？

地域分権ってなに？

自 分 た ち の まち は 自 分 た ち で つ くろ う

自分たちのまちは自分たちでつくろう

もう少し詳しく教えて！

地域分権は、地域の人が「自分たちにとっ

「予算提案権」は、地域の課題解決を目的

てより良いまちづくり」のため、組織として

に、各協議会で合意された提案事業に対
※

自発的に話し合い、市に対して事業提案す

し年間 800 〜 900 万円 を上限として、市

るというものです。

民税の一部を予算化するものです。地域の

この組織は「地域コミュニティ推進協議会」

要望が、即、翌年度の実現につながります。

と呼ばれ翌年度に提案を事業化するための

協議会へはいつでも誰でも参加できます。

平成 19 年に始まった池田発・日本初の

あなたも参加しませんか。

試みです。
＊制度の内容や各校区の取り組みなど、詳しくは池田市のホームページをご覧下さい＊

安全パトロール隊員も随時募集しています！
ご説明・ご相談の上、ご都合の良い日・時間帯に青色パトロール車でパトロールを
していただきます。安全な地域づくりのため、是非ともご協力ください。

※提出先は中面をご覧ください。

日本初・池田発

Vol.

ふしおだい
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コミュニティ誌

に

台

尾

伏
を
い声
楽し
響かせよう！

第３回 ふしおだい山びこフェスタ

フリマ と うた の

わいわいDAY!
わいわい

きりとり

□【伏尾台コミュニティ推進協議会 入会申込書】
□【伏尾台安全パトロール 入隊申込書】
氏名

住所

電話

携帯

伏尾台

みんな集まれ！

日時：2012 年

11 月 17 日（土） ＜雨天決行＞

11:00〜14:00 フリーマーケット
◎伏尾台地区福祉委員会リサイクルの会主催

15:00〜16:30 コンサート
（休憩あり）

『伏尾台に新たな賑わいを創出し、
住民の楽しみとなって
伏尾台に住むよろこびとなるような

ご意見・ご提案をお寄せください

09

地域分権

伏尾台をもっと住みよいまちにするため、

「予算提案権」が与えられています。

コミュニティ

魅力あるまちをつくりたい！』

夢の広場

場所：

（伏尾台マンション中広場）
※雨天時コンサートは第１コミセン

伏尾台コミュニティ推進協議会で住民自らの提案により
話し合いを行ってまいりました。それが「ふしおだい山びこフェスタ」です。
11 月 17 日（土）は伏尾台センター「夢の広場」にレッツゴー！
※伏尾台コミュニティ推進協議会は、地域住民自らによる組織です。
皆様のご参画・ご意見をお待ちしております。詳しくは裏面をご覧ください。

ふしおだいコミュニティ Vol.09

※写真は第１回山びこフェスタの様子です。

平成 25 年度予算提案事業（案）について
平成 24 年 10 月 28 日の総会にて、下記のとおり審議・可決されました。今後関係部署との調整
を行い、３月の市議会で可決・承認される見込みです。

平成 25 年度予算

提案事業

事業内容

概要

予算

バスダイヤについてアンケート調査のお願い
みんなが納得して住みやすいまちにするために、
アンケートにご協力ください。
伏 尾台を運行する阪急バスの

存知の通りです。このバスダイ

アンケート

現 在のダイヤが、朝 の北 高生

ヤ変 更に伴い不都合が生じた

集計の結果、
「不便」の声が多

事務費・交通費等経費

100,000

向けの一丁目経由・伏尾台セン

との声があがっています。

い場合は、阪急バスへ改善を

拠点運営事業

水道光熱費、eo 光 net、複合機リース

250,000

ター終点の便を除いて、五丁目

そこで伏尾台にお住まいの皆様

要望します。

散策路整備事業

細河協議会との連携事業 久安寺散策路整備

1,000,000

→細河中学校前→伏尾台セン

に広く「バスダイヤについてのア

アンケート用紙は協議会のポス

第 1 コミセン設備改修

和室障子撤去、カーテン設置

200,000

ター→一丁目→四丁目の順に巡

ンケート」へのご協力をお願い

トへ投函されるか、各自治会の

文庫室カーテン更新

200,000

小会議室エアコン入替

300,000

回する便のみになったことはご

いたします。

班長さんへ預けてください。

協議会事務費

継続

1 階トイレ内ベビーチェア ( 壁付 )
地域行事等活動助成

77,000

継続

自治会活動 夏祭り盆踊助成

200,000

継続

子供会活動 御輿巡航助成

200,000

地域運動会運営助成

継続

スポーツ振興会からの要請

200,000

防災啓発活動助成

継続

発電機 2 台、備蓄備品補充、無線機 2 台、活動費

500,000

防犯活動

継続

防犯カメラ維持費
防犯カメラ新設

現在のダイヤ概要

以前のダイヤに
あった運行順

以前のダイヤにあった四丁目→一丁
目→伏尾台センターの流れの運行
は、平日朝の池田北高登校日運行

現在のダイヤ

便のみで、他はすべて五丁目からの

75,000

幼稚園南側三差路、北高校北側山手路

循環のみとなっています。

1,680,000
600,000

四丁目、一丁目方面からお買い物や

25,000

通院で伏尾台センターに毎日通わ

手作り広報紙編集等依頼費、伏尾台紹介 HP 開設等広範囲活動費

400,000

れていた方々にとって、非常に不便

青色灯パトロール車運営

継続

運行表立案・通信費等、乗務員飲料支給費、ガソリン代等運営費

AED 維持

継続

阪急バス車庫設置分 成人 / 小児パッド交換

広報活動事業

■凡例

子育て支援活動

継続

乳幼児用品、イベント費、床マット、事務費

150,000

になってしまった反面、五丁目、細

伏尾台地域活性化支援

継続

音楽・演劇等のイベントを 2 回開催

300,000

中前に停車する便は増えた、とい

セラージュ公園に道路側に捕球ネット設置

200,000

う状況です。

1 丁目第 1 公園に水飲・手洗い設備設置

300,000

1 丁目第 2 公園に幼児用遊具設置

250,000

公園整備

拠点修理事業

協議会拠点事務所の雨漏り修理

1,000,000

合計 8,207,000 円

※ご意見・ご提案のみでも結構です。
※記名にてご提出ください。

◎第一コミセン内受付前に設置のポスト
◎自治会の班長さんにお渡しいただいても結構です。

アンケート︑

設置の専用ポストまでお願いします。

各種お申し込みの

および安全パトロール隊へのご入隊は、お手数ですが下記に

ご提出先はコチラ

アンケートの提出、伏尾台コミュニティ推進協議会へのご入会、

きりとり

アンケートにご協力ください！
年代

氏名

住所

伏尾台

★バスダイヤについてのアンケート
伏尾台を運行する阪急バスの現在のダイヤについて下記アンケートにお答えください。

現在のバスダイヤは、

都合がよい□
不便である□

その他□
※理由をお書きください

※上記バスの件の他、お気づきの点やご意見を自由にお書きください。いただいたご意見を有効に活用するため、お名前・
ご住所の記入にご協力ください。

ふしおだいコミュニティ Vol.09

