


収入の部

費目 備考

負担金収入 1,031,974 1,124,239 △ 92,265

自治会負担金

事業収入 9,103,724 8,227,217 876,507

東町会館運営事業収入 会館使用料

ｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ運営事業収入

東丘小学校芝生化事業収入 寄附金

夏祭り盆踊り大会収入

新春交歓会収入 参加費

補助金収入 1,300,500 0 1,300,500

市補助金 交付金、助成金

寄附金収入 1,000 0 1,000 科目設定用

その他収入 27,000 25,786 1,214

受取利息

雑収入 共同募金還付分

  当期収入合計（Ａ） 11,464,198 9,377,242 2,086,956

  前期繰越収支差額 0 0 0 連協、夏祭り、芝生、東町会館

  収入合計　　　（Ｂ） 11,464,198 9,377,242 2,086,956

支出の部

費目 備考

管理費 6,092,969 1,742,919 4,350,050

組織運営費 総会、理事会、委員会、部会

事務局費

東町会館管理費

事業費 5,402,148 2,737,033 2,665,115

東町会館運営事業 会館管理、貸室

ｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ運営事業

東丘小学校芝生化事業 芝生保全、啓発・交流イベント

夏祭り盆踊り大会 盆踊り、模擬店等

新春交歓会 地域団体等交流会

情報発信・共有事業
共同新聞発行、HP、地域情報
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

地域自治推進事業
設立記念ｲﾍﾞﾝﾄ、千里ＮＴ50周
年、生涯学習事業等の検討

防災事業 防災講座、まち歩き、冊子

予備費 67,000 0 67,000

当期支出合計（Ｃ） 11,562,117 4,479,952 7,082,165

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） △ 97,919 4,897,290 △ 4,995,209

次期繰越収支差額予定額（B－Ｃ △ 97,919 4,897,290 △ 4,995,209
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定例理事会（第5回）

広報部会報告 ２０１２．９．１６

8月14日（火）と9月9日(日）に部会実施

•①部会活動計画と予算化

•②ｱﾝｹｰﾄの内容吟味(協議会の広報として）

③ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾙｰﾑのｲﾝﾌﾗの整備・強化



活動計画と予算化

2012年度　広報部会活動計画

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
部会運営討議課題の整理 ｱﾝｹｰﾄ検討 ｱﾝｹｰﾄ検討 ｱﾝｹｰﾄ ｱﾝｹｰﾄ纏めHPの運営 HPの運営

情報ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰｾﾝﾀｰ設置検討
ひがしおか新聞の発行 新聞発行 新聞発行 新聞発行 新聞発行 新聞発行
協議会HPの作成・更新 作成発行○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの基盤強化 ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾙｰﾑ光回線切換え検討 切換え 東町会館での使用
地域情報ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの設置 提案審議 ◎
掲示板の(修理）更新 実態調査(7か所） 更新検討 提案審議 更新

【支出の部】
項目 備考 本年度予算額
会議費 定例会館使用料 18,000 広報部会（課題整理、ｱﾝｹｰﾄ、実行策提案） 東町会館会場使用料12,000(@3,000×4回：広報）

ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾙｰﾑｴｱｺﾝ使用料　@100×3時間×２０回=6,000
広報費 広報誌分担金 150,000 ひがしおか新聞（５月、７、９、１１、１、３）=130,200　自治会負担金で執行(既存分）

150,000 ひがしおか新聞発行負担金(地域自治関連他4団体以外の記事）(新規分）、8→12ﾍﾟｰｼﾞと新年号のｶﾗｰﾍﾟ
事務費 印刷代 65,000 会議資料ｺﾋﾟｰ代5,000　印刷機インク代@4,000×15セット=60,000
通信交通費 125,000 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続強化　初期費用10,000＋@5,000×１０回=60,000

電話代27,200、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続@3,143×12≒37,800
謝礼金 180,000 情報ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ謝礼　　@4,00×3時間×5人×５回×6月
設備費 掲示板更新 150,000
小計 838,000
合計 838,000

予算額(総会時）
情報発信・共有事業 558,000
●共同新聞の発行（隔月発行）
●協議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（作成・逐次更新）
●地域情報ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

広報部会



ｱﾝｹｰﾄ(案）
地域自治協議会　理事
地域自治協議会　代議員
東町の団体　代表 各位

「東町の広報についての実態調査」ご協力のお願い

平成24年9月

拝啓　皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　さて、地域自治協議会「広報部会」では今後協議会の広報活動をより良くしていくために、
どれだけ町の皆様に読まれ、役立っているのか、皆様の生活に役立っているのか
地域の代表の皆様に、東町での情報の入手状態をお尋ねするｱﾝｹｰﾄを実施することになりました。
　つきましては、お忙しい中大変恐縮ではございますが、ｱﾝｹｰﾄにご回答の上、同封の封筒にて
ご返信いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
　なお、調査は無記名式とし、ご回答は特定できないようになっていますので、お考えのままを
素直にお答えください。ご回答者の個人的な
ﾃﾞｰﾀが公になることは決してありません。また、調査以外の目的に用いられることはありません。
　本調査の趣旨を何卒ご理解の上、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

◎ｱﾝｹｰﾄの目的：東町の協議会広報として効果ある媒体に重点施策を打つ目安をうる
　　とともに、新たな広報活動協力者の発掘(広報誌､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのｽﾀｯﾌ、ﾓﾆﾀｰ）
◎ｱﾝｹｰﾄの対象：協議会の理事(理事以外選定の２名も）、
　　及び代議員(代議員以外選定の２名も）、東町の約40団体の代表者(代表者以外の選定の２名も）
◎ご回答に際してのお願い
　ｱﾝｹｰﾄの回答は、それぞれの質問の指示に従って、
　同封の回答記入シートにご記入ください。
　（ご記入はHBの濃い鉛筆、ボールペン等で、しっかりマークを塗りつぶしてください。）
◎返送方法
　同封の返信封筒に、ご回答いただいた回答記入ｼｰﾄのみ一枚を入れて、
東町会館2階(郵便局の上）の管理室のﾎﾟｽﾄまたは「ひがしまち街角広場」の投書箱に
入れてください。
◎回答締切日

平成２４年１０月１５日（月）

[お問い合わせ先]
地域自治協議会広報部会長 上田稔

mino1219@mx5.canvas.ne.jp
TEL：050-7578-8819

東丘小PTA、東丘小学校、ﾀﾞｰﾃﾞｨｽﾞ、第八中学校、第八中PTA、八中おやじの会、子供教室
青少年健全育成会、地域教育協議会、ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ、ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ、東丘保育所､ｱｿｶ幼稚園
老人会、民生・児童委員、人権協東丘委員会、女性防火クラブ、東丘新聞委員会
東丘公民分館、東丘校区福祉委員会、防犯協会東丘支部
あかしやの丘ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ　他４０数団体
八千代ｸﾗﾌﾞ、エルダー東町､ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾙｽﾞｼﾆｱ連絡網の会、桜ヶ丘ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ
東丘校区健康づくり推進員会、東丘体育協会、ひがしおか街角広場、千里グッズの会
千里ﾂｲﾝｽﾞ、千里ひじりSC、ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ千里、東丘剣友会、東丘（ｴｲｻｰ）、千里書道
ﾏｰﾒｲﾄﾞ、花みずき(ｶﾗｵｹ）



ｱﾝｹｰﾄ（案）
ｱﾝｹｰﾄ「回答記入ｼｰﾄ」 2012年9月

問１ あなたの年齢を教えてください。（次の①～④の内から、あてはまるものを一つをご回答ください。）
①～19歳　②20～39　③40～65　④65以上

問２ あなたの性別を教えてください。
①男性　②女性

問３ あなたのご職業を教えてください。（次の①～⑥の内から、あてはまるものを１つを回答ください。
①勤務者　②自営業・自由業　③退職者　④主婦　⑤学生　⑥その他

問４ あなたは東町に何時から住んでいますか。
①～１年前　②１年～10年前　③10年～２０年前　④20年以上前

問５ 東町地域団体(PTAを含む）の役員をされたことがありますか。
①ある　②ない

問６ 自治協議会の情報はﾀｲﾑﾘｰにあなたに伝わっている。
①非常にあてはまる　②少しはあてはまる　③あまりあてはまらない　④まったくあてはまらない

問７ 協議会の記事・出来事をどこで一番見たり、聞いたりしますか(どこから入手しますか）
①自治会での理事報告　②広報誌「ひがしおか」　③ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　④掲示板　⑤回覧物　⑥口コミ

問８ 東町の各団体の大きな催し物(ｲﾍﾞﾝﾄ）について、どこから入手しますか。
①自治会での理事報告　②広報誌「ひがしおか」　③ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　④掲示板　⑤回覧物　⑥口コミ

問９ 今後、ご自分の団体の大きな催し物（イベント）について、どの媒体で掲載してみたいですか？
①広報誌「ひがしおか」　②ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「e-senri」　③ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　JIMDO　④掲示板　⑤回覧版　

問１０広報紙「ひがしおか」を良く読んでいる。
①非常にあてはまる　②少しはあてはまる　③あまりあてはまらない　④まったくあてはまらない

問１１広報誌「ひがしおか」の記事を読むのは楽しみであり、役立っている。
①非常に満足　②少し満足　③　やや不満足　④まったく不満足

問１２問１０で③,④に記入された方は何を改良したり、追加したら良いですか。･･･具体的に記入してください

問１３東町のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「e-senri」を良く見ている。
①非常にあてはまる　②少しはあてはまる　③あまりあてはまらない　④まったくあてはまらない

問１４地域協議会ﾉHP(JIMDO)を良く見ている。
①非常にあてはまる　②少しはあてはまる　③あまりあてはまらない　④まったくあてはまらない

問１５問１３、問１４で③，④に記入されたのはどんな理由でしょうか
①ﾊﾟｿｺﾝでHPが見られない　②HPになっていることを知らなかった　③記事内容が不満足であるから
④その他

問１６ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの内容に、自分でﾒｰﾙで反応・回答できるか？
①いつもメールを送っている　②必要ならﾒｰﾙできる　③ﾒｰﾙはできるが回答しない　④ﾒｰﾙできない

問１７ﾒｰﾙのｱﾝｹｰﾄに回答できるか？
①できる　②できない

問１８東町の掲示板を良く見ている。
①非常にあてはまる　②少しあてはまる　③あまりあてはまらない　④まったくあてはまらない

問１９東町の情報源(情報ｿｰｽ）としてあなたが身近に一番感じるのは（もっと充実を一番期待するのは）
①自治会での理事報告　②広報誌「ひがしおか」　③ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　④掲示板　⑤回覧物　

問１７新聞委員会､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのｽﾀｯﾌとして参加したい。
①非常にあてはまる　②少しはあてはまる　③あまりあてはまらない　④まったくあてはまらない

問１８編集・Webﾃﾞｻﾞｲﾝに経験または興味があり、時間が取れる人を方を紹介したい。
①あてはまる　②ややあてはまる　③あてはまらない

問１９問１７、問１８で①、②に記入された方はお名前を紹介ください。

問２０ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのﾓﾆﾀｰとしての活動に興味ありますか（しますか）？
①する　②しない

問２１広報誌、協議会資料の印刷・封筒詰め・配布作業に有料(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協力金が支払われる）で
あれば、参加したい。
①あてはまる　②ややあてはまる　③あてはまらない

問２２問２１で①、②に記入された方はお名前を記入ください。

問２３東町で活動する各種団体の活動内容や役割について良く知っている。
①あてはまる　②ややあてはまる　③あてはまらない

◎質問は以上です。長時間にわたりご協力いただき、誠にありがとうございます。



  

＜地域づくり計画策定部会＞ 

前回の“地域づくり計画策定部会”で決定されたように、部会を “東丘版コミュニティスクール

の検討部会”と“各団地に共通ないしまたがる課題解決の検討部会”の 2 つの部会に分け、本

日それぞれの第 1 回検討部会を開催した。 

第 1 回 東丘版コミュニティスクールの検討部会 

１．日時  2012 年 8 月 12 日（日）19:00～21:00 

２．場所  新千里東町コミュニティルーム 

３．出席者：蘆江部会長（理事）・三村副部会長（理事）・十河（理事）・草場（理事） 

森岡（事務局）、オブザーバー：藤田（豊中市） 

４．議事 

（1）東町のコミュニティスクールを検討するに当たり 

・ 子育て層だけでなく、東町の幅広い層の核となるものでありたい。 

・ これまでの地域活動とは別の視点からこのテーマを検討し、地域のエネルギーとしたい。 

・ もっと住みやすい街であってほしい、そのために街を変えて行くものでありたい。 

・ このテーマや、近隣センターコミュニティルームなどを、もっと東町全体から考え直すチャ

ンスとしたい。 

・ 現在やっている地域活動から得られたものを通して、このテーマの学習と検討をしたい。 

(2)当部会のこれからの活動方針、スケジュール 

東町の地域活動にとって全く新しい活動の導入であり、今後の活動の想定が難しい。まず

初のステップとして「東町のコミュニティスクール像」を浮かび上がらせ、出来上がり図を描き、

そこから恊働団体・手順などを検討して行く。 

(3)「東町コミュニティスクール」についてのフリートーク 

・ex.「豊中千里学園」ブランド力あり、充実した施設を住民へ解放、さらに（小）（中）＋（高）ま

で考えても良い。 

・教育カリキュラムに余裕ができる。 

・ファミリーサポートや放課後の子供教室なども機能させたい。 

・東町の価値が上がる。 

・〈ハード〉実現への時間と費用が課題。〈ソフト〉決断しなければならないことが多い。 

・統廃合、校区などで多方面との接点が必要となる（北町、八中、行政など）。 

５．次回の部会開催 

内容：十河校長先生による「コミュニティースクール学習会」  

・平成 24 年 9 月 16 日（日） 14:00〜16:00  コミュニティールーム 

 

 



  

第 1 回各団地に共通ないしまたがる課題解決の検討部会 
１．日時・場所：2012.8.12 19：20～20：40 於コミュニティルーム 

出席：矢口部会長（理事）・清水博副部会長（理事）・大矢（理事）・横山（理事）、 

   武藤・山田（事務局）、オブザーバー；後藤（豊中市） 

２．取り組む課題と課題検討作業の進め方 

議論を経て、取り組む課題と作業の進め方について次の通り意見を集約した。 

(1)環境改善（各団地内の環境は除く） 

・課題：東町グランド法面の安全策、もみじ橋通り雑木林の整備、こもれび通りの樹木の計

画的植え替え、東町公園・中央公園の利用・活用促進、遊べる水辺の検討、各団地の遊

び場・庭園等の開放・交流、太陽光発電の場として各団地屋上等の活用の提言 

・進め方：課題の中には結論を急ぐべきものと将来の課題がある。今すぐ対処するべきもの

については、早急に東町全体として意見集約する必要があるアンケート調査の実施を検

討すべきである。次回部会で方法論をまとめたい。 

・特記事項：第 4 回理事会で、地域自治協議会に所属するコミュニティルーム運営委員会の

担うアドプトロード清掃活動を当協議会が移管受けすべきとの意見があった。議論したが、

当協議会そのものは実行体制が不十分、4 団体持ち回りで委員長を務める運営委員会

に現状通り委託することとした。なお、清掃範囲を広げて実施している一部団地もあり、地

域全体として検討することとした。 

(2)活動拠点(場)の確保 

・活動拠点(場)：地域自治協議会事務所(新設)、街角広場(代替)、調理配膳室(代替)、集会

室(代替)、倉庫(代替) 

・課題：①近隣センター建替計画の基本構想作成段階に意見反映 

②都市機構建替計画に織り込まれる介護施設等共用施設との関係を考慮 

③東丘版コミュニティスクール計画における地域活動拠点との関係を考慮 

④東町 1 丁目からの距離の遠さ(近隣センタ－建替えは一層遠くなる)を考慮 

・進め方： 

１)課題の①、②に関する正確な情報の入手と、市当局へのの提言ルートの調査 

２)東町諸団体の意見、ニーズ、その根拠となる数値の把握から始める必要があり、次

回の部会には東町に広く参加を呼び掛け、そのメンバーでラウンドテーブルを実施

する。  

(3)高齢者組織の拡充と活用 

・課題：高齢者の安否確認・避難誘導に必要な団地内ネットワークの構築、福祉委員会の

高齢者向けサロン・子育てサロンや世代間交流事業など高齢者組織こそ可能な活動に

協力、個々の高齢者の居場所作り、ディケア・ディサービス施設の東町地域への誘致、シ

ニアクラブのない団地の設立とシニアクラブ連絡会の活動の充実 

・進め方：この部会にて検討する課題は山積しており、当面、シニアクラブ 4 団体連絡会に

おいて検討し、プランとしてまとめ、途中でこの部会に報告することとした（シニアクラブ代

表理事が別途進める） 

(4)地域自治活動への参加促進 



  

・課題：自治会加入率低下への歯止め策、管理組合（自治会と別組織の団地）の参加、東

町 1 丁目の未加入団地・商業施設の参加促進 

・進め方：他の課題を検討する中でこの課題についても織り込んでゆく 

３．今後の部会活動 

(1)次回部会日程 

・9 月 16 日（日）14：00～16：00  於 コミュニティルーム 

(2)部会の開催要領 

・上記２の(1)、(2)を検討することになるが、諸団体・住民に呼びかけ、環境改善、活動拠点

(場)の確保に意見・提言のある人に出席願い、現状把握に努める。 

但し、緊急を要する環境改善の課題については、アンケート調査の実施など早急に具体

化案を検討したい。 

・なお、部会の活動目標についても議論した。部会は、具体的な課題毎に数回の会合を経

て課題の解決手法の検討・整理、理事会への提案を行って区切りとする。 

（部会の理事メンバー以外は、区切りがついたところで入れ替わることになる。） 
                              以上 

 

 





 

第 5 回新千里東町地域自治協議会理事会 
         自治会・団体間 連絡・相談事項 
提出日/2012 年 9 月 7 日（ 金） 

作成者/ 三村  

団体名/ 東丘小ＰＴＡ  

案件/ 連絡・相談事項  

 （自治会・団体を越えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

内容、配布資料（有・無）    ※箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

 

第 5 回定例理事会の連絡・相談事項についてですが 
東丘 PTA からは特にございませんので、ご連絡させて頂きます。 
どうぞよろしくお願い致します。 
 
東丘小 PTA 三村 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宛先/ hidekiy@labrid.jp    事務局共有宛先/ higashimachi.chiikijichi@gmail.com  

FAX/ 06-6834-0799 

電話/ 090-5009-8919 

担当/ 山田 秀樹 

※〆切/理事会開催日の 6 日前（月曜日） 
  





       第５回 定例理事会への報告事項 

                             2012 年９月１２日 

清水 博文 

東町老人クラブ連絡会 

（報告事項） 

 私ども東町老人クラブ連絡会は、４つの老人クラブ（あかしやの丘シニアクラブ、エルダー

東町、ガーデンヒルズシニア連絡網の会、桜ヶ丘シニアクラブ）で去る７月２８日に結成しま

した。代表に清水博文（あかしやの丘）、副代表に藤田征夫（桜ヶ丘）が選任されました。 

 協議会の地域づくり活動計画策定部会の活動方針に基づき、高齢者問題を担当することにな

りました。 

 当面の活動方針として次のことを考えています。 

（1） 東町で老人クラブ未結成の団地・マンションに設立を呼びかけ、高齢者交流の輪を拡げ

ること。 

（2） 高齢者の安否確認の方策の研究と普及 

（3） 東町に老人福祉施設（ディサービス、ディケアセンター、ショートステイなど）の誘致 

 なお、老人福祉施設の誘致計画については去る８月２８日に藤白台ディサービスセンターの

見学を行い、来る９月２８日には、東丘校区福祉委員会と意見交換を行う予定にしています。 

                                   以上 





 

第５回新千里東町地域自治協議会理事会 
         自治会・団体間 連絡・相談事項 
提出日/2012 年 9 月５日（水） 

作成者/ 上田 稔  

団体名/新千里桜ヶ丘自治会 

案件/ 各自治会の独自ｲﾍﾞﾝﾄの紹介依頼                 

 （自治会・団体を越えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

内容、配布資料（有・無）    ※箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

 

各自治会でいろんな企画ｲﾍﾞﾝﾄを実施されているとお聞きしています（例えば、ﾛｰﾚﾙｺｰﾄで音楽会）。 

当桜ヶ丘でも主催、共催含め近々、下記のようなｲﾍﾞﾝﾄを企画しています。 

 ①「桜ヶ丘ﾌｪｽﾀ 2012」 自治会主催･･･11 月 

 ②「落語会&ｼﾆｱ茶話会」ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ主催で自治会共催･･･9 月 

 ③「ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ（大阪音大卒業生）」ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ主催で自治会共催･･･10 月 

今後の桜ヶ丘の自治会主催のイベントを企画していくのにあたり、参考になるイベントを 

紹介をお願い申し上げます。 

 このような、ｲﾍﾞﾝﾄを通じ団地のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをはかって、自治会員を増やしていき、住みやすい 

これからも住みたい団地にしていきたいと考えています。 

 

連絡先（紹介先） 桜ヶ丘自治会長 上田稔･･･mino1219@mx5.canvas.ne.jp 

                                          (TEL:050-7578-8819) 

 

宛先/ hidekiy@labrid.jp    事務局共有宛先/ higashimachi.chiikijichi@gmail.com  

FAX/ 06-6834-0799 

電話/ 090-5009-8919 

担当/ 山田 秀樹 

※〆切/理事会開催日の 6 日前（月曜日） 
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