
 

 

第５回新千里東町地域自治協議会理事会 議事録 

日 時 2019 年９月 15 日（日）10 時～12 時 35 分 

場 所 新千里東町会館 2 階集会室 

出席者 理事 総数 19 名中、出席者 16 名 

   小川（会長）、勝久、岡本、花城（以上副会長）、田村（会計）、藤岡（書記）、 

   奥田、永尾、園田、日髙、森川、河村、清水、山地（代理：田尻）、原、 

   寺村（欠席：北島、埜口、阿部） 

 監事：（欠席；植田・赤井）、相談役：（欠席；東丘小校長・大森） 

 
事務局：玉富、傍聴：２名 

オブザーバー：村上・中井（豊中市） 

 

議事 

１．千里体育館竹林館長からの参加依頼 

  高校野球 101 周年を記念して、高校野球発祥の地である豊中ローズ球場で 10 月 26 日（土）

に実施される『豊中スポーツ魂 ギネス記録 町おこしニッポン 「人文字で作った最大のバ

ットとボール」に挑戦』について、5 分間静止できる人のできるだけ多数の参加について依頼

がありました。なお、チラシには予定人員 500 名と記載されていますが、10 月中に同種の挑

戦が行われる予定であるため、ギネス記録に認定されるためには 800 人程度で人文字を作る

必要があるとの説明がありました。 

  また、10 月 14 日（祝）に開催される「体育の日の事業 チャレンジだ！ スポーツだ！ 

 2019」についても、参加の呼びかけがありました。 

 

２．前回理事会議事録の確認 

  2019 年度第３回理事会議事録について確認し、「9 その他」の記載中「カレーパーティー」

を「カレーキャンプ」に修正するほか、原案のとおり承認されました。 

 

３．2019東町夏まつり報告 

  2019 東町夏まつりには、自治会や各種団体合わせて 44 団体の参加がありました。 

  会計については現在整理・集計中ですが、模擬店の売り上げは計 109 万 1,510 円、各自治

会からの協賛金は計 2,500 戸・50 万 190 円、ほか商店・企業等から景品や協賛金をいただ

きました。また、テントや模擬店機材等のレンタル料は 27 万 8,000 円でした。 

  協議会出店の模擬店に関しては、ゲーム系の販売価格を 100 円から 150 円に値上げしたこ

とによる販売数量の減少が懸念されましたが、減少は想定よりも少なく、売上金額の増加に寄

与したことが、報告されました。 

  なお、ゲーム系の販売価格を 150 円に値上げしたことに対して、以下のような意見があり

ました。 

 ア 150 円にするならば、自主出店も 150 円として欲しい。 

 イ 幼児向け、小学校低学年向けのゲームは、150 円の価格設定では厳しい。 

 ウ 完売するために、値下げするタイミングが難しかった。 

  協賛金に関して、以下のとおり報告がありました。 



 

 

  ア 各マンションからの夏祭り協賛金は、予算額を上回ったものの、減少傾向に歯止めがか

からないこと、 

  イ 企業協賛金は、前年並みの件数は確保できたものの、金額の大幅な増加は難しい見通し

であることが、報告されました。 

  また、公民分館が50周年記念で購入したテント10張りを利用することができ、10万8,000

円の経費削減となったことが紹介されました。 

  なお、夏祭り抽選会の残った景品については、以下のとおり活用することを承認しました。 

  ア １等（千里阪急ホテルお食事券）1 本 ： 千里阪急ホテルの了解を得た上でキャンド

ルロードのフォトコンテストのグランプリ景品として流用する 

  イ 2 等（せんちゅうパルお食事券）2 本 ： 使用期限が 9 月末であることから、夏祭り

の運営に協力頂いている電気工事とステージ音響を担当している方にお渡しする。 

  また、夏祭りの出店に関しては引継ぎが大切なので、出来るだけ早いうちに書面による引き

継ぎ書を作成することが必要との指摘がありました。来年は、消費税増税後の開催であること

から必要経費の増加が予想されるので、余分な経費の削減のためにも、仕入数量や机・椅子の

必要数、弁当の数など、今回の実績を踏まえて見直して引き継いで欲しい旨、依頼がありまし

た。 

 

４．委員会報告 

１）東町会館運営委員会は、第 1 回ワークショップでのメインテーマのうち、屋根形状に関し

ては勾配屋根を選択することで合意し、理事会も承認しました。また、外観の色に関しては、

東地区のマンション外観イメージが具体化した段階で判断することとし、第 3 回ワークシ

ョップで外観素材の見本を提示して貰い、検討することとしました。 

  また、第 2 回ワークショップでのメインテーマのうち、土足仕様／上履き仕様に関しては、

土足仕様を選択することで合意し、理事会も承認しました。また、トイレに関しては、男女

別と多目的の３種類を設置することで合意するとともに、多目的トイレについては地区会館

の面積を考慮して必要最小限の範囲内のものとする方向で検討を進め、車椅子の方の意見を

伺うとともに、豊中市に大阪府福祉のまちづくり条例の基準を確認することとしました。併

せて、新しい近隣センターの核店舗内にある程度の設備を備えたトイレを設置することにつ

いて、再開発組合と市に申し入れることを合意し、理事会の承認を得ました。 

  オープンスペースについては、新設予定のカフェと共に交流や情報の受発信が行える場所と

して次回以降に具体化していくこととしました。 

  また、会館の出入り口について、北側の１箇所はカフェ専用として、別に西側にも出入り口

を設けることで合意し、プラン変更に床面積の変更について関係者に確認をとるとともに、

市にプランの変更を伝えることについて理事会の承認を得ました。 

２）キャンドルロード実行委員会は、今年度の東町キャンドルロードのテーマを「夢 DREAM」

とし、メイン会場には竹を使った竹灯りを設置するほか、点火式、フォトコンテスト、スタ

ンプラリーなどを実施することとしました。また、開催要領については、（細部で調整中の

部分について留保して）大筋で承認を得ました。 

  なお、スタンプラリーについて、無人スタンプコーナーとして設置することと、景品の受け

渡しは本部のみで行うことについて、承認を得ました。 

  また、キャンドルに使用する消耗品の引き取りについて、次のとおり報告がありました。 



 

 

  ア 紙コップ ： できるだけ早く引き取りを 

  イ ティーライト ： 早期に引き取れるよう準備中 

  ウ 竹串、砂、その他小物、ビラ ： 10 月 5 日の全体説明会で配布 

３）環境委員会は、東町の地域内でバリアフリーに対応できていないこと、防犯面で懸念がある

こと、倒木による停電のリスクに対応する必要があることなどを踏まえ、東町の環境整備を

進めていく上での中長期的なビジョンを検討していくため、年内に全戸対象のアンケートを

実施することとしました。 

  また、特にもみじ橋通りの下り坂での自転車の危険運転による事故が懸念されることから、

損害賠償保険への加入の必要性を訴えるとともに、疾走やスマホの見ながら運転などの自転

車の危険運転を防止し、マナーを向上していくために、ビラやポスターによる啓発をしてい

くこととしました。 

  また、危険木の伐採完了、こぼれび通りの舗装復旧、まち美化活動協定の締結、アダプト清

掃・竹林整備活動の実施状況の報告がありました。 

４）防災委員会は、11 月 23 日（土）開催の防災訓練について、防災クイズや非常食試食など

のメニューを検討したほか、防災訓練に先立って全戸安否確認訓練を実施する方向で校区福

祉委員会等と調整することとしました。なお、校区福祉委員会等との調整結果を次回（9 月

25 日開催）の防災委員会に報告の上、実施の最終決定をする予定です。 

  また、災害への備えに関するアンケートの実施に向けて調査票の案を検討したほか、今後、

防災に関する啓発資料の内容も検討していきます。なお、アンケート調査は、次回の防災委

員会で正式決定の上、10 月上旬配布・10 月末回収のスケジュールで実施する予定です。 

  さらに、2020 年度以降の防災訓練の開催日程を 1 月中旬から２月下旬までの間に変更する

ことを検討しており、その間に支障のある期間はないかについて各マンションの自治会や管

理組合からの意見を次回の防災委員会に報告するよう依頼しました。 

  このことに関して、以下のような質疑がありました。 

  〔問〕 1 月中旬から 2 月下旬までの間では自治会役員の任期の最後になってしまい、最後

に訓練をして終わりとなってしまいます。任期の初めである 4～５月に実施すれば、

自治会役員もいざという時に対応できるようになるのではないでしょうか？ 

  〔答〕 訓練の実効性も踏まえて 4～5 月での開催も検討してみましたが、協議会の予算が

5 月の総会で決定することから、それまでに予算施行を伴う防災訓練を実施すること

ができないため、1 月中旬から 2 月下旬を開催日程の候補としました。 

５）近隣センター移転計画対策委員会は、横断歩道の新設など、より安全性を高めるための検討

事項 11 項目について、市や施工事業者に申し入れを行っています。 

  次回の委員会（9 月 29 日開催）では、11 項目の検討事項に対する市や施工業者からの回

答を聞いた後に、どのような対策を進めるか具体的に協議・検討していきます。なお、市や

施工業者からの回答は、9 月 20 日までにいただき、同日開催の役員会でお伝えできる予定

です。 

６）広報委員会は、広報誌についての方向性を検討し、行動計画を共有しました。 

  また、掲示板管理をお願いできる方が決定しましたので、掲示物の掲示ルール（2 か月経過

したら剥がす。）の運用を正式に開始します。 

 



 

 

７）新地区会館にかかわる第 3 回ワークショップを、10 月 19 日（土）19 時から開催します。 

  新地区会館に関心のある東町住民の皆様方の参加を、お待ちしています。 

８）以下のビラの配布を予定していますので、各戸配布や掲示をお願いします。 

 ア 第 3 回ワークショップ告知マンション掲示用ビラ（9 月末～10 月頭に各理事に郵送） 

 イ 2019 東町キャンドルロードビラ全戸配布（10 月 5 日（土）全体説明会で配布） 

 ウ 災害への備えに関するアンケート全戸配布／自治会・管理組合配布（10 月 5 日（土）全

体説明会での配布を予定） 

 

５．ボランティア活動認定証の件 

  夏まつりに参加協力いただいた豊中高校からのボランティアに、協議会からボランティア活

動認定証を贈呈することとします。なお、認定証は豊中高校からの希望により、クラブ単位で

発行することとします。また、認定証に印刷費は 3,000～4,000 円程度の見込みです。 

  また、夏祭りにヲタ芸で参画した第八中学校３年生たちに、地域貢献活動認定証を発行した

い旨、会長より表明があり各理事の賛同を得ました。 

 

６. その他 

１）赤い羽根共同募金について 

  今年も例年どおり赤い羽根共同募金が行われます。 

  次回の理事会で詳細について連絡しますので、ご協力をお願いします。 

  なお、昨年、一部のマンションで、募金のお願いの配付漏れがありましたので、次回の理事

会後、速やかに配付できるよう準備を進めておいてください。 

２）工事情報として、次の資料が配付されました。 

 ア （仮称）新千里東町近隣センター地区第一種市街地再開発事業 東地区新築工事 ９月度

工程表 

 イ 送水管布設工事（千里幹線バイパス管・豊中市）第２工区 

 ウ 新千里東町団地先工区建設工事 工事新聞 №９～10 

 エ 舗装工事（水道工事跡）のお知らせ 

３）公民分館から、次の各行事についてのお知らせが配付されました。 

 ア ９月 21 日（土）開催の東丘公民分館創立 50 周年記念事業（記念式典、パネルディスカ

ッション） 

 イ 10 月６日（日）開催の第 51 回東丘ふれあい運動会 

 ウ 10 月 26 日（土）開催の 2019 年分館 秋の講座「おり紙で作る楽しい切り絵」 

 エ 11 月９日（土）及び 10 日（日）の両日開催する文化祭の作品募集 

４）10 月の理事会は、10 月 20 日（日）10 時から新千里東町会館で開催します。 

以上 


