
桔梗が丘自治連合協議会

令和元年度 第 10回 理 事 会 議 事 録

場   所 桔梗が丘市民センター 大会議室

日  時
令和 2年 2月 22日 (土 )

9:30～ 11:20

出 席 者

出席者 :辻森、大垣、山本、河合、中西、松波、金谷、吉村、廣岡、竹

原、武仲、山口代行、上島、松岡、木村、中村、山崎

吉岡地域マネージャー、事務局

欠席者 :北森

会長挨拶

決議事項

1.令和 2年度市民セ

ンター生涯学習事業

(案)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>

おはようございます。新型コロナウイルスが問題になつております。今

後どうするか状況を見ながら活動を進めていただけたらと思います。

<本村センター長 >

○資料「令和 2年度市民センター事業計画 (案)」 に沿って報告があった。

1番目は、健康と体操の講座 として 「よくばり青春体操」を開催 したい

と思います。名張市の健康・子育て支援室、まちの保健室、健康推進部会

のボランティアの方々の全面協力の下、去年 1年間運営し70代 80代の

方々の参加者も多く非常に好評でした。 2番 目は、 「65歳を過ぎ、今か

ら正式にパソコンをや りたい」というニーズが増えているため、 5年ぶ り

にパソコン教室開催 したいと思います。 3番目は、大型望遠鏡の設備をお

持ちで教えて下さる先生が桔梗が丘に住んでおられるからこそ出来る天体

観測会を今年も開催 したいと思います。次に連続公開講座ですが、今年は

「気象と私たちの生活」とい うタイ トルで開催 したいと思います。 「地球

温暖化と日本」や 「気象情報と商売」、あるいは 「二重県の気候はどうな

る」というような内容の講演会を開催 したいと思います。館外学習は、去

年非常に好評でした「心の洗濯をする “写仏 。写経"と “古刹拝観"」 を

開催 したいと思っています。最後に第 16回 目になります名張高校と名張

青峰高校の吹奏楽部、桔梗が丘中学校の音楽部の演奏会です。この 3校は、

各大会で優秀な成績を収められ毎年多くの人が楽 しみにされています。以

上、来年度の生涯学習事業計画です。

議長より「令和 2年度市民センター生涯学習事業 (案 )」 について挙手
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報告事項

2.「資源ごみ分別方式

の一部見直し」説明会

決議事項

2.資源ごみ分別方式

の一部見直しについて

(要望書)

による採決を求め、採決の結果、全員賛成で承認された。

<辻森会長>

センター長にはいろいろお世話になっております。今までは、センター

の公民館活動や地域の部会等の活動をそれぞれやってきましたが、今後こ

の中で重複するような活動については、センターと部会等々で内容をよく

話し合い、協力 しながら1つのテーマを絞つてやっていくという方向で検

討して頂きたいと思います。

<大垣副会長>
「資源ごみ分別方式の一部見直しについて」の決議事項に入る前に、報

告事項 2.「資源ごみ分別方式の一部見直し」説明会について報告 して頂

きます。

<辻森会長>

資源ごみ分別方式の一部見直しという事で、 2月 15日 に各自治会長・

区長ならびに協議会の理事を対象に名張市の関係部局から説明を受けまし

た。資料 「資源ごみ分別方式の一部見直しに係る本格実施に向けて」に沿

って説明を聞きました。いろんな矛盾等々について出席者の皆さんから

様々なご意見が出ました。それに基づき、その日の夜に行われました連合

会で、市に要望書を出すという事で決議 し了解を頂いてお ります。皆さん

の質問を統括 した要望書を作成 し、市長と市議会議長宛てに提出させて頂

きます。それと2月 15日 の説明会の議事録を名張市の方で作成 して頂き

ました。それを別添で添付させていただいてお ります。

<辻森会長>

○資料 名張市長宛て「資源ごみ分別方式の一部見直しについて (要望書)」

及び 名張市議会議長宛て「資源ごみ分別方式の一部見直しについて (要

望書)」 に沿って説明があった。

来週火曜 日9時に市長、 9時 20分に議長に提出します。私と山本副会

長、状況によっては事務局の中岡さん、この 3名 で行きたいと思いますの

でよろしくお願いします。

<大垣副会長>

説明会の議事録は録音を基にきっちり作って頂いておりますので、質疑

応答の内容がよく分かると思います。要望書の方は会長からご説明ありま

したように市長宛てと議長宛て別々に文章を若干変えて作らせて頂き早急
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報告事項

1.令和元年度総合防

災訓練地域訓練反

省会 (2月 9日 )

・令和 2年度総合

防災訓練の日程調

整について

<意見交換>

に回答がほしい旨お願いしております。

<金谷企画運営委員>
。この要望書の内容ですが、期限が書かれていません。期限を設定 してお

かないといつ回答が頂けるかわかりませんので、いつまでに回答 してほし

いと期限を設けた方がよいと思います。それと、議会に対 しての要望内容

ですが、住民説明会を開催する件やごみ袋の価格据え置きの理由について

は、議会としてできる内容ではないと思います。市議会議長に要望する内

容についてはもう少 し精査された方がよいと思います。

<大垣副会長>
→ 「早急に」を期限を切った方がよいと思いますので、議会が始まるのが

3月 6日 ですのでそれまでにという形、 3月 議会開始までとさせていただ

きます。

<金谷企画運営委員>
。3月 議会では当初予算の審議があります。当然これをやるという前提で

の審議ですので、それまでに議会としての対応の仕方や考え方を聞いてお

かないと入ってしまってからこのことに回答せよという話では意味が無く

なってしまいます。

<大垣副会長>

議長宛てには 2番 3番は無理ですよね。 2番 3番をやめて 1, 4, 5に
して4番の所に今後の審議についてとして市長宛ての 2番 3番についても

ご検討願いたいとい う形で書くというふ うに訂正させていただきます。

議長より「資源ごみ分別方式の一部見直しについて (要望書)」 につい

て挙手による採決を求め、採決の結果、全員賛成で承認された。

<辻森会長>

○資料 「総合防災訓練地域訓練反省会 (訓練発表会)事項書」及び「令和

2年度総合防災訓練の日程調整について (依頼)」 に沿って報告があった。

細かい資料 (データ、アンケー ト)は事務局にあります。非常に細かい

資料ですのでまた見ておいて下さい。これが今後意義のあるものなのか、

もう少 し内容を変えてやるのかという課題については、危機管理室にその

場で話させていただきました。令和 2年度の総合防災訓練地域訓練日の日

程について市から問い合わせがありました。当協議会は 11月 14日

(土)を希望しました。 11月 21日 希望が 8箇所、 11月 14日 希望が

4箇所、未提出が 4箇所あり、多数決で一番多い 11月 21日 で検討する

との事です。
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3.地域づくり実践交

流会(2月 15日 )

4.第 5口地域づくり

代表者会議(2月 20日 )

2.各室 。関係機関

からの依頼事項等

①身体障害者福祉

事業の協力につ

いて(ご依頼)

②名張かわまちづ

くり計画による

河川整備計画

(案)に ついて

③令和元年度名張

市総合防災訓練

の検証結果につ

<大垣副会長>

反省会は私も出席 しましたがほとんどよく分からない発表会でした。 日

程に関しては会長が言われましたように、連合会で決議を取 りましたら 1

4目 が圧倒的に多かったです。

<大垣副会長>

2月 15日 のゴミの説明会の後に行ってきました。無事終わりまして、

中川先生の講評で桔梗が丘を高く評価 して頂きました。つたない私の説明

でしたが何とか終わりました。

<辻森会長 >

プロジェクト事業を中心にお話させて頂きました。ざっとした内容はき

きょう通信 3月 号に載っていますので見ておいて下さい。よろしくお願い

します。

<大垣副会長>

中央まちづくり協議会の発表の中に、人材バンクの登録制度とい うのを

されているという事でした。 1つの方向性 としては面白いかなと思います

ので今後の検討 していく余地はあると思っています。

<辻森会長>

○資料「第 5回 地域づくり代表者会議 事項書」に沿って報告があった。

これはカタログ通販で各自治会にお世話になつております。この回覧を

廻す廻さないは各自治会の判断によります。桔梗が丘の場合は殆ど各自治

会で廻っております。年度替わりに名張市身体障害者互助会に区長・自治

会長の名簿を送っております。これは全国組織で動いておリカタログも全

国共通です。一応各自治会の判断に任せてさせて頂いてお ります。

名張川の河川の上砂を取る事業です。名張川周辺で工事が行われます。

それについての図面が来てお りますがここに添付はしておりません。名張

川河川災害に対 していろいろな整備計画をしているとい う事です。シャッ

クリ川の上流が桔梗が丘です。桔梗が丘も含めてシャックリ川が洪水にな

ることはめつたにないと思いますが、蔵持のシャックリ川 と名張川の合流

点についてはシャックリ川を含めての整備計画についてよろしくお願いし

ますという話はさせて頂きました。

これについても概略だけ添付させて頂きました。よく読んでおいて下さ

い。これについても資料が別添たくさんあります。事務局にファイルして

おきますのでいつでも閲覧して下さい。よろしくお願いします。
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④有害捕獲活動に

かかる「被害証

明及び有害鳥獣

捕獲依頼書」の

提出依頼につい

て

⑤あき地所有者情

報 リス ト提供の

取 り扱いの変更

について

⑥資源ごみ分別方

式の一部見直し

に係る本格実施

に向けて

⑦国民健康保険税の

改定に係る地域説

明会の日程調整に

つ いて

③令和 2年度ゆめ

づくり地域交付金

について

いて(報告)

鳥獣被害の捕獲依頼です。桔梗が丘は農地が殆ど無いのですが、桔梗が

丘南の一部と西の一部にいのしし等が出てくるという事です。そういう場

合は猟銃もしくは罠で補獲するのですが、もしそういう依頼がありました

ら各ブロック毎に申請 してほしいという事です。その申請用紙等々があり

ますので当協議会もしくは事務局へ連絡頂ければと思います。

今迄は市からあき地所有者の情報の提供がありましたが、今後は個人情

報の関係で出せないとの事です。例えばあき地に草がぼうぼう生えておれ

ば、自治会・地域からその旨を市に言えば、市からその持ち主に文書指導

を行 う。地域の声が必要であれば、地域の作成 した文書を同封するという

事です。

代表者会議で配られた資料はここに全部添付させて頂きました。一応こ

の内容で説明されておりますが、このまちづくり代表者会議で桔梗が丘の

基本的な考え方を述べました。ただ他の 14地域はほぼ実施に向けて容認

しているという事で、逆にプラごみを洗わなくてもよいから楽になると言

うような本末転倒な話も出ておりました。やはり根本的な問題、考え方と

してはこの進め方について要望書に書いたように大きな問題があると判断

しています。吉岡さんどうですか。

<吉岡地域マネージャー>

多くの所はご理解頂いていると見てお ります。ただ他の地域も桔梗が丘

と同様にいろんなご意見 。課題を頂いておりますので検討もしながら進め

てまいります。

<辻森会長>

個別に市へ言つている地域もありますがこの席上ではそういう話はされ

ませんでした。市からの説明会もしないという地域も何か所かありました。

○資料「国民健康保険の改定に係る地域説明会の日程調整」に沿って報告

があった。

令和 2年 4月 1日 から国民健康保険の税率が変更になります。この資料

の内容をよく読んでおいて下さい。

○資料 「令和 2年度 ゆめづくり地域交付金一覧表」に沿って報告があっ

た。

令和令和 2年度ゆめづくり地域交付金が決定しました。この決定された
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3.各地域づくり組

織における課題等に関

する協議及び情報交換

①東京 2020オ リ

ンピック聖火 リレ

ー ニ重県・赤目

― 卜での応援協力

について

4。 その他

。名張警察署より

ご連絡

<意見交換>

金額に基づいて予算を組む形になります。その資料の中の基礎的コミュニ

ティ活動費が各自治会に人口割で割 り当てられます。よろしくお願いしま

す。

○資料 「東京 2020オ リンピック聖火 リレー ニ重県 。赤ロルー トでの

応援協力について」に沿って報告があった。

4月 9日 9時 30分～正午頃まで聖火 リレーのランナーが走りますので

応援 して下さいとの事です。各地域に応援依頼者数が割 り当てられ、 15
地域で計 500名 、その他団体を含め全部で 1000名 集めたいという事

です。結梗が丘は 30名の依頼が来ております。応援参加名簿を3月 9日

迄に提出となっており、私としては各自治会から1名 、各部会からも各 1

名の協力依頼をしようと思います。決 して強制的ではないですが、桔梗が

丘としては 30名 を確保 したいと思います。 4月 9日 当日体調不良等いろ

んな事情で出席出来ないことも事もあり、名前を記入 したからと言っても

決 して縛る事はありませんのでよろしくお願いします。駐車場の制限があ

り桔梗が丘は 30名で 8台 となっております。 8台分の駐車券を頂けると

の事でここへ集合 して 8台に相乗 りして頂くことになるかと思います。実

行委員会からは振る舞いの準備はさせて頂きますと言っておりました。よ

ろしくご協力をお願いします。

<大垣副会長>

各部会さんに対しては3月 9日 まで参加希望者がない場合には一応部会

長さんのお名前を書かせて頂きます。その後、どなたが出席するか検討 し

ていただければと思います。

○資料『 「交通安全の日」における早朝街頭監視について (ご連絡)』 に

沿って報告があった。

早朝街頭監視強化の日が載っております。地図にありますように桔梗が

丘駅前は交番の前と信号機のある場所です。桔梗が丘南は南郵便局前の信

号のある交差点の場所です。車を運転中に、人が横断歩道を渡ろうとして

立っている時に止まらずそのまま行つてしまうのは、歩行者優先の立場か

らは違反になります。横断歩道まで来たら必ず一旦止まるという事が基本

的なルールです。その強化を警察として今後やつていくという事です。

<山本副会長>

・ 3月 議会の一般質問の内容はわかるのですか。

<吉岡地域マネージャー>
→まだわかりません。
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<山本副会長>

・プラスチックごみの件は聞いてるのですが。内容は聞いておられないの

ですね。

<吉岡地域マネージャー>
→一般質問の内容は開会してからになります。 3月 4日 ぐらいにはわかる

と思います。一般質問は個人の質問になります。要望書には、どういう事

をしてほしい、こういうふ うにしてほしいという形で書かれた方が受け止

めやすいかなと思います。執行部のやろうとしている事を、ここをこうし

てほしいという形の方がよろしいかと思います。要望書を出されますと、

内容にもよりますけれども議会の議場で陳情要望という形で文書化されて

全議員に配布もされますので、議会から文書で回答というよりは議会で審

議をしてくれというふ うな形の方がいいかなと思います。

<中西第 2ブ ロック長>
・資料「あき地所有者情報リスト提供の取り扱いの変更について」ですが、

今までは情報提供頂けましたが、今後は頂けなくなるという事で、令和2

年度は、一番下に記載されております 「※令和 2年度中における代替措置

について」の①、②のやり方で対応して下さいという事で宜しいのですね。

今までは提供依頼をすれば情報を頂けましたが、充当する自治会が今年度

1件それに対応し、それがよかったのか、あるいは市役所から連絡して頂

いたのがよかったのか分かりませんがかなり草が生い茂っていた所がきれ

いになりました。その実績が 1件あったものでこの制度については関心が

あり、今後も続けてほしいと思っておりましたが変わってしまうという事

で、今後下の①、②になるという事ですね。

<辻森会長>
→そういう事です。市が責任をもってやるという事で解釈しております。

予算が絡んでくるのでどうかという事はありますが。

<吉岡地域マネージャー>
→ある地域では提供させて頂いた名簿をもとに、地域から持ち主に連絡し

て頂き、地域で草を刈りその代金を地域で貰って頂く、そんなふうにして

いる所もあります。そういう所については今後どういう風にやるかを検討

して行く事になります。ただ基本的には空き地に草が生えているという情

報を頂きましたら、市から刈るようにという指導をさせて頂くというのが

大前提です。地域から何か要望がありましたら市の文書の中にその書類を

同封はさせて頂きます。ご協力お願い致します。また、防火上の観点から

やあまりにも環境面で悪いという部分が日につきましたら情報提供をお願

いします。
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5,災害時要援護者支

援制度への登録につい

て

6.議会報告会の開催

について (依頼 )

(日 程予定)

4月 18日 13時～

(内容)

①令和 2年度予算に

ついて報告

②懇談のテーマ…事

前に当協議会から

連絡

<辻森会長>

これは毎年市が出してお ります。既にこのリス トは郵送されてお ります。

70歳以上の一人暮らしの高齢者と書かれてお りますが、現在の高齢化社

会の中、自治会によっては 75歳以上とすればどうかという話をされてお

りました。この件について代表者会議で言おうと思いましたが、この件は

直接担当部署に考え方をお聞かせ願いたいと思いますので別途足を運びま

す。

<大垣副会長>

連合会でも話題になりました。現在まちづくりを支えているのが 70歳

代なのにこういう文章を送って来るのはおかしいのではないかという意見

です。昔ながらの価値観に囚われているのではないか。これは見直して頂

きたいという意見が出ましたので、吉岡さん言っておいてください。

<吉岡地域マネージャー>

おっしゃる通 りだと思います。これは強制的なものではありません。ご

案内させて頂く対象者が 70歳以上で、少 し自分に不安があると思われる

方は手上げ式で自分の情報を地域の民生委員さんに出してもよいとの同意

を頂くそ ういう制度ですので、まだまだ元気なまちづくりの方はそういう

お返事は出されないと思います。心配になった時に市役所に届けて頂くと

いう事でよろしいかと思います。こんなふ うに考えて頂けたらと思います。

この部分については地域の方にお世話を掛けますが、本人が地域へ情報を

出す事によって防災ラジオを配るとい うツールを取らせて頂いておりま

す。その人がどういう方かという事を、地域の方、ご近所の方に知って頂

き、向こう三軒両隣の横のつながりを作って災害時はもとより日頃から関

係づくりをして頂くというためのものになりますのでよろしくお願い致し

ます。

<辻森会長>

4月 18日 土曜日、連合会がある日ですが、議会報告会が午後 1時から

行われます。令和 2年度の予算についての報告があります。テーマについ

ては、議会としての役割等々、特にプラごみ等々について事例を出します。

その他に何かテーマがあれば連絡お願いします。今私が思つているのは、

放課後児童クラブを議員としてどう捉えどう考えているのか。名張市の行

政として今後どういう事をやっていくのか。市議会としてどのように関わ

つていくのか聞いてみたいなと思っています。

<大垣副会長>

出席議員は桔梗が丘に馴染みの深い方たくさん出られますので是非参加

して頂いたらと思います。

<辻森会長>

０
ハ
）

|



7.新年度部会・プロ

ジェク トの行事予定

8.名 張市立北中学

校・桔梗が丘中学校卒

業授与式の案内

9.名 張市立桔小 。東

小学校・南小学校卒業

式の案内

連絡事項

1.各部会実費弁償費

名簿の提出

2.第 9回桔梗が丘自

治連合会(3月 21日 19

時～)においての令和 2

年度事業計画説明依頼

(各委員長・部会長)

3.(事務局より)

。令和 2年度事業計

画書(2月 29日 )及び令

和元年度事業報告書提

出期限(3月 31日 )

。大判プリン ト(ポス

ター・看板・横断幕等)

作成申込みについて

対象は全住民になります。回覧物は議会事務局で作って頂き 3月 5日 の

回覧で廻 します。場所はこの大会議室です。よろしくお願いします。

<事務局>

新年度部会・プロジェク ト・市民センター含めての行事予定を横書きで

作成 しました。間違い 。追加等がありましたら連絡下さい。訂正させて頂

きます。今後 2か月毎に更新 してお渡 しさせて頂きます。

<大垣副会長>

先程会長も言われましたように、これを参考にして同じようなイベン ト

か重なるところは一つにまとめて頂きたいと思います。

<大垣副会長>

北中学校と桔梗が丘中学校の卒業式が 3月 6日 (金 )、 桔梗が丘東小学

校 。南小学校が 3月 18日 (水)、 桔梗が丘小学校が 3月 19日 (木)に
あります。たぶん北中学校を除いて他の小・中学校からは各区長さん 。自

治会長さんに案内が送られていると思います。

<大垣副会長>

資料をお渡ししております。提出して頂きましたら予算を組ませて頂き

ますのでよろしくお願いします。

<大垣副会長>

3月 21日 自治連合会で、2月 末までに提出頂く令和 2年度の事業計画

を説明して頂きます。委員会・部会の委員長・部会長、ご都合の悪い時は

部員の方が代理という事でよろしくお願いします。それと4月 の決算報告

も出て頂く形になると思いますのでご了解頂きますようお願いします。

<事務局>

令和 2年度事業報告書をまだ未提出の方は2月 29日 の期限厳守でお願

いします。それと、ポスター・看板・横断幕等の作成依頼ですが、急に作

つてほしいと言われてもできない場合がありますので、今度新 しく作 りま

した申込み用紙に記入頂き、 3～ 4日 前に提出して下さるようお願いしま

す。これはサークルさんに対 しても同じです。
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4.春季火災予防運動

の実施について

追加

子どもたちと地域の絆

づくり事業総会報告

委員会・部会活動報告

1.総務委員会

2.企画運営委員会

3.広報委員会

4.健康推進部会

<大垣副会長>

春季の火災予防運動が3月 1日 から7日 まで行われますのでよろしくお

願いします。

<河合第 1ブロック長>

今日は子どもたちと地域の絆づくり事業総会がありました。来年度の計

画の内容について概略ですが報告させて頂きます。年 1回東山ふれあいの

森公園自然体験学習を実施させて頂いておりますが、 3年行なって一週し

ましたので来年度は、桔梗が丘南小学校で 10月 28日 水曜日 (予備日と

して 30日 )に実施することに決定しました。来年度も皆様のご協力をお

願いします。

<大垣副会長>

2月 8日 の講演会が無事に終わりました。人数も多く集まりました。あ

りがとうございました。

<金谷企画運営委員>

ききょう通信 3月 号が出来ましたのでお手元に配らせて頂いておりま

す。平成 15年に第 1号を発行して以来今回が 100号 目になりますので

100号記念として出しました。 6ページになっています。市民センター

便 りを 1ページ入れております。広報一元化に向けて一歩ずつ進めて行き

たいと考えてお ります。今度の 4月 号ですが、4ページを考えてお ります。

お知らせや記事の掲載につきましては 3月 10日 までにお願いしたいと思

っております。お知らせコーナーについては 4月 26日 から5月 25日 ま

での予定分を入れさせて頂きますが、場合によつては 1日 ずれる事もあり

ますのでご了承下さい。

今までの発行部数が 5600部 でしたが、 3月 号からは6000部 にしま

す。それにより今まで残部が殆ど無い状況でしたが、学校や主な施設に配

布できるようになるのでより多くの方にききょう通信を読んで頂けるかな

と思います。

<吉村健康推進部会長>

新型コロナウイルスが流行 している事もあり、 3月 末まで残っている4

つの行事について議論 した結果、中止 と決まりましたのでご報告させて頂

きます。
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5.住民交流部会

6.教育文化部会

7.生活安全部会

<廣岡住民交流部会長>

○資料 「住民交流部会活動報告」に沿って報告があった。

前回の理事会の後、第 7回住民交流部会を開きました。ハッピーニュー

イヤーききようフェスタの反省では、受付の方が 「今年度は 10時 30分
までの受付でしたので 11時前に来られたお孫さんを連れたお爺さんおば

あさんの組を3組帰 した事に心が痛みました。」と言われましたので次回

からは 11時までの受付にしようかと思い、臨機応変な態度を取らないと

いけないと考えております。参加人数が一時期に比べて少なかったので参

加 して頂ければよかったかなと思っております。世界のおもちゃ展を始め

てもう10年近くになるのでもう少 し内容を考えてはどうかという意見が

ありました。来年度の夏まつ りについては、部会としては会場を旧桔梗が

丘中学校グラウン ドに想定してやつていきたいと思います。たぶん 4月 か

ら市の市民スポーツ室の管轄になると思いますのでそこと調整を図りなが

らやっていきたいと思います。次年度のハッピーニューイャーききょぅフ

ェスタについては 3連体の初 日にすればという意見がありましたが、準備

等を考えたらやはり中日がよいという事で令和 3年 1月 10日 (日 )に計

画 してお ります。

<竹原教育文化部会長 >

○資料 「教育文化部会活動報告」に沿って報告があった。

研修会はマスク着用で行って来ました。天理参考館と奈良市防災センタ

ーは私達だけの貸 し切 り状態でした。石上神宮も他に日本のツアー客が 2

組おられただけでした。アルコール消毒液もあちらこちらに置いてありま

したのでしっかり手を消毒 しながら行って来ました。

○資料 「2月 度部会活動報告」に沿って報告があった。

2月 8日 部会を開催 し、来年度の事業計画案を考えました。 9月 12日

(土)防災についての講演会を実施 します。消火栓ホース格納庫の設置が

今年度に終わりますので今まで年二回行っておりました放水訓練を部会員

全員の賛同で中止 しする事になりました。令和 2年度 5月 の総会終了後、

新しい区長・自治会長が決まりましたら各区に中止の連絡をしようと思い

ます。桔梗が丘中学校の通学路に立ったらどうかという提案が出ました。

中京銀行の交差点の所から中学校までが混むのでそこで交通整理をやれば

どうか。そのためのベス ト、たすき、帽子を 10着ほど予算に入れてくれ

ないかということですが、まだ誰が立つかどこに立つかも決めていません。

4月 に中学生が通学する様子を見てから判断しようと思います。 3月 22
日に行います普通救命講習には、現在 17名 の参加希望者があります。
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9.地域福祉部会

その他

・議事録署名人へのお

願 い

。次回理事会の開催

<山 口快適環境部会長代行>

○資料 「桔梗が丘自治連合協議会 理事会資料」に沿って報告があった。

写真展は作品の集まりが悪くどうなることかと心配 しましたが、辻森会

長はじめいろいろな方の協力の下、 15名の方々の作品 21点の応募があ

り好評のうちに終えることが出来ました。人選された 3名 の方には商品券

を贈呈 しました。

本年度の活動は 2月 度の写真展で終了しましたので、今は来期の計画、

今期の実績のまとめに取り組んでいます。

<上島地域福祉部会長 >

○資料 「地域福祉部会 (民生委員児童委員)活動報告」及び 「陽だまり」

に沿って報告があった。

2月 の活動は予定通 り行ないました。新型コロナウイルスの影響でなか

よし広場も参加者が少ないのではないかと思いましたが何時にも増 してた

くさんの方が参加 して下さいました。生まれて 2か月の赤ちゃんを連れた

方も参加 して下さいまして何かあったら大変だなと思いました。奈良県は

子育てサークルはすべて中止と決めたようです し、健康福祉部会も3月 中

止と決められた様ですので、なかよし広場もどうするか早めに判断 しない

といけないと思ってお ります。陽だまり2月 号はお助けセンターの活動を

中心に載せております。またご覧下さい。

<河合第 1ブロック長>

広報担当者にひと言お礼申し上げます。簡潔で分かりやすく読んだ後、

もう一度読んでみようという気になるような内容になっています。区の方

にも評判が良くお褒めの言葉もたくさん頂きます。 どうもありがとうござ

います。

以上で、本日の議事は全て終了

議事録署名人に 生活安全部会長 武仲 元男氏 及び 快適環境部会

長代行 山口 晴雄氏にお願いし、両名了承。

次国の理事会は、

令和 2年 3月 28日 (土 )

時間 午前 9時 30分より

場所 市民センター大会議室
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