平成 25 年度 竹の台地域委員会定期総会議事録
1.開催日時

平成 25 年 4 月 28 日(日)10 時 00 分〜11 時 50 分

2.開催場所

竹の台地域福祉センター2 階集会室

3.出席者

竹の台地域委員会 筧委員長ほか委員 34 名

4.議事概要
午前 10 時定刻に始まり、上程した 8 つの議案全てが承認・可決された。
5.議事内容
水野事業部長の司会で始まり、開会に当たり、筧委員長が 1 年間の委員各位の支援・協
力への謝辞と、「24 年度は、まちづくりワークショップ・地域ケア会議の開催、神戸っ子
応援団の結成などの具体的な取組みで大きな進展があり、安全・安心で住みやすいまちづ
くりのために大きく前進した。一方、コミュニティビジネスや MPO 法人の設立については
今一歩踏み出すことができなかった。本日は、ここ一年間の活動報告と新年度の計画につ
いて説明・提案させていただく。充分な審議をお願いしたい。地域の高齢化について一言
申し上げると、平成 4 年に、この竹の台地域委員会の前身の竹の台ふれあいのまちづくり
協議会が発足したが、その時 70 歳以上の方を対象に開催した敬老会への出席者は対象者 8
名中、
5 名であった。
それが 21 年後の現在では、
65 歳以上の方が 1,953 名にも上っている。
思っている以上に竹の台、西神ニュータウンの高齢化は急激だ。また、それに関連して、
私個人の問題意識として、地域の高齢化に対応する行政サービスが十分ではないと考えて
いる。区役所のある遠い玉津までわざわざ行かなくても、西神中央出張所で各種行政サー
ビスがこなせるよう支所への格上げも必要ではないかと思う。これについては、竹の台円
卓会議等を通じ区役所の考えも聞いてみたい」と挨拶。
続いて、出席した光田多賀子竹の台小学校長が、「4 月の人事異動で着任した。前任地
は御影小学校。竹の台小学校への異動が決まったとき、多くの同僚から『良い地域への転
勤ですね』とうらやましがられた。実際に着任してみると、子供達は本当に明るく生き生
きとし、地域の人々も子供達を健全に育てようとする意気込みを感じた。登下校の見守り
人々の黄色いベストに何よりの安心を感じる。地域の協力を得て、神戸っ子応援団も発足
したが、学校、地域、保護者が一緒になって子供達の 9 年間の健全育成に取組んでいただ
きたい」と挨拶した。
続いて、玉置章司西神中学校長が、「同じく 4 月の人事異動で着任した。前任は教育委
員会。筧委員長の挨拶の中で『中々行政は前に進んでくれない』との指摘があったが、内

心忸怩たる思いがある。やはり地域に軸足をおき『子供達のために』考え行動することが
第一と思う。良いシーズンになり、これから休日を中心に中学校のスポーツ大会が盛んに
なる。
ご家庭の皆様には色々とご負担をかけるが、
よろしくバックアップをお願いしたい。
美竹っ子応援団(神戸っこ応援団の愛称)では地域の皆様にはボランティアとしてさまざま
な形で学校への支援、協力をお願いしたい」と挨拶した。
続く議長選出では、司会者が、三島隆夫氏(地域委員会施設部長)を推薦し承認された。
<三島氏 議長席に登壇>
(議長)それでは、議案の審議を始めます。議案審議の前に定足数の確認ですが、本日の出
席者は 34 名、委任状提出者 7 名で、合計 41 名となり、委員定数 53 名の過半数以上となり
ましたので総会が成立することを確認します。
本日の上程議案は 8 議案。時間の制約もあるので、8 議案を一括して説明・提案してい
ただく。
それでは、第 1 号議案から順次提案して下さい。
(水野事業部長) <資料に基づき、第 1 号議案の 24 年事業報告を行う>
(山本会計)

<資料に基づき、第 2 号議案のうち 24 年度地域委員会会計報告を行う>

(森川福祉部長) <資料に基づき、
第 2 号議案のうち 24 年度たけのパーク会計報告を行う>
(議長)それでは、会計監査報告をお願いします。
(西田監事) <会計は適正に処理されている>と監査報告をした後、「会計報告の中であっ
たように、仮払いなど本来の収支とは関係のない項目がある。今後、財政規模も大きくな
り収支も複雑になることが考えられることから、収支計算書とは別に財産目録が必要にな
る」。また「桑ノ木幼稚園の給食事業受託が 24 年度の事業報告に全く入っていない。24
年度に検討した経緯があるので事業報告として明記する必要があった」。さらに「たけの
パークの事業は、車両衝突事故による保険金支払いと県民交流広場事業助成を除くと、収
入の約 510 万円に対し、支出は約 530 万円で実質赤字経営となっている。補助金の切れる
25 年度までにより効率的な運営を心がけ、赤字経営を脱して欲しい」と付け加えた監査報
告をした。
(議長)それでは、続いて第 3 号議案の「地域福祉センター利用規程の一部改正」について
提案願いします。
(森川福祉部長) <資料に基づき、第 3 号議案の提案を行う>
(議長)それでは、続いて第 4 号議案の「25 年度新役員の増員」について提案願いします。
(筧委員長)

<資料に基づき、第 4 号議案の提案を行う>

(議長)それでは、続いて第 5 号議案の「25 年度事業計画」について提案願いします。
(浜防災・防犯・環境部長)

<資料に基づき、第 5 号議案の提案を行う>

(議長)それでは、続いて第 6 号議案の「25 年度会計予算案」について提案願いします。
(山本会計)

<資料に基づき、第 6 号議案のうち地域委員会会計予算案の提案を行う>

(森川福祉部長) <資料に基づき、第 6 号議案のうちたけのパーク会計予算案の提案を行う>
(議長)それでは、続いて第 7 号議案の「NPO 法人の設立」について提案願いします。
(水野事業部長) <資料に基づき、第 7 号議案の提案を行う>
(議長)それでは、続いて第 8 号議案の「個人情報の取り扱い」について提案願いします。
(絹川広報部長) <資料に基づき、第 8 号議案の提案を行う>
(議長) 以上で、第 1 号議案から第 8 号議案までの提案と、監査報告を行いました。それで
は、整理して第 1 号議案から第 4 号議案までの議案審議をお願いします。
(委員) <本人の連絡先電話番号間違いの訂正の後> 地域福祉センターの受付業務は、午前
中だけだが、午後に受付を訪ねてくる方がいらっしゃる。我々センター利用者が応対に出
ることもしばしばで、どう対応して良いか分からない。竹の台総合新聞等で受付方法、受
付時間帯等を住民の皆さんに周知してくれないか。
2 点目は、第 3 号議案の地域福祉センター利用規程の改訂として、毎週水曜日の一般開
放の取りやめが提案されているが、それはなぜか。自由に使える日が一日ぐらいあっても
良いと思う。
(絹川広報部長) 地域福祉センターの受付方法、受付時間帯等については、改めて竹の台総
合新聞で周知したい。
(議長) 施設部長の立場として言うと、サークルや一般利用者から、水曜日にも使用したい
との声が多い。また、「なぜ運営協力金を支払わないのに利用ができるのか」という投書
もあった。利用者の要望を満たすことと、センターの利用率向上のため提案したものだ。
(委員) 了解。
(議長) 他にご意見はございませんか。無いようですので、第 1 号議案から第 4 号議案まで
についてご承認していただける方は、拍手をお願いします。
<拍手多数>
(議長) 拍手多数ですので、第 1 号議案から第 4 号議案までは承認されたと認めます。それ
では、続いて、第 5 号議案から第 8 号議案まで一括の審議をお願いします。
(委員) 事業計画に、「避難場所の運営マニュアルを策定する」とあるが、竹の台の場合、
指定避難所は学校のはずで、学校が避難所の運営マニュアルを作っているのではないか。
(浜防災・防犯・環境部長) 神戸市から、「地域においても避難場所の運営マニュアルを作
るよう」指導されている。当然、学校の持つマニュアルとの整合性を図る必要がある。
(西田監事) 避難所は、学校だけでなく、ここ地域福祉センターも高齢者用の避難所に指定
されている。そういった意味でも地域が運営マニュアルを作る必要がある。
(委員) 了解。

(議長) 他にご意見はございませんか。無いようですので、第 5 議案から第 8 議案までにつ
いてご承認していただける方は、拍手をお願いします。
<拍手多数>
(議長) 拍手多数ですので、第 5 議案から第 8 議案までは承認されたと認めます。
以上で、本日上程しました議案は全て承認、可決されました。委員各位には、迅速なご審
議にご協力いただきましてありがとうございました。これにて議長を降りさせていただき
ます。
(司会：水野) これにて 25 年度の竹の台地域委員会の定期総会は終了しましたが、報告事
項が 3 点ございます。たけのプラザ集会所運営委員会からの報告を森川さんからお願いし
ます。
(森川福祉部長) <私が、たけのプラザ集会所運営委員会委員長を兼務しているので報告す
ると断って> 資料により説明。
(司会：水野) 続いて、「美竹っ子応援団の設立と地域委員会の支援」について、浜さん
から説明願います。
(浜防災・防犯・環境部長)

<資料により説明>

(司会：水野) 続いて、竹の台地域委員会をはじめとした竹の台地区の年間スケジュール
と自治会等への依頼事項がございます。森川さんから説明をお願いします。
(森川福祉部長)

<資料により説明>

<以上の報告事項について、特段 意見はなかった>
(司会:水野) ありがとうございました。終始熱心な討議で予定通り終了しました。これに
て本日の総会を終了させていただきます。
以上
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