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自治会費は高いか? 安いか?
時々､自治会費が高いと言う声が聞えるが、
何を根拠に発言するのか良く解らない。
これまでは充分な説明が為されていなかっ
たことが原因か若しくは自治会活動内容から
言っているのかも知れません。
近隣の町会費を含めて平成 13 年度の予算を
基にご説明します。
●最低の自治会活動には幾ら必要か。
皆の財産である「桜台自治会館」の維持管理
費と最低限の自治会活動費「事務局費」で幾ら
必要か大枠で分類しますと。
①人件費(2 名) 261 万円（30％）
②会館関係費
216 万円（24.5％）
③事務局費
245 万円（27.8％）
④関係団体との交際費
75 万円（8.5%）
⑤防犯灯維持管理費
83 万円（9.4％）
（市の補助金を相殺した自治会支払い分）
以上､約 880 万円が、特別な事をしなくても
年間必要な固定費です。全体の支出予算(1,103
万円)の 80%になります。
差引き 223 万円(20％)
が、｢夏祭り｣などのイベント費（変動費）です。
詳しくは総会資料をお読みください。

①郵貯還付金135万円／②会館使用料など106
万円／③市原市補助金 52 万円
④寄付金(夏祭りなど)
40 万円
以上､合計 333 万円の別途収入が予算計上さ
れています。しかし､赤字は 355 万円です。
別途収入を加えても､補填でき無くて 22 万
円の赤字予算になっています。従って、これま
での貯金を食って収支を合わせている状況で
す。
●それでは､自治会の資産は幾ら有るのか。
平成 13 年度期初の資産額は次の通り。
①固定資産
土地（796.72 ㎡）5,577 万円／建物（会館他）
7,126 万円／什器備品 1,104 万円
／合計 13,807 万円
②流動資産
現金 54,357 円／普通預金 3,282,049 円／
定期預金 5,000,000 円／
定額預金 3,200,000 円／合計 11,536,406 円
しかし、流動資産の内、一般財源として使え
ない特別会計･営繕積立金などの引当金 433 万
円を含んでいます。
従って、一般財源として使用出来るのは 720
万円になります。
ストック720万円は、
年間会費の96％です。
換言すれば、年会費の 1 年分もありません｡

●自治会費は､自治会活動に充分か。
自治会費は、年間の会員 1,245 名の 6,000 円
で 748 万円予算計上しましたが、固定費分で
132 万円の赤字、変動費を入れると 355 万円の
赤字になります。
支出予算金額を一人あたりに換算すると、固
定費だけで年間約 7,000 円、全体では年間
8,860 円になります。

会費以外の収入の見込みが外れ、万一滞れば自
治会の運営に大きく影響する状況です。
自治会活動はどこまでやり､ストックは幾ら必
要なのか。皆さんも充分考えてください。

●最後に、近隣町会費をご紹介します。
●赤字は何で補填されているのか。
年会費 6 千円は､桜台･椎の木台･泉台。
自治会には、行政への協力費として補助金の
1 万円は､天羽田。1.4 万円は､山谷。
交付や、郵貯団体還付金などの収入があります。 2.4 万円は､緑町。3.6 千円は､光風台(2,050 戸
ありますが､町会分割の際は値上げ予定)
以上
４

＜専門部活動の紹介＞
▲「交通・防災・防犯部」▼

▲「生活環境部」▼

世界では米国同時多発テロ事件のような大
きな事件が発生して、世の中が大変物騒にな
っています。目を私達の身近に向けてみまし
ても、最近、悪質な犯罪が多発しており、当
団地でも空き巣、痴漢、放火等が発生して、
何時この様な犯罪に遭遇し悲惨な被害者にな
るかもしれません。被害をさけるためには、
各人が防犯の知識を少しでも多く身につける
ことが大切です。このような観点から 6 月 24
日、9 月 9 日の 2 回に渡って、市原警察署、
姉崎交番からおまわりさんらを招いて「防犯
セミナ－」を開催しました。
セミナ－では、空き巣、引ったくり、麻薬
等についてビデオを交えた講演がありました。
空き巣、引ったくりのワンポイント自己防衛
は次の通りです。
●空き巣狙いの防止は、進入に手間取る家
にすること。出入口や窓等の開口部の強度が
ドロボ－の侵入工作に 5 分以上持ちこたえら
れれば被害を免れる可能性が大であるという
ことです。
●引ったくり；女性のショルダ－バックは
道路の端側の肩にかける事。
いずれにしても地域の防犯は隣近所や地域
の協力した取組みが大切です。
＊最近の活動状況
6月3日
交通・防災・防犯部会
（活動方針の打合せ）
6 月 17 日 防災器具等点検
6 月 24 日 第 1 回防犯セミナ－
（52 名参加）
7 月 21、28 日、8 月 11、31 日
防犯パトロ－ル
9月3日
第 2 回防犯セミナ－
（38 名参加）
（交通・防災・防犯部長 浅田治雄）

生活環境部の仕事は、今年から本格的にス
タ－トしました。
春先から 5 回の会合を持ち、20 人の部員は
女性がほとんどですが、アイデアを出し、熱
心に取り組んでいます。9 月以降の目標とし
ては 3 点を考えています。
先ず、①バスの停留所に小さな灰皿を常設
すること。②街路樹まわりの花壇に花を活け
ること。③日当バスの運行時刻の改訂を申し
入れすること。などの 3 点です。
これは、団地の皆様も、目にされていると
思いますが、バスの停留所付近には、タバコ
の吸殻が散乱しています、街路樹の各壇に犬
のフンが多い。バスの運行時刻は、5 年程据
え置きで利用者には不便なことが多い。など
の理由からです。
この他、美容院の境通りは、道路幅の表面
がデコボコ、雑草も生い茂り、時には冷蔵庫
などの家電製品も捨てられており、この始末
も大変です。これからの課題としては、犬の
飼い方については、愛犬ｸﾗﾌﾞの設立とか、団
地毎の違法駐車にも、住居の皆様に協力をお
願いしたいと思います。
生活環境部の仕事は、日常生活に密着して
いるので、幅が広く、底が深いのが特徴です
が、気がついたことはドシドシ連絡してくだ
さい。
今年の場合は、
とくに予算はありませんが、
来年度からは事業を考えて予算編成をして生
きたいと考えています。
（生活環境部長 浅染武男）
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自治会会員数 1256 名（9 月末）
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グル－プ紹介
がんばっています

＜お知らせ＞
○新会員をご紹介します。
次の方が転入され､入会しましたので､どう
ぞ宜しくお願いします。
宮島

利夫さん（3-28-17） （66-1678）

坂口

俊幸さん（1-9-1）

(66-5773)

荻原

勉さん （1-4-48）

(66-7886)

そのような中で高齢者一人一人が生きがい

小澤

透さん （2-32-12） （66-9600）

を持ち、いかに楽しく暮らせるかを考えました

佐分

豊さん （3-2-3）

時に、私達婦人の役割がかなり重要と感じまし

小澤

幸彦さん（1-4-25）

た。そこで昨年 12 月に有志 23 名で桜台婦人会

本荘

佳伸さん（1-13-6） （66-2518）

を発足しました。

岩狭

道生さん（3-28-10） （66-4148）

桜台団地も 20 年を経過し住民の年齢層も上
がり、10 年後には高齢者団地となります。

発足当時は、全くの手さぐり状態で何から始

(66-2192）

○住所が変更しました。

めようかと相談し合いました。まずは高齢者と

鎌田

のコミュニケ－ションを取ろうということか
ら、顔を会わせた時には「お元気ですか」の一

國雄さん（1-4-21）
（3 丁目より転居）

○名簿訂正をお願いします
栗田 行夫さん （1-11-8）

声運動を始めました。
姉崎ケアセンタ－へも出かけ春のお花見、夏

村尾
桑原

の花火大会などの付き添いや毎月 1 回、お誕生

○訃報

直樹さん （4-10-6）
（66-6005）
隆一さん （4-20-18）
（60-6966）

会のお手伝いもしています。入所者には桜台の

謹んでお知らせしますとともに、心からご冥

方も多く話し相手になり地元のボランティア

福をお祈り申上げます。

となればと思い継続中です。

中野喜美子さん（73 才）7/22 逝去(4-20-15)

その他盆踊りへの参加、会員によるフリ－マ

小林久美子さん（42 才）8/13 逝去（2-5-5）

－ケットなどもやってみました。また 10 月に

岡村周良さん （67 才）8/13 逝去（1-19-7）

は研修と親睦を兼ね日帰りで横浜の三渓園へ

鶴岡としさん （76 才）8/31 逝去（2-5-1）

旅行をしました。

○転出し脱会されました。

これからは、地域に根ざした活動、例えば一

平久江

和夫さん（2-38-3）

人暮らしの高齢者のお手伝い（ご要望があれ

石戸谷

太さん （3-28-15）

ば）なども出来る範囲でやらせて頂きたいし、
自治会への協力も考えています。活動はまだ軌

○自治会費の納入をお願いします。

道にのってはいませんが、細くて長いをモット

今年度の会費納入が済んでおられない方は、

－に頑張ります。是非、皆様のお知恵と時間を

早めに納入してください。

拝借したいと思います。

又､昨年度以前の会費も納めていない方は､

いつでも会員を募集していますのでご入会く

至急納入してください。

ださい。
連絡先 中島（Tel.

66-6446）

木浦（Tel.

66-1870）

（桜台婦人会長

ご意見･ご感想をお寄せください。

中島美枝子）
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