用は困

難であり、同時に本年 5月 に 「空き家対策特別措置法」が施行

され、同建屋は住宅団地内の居住空間に有 り、危険な空き家と

位置づけられると考え、防犯 。安全・環境を守る事等の要望と

建物の解体と跡地利活用のお願いを市長宛に提出して、状況を

見守っていきたい。

その他 07/5 コミュニティー政策学会伊賀大会」が開催されます。

当協議会へ発表依頼が有 りましたので、企画運営委員会の坂本
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直司氏に当協議会の活動を発表していただくようお願いしてい

ます。

委員会部会活動報告

総務委員会  | <大 垣委員長 >
。定時総会では、評議員が多数出席いただいて討議 していただき

無事終了しました。

企画運営委員会  |<大 垣副会長>(阪本委員長は欠席)

会報告」に沿つて説明が有った

づくり事業

会報告」該当部分に沿つて説明が有った

放課後子ども教室事業」助成金 (172,000円 )

)総会を開催予定

業<加納さん>

会報告」該当部分に沿つて説明が有った

た。 (35名 が参力日)

野さん>

会報告」該当部分に沿って説明が有った

調 したチラシの各戸配布を5月 に実施 した。

た́各戸配布チラシの半分が区長等に帰つてき

布方法が異なっているが、各戸配布の配布物は

1布するよう区長・ 自治会長にお願いしてほし

福森さん>

会報告」該当部分に沿つて説明が有った

―事業

会報告」該当部分に沿つて説明が有つた

、庭の除草作業の依頼が 10軒きている。

添付資料 「広報委員会報告」に沿つて説明が有つた。

。次回の桔梗通信は6月 1日 号で発行 します。

・内容は定時総会の報告が殆どとなります。

健康推進部会   |<西 宮部会長>
・4月 、 5月 の活動報告は、有 りません。

。社会福祉協議会 (西宮氏は評議委員を務めている。)の評議委員会が

5/22に あり、社会福祉協議会の 26年度事業報告 。決算報告、新任理
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、決議されました。

舌動計画のパンフレットを事務局にファイルし

味ある方は参考にしてください。

会長の代理)>

教育文化部会   |[7][][:し

た夏祭 りの件ですので害J愛 します。

報告」に沿つて説明が有った。

ま消火栓ボックスのある地域にまず参力日してい

5番町の公園に計 5台設置されている。

決まっていますが、その他の地域の方の参加

は8番町を中心に参カロ者を決めたい。

名)年 1回放水訓練を行いますので、今年ダメ

をお願いします。

今はまだ消防団員の放水訓練参加は認められま

訓練見学での参加を呼び掛けます。

添付資料 「教育文化部会報告」に沿つて説明が有つた。

生活安全部会   |<吉 野部会長 >

・ 5/24(日 )80歳 以上の方を対象に高齢者のつどいを公民館で開

催 します。 220名 程度の参加を見込んでいます。

その他 |○平成 27年度定時総会反省

・総会で評議員から「お助けセンター」に若い方の参加をお願いする

との意見が出たが当協議会としてどう対応するのか。

回覧 。各戸配布のPRをこまめに行い、また 地域フェアー

を開催し参加をPRしていく。

○前回の理事会で、消防団の出動要請に関して、消防団出動に時間が掛

かり過ぎる (3ヶ 月～ 4ヶ 月)と の意見があり、関係者 と相談しましが、

消防署に書類を提出する前に桔梗が丘班と打合せ 。調整 し、問題が無け

ればもつと時間は短縮できるとのことです。消防団も年間予定があり調

15・ 6月 行事」に沿つて説明が有つた。

1については、 5月 6月 でクリーン大作戦の

:除をされる場合には、協賛したことにします。
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V

整がつかない時もありますので、行事の開催予定が決まれば早めに、

防団と調整してください。

〇以前要望していた東小学校の前の循環道路に信号を設置する件につ

いて、今の行政の動きはどうなつているのか。

<大西地域担当監>

申請からかなり時間が経過しているが、公安委員会のメンバーが現

地を見に行くことになっています。

第 12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。

以上で会議は終了した。

次回理事会は、平成 27年 6月 27日 (土 )

時 間 午前 9時 30分より

場 所 桔梗が丘公民館 202号 室

議

議事録署名人

議事録‐署名人

キ午″ 烙キ饉

副会長 副会長 総務委員長 書 記

③


