
平成 27年度

第 1回 自 治 連 合 会 議 事 録

場  所 桔梗が丘公民館・大会議室

日尋テ日
平成 27年  4月 18日 (土 )

19:00～ 21 30

出 席 者

出席 48名  新旧区長等 :34名  新旧事務局職員 :4名

全各委員長 :3名 部会長 :5名

福森監事 。中村館長

欠席 中村旧区長・廣岡部会長

会長あいさつ

決 議 事 項

1.平成 27年度 自冶連合

会 第 4ブロック幹事

の交替について

2.平成 27年度 自冶連合

協議会理事交替の承認に

ついて

○全出席者が自己紹介を行つた。

上田副会長が司会を務め会議が始まった。

<辻森会長>

今回は、平成 27年度第 1回の自治連合会ですので新旧の自治会長・区長

にお集まりいただきました。退任される自治会長・区長、長い問ありがとう

ございました。今後は今までと異なった形で、協議会に参加 。ご協力をお願

いします。

新任の自治会長・区長には、心配事や分からないことが出てくると思いま

すが、前任の方に相談するとか協議会に相談して、一人で悩むことなく健康

に注意 して、豊かで住みよいまちを創るため活動を行っていただきたいと思

います。よろしくお願いします。

<辻森会長>

今回、第 4ブ ロック幹事 (西 1番町区～西 7番町区の桔梗が丘西地区担当)

の鈴木健一氏 (西 7番町区)が退任されました。後任として吉村末好氏 (西

3番町区)が就任 していただきます。

また、自治連合協議会理事では、鈴木健一氏 (第 4ブロック幹事)、 小松原

克夫氏 (事務局長 )、 松村 勲氏 (事務局次長)の 3氏が退任されるに伴い、

後任として吉村末好 (新第 4ブロック幹事)、 廣岡登喜子氏 (事務局長 )、 松

岡雅啓氏 (事務局次長)に就任 していただきます。

議長より、この 2つの件に関して意見を求めたが、特に意見は無かった。

引き続き「平成 27年度自冶連合会 第 4ブロック幹事の交替の承認に関する

件」及び「平成 27年度自冶連合協議会理事交替の承認に関する件」について

採決 したところ、全員異議なく承認された。



3.平成 26年度事業報告 |<大垣総務委員長 >

について        1 添付総会資料 P4・ P5「 H26年 度事業報告 総務委員会」に沿って説明が

有った。

<阪本企画運営委員長>

添付総会資料 P6～ P8「 H26年 度事業報告 企画運営委員会」に沿って説

明が有った。

<北森広報委員長>

添付総会資料 P9・ P10「 H26年 度事業報告 広報委員会」に沿つて説明が

有つた。

議長より、 3委員会の「H26年 度事業報告」に関して意見を求めたが、

特に意見は無かった。

引き続き 3委員会の 「H26年 度事業報告」をこの内容で、総会に諮るこ

とについて採決 したところ、全員異議なく承認された。

<西宮健康推進部会長>

添付総会資料 Pll～P13「 H26年 度事業報告 健康推進部会」に沿つて説

明が有つた。

<大垣総務委員長が廣岡住民交流部会長の代理で報告>

添付総会資料 P14・ P15「 H26年 度事業報告 住民交流部会」に沿って説

明が有った。

<竹原教育文化部会長>

添付総会資料 P16「 H26年 度事業報告 教育文化部会」に沿つて説明が

有つた。

<吉野生活安全部会長>

添付総会資料 P17「H26年 度事業報告 生活安全部会」に沿つて説明が

有った。

<加納快適環境部会長>

添付総会資料 P18「 H26年 度事業報告 快適環境部会」に沿つて説明が

有った。

<上島地域福祉部会長 >

添付総会資料 P19・ P20「H26年 度事業報告 地域福祉部会」に沿って説

明が有った。

議長より、 6部会の 「H26年 度事業報告」に関して意見を求めたが、特

に意見は無かつた。

引き続き 6部会の 「H26年 度事業報告」をこの内容で、総会に諮ること

について採決 したところ、全員異議なく承認された。
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4.平成 26年度ほっとま |<大垣総務委員長>

ちプロジェク ト事業報告 1 添付総会資料 P23～P27「 平成 26年度ほっとまちプロジェク ト事業報告及

及び特別会計決算につい |び特別会計決算の承認に関する件」に沿つて説明があつた。

て

議長より、プロジェクト事業報告及び特別会計決算に関して意見を求めた。

Q)「 ほつとまち茶房ききょう事業」及び「みどり環境整備保全事業」の支出

の部で積立金とあるが、年度末でどれだけの積立残高があるか明確に判るよ

うに記載 した方がいいのではないか。

A)総会資料をその様に修正します。

議長より、再度プロジェク ト事業報告及び特別会計決算に関して意見を求

めたが、他に意見は無かった。

引き続き「平成 26年度ほつとまちプロジェク ト事業報告及び特別会計決算

の承認に関する件」に関して指摘箇所を修正の上、この内容で総会に諮るこ

とについて採決したところ、全員異議なく承認された。

5.平成 26年度公民館事 |<中村公民館館長>

業報告について     1 添付総会資料 P30「H26年度公民館事業報告書」に沿つて説明があつた。

議長より、「平成 26年度公民館事業報告」に関して意見を求めたが、特に

意見は無かった。

引き続き「平成 26年度公民館事業報告書」をこの内容で総会に諮ることに

ついて採決したところ、全員異議なく承認された。

6.平成 26年度会計報告 |<大垣総務委員長>

について        1 添付総会資料 P21「H26年度協議会会計決算書」に沿つて説明があつた。

(1)協議会会計     1 続いて、添付総会資料 P22「 H26年度末の積立金残高及び基金残高報告書」

(2)公民館会計     に沿つて説明が有つた。

<松村事務局次長>

添付総会資料 P31「H26年度公民館会計決算書」に沿つて説明があつた。

続いて、添付総会資料 P32「H26年度末の積立金残高報告書」

に沿つて説明が有った。

議長より、「H26年度協議会会計決算書」「H26年度末の積立金残高及び基金

残高報告書」「H26年度公民館会計決算書J「 126年度末の積立金残高報告書 J

について意見を求めた。
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一　

）

Q)P22の協議会基金の記載で、「有事の助け合い基金」417,553円 (満期 日

平成 28年 3月 27日 )と なっているが、去年から預金利′自、だけは増えている

はずです。他の積立金と同様に、雑収入の項目を追加 して、H26年度の増減

が明確に判るように記載 した方がいいのではないか。

A)総会資料をその様に修正 します。

議長より、再度 「H26年度協議会会計決算書」「H26年度末の積立金残高及

び基金残高報告書」「H26年度公民館会計決算書」「H26年度末の積立金残高報

告書」に関して意見を求めたが、他に意見は無かった。

引き続き H26年度協議会会計決算書J「H26年度末の積立金残高及び基金残

高報告書」「H26年度公民館会計決算書」「H26年度末の積立金残高報告書」の

承認に関する件について指摘箇所を修正の上、この内容で総会に諮ることに

ついて採決 したところ、全員異議なく承認された。

7.平成 27年度事業計画 |<大垣総務委員長 >

書 (案)について     1 添付総会資料 P38「H27年 度事業計画書 (案)総 務委員会」に沿つて説

明が有った。

<阪本企画運営委員長>

添付総会資料 P39「H27年 度事業計画書 (案)企 画運営委員会」に沿つ

て説明が有つた。

<北森広報委員長>

添付総会資料 P40「H27年 度事業計画書 (案)広 報委員会」に沿つて説

明が有つた。

議長より、 3委員会の 「H27年 度事業計画書 (案 )」 に関して意見を求め

たが、特に意見は無かった。

引き続き3委員会の 「H27年 度事業計画書 (案 )」 をこの内容で、総会に

諮ることについて採決 したところ、全員異議なく承認された。

<西官健康推進部会長>

添付総会資料 P41～P42「 H27年 度事業計画書 (案)健 康推進部会」に沿

つて説明が有つた。

<大垣総務委員長が廣岡住民交流部会長の代理で報告>

添付総会資料 P43「H27年 度事業計画書 (案)住 民交流部会」に沿つて

説明が有つた。

<竹原教育文化部会長>

添付総会資料 P44「H27年 度事業計画書 (案)教 育文化部会」に沿つて

説明が有つた。

<吉野生活安全部会長>
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添付総会資料 P45「H27年 度事業計画書 (案)生 活安全部会」に沿つて

説明が有った。

<加納快適環境部会長>

添付総会資料 P46「 H27年 度事業計画書 (案)快 適環境部会」に沿つて

説明が有った。

<上島地域福祉部会長>

添付総会資料 P47「 H27年 度事業計画書 (案)地 域福祉部会」に沿って

説明が有った。

議長より、6部会の「H27年 度事業計画書 (案 )」 について意見を求めた。

Q)緑のカーテン事業で、ゴーヤの苗を配つていただいていたが、H27
年度からは配布していただけないのですか。

A)地球温暖化対策としてゴーヤの苗を数年にわたり配布 してきまして、

その効果を皆様が実感 し認識 していただき、一つの役目を終えたと思

っています。今後は、住民の方がそれぞれ緑のカーテン等、地球温暖

化対策を進めて頂きたいと思います。また、部会としてはゴーヤの苗

の配布に変えて新たな事業を行いたいと′思っていますので、ご理解を

頂きたいと思います。

議長より、再度 6部会の 「H27年 度事業計画書 (案 )」 に関して意見を求

めたが、特に意見は無かった。

引き続き6部会の 「H27年 度事業計画書 (案 )」 をこの内容で、総会に諮

ることについて採決したところ、全員異議なく承認された。

8.平成 27年度ほつとま |<大垣総務委員長>

ちプロジェク ト事業計画 1 添付総会資料 P49～P53「 平成 27年度 “ほっとまち"プロジェク ト事業計

(案)及び特別会計予算  1画 (案 )」 に沿つて説明があつた。

(案)について

議長より、「平成 27年度 “ほっとまち"プロジェク ト事業計画 (案)及び

特別会計予算 (案 )」 に関して意見を求めたが、特に意見は無かった。

引き続き「平成 27年度 “ほっとまち"プロジェクト事業計画 (案)及び特

別会計予算 (案)の承認に関する件」について、この内容で総会に諮ること

について採決したところ、全員異議なく承認された。

9.平成 27年度公民館事 |<中村公民館館長>

業計画書 (案)について  1 添付総会資料 P55「平成 27年度公民館事業計画 (案)桔梗が丘公民館 。南

公民館Jに沿つて説明があつた。

議長より、「平成 27年度公民館事業計画 (案)桔梗が丘公民館・南公民館」
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に関して意見を求めたが、特に意見は無かった。

引き続き「平成 27年度公民館事業計画 (案)枯梗が丘公民館 。南公民館」

をこの内容で総会に諮ることについて採決 したところ、全員異議なく承認さ

れた。

10.平成 27年度会計予算 |<大垣総務委員長>

(案)について      1 添付総会資料 P48「H27年度協議会会計予算書 (案)Jに沿つて説明があつた。

(1)協議会会計     |<松 村事務局次長>

(2)公民館会計     1 添付総会資料 P56「H27年度公民館会計予算書 (案)Jに沿つて説明があつ

た。

報 告 事 項

議長より、「H27年度協議会会計予算書 (案 )」
「H27年度公民館会計予算書

(案 )」 に関して意見を求めた。

Q)H27年 度予算案の次期繰越金の項目が 「0」 になっているが、繰越

金が無ければ、翌年度の4月 の資金繰 りに困るのではないか。

A)予算不足を起こさないように予算を組んでいますが、かなり厳 しい状

況となっています。予算を組んだ後の収入予想額から支出予想額を引いた

額が、本来なら繰越金となる金額ですが、この金額を全て予備費の項目に

充てて万一に備えています。結果として、予備費や他の支出項目の中で支

出せずに余つた金額が、翌年の決算時に次期繰越金となります。

議長より、再度 「H27年度協議会会計予算書 (案)J「H27年度公民館会計予

算書 (案 )」 に関して意見を求めたが、特に意見は無かった。

引き続き「H27年度協議会会計予算書 (案)J「H27年度公民館会計予算書

(案 )」 をこの内容で、総会に諮ることについて採決 したところ、全員異議な

く承認された。

その他

<吉野生活安全部会長>
。住居表示事業について、各家庭にお配 りした 「住居番号表示板」の表面

には、傷がつかないように青い (透明)シールが貼ってあります。このま

まポス ト等に取り付けている方がかなりおられます。このシールは必ず景1

がして下さい。

。「住居番号表示板」の不足分の申し込みを2月 にいただきましたが、こ

の追加分の納入は5月 頃となります。納入後皆様に連絡します。

～各委員長・各部会長 (大垣総務委員長を除く)は退席～
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11こ

1,1(区
)長の交替

|<上田議長>

2消 防団桔梗が

こ茸

出動

|<辻 森会長>

先ほど新旧の自治会 (区)長の挨拶が有 りましたが、今回 11名 の方が交

替されます。

非常時をのぞいて、平時に自治会 (区)協議会部会の行事に消防団桔梗

が丘班に協力をお願いする場合は消防団桔梗が丘班の出動を要請する場合

の手順書を添付しています。ご協力をお願いします。

・出動許可までに要する日数

新規行事 。・ 。3～ 4ヶ 月

既に毎年出動している行事 1～ 2ヶ 月

3.名 張クリーン大作戦

2015に ついて   | <小 松原事務局長>

名張クリーン大作戦 2015に ついて実行委員会 17J晰内1夫適部会長)か ら、

皆様に配布するよう依頼があつた資料を添付しています。

。実施 日     5月 31日 (日 )

・参加申込期限  5月 7日 (木 )

・提出先     事務局 (ま とめて名張市へ報告 します。)

4.名 張中古住宅流通促進

協議会より再度空き家調 |<上田議長>

査のお願い       1 自治会 (区)長の自宅へ、名張中古住宅流通促進協議会より「空き家調査

のお願い」が届いていると思います。提出期限が 4月 25日 となっています。

恐れ入 りますが、それまでに調査を行い書類の提出をお願います。

5。 その他

<辻森会長>

添付資料 「懇親会開催のお知らせ」をご覧ください。

・定時総会が終了に例年行つている懇親会を開催 します。

。日時 5月 23日 (土)  場所 :赤 目山水園

・締切 5月 19日

・消防団桔梗が丘班の団員が参力日

<大垣総務委員長>

新自治会 (区 )長 には、「桔梗が丘自治連合会内規」をお配 りしています。

後で読んでおいて下さい。

・第 6条 (会費)に より、コミュニティー交付金から年 1万円の会費を頂い

ています。

・第 3条第 3項に、「地区代表者は協議会の委員会または各事業部会の何れか
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。議事録署名人のお願い

に所属し活動に参画するものとする。Jと なっていますので、ご理解いただき

委員会または各事業部会に参加をお願いいたします。

<松村事務局次長>

添付資料 「平成 26年度桔梗が丘自治連合会会計報告」に沿つて説明が有

った。

添付資料 「桔梗が丘地区区長会預金明細 (緊急災害時に備えた基金)」

に沿つて説明があつた。

<廣岡新事務局長>

事務局へ Eメ ールを送るときは、kikyou@emachi nabari.ip

へお願いします。

<辻森会長>

皆さんとの連絡のため携帯電話番号をお知らせ願います。事務局へ連絡 し

て下さい。

第 9回  自治連合会の議事録署名人

清滝 自治会長

上田区長

にお願いします。

次回 自治連合会は、平成 27年 6月 20日 (土 )

時 間 午後 7時 30分 より

場 所 桔梗が丘公民館 大会議室

議事録署名人

議事録署名人
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