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鹿ノ台自治会会員の皆様へ 

令和元年７月７日 

鹿ノ台自治連合会  

会  長 黒部 實 

書  記 松尾 浩一 

令和元年７月度 鹿ノ台自治連合役員会 

7 月 7 日に自治連合役員会が行われましたので、下記の通り報告いたします。 

 

【日時・場所・出席状況】 

・ 日時・・・7 月 7 日（日） 9:30～1３:０0  

・ 場所・・・鹿ノ台いきいきホール内２階大会議室 

・ 出席・・・各自治会長（平成 3１年度連合会役員）12 名、島原顧問、小竹事務局長 

 

【要約】 

発表順に下記の報告、連絡等が行われました。詳しくは議事録本文を参照ください。 

・納涼祭の盆踊り練習会が７月１７日（水）、７月３１日（水）14:30 -16:30 ふれあいホー

ルにて開催されます。 

・資源回収の５，６月実績及び４半期合計の報告がありました。皆様のご協力に対する返礼と 

して、前年度のごみ袋に代わるものを検討中です。 

・今年鹿ノ台に転居された方を対象としたウェルカムミーティングを６月３０日（日）に開催

しました。家族併せて４４名に出席して頂き盛況な結果となりました。 

・ホームページ委員会より住民が実際に鹿ノ台を取材してウィキペディアに掲載するウィキ

ペディアタウンというイベント開催の提案がありました。 

・第１四半期の決算が報告されました。各自治会長の予算ごとの担当を再確認し、各業務を予

算内に収めるよう活動するようにしました。 

・ふれあい音楽祭が３月１５日（日）に予定されています。 

・本年度の役員名簿の印刷ができましたので配布をお願いします。 

・中央公園でリードをつけていない犬がいて恐いとの意見を頂いています。園内に注意喚起

の看板を立てるとともに回覧を行います。 

 

【議事録】 

はじめに（黒部会長） 

・各自治会長は４月から６月まで活動を行って、自治会長がなすべきことが理解できたと思

います。今後は、12 月までの６ヵ月で会長として自分がやるべき事を考え、それに基づい

た活動をお願いします。改善項目がいくつも出てくると思います。この改善を来年度以降に

つなげる為に最後の３が月を使って下さい。 

回 覧 
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【総務・書記・会計】 

（納涼祭 中谷内） 

・6 月１６日（日）に第３回納涼祭実行委員会が開催されました。開催日まであと一ヶ月とな

り活動の大詰めを迎えています。プログラムも印刷を終えました。 

・納涼祭に直接担当のない自治会長が６名おられますが、本日各種活動へのサポートをお願

いしました。まだサポート人員が足りない部分については、評議員会にてサポートを募り、

中谷内まで連絡をお願いします。 

・各自治会長、納涼祭実行委員の皆さんは納涼祭の当日は法被を着てご参加ください。 

・７月２８日（日）の事前説明会にはご自分の担当部分について参加をお願いします。また欠

席の方には資料配布をお願いします。 

・景品引換券や子供法被を自治会単位で配布しますので、該当者へお渡し願いします。引換券

をお渡しする対象者の名簿もコピーしてお渡しします。 

・盆踊り練習会について回覧を行いますので皆様お誘い合わせの上、ご参加ください。 

日時：7 月 1７日（水）、７月３1 日（水）14:30～16:30 

会場：ふれあいホール大集会室 

参加：どなたでも参加できます。お茶も用意しています。 

今年の二日目の８月１１日(日)の盆踊りは東西南北の桜美会から盆踊り推進委員の皆さん 

にご協力頂き開催致します。納涼祭当日は多数ご参加を宜しくお願いします。 

 

（資源物個別改修事業 中谷内・小竹） 

・５月度の実績は下記のとおりです。 

 今年度 前年度 前年同月比 

回収量 40,160kg 42,320kg 94.9% 

①売却代金 298,930 円 328,020 円 91.1% 

②市補助金（予定額） 158,760 円 167,240 円 94.9% 

金額計（①＋②） 457,690 円 495,260 円 92.4% 

 

・６月度の実績は下記のとおりです。 

 今年度 前年度 前年同月比 

回収量 36,950kg 36,400kg 101.5% 

①売却代金 295,690 円 292,140 円 101.2% 

②市補助金（予定額） 145,720 円 143,560 円 101.5% 

金額計（①＋②） 441,410 円 435,700 円 101.3% 

 

・４月から６月までの 1/4 半期実績（回収量）は下記の通りです。 
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 ２０１９年度 ２０１８年度 前年比 

４月 44,300kg 39,280kg 112,8% 

５月 40,160kg 42,320kg 94.9% 

６月 36,950kg 36,400kg 101.5% 

合計 121,410kg 118,000kg 102.9% 

・前年比で合計回収量が 102.9%となり若干増加しています。 

・資源物回収に対する市への補助金申請を行っていきます。 

 

（地域ぐるみの活動に関して 中谷内） 

・事務局会議が６月２０日（木）、推進会議が６月３０日（日）に開催されました。 

今年は１１月の防災訓練に地域ぐるみ推進委員会も一緒に参加し、保育園児、幼稚園児、小 

学生には小さい時から防災訓練を体験してもらい、中学生には防災活動の重要な担い手に 

なってもらいたく、多数の参加を期待しています。 

 

（「多目的ホール改修」小委員会 中谷内） 

・６月１３日（木）にいきいきホールの「多目的ホール改修」小委員会が開催されました。 

「今回は自治会の法人化（認可地縁団体）、多目的ホールの建設検討についてのアンケート

結果、資金計画などについて精力的に討議しました。次回の小委員会は 7 月２５日です。 

 

（ウェルカムミーティング 松尾） 

・ウェルカムミーティングを 6 月 30 日（日）に実施し、1 月から 5 月に鹿ノ台に転入され

た１４家族、大人２５人、0 歳児から中学生までの子供１９人の参加を頂き盛況でした。 

・黒部会長から鹿ノ台の各種活動ビデオを含め、鹿ノ台について紹介を頂いた後、出席のみな

さんと歓談を行いました。 

・鹿ノ台に転居された理由をお尋ねしましたが、緑が多く閑静で街が綺麗であること、公園の

多いこと、子育てに良い環境であること、交通の便のよいことを挙げられる方が多くおられ

ました。質問としてはゴミ回収の時間や分別についてありました。 

（黒部会長） 

・実際に鹿ノ台を下見に来られて環境がよいことを理由に転入された方が多くいらっしゃい

ました。環境維持は大変ですが、ＥＣＯＫＡ委員会を始めとして委員会、自治会の活動がき

ちっと評価されるということがわかりました。 

 

（ウィキペディアタウン提案 松尾） 

・HP 委員会から住民が実際に街を取材してその街についてウィキペディアに記載するウィ

キペディアタウンというイベントを鹿ノ台でも開催する提案がありました。 

・参加者を公募して午前中に街を取材して午後にはウィキペディアに記載する記事を作成す

る１日のイベントです。 
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（第１四半期決算 芦田、島原） 

・今回はじめての試みとして連合会の予算と支出について勘定科目別に担当者の欄を作成し

ました。担当の自治会長はよく確認し、執行を行っていってください。 

・また四半期決算についても初めて作成しました。すでにいくつか予算オーバーになる可能

性が出ているところもありますのでさきほどの担当に従い状況を確認し対策してください。

収入は予算を超過するほうがよいですし、支出は減らすように考えてください。 

・連合会の収入は自治会費と資源物回収が自前の安定的な基本財源です。次に補助金です。こ

れは市など補助金提供者の状況で変動します。 

・その事業に補助金がある場合でも対応する経費の関係を良く考えて下さい。例えば歩こう

会の補助金が 50 万円ですが、体育活動費としては７７万円の支出になっているなどの関

係を考えてみてください。花と緑の街づくり補助金が３８万円である一方、美化活動費の支

出が４３万円であるなどつりあいがとれていない項目があります。 

・項目についても管理しやすいように今回細分化しています。公園維持管理業務受託料は従

来補助金の項目となっていましたが、補助金ではなく業務受託なので修正しています。 

・コピー機使用料収入の進捗率が 4%と低いですが、これは各自治会が使用した分の精算時期

がきていないためです。 

・仮払いが予算０円なのに５万円支出されているのは、事務所に現金でおき小払いに当てて

いる分であり、最終的には交通費などの各項目に分類されてなくなるものです。 

・いきいきホール営繕積立金が実績０円なのは毎年９月と３月に支払いを行うためです。 

（島原顧問） 

・これまでの予算執行状況を改めてみると、もう少し工夫した使い方をする必要があるよう

に感じました。各自治会長は、前例踏襲でなく本来どうあるべきかを考えて、小さなコスト

で大きな成果が得られないかマネジメントしていただきたくお願いします。特に 2019 年

は油断すると赤字になりかねないので、予算内に収めるように活動していただくよう強く

お願いします。 

・来年 1 月には各自治会長に担当されている事業の翌年度の予算（案）を作成して頂く予定

です。次年度に引き継ぎされる方に予算の説明をしながら業務を引き継ぐようにしていた

だきます。 

 

【防災・防犯・安全】 

（防災訓練時、評議員班決め 久保田） 

・11 月の防災訓練に向けて評議員の方の班決めをお願いします。8 月は評議員会がないので

で、各自治会の防災担当から 7 月末までに自主防災会のボックスへ提出をお願いします。 

 

（防犯カメラ・定期点検 久保田） 

・３つある防犯カメラの定期点検を行います。昨年は 4 回事件がありそのときに点検してい

ましたが、今年はまだ 1 度も事件がありませんので点検のみ行う予定です。 
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（校区防災協議会主催の「避難所設営訓練(6/23) 久保田） 

・6 月 23 日（日）に避難所設営訓練を実施しました。非常にスムーズに実施できました。 

（黒部会長） 

・避難所開設訓練も 3 回目になり、設営役員のスキルがあがりました。しかしながら実際に

避難する際には避難者自身に設営いただく必要もあるので、今後は模擬避難者の方に作業

をやっていただく必要もあると考えます。たくさんの人が設営出来る街は地域力がすぐれ

た街と思います。 

 

（青色防犯パトロール 岡野） 

・最近事故の多い高齢者向けの事故防止、安全運転のアナウンスを行います。 

・また納涼祭に向け、下記のアナウンスを予定しています。 

8 月 9 日（金）、１０日（土）、11 日（日） 納涼祭のアナウンス 

8 月 10 日（土）、11 日（日） 納涼祭で留守が増えるので防犯のアナウンス 

アナウンスは、通常の午前と午後のパトロール時に行います。 

 

【防災・防犯・安全】 

（交差点のつつじについて 高田） 

・中央通り庭助さんの東側の街路から中央通りに車で出る際に北からくる車がつつじで見え

にくいので伐採をお願いしたいとの要望が住民の方からありました。鹿ノ台の美観維持の

ため、つつじは 90 センチから 110 センチの高さで刈る様にしています。現在は一番低い

90 センチで統一しています。これ以上低くすると鹿ノ台全体の景観が著しく劣化するので

現状の９０センチで統一したいと思います。尚、つつじのかどは出来るだけ丸くしており、

現場にはミラーもついていますのでそれを活用して注意しての行動を宜しくお願いします。

又、この交差点に電灯がなく夜は暗く人が見えにくいとの話もありますのでこれは生駒市

と協議します。 

（美化活動「花壇、経費見直しについて」 古川） 

・花壇で予算をオーバーしていることがわかり、調査を行いました。まず生駒市に予算申請を

上限までされていない自治会があることがわかりました。また肥料代を入れずに予算を出

している自治会もありました。年度の予算内に収めるために、秋については花と肥料を少し

減らすことを考えています。 

・春の花壇作成の生駒市への報告が必要です。今回配布の資料を各自治会の美化担当へお渡

しして、会長印を押して提出をお願いします。 

 

（認知症サポート養成講座ステップアップ講座 土田） 

・６月１８日（火）に認知症サポート講座を受講された方を対象とするステップアップ講座が

開催されました。認知症の方への声かけの方法などを学び、出席者の方には認定証が渡され

ました。 
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（介護出前サロン 高田） 

・６月２７日（木）に介護出前サロンが実施されました。１４、１５名の方が出席され、介護

をされている方の厳しい状況などをお聞きしました。知らない方からは普通に見える認知

症の方もおられるので、認知症のことをよく理解することが必要とのことです。 

 

（ふくまち鹿ノ台会議 高田） 

毎月定例の会議が実施され、自主防災会アンケート結果資料に基づく要援護者実態調査を行うと 

共にどのようにして救助すれば良いかを具体的に検討する体制を設置する予定です。 

 

【文化・体育・交流】 

（体育クラブ代表者/体育担当評議員会議 角張） 

・体育クラブ代表者/体育担当評議員会議が６月１６日（日）に開催されました。体育関係の

イベント（ソフトボール大会、歩こう会に関する年間スケジュール概要を配布しますので、

自治会長の方は把握して置くようお願いします 

 

（市民体育祭「ソフトボール大会」 角張） 

・ソフトボール大会への参加者募集は済みましたが、これから監督によるメンバーの申請を

受け付けて出場希望者とメンバー表の確認を行っていきます。 

・鹿ノ台では複数自治会の連合チームも含め５チームがエントリーする予定です。 

・８月１８日（日）に鹿ノ台中学校で練習試合を行う予定です。 

・各自治会長は試合当日にはマネージャ役として飲み物の準備等行ってください。また各自

治会で予算を確認してください。 

 

 

（ふれあい音楽祭 角張） 

・ふれあい音楽祭が３月１５日（日）に予定されています。 

・出場者を募集しましたが 12 組の応募がありました。時間の関係上、すべての方に出場いた

だけませんので、調整を行う予定です。 

・１０月２０日（日）に説明会を行います。 

 

（よんにちサロン 田中） 

・６月は 60～70 名の方に参加いただきました。８月は子供向けの映画上映を予定していま

す。 

 

（歩こう会の景品 田中） 

・参加記念品の選択を検討した結果、今回はタオルにすることにしました。 

 

【事務局】 
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（事務局からの連絡 小竹） 

・住民の転入、転出がありましたら事務局まで連絡をお願いします。 

 

（役員名簿 小竹） 

・役員名簿の印刷が出来ましたので、住民の方への配布をお願いします。 

 

 

（黒部会長） 

・北地区自治連合会視察研修 

６月２２日（土）に兵庫県広域防災センター、こうべ環境未来館に視察研修を行いました。 

防災センターでは、起振車で地震を体験する貴重な機会を得ました。 

・北地区自治連合会 地域力ステップアップ事業への応募 

「いきいき街づくり会」が進めている足の不自由な方の送迎管理の IT 化及び見守りをテー

マにして応募することにします。 

・ぐるぐるバス 

ECOKA の山田委員長のお話をお聞きした。皆があこがれる街として鹿ノ台のブランド化

を、安全・安心の街、四季彩の街、交流の街、福祉の街などのキーワードで取り組んでいき

たいというお話でした。ウエルカムミーティングでも鹿ノ台を実際にみてここに決めたと言

う方が多く、環境の整備が重要だと感じています。次回はいきいきホール運営委員会の須都

委員長のお話を聞く予定です。その後街づくりの検討に入っていきます。 

・生駒市防災研修会 

7 月 10 日（水）にはばたきホールにて開催されます。鹿ノ台校区からは１７名が参加する

予定です。 

・社会教育研究会（全国公民会の集会） 

８月２５日（日）に奈良県で開催されますが、私が鹿ノ台での取り組みを発表します。 

 

【その他】 

・中央公園でリードをつけていない犬が恐いとの意見を頂いて生駒市に連絡した結果、注意

の立て看板が建てられました。この行為は県の条例で禁止（罰金あり）されており、別途注

意喚起の回覧も行います。 

・民生委員がまだ決まっていない自治会は早めの対応をお願いします。 

 

次回の自治連合役員会は、８月４日（日）９：００開催です。 

（通常より３０分早く始めます。） 

 

連合事務所（いきいきホール内） 

月・水・木・金 9:00 

～17:00 

http://www.shikanodai.jp/
mailto:s-rengou@m5.kcn.ne.jp

