２０１９年８月３１日

２０１９年９月度 桜台連合自治会 役員会議事録
開催日時
開催場所
出席者

：
：
：

令和元年８月３１日（土）
桜台第一会館 小会議室
各連合自治会 会長９名

１９：００～２０：１５

Ⅰ．桜地区連合自治会関係報告（岡本会長より説明）
１、行政連絡事項等
（０）桜地区スポーツ推進協議会より連絡
桜地区スポーツ推進協議会の井上様から 3 競技への説明と協力要請が有りまし
た。回覧と競技申込み締切りは検討して頂きます。
（１）令和２年度 防犯カメラ設置補助金予算資料の提出について
【資料①】
令和２年度に向けた防犯カメラ設置補助金の予算化のための資料として、別紙
「令和２年度防犯カメラ設置予定調」の提出をお願いいたします。
なお、調査票は、１０月７日（月）までに桜地区市民センターへご提出くださ
い。
市民協働安全課 ☎３５４－８１７９
｛桜台連合自治会：桜台中央公園のカメラ設置を検討していたが、公園の管理
が四日市市公園課の下にあるので、市にカメラ設置を要請している、｝
（２）令和２年度一般財団法人自治総合センターによるコミュニティ助成事業の募
集ついて
【資料②】
一般財団法人自治総合センターでは、宝くじ収入を財源に、コミュニティの健
全な発展を図るため、コミュニティ活動に対し助成を行っています。
令和２年度の助成を希望するコミュニティ組織（自治会など）は、地区市民セ
ンターまでご連絡ください。
①②③は、９月３０日（月）１７時１５分までに市民生活課 ☎354-8146 提出
④は、１０月１１日（金)１７時１５分までに危機管理室 ☎354-8119 へ提出
（３）桜地区一斉防災避難訓練について
別添資料のとおり
（４）こども防犯等情報

自主防災協議会

空き巣、自転車盗多発

【資料③】

別添資料のとおり 【資料④】

（５）漏水調査業務の回覧のお願い
【資料⑤】
上下水道局では、次のとおり漏水調査を実施予定です。宅地内に立ち入る場合
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がありますので、事前の組回覧をお願いします。夜間も公道での濾水調査あり。
・委 託 名：漏水調査業務委託
・業 者 名：フジ地中情報株式会社 名古屋支店 ☎０５２－８５６－２２６８
・委託期間：１０月７日（月）～１１月２２日（金）中の約１カ月間（変更の場
合り）
上下水道局維持課 ☎３５４－８３６０
２．桜地区連合自治会 連絡協議事項
一、前月フォロー事項
１・桜地区防災避難訓練について
今年度も震度６強の南海トラフ巨大地震発生を想定して行います。
⑴ 開催日時 ：９月１日（日） 午前８時００～サイレン吹鳴で訓練開始
⑵ 開催場所 ：桜地区全域が対象となります。
⑶ 対策本部開設：桜地区市民センター２F 大会議室
⑷ 訓練内容 ①住民の安否確認（避難行動要支援者を含む）
②緊急避難地までの安全経路確認（防災マップの見直し）
③指定避難所の場所と経路確認 （防災マップの見直し）
④情報収集と報告（無線機の円滑な対応）
⑤各自治会の上記以外の訓練実施
⑸ その他 ：①当日はヘルメット又は帽子等を着用し、履物は運動靴又はスニー
カー等の動きやすい物でお願いします。
②当日の天候によっては熱中症に気を付けて、水分補給は必ず行っ
て下さい。
③防災避難訓練参加者名簿は３連合自治会統一様式で実施します。
特に、今回は子どもや女性、避難行動支援者等の参加人数の把握
欄がありますので、本部への実施報告をお願い申し上げます。
又、指定避難場所に到着後は各自治会の指示に従って下さい。
⑹ 雨天の場合：雨天決行しますが、３連合自治会については其々の方法で指示を
出して下さい。但し、上記①、④と対策本部報告までは必ず実施
して下さい。
＜協議事項＞
２・令和元年度タウンミーティングの実施について
標題の件については下記の通り実施しますので検討お願い致します。
⑴ 開催日時 ：令和元年１０月２１日（月）１９：００～２０：３０
⑵ 開催場所 ：桜地区市民センター
⑶ その他
：テーマについては「地域における課題」や「市政に期待すること」に
関する具体的なテーマ１件のみ

桜連合伊藤会長を中心に意見、発表を取り纏めお願いします。
2

３・桜地区防災フェスタについて
⑴ 開催日時
⑵ 開催場所
⑶ その他

：令和元年１１月３０日（土）午前８時３０分～
：桜中学校 校舎、体育館、武道館、グランド等
：防災フェスタ委員会の立ち上げ（推進委員の役割分担）と
教諭、一部生徒の参加予定
⑷ 実施内容 ：基本は平成２８年度実施に HUG（案）をプラス予定
今後平成２８年度の計画を基に検討する。
※３連合自治会から各１５名以上動員のご協力をお願い申し上げます。
（但し、対策本部員、自主防災推進委員は除く）

二、当月度連絡・報告事項
１・令和元年度四日市市スポーツ地域有効賞の被表彰候補者の推薦について
標題の件については、桜地区スポーツ推進協議会等において調査しましたが
今回該当者はありませんでした。
２・過日、台風１０号に関する桜地区の概要について
⑴８月１３日（火）１０時００分に四日市市よりタイムライン（事前防災行動計画）
【試行版】の発動ゼロ・アワー（大雨等が想定される時点）について
①タイムラインの発動は８月１３日（火）１０時００分
②ゼロ・アワ―（大雨等が想定される時点）は８月１５日（木）２１時００分
⑵被害状況 ：一部桜台連合自治会南区において「倒木」が発生しましたが、
大事に至りませんでした。（14 日に倒木 撤去済み）
以上、何事もなく無事に台風を回避できましたことを報告します。
３・三重県保健環境研究所モリタリング結果について（平成３１年４月～令和元年６月）
標題の件については資料による所見及び測定データーは問題ないと思います。
詳細は資料のデーターを確認願います。
（別紙資料）
４・四日市市環境部環境保全課よりの報告について
パワープラント四日市山田太陽光発電所造成事業に係わる簡易的環境影響評価
書に対する知事意見について
標題の件について三重県知事の意見が提出されましたので添付資料を参照し
て下さい。
（別紙資料）
５・令和２年度集会所補助金予算資料の提出について
市民生活課より令和２年度予算編成にあたり、その参考資料とするため、
下記の通り要望書の提出依頼があります。
⑴提出資料
⑵提出期限

：「令和２年度集会所 新築・修繕予定調（３０万円以上）」
：令和元年９月２６日（木）
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⑶提出先

：桜地区市民センター館長まで

６・その他資料の配布について
⑴ 四日市市自治会連合会の諮問を受けた財政検討委員会による検討結果の答申
について
（別紙資料）
⑵ 上記 会費についての臨時総会の開催案内について
（別紙資料）
⑶「養老―桑名―四日市断層帯とその周辺」の公開について
（別紙資料）
⑷ 三重県環境学習情報センターよりの「ふれあい祭り」２０１９
（別紙資料）
① 開催日時 ：9 月２８日（土）～２９日（日）１０：００～１５：００
② 4 施設での開催場所：・三重県環境学習情報センター
・星の広場（水沢市民広場）
・四日市市少年自然の家
・四日市市ふれあい牧場
三、事業・行事報告及び今後の予定
８月２７日（火）１９：００～桜地区連合自治会８月度定例会（市民センター）
８月３０日（金）１０：００～第２回共同募金委員会運営委員会（総合会館８F）
９月 １日（日） ８：００～桜地区一斉防災避難訓練（吹鳴と同時にスタート）
９月 ４日（水）１４：００～第３回桜中・小合同 CS 運営協議会（桜小）
９月 ５日（木） ９：３０～第３回桜台小 CS 運営協議会（桜台小）
９月１０日（火）１９：００～桜地区防災推進委員会（桜地区市民センター）
９月１２日（木）
桜中学校：体育祭
三重県西高等学校：文化祭（～１３日）
９月１６日（月）００：００～敬老の日
９月１８日（水） ９：００～四自連 市内視察研修
９月２１日（土）１０：００～伊勢湾台風６０年の集い・みえ（都ホテル３F）
９：００～桜台小学校 運動会
９月２４日（火）１９：００～桜地区連合自治会定例会（桜 市民センター）
９月２７日（金）１９：００～第２回西部ブロック会議（神前市民センター）
９月２９日（日） ９：３０～人権・同和教育講演会（桜地区市民センター）
特に上記人権同和教育講演会は会長より出席要請が有りました

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅱ．桜台連合自治会関係報告（岡本会長より報告）
１、行政連絡事項等を別紙資料に基づき説明あり
二、当月度連絡・報告・協議事項
＜前月フォロー＞
１・９月１日（日）の「桜地区防災避難訓練」の雨天時の対応について
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標題の件について、桜台においては当日雨天の場合は訓練内容が変更になりま
す。
住民の皆様は組長宅に集合し組長に参加報告後はお茶を貰い解散になります
が、各組長さんは自主防災隊長に参加者の情報を報告して解散となります。
各自主防災隊長は桜台支部に簡易無線機で其々の情報を報告した後、第一会館
に集合して下さい。その後は、各自治会長さんと一緒に会館において災害用
DVD を鑑賞して頂きます。
＜連絡・報告事項＞
２・１１月３０日（土）の桜中での桜地区防災フェスタについて
標題の件については各連合自治会より１５名以上の動員要請がありますので
桜台連合自治会としては当日各自治会より２名の動員をお願いします。
但し、対策本部員、自主防災推進委員のメンバーは除外します。
３・令和元年度実施の集会所補助金申請に伴う工事内容について
⑴ 工事内容 ：桜台第一会館 一階大会議室及び二階和室の窓内側レース
カーテンの取替え工事
⑵ 工事見積額：３４０，８００円
⑶ 申請先
：市民生活課
☎354-8146
４・令和２年度集会所補助金予算手続き資料の提出について
⑴ 工事内容 ：第三会館屋根等塗装改修工事
⑵ 工事見積額：約２，７００，０００円
⑶ 提出先
：市民生活課（但し、桜地区市民センター館長経由）
⑷ その他
：来年度予算に計上が必要
５・東邦液化ガスによるご家庭のガス管改修工事の件
標題の件については別紙資料に基づき改修工事が実施されますので、ご連絡致
します。
６・敬老事業の記念品配布について
今年度の敬老事業は桜台連合自治会の行事として１１月３日（日）文化の日に
文化祭と合同で実施します。但し、敬老者の記念品は下記内容で９月１６日（月）
敬老の日の前後に各自治会よりお届け致します。
記
⑴ 記念品
：ECORCE（エコルセ）
素材本来の旨味を引き出したサクッと軽い食感の焼き菓子
⑵ メーカー
⑶ 購入先

：本高砂（本社 神戸）
：近鉄百貨店四日市店 外商経由
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⑷ 四日市市よりの補助金

：一人当たり７００円

⑸ 商品１個当りの単価
：１，０８０円
⑹ 桜台連合自治会負担金 ：約２４５，０００円（＠一人当たり１６５円負担）
（交渉後の負担金）
⑺ 対象人員
：１，４９０人
⑻ 商品引き渡し日
：９月１０日（火）（第一会館にて）
(9) その他 配布用記念品紙袋に敬老事業案内のチラシを必ず入れて下さい。
７・桜地区スポーツ推進協議会主催の競技開催について
（別紙資料）
標題の件につきましてスポ協井上副会長より別途資料に基づき説明がありました。
各自治会への案内は別途あるようです。又、案内時期が例年と比べ１ヶ月程度
遅れているため、各自治会に対し格別のご協力をお願いしたい要請がありました。
８・桜地区人権・同和教育推進協議会からのお願い
（別紙チラシ資料）
上記協議会の福山良久会長から下記内容の防災講座に対する出席要請があり
ます。出来るだけのご出席お願い申し上げます。
記
⑴ 防災講座
：生きる活力を信じて 人権尊重の支援を！
⑵ 講
師
：浦野 愛さん
⑶ ＜プロフィール＞
⑷ 講座日時
⑸ 開催場所
⑹ その他

：認定特定非営利活動法人 レスキューストックヤード
常務理事
：令和元年９月２９日（日）
９：３０～１１：００
：桜地区市民センター 大会議室
：① 主催 ：桜地区人権・同和教育推進協議会
② 協賛 ：桜地区連合自治会
桜地区自主防災協議会

三、事業・行事報告及び今後の予定
８月３１日（土）１９：００～桜台連合自治会 役員会
９月 １日（日） ８：００～桜地区防災避難訓練（桜地区対策本部 設営）
９月 ４日（水）１４：００～第３回桜中・小合同 CS 運営協議会（桜小学校）
９月 ５日（木） ９：３０～第３回桜台小学校 CS 運営協議会（桜台小学校）
９月 ８日（日）１９：００～第３回桜台自主防災作業委員会（第一会館）
９月１０日（火）１９：００～桜地区防災推進委員会（桜地区市民センター）
９月１２日（木）
～桜中学校体育祭
～西高等学校 文化祭（１３日まで）
９月１５日（日） ９：００～桜台定例清掃作業日
９月１６日（月）
敬老の日
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９月１８日（水） ８：００～四自連市内視察研修
９月２１日（土） ９：００～桜台小学校運動会
１０：００～伊勢湾台風６０年の集い（都ホテル３F）
９月２４日（火）１９：００～桜地区連合自治会定例会（桜地区市民センター）
９月２７日（金）１９：００～第２回西部ブロック会議（神崎地区市民センター）
９月２８日（土）１９：００～桜台連合自治会 役員会（桜台第一会館小会議室）
９月２９日（日） ９：３０～人権・同和教育推進協議会 講演会
（桜地区市民センター）
以上

連 絡
◎次回、桜台連合自治会

役員会

９月２８日（土）１９：００～桜台第一会館
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小会議室

