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鹿ノ台自治会会員の皆様へ 

令和元年 8 月３１日 

鹿ノ台自治連合会  

会  長 黒部 實 

書  記 松尾 浩一 

令和元年９月度 鹿ノ台自治連合役員会 

8 月３１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・・・8 月３１日（土） 9:３0～1４:30  

・ 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）1１名（代理出席１名、欠席１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。 

・「のどかな集い」が 10 月 20 日（日）に開催されます。 

・多目的ホール改修検討小委員会からの中間報告がありました。設計事務所への概略設計、見

積もり等の費用拠出を承認しました。 

・納涼祭が８月１０日（土）、１１日（日）が無事終了し、各委員からご意見を聞きました。 

・資源回収に対する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り各自治会に環

境美化活動費を分配することが決議されましたが、この件に関して住民の方への説明回覧、

掲示を行うことになりました。 

・前期の印刷費用を各自治会の使用数に応じて振り込むように依頼がありました。 

・オータムフェスタが 10 月 20 日（日）から開催されます。 

・１１月９日（土）に防災訓練が実施されます。担当評議員への役割分担の依頼がありました。 

・１１月３日（日）に歩こう会が開催されます。毎月第１日曜に行っている一斉清掃は１１月

１０日（日曜）実施となります。 

【民生・児童委員協議会】 

・生駒北第二地区民生・児童委員協議会の大庭さんより、「第 2７回のどかな集い」の参加者

募集の案内がありました。 

日時：10 月 2０日（日）11:00～13:３0 

会場：ふれあいホール 2F 大集会室 

参加：70 歳以上のおひとり身の方 

内容：脳トレーニング体操、歌唱、フルート演奏、昼食・歓談 

回 覧 
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・参加者のうちで最高齢の方には、お住まいの地区の自治会長から花束を贈呈します。花束を

贈呈する会長は出席をお願いします。その他の会長も出来る限り出席してください。 

・各自治会において、次回の評議員会で説明後、案内の回覧をお願いします。 

・申し込み締め切りは 9 月 30 日（月）です。申込書は地区の民生・児童委員が自治会長ま

で受け取りに参ります。 

【多目的ホール改修検討小委員会からの報告】 

・いきいきホール運営委員長の須都さんより、当検討委員会における現況を報告いただきま

した。４年前のいきいきホール開設以来、旧車庫部分を多目的ホールとして利用しています

が、耐震診断が出来ない構造であること、老朽化が進んでいることより建替えを当委員会に

て検討しています。 

・（５月）当委員会を発足し、工程表を検討、（６月）改修に関する前提条件・法的課題の整

理、資金計画（案）の検討、多目的ホール・集会所・ふれあいホールと関係・位置づけの検

討、（７月）自治会法人化の検討（ハードル高く中断）、ユーザーの調査、多目的ホールの仕

様まとめ（８月）概算費用見積もりの検討等を行ってきました。 

・９月には全自治会員世帯に対する「いきいきホール利用度および満足度アンケート」を実施

します。 

・概算見積もりの費用を連合会役員会にて承認されれば、見積もりの作業へと進み、９月に企

画提案書（案）をまとめて１０月に連合会へ提出する予定です。 

・いきいきホールの活動に対して、自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金 250 万

円が得られますので、ホールの机や椅子などの更新、掃除機や IT 機器など備品の購入を行

いました。 

（黒部会長） 

・公民館（ふれあいホール）、自治会館（いきいきホール）、地区集会所はそれぞれ位置づけが

異なり、いきいきホールの稼働率が高い中、100 名程度の方が集まれて、鹿ノ台住民が自

由に使える場所への要望も大きいものがあります。 

・いきいきホールをよく利用している人もいれば、まったく利用されない方もおられる中で、

評議員会での説明もなかなかむずかしいという意見が自治会長からありましたが、現在住

んでいる方だけでなく将来１０年、２０年先に鹿ノ台に住む方にとってこの建物が有意義

であるかを含めて考え、判断頂きたいと考えています。 

・今後、住民に対する説明会も行い、最終的には住民投票を予定していますので、住民の皆様

には十分にご理解の上で判断されますようにお願い致します。 
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以下、通常の連合会役員会です。 

【議事録】 

はじめに（黒部会長） 

・納涼祭が天候にも恵まれ、たくさんの方にも来ていただいて無事終了しました。花火、ステ

ージ、盆踊りと盛り上がった納涼祭だったと思います。納涼祭実行委員会の皆さん、自治会

会長、評議員の皆さん、各委員会、又、体育、文化クラブの方々の御協力に感謝致します。 

・9 月で本年度も前半が過ぎますが、残りの半年も充実した活動となるようにお願いします。 

・各役員は 1 年で交代しますが、自治会、連合会は将来に渡って継続していく必要がありま

す。ですから年後半をうまくまとめて、次年度に引き継ぎができるようにお願いします。 

 

【総務・書記・会計】 

（納涼祭 中谷内） 

・８月１０日（土）、１１日（日）に実施し、無事終了しました。納涼祭実行委員会での反省

会を実施しましたが、本日お集まりの方の感想をお聞きしたいと思います。 

野々村副会長（須田会長代理） 

・みなさん大変よくやっていただいと思います。 

久保田会長 

・場所取りを大きく取りすぎている住民の方がおられたと聞きました。また家庭ごみ（発泡ス

チロールなど）の持ち込みがあったと聞いています。 

岡野会長 

・子供景品では、子供を相手にお渡しする方も元気が出るとの感想を頂きました。 

・がらがら抽選については、当選券がほぼ余りなく（2 等 2 枚のみ残り）終了しました。 

・がらがら抽選券はパンフレットから切り離さないという方式でしたが、切り離してきた方

が多く、切り離し方式でよいのではないかと思います。 

・来年に引き継げるように現場の写真を撮っておきました。 

角張会長 

・清掃担当でしたが、お願いした評議員の方が全員時間通りに集まって頂いて大変助かりま

した。去年の手順書をいただいて引き継げたのが良かったです。 

田中会長 

・イベント担当でしたが、昨年からの引き継ぎが不十分でした。専門性が要求されるので毎年

担当者が変わるのではなく、専門の方を配置した方がよいように思いました。 

・平日に協賛金を頂きに伺う必要があり、勤務されている方には担当が難しいように思いま

す。担当を決める際に、そのあたりも考慮されるとよいと思います。 

土田会長 

・子供景品の袋づめ作業が大変でした。過去からいろいろ工夫されて現在の方式になったと

のことですが、もう少し工夫が出来ないかと思いました。 
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古川会長 

・日中の作業が高齢のサポーターの方にとっては大変だったように思います。若い方にも声

をかけてお手伝いしてもらえると良いと思います。 

芦田会長 

・事故もなく無事終了してよかったです。一部経費の精算が終了していませんが予算内に収

まる予定です。 

中谷内会長 

・救護班担当でしたが、両日に 1 名ずつ靴ずれ等で絆創膏を求められた方がいただけで無事

終了しました。 

松尾会長 

・来年からは連絡はメール等で行い、資料は HP で全員みられるようにするのが連絡漏れも

なくなり良いのではないでしょうか。 

黒部連合会長 

・大変よい納涼祭になりました。この貴重な記録をぜひ来年へスムーズに引き継ぐために資

料を整理して、小竹事務局長にお渡しください。 

島原顧問 

・事故なく安全に実施され素晴らしかったです。 

・来場者も６，７千人と見込まれ、チームワークで作業されており、地域がうまく活動してい

る判断材料にもなったのではないでしょうか。 

・本部席ががらんとしており、もう少し狭めてもよかったのではないでしょうか。 

・高齢者の方を対象としてなごみ席を設けていましたが、利用者が少なく、工夫がいるように

思います。 

小竹事務局長 

・はっぴの回収状況が思わしくありませんので、各自治会で確認して事務室へ返納するよう

にお願いします。 

 

（資源物個別回収事業 中谷内・小竹） 

・８月度の実績はまだ届いておりません。 

・従来のゴミ袋に代わる返礼として、各自治会に環境美化活動費の振り込みを行う予定です。

各自治会において、ゴミ集積所の改善等、自治会員以外の方にもメリットがある活動にあて

ることを想定しています。個人からの寄付に対する返礼なので感謝とともに環境美化活動

費の意図がわかるように回覧、掲示を行うことにします。 

 

（地域ぐるみ活動 中谷内） 

・１１月９日（土）の防災訓練に参加しますが、今後自主防災会と調整して、その参加方法を

具体化する予定です。 

 

 

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


あいさつで          あいさつで明るい街を鹿ノ台 

 

5 

鹿ノ台自治連合会 http://www.shikanodai.jp/  s-rengou@m5.kcn.ne.jp 

 

 

（多目的ホール改修検討小委員会 中谷内） 

・本日冒頭に須都委員長から説明していただいたとおりに活動を行っています。 

・その中で説明のあった設計事務所に依頼する概算見積もり取得費用１５万円が予算化され

ていないため、本日支出のご承認をお願いします。 

⇒挙手により全員一致で承認されました。 

 

（各種行事のサポート 松尾） 

・本日の会議資料に今期後半のサポート依頼及び各自治会への人数比での割り振りを記載し

ましたが追加依頼がありましたので、修正版を作成して各自治会長に配布いたします。 

 

（ホームページ委員会 松尾） 

・ホームページ委員会より納涼祭ホームページへのアクセスが昨年の２倍以上あったと報告

がありました。（2200 人→5396 人 ）。納涼祭への感心が毎年高まっている証と思いま

す。 

 

（前期印刷費納入 芦田） 

・各自治会別にいきいきホールのコピー機使用他の費用を算出して配布しましたので９月末

までの納入をお願いします。 

・コピー機使用量のカラー・モノクロ別等の詳しい資料が必要であれば会計までお問い合わ

せください。 

 

（花と緑のわがまちづくり助成金 芦田） 

・各自治会に当助成金が振り込まれる予定でしたが、一部自治会の振込先名のふりがながわ

からなかったということで鹿ノ台全体への振り込みが遅れています。 

 

（「オータムフェスタ」に関して 芦田） 

・オータムフェスタが 10 月 20 日（日）から開催されます。各自治会からサポートをお願い

しますので修正配布するサポート分担表をご確認ください。 

・開会式にはぜひ各自治会から会長と文化担当者を含め多数の方が参加されますようにお願

い致します。出席者は芦田会計（ボックスまたメール）までご連絡ください。 

 

【防災・防犯・安全】 

（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８月５日（月）に行いましたが、映像自体は SD カードか

ら読み出せたものの、ケーブルでの PC 接続が出来ませんでした。メーカーに原因を確認中

ですが、業者からは経年劣化で設備更新が必要といわれています。 
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・また今期はこれまで事件がありませんでしたが、８月末に事件があり、９月３日（火）に業

者に依頼して映像記録（ＵＳＢ）を取り出し、警察に渡す予定です。 

（黒部会長） 

・防犯カメラ設備の取り替えには多額の費用が想定されるので、連合会だけでなく地域安全

推進委員会、校区防災協議会、青色パトロール委員会と一緒に協議する必要があります。 

 

 

（自主防災会「第９回防災訓練」に向けて 久保田・中谷内） 

・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したが、東西南北の四地区で各

班の中の役割分担が必要です。今回、各自治会別に資料を配布しましたので、各地区の役割

分担表に記名して９月１６日（月）までに自主防災会のボックスに提出をお願いします。 

・また１０月度の各自治会の評議員会に自主防災会から出向いて説明を行いますので評議員

会の日程の確認、変更のあるところは連絡をお願いします。 

 

（いこま交通安全大会 久保田） 

・９月２３日にいこま交通安全大会が開催されます。久保田会長の都合がつかなくなったの

で、須田会長に確認の上、鹿ノ台連合会からは２名参加するように調整します。 

 

（クリーンアップならキャンペーンについて 高田会長代理・中谷内） 

・９月１日（日）にクリーンアップならキャンペーンが開催されます。雨天の場合予備日はあ

りません。 

・これまで一斉清掃の雨天の場合の対応は、各自治会での判断とするとしましたが、市役所に

確認したところ、ゴミを鹿ノ台一括で回収したいので鹿ノ台地区としてまとめてほしいと

のことなので、当日朝７時に連合会として実施か中止の判断を行い、中止の場合市役所に連

絡します。各自治会には連合会から連絡網を通して連絡します。 

 

（11 月 3 日予定の一斉清掃の変更について 高田会長代理・中谷内） 

・歩こう会が 11 月 3 日（日）に開催されますので、一斉清掃は 11 月 10 日（日）に変更

します。 

 

（2019 年後期資源物・ごみ収集・清掃日程カレンダー 高田会長代理・中谷内） 

・地区ごとにカレンダーを印刷し自治会長にお渡ししていますので、住民の方への配布をお

願いします。 

 ・ＥＣＯＫＡ委員会が令和元年度「ふれあいの森林づくり」国土緑化推進機構会長賞を受賞し 

ました。ＥＣＯＫＡ委員会の日頃の活動が評価されたもので鹿ノ台にとっても誇れる受賞

です。 

（美化活動（花壇、経費見直し等）について 古川） 

・年度後半の花壇整備については以前の役員会で報告の通り、経費の見直しを行います。その
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ため、自治会ごとに花植えの削減数を今回資料としてお配りしましたので美化担当の方に

お渡しください。少し花数が減りますが大きく元気に育てて見劣りしない花を咲かせて頂

きますようよろしくお願いします。 

・花壇の面積によって予算が決定されていますので、自治会の間で差があるということはあ

りません。 

・来年に向けてはしっかりと引き継ぎを行い、予算内に収まる運用が出来るようにします。 

 

（らん伴 2019 土田） 

・NPO 法人認知症フレンドシップクラブ主催で、認知症サポートのため、10 月 27 日（日）

に各自治会でチームを組んで走るイベントが開催されます。本年は２７名参加予定です。個

人での参加（全額個人負担）も歓迎します。 

 

（ふくまち鹿ノ台会議 土田・黒部） 

・８月２５日（日）に開催されました。災害時の要支援者リストが提出されましたが、漏れて

いる方がおられないか等確認をすることになりました。 

・①要援護者からみてよく知っている人が支援者になる方が良いのではないかとのことで北

桜美会では要援護者でまだ桜美会入っておられない方を勧誘する活動を始めます。また②

一部自治会では支援者を個人ごとでなくチームで構成する動きも始めました。③昨年から

始めた近隣交流会も引き続き行います。 

・災害時要援護者をどのように支援するかは個人情報保護などいろいろ難しい課題もありま

すが、われわれは出来るところから始めてみようとしています。 

 

【文化・体育・交流】 

（市民体育祭「ソフトボール大会」に向けて 角張） 

・練習試合が 8 月 18 日（日）に行われ、けが人等なく無事終了しました。 

・9 月 1 日（日）に北地区予選大会が行われます。鹿ノ台からは、合同チーム含めて 4 チー

ム出場し、連合会からは各チームに１万円の補助を行います。 

・予選大会の結果は年齢制限ありが「ひかりが丘」制限なしは「白庭台」が優勝しました。 

 

（「ふれあい音楽祭」に関して 角張） 

・来年３月１５日（日）に開催されます。昨年は連合会を通じて１１名サポートをお願いして

いましたが、今年は独自に呼びかけを行って現在７名の方が集まっておられるそうです。各

自治会の評議員でサポート出来る方がおられれば角張まで連絡をお願いします。 

・９月１４日（土）10：00-12：30、鹿ノ台ふれあいホールにて、鹿ノ台クラシックギタ

ー同好会の発表会があります。回覧を早めにお回し頂くようお願いします。 

 

（よんにちサロン 田中） 

・８月２５日（日）は午前中に子供向けの「ルドルフとイッパイアッテナ」を上映し 45 名、
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午後は「羅生門」を上映し 65 名の参加を頂きました。 

・次回は 9 月 2２日（日）にトニー・カーティス主演「グレートレース」を上映します。 

・来年 3 月には第 100 回の記念パーティを行う予定です。 

 

（歩こう会 田中） 

・１１月３日（日）に実施します。今回実施要領を配布しておりますのでご確認をお願いしま

す。 

・前回の役員会で当日のサポートを各自治会から 3 名としていましたが、自治会員の人数比

で合計３３名をお願いすることにしました。およそ 8 時半集合で 12 時半ごろ解散予定で

す。サポーターの方には 10 月 20 日（日）１７時より説明会を行います。またサポーター

の方は回覧での参加申し込みは不要です。 

・最後の方の到着があまり遅れるとスタッフ全員が待機する状況になりますので、今回は最

終時間を決めて遅れている方には連絡の上、解散したいと思います。 

 

【事務局】 

 

（事務局長との覚書調印 黒部・小竹） 

・６月度の役員会で承認頂いた「事務局長任用に際しての覚書」に調印しましたのでご報告い

たします。 

 

【黒部会長】 

・北地区自治連合会 

北地区自治連合会として下記の研修会、訓練が予定されています。 

１１月１０日（日）北地区防災無線訓練 

11 月 9 日に防災訓練を行い、その翌日ですが自治会長の皆さんは情報班に属していま

すので、北地区防災無線訓練に出席をお願いします。やむなく欠席される場合は自治会

毎に仮想被害状況報告が必要ですから代理の方の出席をお願いします。 

１１月１１日（月）北地区市制研修会 

生駒市北地区 36 地区の自治会長が対象です。午前中に市共通の説明があり、午後に生

駒市が行っている２０３０年の都市計画マスタープラン策定に沿って、バスで北地区を

視察しわれわれの北地区の計画を目で確認します。もし出席出来ない場合は代理不要で

す。次回の役員会で出欠を確認します。 

１１月１９日（火）生駒市自治連会主催研修会 

たけまるホールにて 14 時からです。厚生労働省の方の講演が予定されています。平日

ですが出席出来る方は宜しくお願いします。次回の役員会で出欠を確認します。 

・ぐるぐるバス検討委員会 

ぐるぐるバスを中長期の街づくりの一環として検討するために、有識者の方のご意見を毎

月伺っておりましたが、8 月 24 日（土）に白庭台まちづくり委員会の方５名にお話をお聞
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きしました。鹿ノ台ではソフト中心に活動、検討を行っていますが、白庭台では病院そのも

のや白庭駅及びその周辺をどうするかなどデベロッパ的な活動を行って来たとの説明でし

た。各地区われわれの想像以上に活動している事をあらためて認識しました。 

先月の役員会でも中長期戦略を議論しましたが、中長期戦略委員会を立ち上げて鹿ノ台の

将来を真剣に考える組織が必要と思っています。 

・鹿ノ台ショッピングモールの活性化 

ショッピングモールの会長、会計の方と活性化に向けて議論を行いました。モール会員外の

周辺のショップの方も含めて活性化委員会を立ち上げる検討に入るとのことでした。 

ショッピングモールが一つになって活動すれは必ずよい方向へ進むと思っています。 

・第２回ウェルカムミーティング開催 

鹿ノ台に１月から６月に転入された方対象のウェルカムミーティングを６月に実施し好評

を得ましたが、その後に転入された方を対象とした第２回目のウェルカムミーティングを 

来年１月末前後に行いたいと思います。松尾会長を中心に準備をお願いします。 

 

【島原顧問】 

・来年度の予算策定について検討を開始したいと思います。その際に現状では個々の委員の

活動と予算とが連動していない面が見受けられ、その原因は各事業予算の立案過程にある

と思われるので、各事業の予算原案は各委員が提案し、ディスカッションを経て参加型でま

とめ上げて行く方法に変更するのが良いと思われます。 

・例えば歩こう会事業の担当委員はその予算は９０万円と理解されていますが、体育活動費

としては歩こう会とソフトボール大会費用の合計で７７万円しか予算化されておりません。 

・各委員の方には、しっかり今期の予算と実績を把握して頂き、皆さんの参加のもとで次年度

の予算を立てて頂きたいと思います。 

 

 

次回の自治連合役員会は、１０月６日（日）９：３０開催です。 

 

 

連合事務所（いきいきホール内） 

月・水・木・金 ＜開館時間 9:00～17:00＞ 
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