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Vol. ２０３ 202２. ４月号 

川西・梅が丘地域づくり委員会 

 （梅が丘市民センター内） 

  ☎ ６１－２８５５  

 

 

4/2 (土)  地域づくり委員会理事会兼役員会 

4/9 (土)  わいわいこどもの広場       [市民センター] 

     （アイロンビーズで遊ぼう） 

4/16 (土) 無料映画会「天地明察」       [市民セン

ター] 

4/22 (金) まちじゅう元気     [地域づくり支援] 

4/23 (土) おりかえし名張の歴史講座  [市民センター] 

5/6 (金)  わいわい親子の広場      [地域づくり支援] 

5/7 (土)  地域づくり委員会理事会兼役員会 

5/14 (土)  わいわいこどもの広場      [市民センター] 

      (写真フレームを作ろう） 

5/27 (金) まちじゅう元気     [地域づくり支援] 

5/28 (土) 無料映画会 

        「老後の資金がありません」 [市民センター] 

5/28 (土) おりかえし名張の歴史講座  [市民センター] 

※ 新型コロナウイルス拡散状況によっては、急遽予定を 

 中止する可能性があります。 

   催しの開催是非の確認を事前にお願いたします。 

川西・梅が丘地域の行事予定 

 

 

 ２月２０日 梅が丘小学校講堂において、梅が丘連合自治会第３回評議員会が開催

されました。川本評議員長の開会宣言の後、定足数（評議員総数１１２名 出席者１

３名 委任状８６名 合計９９名）７４名を満たし本会の成立が確認され、樋田評議

員議長により議案審議を開始しました。

数本事務局長により、第1号議案 令和3

年度活動報告及び決算報告、第2号議案令

和4年度活動計画案の説明が行われ、一括

審議に付され、質疑・応答の後承認され

ました。質疑・応答は次のとおりです。 

（質） NAURAA収入記載の子育て支援金はどこからの支援

なのか 

（応） 地域づくり委員会から（名張市よりの公的資金） 

（質） 自治会費6,000円を集金に行くが、高齢者の方が

増えているので、高いのではと理解が得られにくい。

 下水道・集会所の修繕等は市の行政で行うのが筋だ

と思うが、何故自治会で引当金積立が必要なのか市の

行政と自治会とは分けて考える必要があるのではない

か今の時代にあった考え（高齢化）にあった発想の転

換が必要 

（応） 集会所を修繕の場合は市より100万円・建替えの

場合だと600万の補助が見込まれるが、市としても沢山

の自治会を有しているのでいつになるかもわからない

のが実情なので、自治会としても準備をしておく必要

がある。自治会としても縁石修理・道路整備等の要望

は出している。 

  川西・梅が丘地区の活動基本方針に沿って安心・安全

な町づくりとして、他でいう共益費（自治会費）を徴

収しているとご理解いただきたい。 

（質） 環境美化事業部の法面の梅が丘について 

（応） 「梅が丘」の植栽を形成するサツキが、表S字坂

に比べて雑草・ササ等に淘汰されている被害が比較的

少なく、当面は手入れする方向で検討調整していく予

定 

（質） 支出項目の事務局 事務職員給与、等とは職員は

何名か  

（応） 3名 第3水曜の月1回の休業日で9時～17時のロー

テーション勤務 労働保険料 名張商工会議所労働保

険事務組合会員料 

（質） 花火費用 各自治会（１０万）とは各町会からな

のか 昨年も打ち上げ中止だったので積立が残ってい

るのでは 

（応） 各町会１万円の寄付をいただき１０町会の合計金

額である。実行委員会より花火特別会計へ５０万円繰

り入れている。  

（質） 委員会等の議事録は全戸配布するべきなのでは 

（応） 川西・梅が丘たよりにて「地域づくり委員会・連

合自治会役員会」の議事録は毎月掲載しているので、

一度確認してください。これは全戸配布なので、細か

いところの内容について疑問に思われたら、自治会

長・専任役員が会議に出席しているので、質問してい

ただければいいかと思います。 

（応） 自治会長は２年に１度の改選であり、くじ引きで

なられる方、順番によりなられる方さまざまなのが実

情。その中にあって、皆ボランティアであるので、そ

の方のやり方、力量等もさまざま。本来であれば会議

での資料・諮られた議案の結果等は各町会の班長会議

に配っていただきたいと言うのが本音ではあるが、先

に述べたような事情から無理強いはできない。 

  各自治会町の会長・班長のかたでささえあって自治会

を盛り上げていっていただきたい。   
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≪川西・梅が丘地域づくり委員会理事会兼役員会：３月５日(土)開催≫ 
 
１ 会長挨拶・報告 
    明日をもって三重県に発出されています「まん延防止等重点措置」が解除されますが、３月７日    

（月）より、再拡大阻止重点期間が３月２１日（月）まで実施されます。マスク会食・黙食など感染
防止対策の徹底をお願いするとともに、基本的感染対策の徹底をお願いします。また、出来る限りす
すんで３回目のワクチン接種をお願いします。その他、火災などにも十分注意していただきますよう
に名張消防署からも言われています。  

２ 館長挨拶・報告 
     まん延防止等重点措置が解除されますが、三重県独自の感染対策再拡大阻止重点期間として３月２

１日（月）まで実施されます。令和４年度のフェスタ関連につきましては、後程申し上げます。  
３．議題 
(1) 新型コロナ感染対策について 
 ・ ３月６日（日）をもって「まん延防止等重点措置」が解除されるのを受け、３月７日(月)より下記

内容通り利用制限を解除します。 
 ・梅が丘市民センター利用制限⇒3月7日（月）より市民センター利用制限を解除します。 
 ・憩い茶屋の活動⇒3月7日（月）より活動を通常活動とします。 
 ・ちょい・すけの活動⇒3月7日（月）より活動を通常活動とすします。 
(2) 令和３年度第５回地域づくり代表者会議より、令和４年度 ゆめづくり地域交付額＝8,197,400円で

あることが事務局長より報告がありました。 
(3) 第２０回川西・梅が丘地域づくり委員会定期総会関連について、事務局長より説明がありました。 
 ・令和４年度梅が丘地域づくり委員会代議員の選出及び名簿提出を４月１０日(日)迄に事務局に提出 
 ・各区・自治会長が交代される地域は携帯電話無線機を４月２日(土)までに返却をお願いします。 
  貸出は５月７日（土）から行います。  
(4) 令和４年度地域づくり組織について 
 ・地域づくり組織変更届及び基礎的コミュニティ代表者届の提出 
  提出期限：３月１８日（金）までに事務局迄（厳守）  
(5) その他連絡事項 
 1）令和３年度 民生委員児童委員協議会協力金のお礼（蔵持民児協）について、事務局長より、地区

合計：2,392世帯119,600円との報告がありました。 
2）令和４年度川西・梅が丘地域自主防災訓練開催日が、令和４年７月２日(土)の予定です。 
3）令和４年度名張市総合防災訓練開催日が、令和４年１１月１９日(土)に予定されていることが報告
されました。 

4）２月度の役員会で川西・梅が丘地域づくり委員会規約見直しについて、改定ではなく現規約を破棄
し、新たに制定するのではないかの意見が出されましたが、事務局としての見解を下記にしるし改定
とすることが承認されました。 

 【事務局の見解】 
  ・制定、改定の意味から改定が妥当と判断する 
  ・組織名の変更はあるが組織形態に変更がない 
  ・生涯学習実施のための一部の変更及び削除 
5）令和４年度 川西・梅が丘フェスタ開催に関して、センター長より報告がありました。 
 ・２月２６日（土）サークル代表者会議がおこなわれ、サークルの皆様の意向を確認したところ、
令和４年度のフェスタとしての開催は実施しないこととし、各サークル単位での展示会・発表会とす
ることが承認されました。 
 【サークルの意見】 
   ・人前で発表するのは、いい練習になる。個別で発表会を開催したい。 
  ・個別で展示会、発表会を開催するのがいいと思う。 

6) 民生委員児童委員協議会より、民生委員児童委員協議会への協力金ありがとうございました。 
7) 梅が丘小学校長より、個人的ではありますが、本年度をもって退職となります。在職中は地域の
皆様には大変お世話になりました。 

 

役員会議報告 

令和３年度会員数   活動実績  

 利用会員 ７０人    ２月実績 ３年度累計 

 協力会員 ２１人   生活支援 １件 ６５件 

 賛助会員  ８人   外出支援 ２５件 ２６０件 
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  8) PTA会長より本年度をもって会長を退任することになりました。皆様には何かとお世話になりまし
た。引き続き次期PTAの活動へのご理解ご協力よろしくお願いいたします。 

  
 ≪梅が丘連合自治会役員会：２月１９日(土)開催≫ 
【集会所委員会】 
 ・ 新型コロナ禍により3月の集会所清掃は中止します。 
【防犯・防災委員会】 
 ・ 防災用品備蓄費用で、長期備蓄用飲料水(500ｍｌ＝約4.8万)を購入し備蓄品とした(約７年保存可)  
【実行委員会】 
 ・ ２０２２年度の夏祭り開催の方向性の検討します。(2/26(土)に1回目検討会開催）  
【広報委員会】 
 ・ 広報誌の用紙を変更(多く出回っている用紙)し、総額として発行費用を低廉化しました  
【総務部】 
 ・ 梅が丘表S字坂(南北面)の『うめが丘』植栽の今後について 
   運用規定14条に基づく『諮問委員会』を開設する。別途委員を任命、次年度内に一定の諮問案を役

員会の提示を頂くことといたします。  
 ・ 防犯灯の、新規設置要望について自治会単位に周辺地域の要望を考慮のうえ、新設希望があれば事

務局まで 報告期限：3/19日(土)  
・ 単位に周辺地域の要望を考慮のうえ、新設希望があれば事務局までお願いします 

【事務局】 
 ・ ２０２２年度自治会役員(理事)役割分担 
   本人の意向を確認し分担決定 
 ・ 2022年度予算案(一般会計、花火特別会計、NAURAA会計)コメントは2月末までにお願いします。 
 ・ 評議員会を前にした質問事項の取り扱いについて 
   回答内容の確認をお願いします。期限 2/26） 
【その他】 
 ・ 各自治会における公園清掃報告 
   改めて報告書用紙を配布、２月下旬までに事務局まで報告願います。 
 ・ 2021年度専任役員の役員会出席は今回で終了です。 

 

 

３月１４日15時頃から行方不明になっていました、梅が丘在住の８３歳

男性は３月２５日発見されました。皆様のご協力に感謝申し上げます。 
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