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逆瀬台小学校区まちづくり協議会「ゆずり葉コミュニティ」 

     ８月度役員会開催のお知らせ（ご案内） 

 

ご多忙のところ、万障繰合わせの上ご出席の程、よろしくお願いします。 

日 時：平成２７年８月２日（日） １０：００～１２：００ 

場 所：逆瀬川マンション集会室 
 
 
 
 
 
 
 

≪ 議  題 ≫ 
報 告  

(1)「コミュニティ協賛金」について                 (西澤委員) 

  27 年度協賛金の現金納入は、当日 9:50～10:00 でお願いします。 

(2) 6/1(日) 定時役員会議事録について               (鬼頭書記) 

    資料 １～２／７頁 

(3) 6/10(水)「まちづくり協議会代表者交流会」議事録について    （活動局長） 

    資料 ３～５／７頁 

(4) 白瀬川ブロックの「助け合い」と「防災対策」ワークショップ   （活動局長） 

  (5) 宝塚市健康づくり推進員の推薦について               (会長) 

      石谷(阪急逆瀬台Ｍ)、赤坂(青葉台)、金城(光ガ丘)……27/8～29/8 

(6) 10/1 付発行の「ゆずり葉だより」秋第８１号について       (事務局長） 

    原稿締切り⇒8/21(金)    引き取り⇒9/20(日) 

 議 案 

(1) 10/17(土)「ゆずり葉まつり」について             (ゆずりは会） 

(2) 平成２7年度「活動登録助成金配布訂正表(案)」について       (会長) 

    資料 ６～７／７頁 

(3) 10/5(日) 逆小校区「福祉ネットワーク会議」の開催について      (会長) 

      午前 10:00～11:20 

 ＊＊ その他事項について 
以  上 

逆瀬台小学校区まちづくり協議会
「ゆずり葉コミュニティ」

会長 中 村 一 雄  
TEL ７２－５６４４ 

平成２７年７月２２日

（逆小が耐震工事中のため）

 県道 逆瀬川駅 西高

ファミリ 
ーマート
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Ａ棟

逆瀬川マンション 

集会室 



平成 27 年 6 月 7 日 

逆瀬台小学校区まちづくり協議会 

「ゆずり葉コミュニテイ」 

書記 鬼頭 勝 

 

「平成 27 年 6 月度役員会」議事録 

 
日時    平成 27 年 6 月 7 日（日） 10：00 ～ 

場所    ゆずり葉コミュニテイルーム 

出席者   議決権者  中村、千秋（委任状）石谷、由利、大下、古泉、谷川原、能瀬 

大河内、斎藤、栗山、安木、安積、石丸、鬼頭、 

      非議決権者 西沢、比良、 

      ゆずりは会 大西、大西、岡本、杉町、増見、 

                 ＜ 議題 ＞ 

報 告 
（1）「ゆずり葉まつり」について 

ゆずりは会の岡本氏（ゆずり葉まつり担当）から、今年の「ゆずり葉まつり」の開

催日と場所、内容（ほぼ前年通り）の簡単な説明と、実行に際してのコミュニテイ

に対する従来通りの協力要請があり、基本的には了承した。 

日時・場所：10 月 17 日（土） 逆瀬台小学校 校舎・体育館内中心で開催する 

※ 派遣人数・協力内容等実施に際しての詳細は、８月の役員会で書面をベース

に確認・決定する。 

※ 音響ボランティアについては黄地さんの都合を確認する（古泉さん） 

※ 駐車許可台数を増やしてほしいとの要請あり、検討する 

※ 市の広報誌への掲載を検討してはとの提案があった。 

 
（2）平成 27 年度定時役員会議事録について 

中村会長から、5/10 開催の定時役員会の議事録につき、資料 1～2/5 頁に記載の通り

なので説明は省略したい旨申し出があり、了承された。 

 

（3）逆小耐震工事に伴う 8/2（日）開催の役員会の会場変更について 

   中村会長から、次回の役員会開催会場は、上記理由により逆瀬川マンション集会室

（10：00～）に変更する旨の説明があり、全員了承した。 

※ 駐車場 5 台分確保する 
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（4）７／１付発行の「ゆづり葉だより」夏第 80 号について 

   石谷事務局長から、「ゆずり葉だより」の引取日が 6/21（日）午前 10 時～11 時なの

で、必ず引き取りに来て欲しい旨の案内と要請があった。 

 
議 案 
（1）コミュニテイ協賛金について 

   中村会長から、3/5 頁に基づいて、今年度の協賛金の支払いについての説明と依頼が

あり、全員承認した。 

現金支払いの場合は、次回役員会の 8/2 9：50～10：00 経理委員まで。 

振り込みは出来たら 7/24 迄にお願いしたい。 

   ※戸数確認 ゆずり葉台 95、 パーク 151、 

戸数変更 青葉台 309→304、宝梅園団地 170→165 

 

（2）平成 27 年度「活動助成金配賦表（案）」について 

   中村会長から、資料 4/5 頁に基づき、本年度は内容の一部整理・見直しを行い、総額

590＋（40）千円の助成金を配賦したい旨の提案があり、全員承認した。 

   本議案が承認された結果、後日、資料 5/5 頁の活動事業助成金決定通知書を各団体に 

渡す旨の説明があった。 

 
その他 
（1）新規役員名簿について、 

・シャンティー   石丸誠一 逆瀬台 3―11－1－301 ℡72－2538 

・パークマンション 安積 寛 逆瀬台 2－7－30－711 ℡73－5875 

（2）「白瀬川ブロック地域創生活動」のワークショップ実施について 

  石谷事務局長から、白瀬川ブロックで 6/27、7/12、8/30 にワークショップを開催する

こと、ワークショップに併せて、花園大学川島先生の「高齢化地域における住みよい

街と文化」、7/12 には防災士の江頭先生の「防災の話」の講演があるので、興味のある

かたは、ご参加下さいとの紹介があった。 

   

以上 
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宝塚市まちづくり協議会代表者交流会(平成２７年度・第１回) 報告 
 

 

日  時   平成２７年６月１０日（水）14：00～16：00 

場  所   宝塚上下水道局３階 第一会議室 

 

出席者    まちづくり協議会（１９） 

市民協働推進課 梶原課長、吉岡係長 川上 

 

 

議事概要（要旨）  

   

１． 平成２７年度まちづくり協議会代表者の紹介 

  上田室長（前任：行財政改革室へ）と古家室長（新任：産業振興室より）よりひと言ずつ

ご挨拶をいただきました。 

 各まちづくり協議会代表者より自己紹介としてひと言ずつご挨拶をいただきました。 

 

２． 平成２７年度 座長・副座長の選出 

  今年度は第３ブロックから、座長 宝小喜多会長、副座長 売布良峰会長、すみれ松永

会長の３名に担当していただくことになり、座長 喜多会長よりご挨拶をいただきました。 

 

３． 市からのお知らせ 

  市民協働推進課：事務局より、資料に基づき説明。 

① 平成２７年度の体制について 

梶原課長より、まちづくり協議会担当者（吉岡係長、川上）の紹介がありました。 

 

② 住民自治組織のあり方に関する調査専門委員会のヒアリングについて 

(Q)ヒアリングでは事前にどのようなことを質問されるのか知っておく必要があるのか？ 

(A)質問というより、各まちづくり協議会の現状を説明していただき、その説明について質

疑がなされることになる。 

  

(Q)「出席者は、各まちづくり協議会１人とする。」とあるが、代表になって間もないので

歴史的背景等わからないことがある。２名ではだめなのか？ 

(A)原則１名で、説明ができる方にお願いをしたい。しかし、このような意見があったこと

を６月１５日（月）の会議でお伝えをする。 

 

(Q)６月１５日（月）には、全自治会にヒアリングが行われるのか？具体的には？ 

(A)全自治会ではなく、自治会連合会、自治会ネットワーク会議にヒアリングを行う。 

 

 (Q)なぜ自治会ネットワークの設立をあっという間に承認したのか？市はもう一度話し合

いを求めるべきではないのか？ 

  (A)このような意見がありましたことも、６月１５日（月）の会議でお伝えをする。 

 

 (Q)行政に対して、我々はこれからどう動いて行ったらよいのか？ 

  (A)調査専門委員としての意見を市のほうにお聞かせいただき、市も検討していく。 
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 (Q)第１次ヒアリングについて、「第１ブロック、第５・第７ブロック」とあるがこれらを

まとめてヒアリングが行われるのか？ 

  (A)各ブロック５０分ずつのヒアリングが行われる。（第１ブロック５０分行った後、第５・

第７ブロックに対し行う。） 

  

 (Q)ヒアリングについて７月から９月の間とあるが、これは１回しか行われないのか？  

  (A)各ブロック１回の予定で考えている。 

 

○商工勤労課：サマーフェスタ模擬店出店案内  

滝沢係長より資料に基づき案内がありました。 

(Q)２２：００までということだが、青少年の健全育成の立場から見ると遅すぎるのではな

いか？普段「早く帰りなさい。」といっているがこの日だけは良いのか？もし事故でも起

こってしまうと大変な責任問題になるもではないか？ 

  (A)実行委員会にも、このような意見があったことを持ち帰って伝える。 

 

○健康推進課：宝塚市健康づくり推進員の推薦依頼について 

健康推進課より、資料に基づき説明がありました。 

 (Q) 推進員に資格は必要か？引き続き推進員になってもよいのか？内容に変更はないの

か？ 

  (A)資格は不要。引き続き推進員になることも可能。内容に変更はない。 

 

 

４． 各まちづくり協議会の取組状況の報告について 

○特に皆さんにお知らせしたいことを、お話いただきました。 

  ・長尾台 熊沢会長より雲雀丘開発１００周年記念のご案内がありました。 

 

 ○防災活動について下記の意見等がありました。 

  ・防災活動についてはイベントを行っているが、果たしてイベントだけでよいのか？継

続的な活動が必要とされるのではないか。 

 

  ・特に要援護者に対する地道な活動が必要になる。問題意識やまちづくり意識を住民の

方々に持ってもらうことも必要である。まちづくり協議会と自治会との連携をいかに

進めていくかが重要となるのではないか。 

 

  ・中山台コミュニティでは特に防災システムが確立している先進地域である。 

   １月２０日に防災訓練を行ったが、住民の間に温度差があるように感じた。地区の自

主防災会を再建し、小学校・コミュニティ・自主防災会の３つで毎年防災に関して取

り組んでいかなくてはいけないと感じた。 

 

  ・民生委員と自治会も連携していく必要がある。 

 

  ・各自治会の地域防災計画（火災時の対応等）について、中山台の地域防災計画をみせ

ていただいた。コミュニティで行うにはどうしたら良いのかと思い、消防署へ行った

ところ「自治会にやってもらっているので、コミュニティでは認めたところはない」

との返事があった。先日、地域防災についてコミュニティで行ってほしいとの通知が

あった。総合防災課に尋ねたところ、自治会かコミュニティなのか明確な回答が得ら

れなかった。計画書を出すのはまちづくり協議会単位で。とあった。 
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  ・防災はコミュニティが中心となって行っていく必要があるように感じる。良元コミュ

ニティでは、毎年小学校４年生を対象に避難所の確認等防災訓練を行っている。これ

からより地域同士のつながりが重視されるのではないか。 

 

  ・コミュニティすみれでは、避難誘導、情報、避難者支援、備品、防災訓練５つの文科

会を立ち上げて活動を行っている。また、中山台コミュニティや長尾地区コミュニテ

ィの活動を知り、熱心に取り組んでいる。まちづくり協議会でもお互いに助け合って

いくことが必要になるのではないか。 

 

  ・昨年夏行われた、「かえるキャラバン」のように子どもたちが楽しみながら防災に触れ

るきっかけを作ることが必要になる。 

 

  ○また、高司 久米会長より、「夏休み宿題やろう会」のご紹介がありました。 

 

５． その他 

① 宝塚市奨学生選考委員選出（学事課）→小浜 藤本会長 

② 身体障害者補助犬シンポジウム実行委員選出（障害福祉課）→ゆずり葉 千秋会長代

理 

③ ハーフマラソン大会実行委員選出（スポーツ振興課）→第一小 水口副会長 

④ パブリック・コメント審議会委員の選出（市民相談課）→宝小 喜多会長 

⑤ 自立支援協議会全体会委員の選出（障害福祉課）→西谷 小中会長 

① から⑤について、吉岡係長より選出委員の紹介がありました。 

⑥ NPO センターより講座のご案内 

６月１１日（木）開催の講座について説明がありました。 

    

６． 次回の日程 

日 時      平成２７年９月９日（水）14 時～16 時 

     場 所      上下水道局 ３階 第１会議室 

     主なテーマ(案)  未 定 

 

５／７頁 



 
 
 

 

 

     ★ 年末年始地域ささえ愛事業３万円は１０月４日の役員会で決定する。 

 

名       称 配賦額=千円 
( )＝財源元 

代表活動申請者 

① 光ガ丘クラブ（自治会・老人クラブ） ９０(社) 古泉・西澤 

② 光ガ丘クラブ（福祉活動） ３０(社) 吉川睦美 

③ 逆瀬台桜まつり ３０(市４) 由利 徹 

④ 逆瀬台夏祭り ６０(市４) 由利 徹 

⑤ 逆瀬台文化祭 ８０(市４) 由利 徹 

⑥ 逆瀬台自治会(福祉部さつき会・サロンド逆瀬台) ３０(社) 由利 徹 

⑦ ゆずり葉健康づくり推進活動・散策路整備会議 １０(市活) 中村一雄 

⑧ シネマ シアタークラブ ３０(市活) 千秋良雄 

⑨ ゆずり葉健康カラオケサロン ３０(市活) 千秋良雄 

⑩ 白瀬川の自然を守る会 ２０(市活) 千秋良雄 

⑪ 白瀬川両岸集合住宅協議会 ３０(市活) 千秋良雄 

⑫ 「比翼の会」 ２０(市活) 鬼頭 勝 

⑬ 逆瀬川グリーンハイツ夏まつり ２０(市活) 鬼頭 勝 

⑭ ゆずり葉シニアサロン（会場使用料４万） １０+(４０) 内田佑子 

⑮ ゆずり葉いけばな子ども教室 ２０(市活) 清水妙子 

⑯ ゆずりは文化教室 ３０(市活) 石谷清明 

⑰ ふれあいサロン・アヴェルデ １０(社) 大迫規子 

⑱ 午後のふれあいサロン・ひまわり １０(社) 宮部鶴子 

⑲ なごみサロン １０(社) 川上雅也 

⑳ 遊楽里・西山 １０(社) 大河原礼子 

○21 サロン・ド・シャンティ １０(社) 岡野邦子 

○22 サロン青葉  ５(市活) 村田敬子 

○23 宝塚ゴルフクラブ一時避難事業 １５０(社) 千秋良雄 

予算：市活動=225 千円、市４=170千円、社=350千円＋(40千円) ７４５+(40) ― 

平成２７年度活動助成金配布表（案） 
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