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本部役員会報告（
本部役員会報告（５月１２日開催
１２日開催）
日開催）

１．有秋地区社会福祉協議会(以下社協という／平成 25 年 4 月より改称)より
・永澤会長よりあいさつ
・総務課の川井さん及び有秋地区担当の小倉さんから説明（添付のパンフレット参照）
・永澤会長より、６月に 1 世帯当り 200 円の寄付をお願いしたい。他町会の寄付が不調気味で、
全体での費用配分も苦しい状況である。是非協力をお願いしたい。
Ｑ．(森田副会長)

有秋南小地域安心・安全ネットワーク（平成２４年発足）との関係はどうなって

いるのか。
Ａ．(小倉さん)

市原市で最小単位として小学校単位の小域ネットワークがあり、社協が相談・支援

している。

２．4 月度本部役員会議事録の確認

→

全員異議なし。

３．会長報告
・町会長連合等の関係団体の動向、自治会の関与について的確な情報発信、自治会への協力要請に
ついて対応を明確にしたい。
・懸案事項について発信元、経緯、解決点を明確にして検討を進めたい。
・各専門部の問題はまず部内で協議、対応を行ってほしい。これまで専門部は縦割りであったが、
今後は横の協力も行ってほしい。
・行事関係についても項目紹介でなく、的確な情報発信として説明を加えている。
4/5(金)

平成 24 年度下期分の会計監査受審は不具合、是正事項なし。

4/7(日)

常務役員会、本部役員会は議事録通り、本年度より議事録は全役員に配布する。

4/9(火)

有秋中学校入学式、今年度入学生は 111 名で、全校生徒は 339 名となった。

4/10(水)

有秋南小学校入学式、今年度入学生は 28 名で、全校生徒は 207 名となった。

4/14(日)

市原市町会長連合会有秋地区(通称有秋連合)定期総会および懇親会

平成 25 年度会長は豊成町会長の矢城達郎氏、副会長は山谷町会長の藤谷泰弘氏と当自治会
の宮崎会長が就任した。
4/16(火)

有秋連合第 1 回役員会議では一斉清掃デー(5/26)、研修旅行(6/16,17 予定)、盆踊り

大会(7/14 予定)について検討した。
4/16(火)

有秋南小地区安心・安全ネットワーク定期総会は秋元副会長が出席した。

4/18(金)

社協有秋支部解散総会。有秋地区社協設立総会および懇親会が行われた。地域福祉推進体制

強化のため、「支部」組織から「地区社協」へ移行する。宮崎会長は町会長会から理事に就任した。
4/21(日)

平成 25 年度下自治会定期総会で議案書の通り承認された。

4/25(木)

市原市町会長連合評議会は佐久間市長出席による 5 項目の評議員会が開かれた。

市長と町会長によるまちづくり懇談会(有秋地区)は 10/17(木)に開催予定。宮崎会長が評議員会
監事(会計監査担当)に就任した。懇親会の席で宮崎会長から佐久間市長へＡコープ閉鎖による
窮状を訴え、桜台の「お助けマン互助会」について市の担当者に紹介した。
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有秋連合町会長全体会議および懇親会が開かれた。

・市役所、消防からのメール情報
4 月の犯罪：全 282 件(うち自転車盗難 51 件、窃盗 34 件、器物破損 29 件)
4 月の火災：全 5 件(通報は 8 件)
4 月の不審者情報：全 3 件(4/11 椎津、4/12 市役所付近、4/24 姉崎、１件は女子高生が被害)
検討事項：
「桜台共用施設管理規定」の改定については常務役員会で審議後、本部役員会に図る。自治会館
塗装については市の認可が下りており、３号倉庫については具体的な補修方法の検討から入る。
・4/23 にテニスコートの補修は完了し、テニスコート管理は完全に市原市へ移管された。

４．本部役員会の議事進行について森田副会長より説明
・議事進行は以下のように進める。
１）前回本部役員会議事録の確認

２）会長報告・連絡

５）副会長報告

４）議決事項(議決必要議案)

３）審議事項(議決不要議案)

６）地区長報告

７）専門部報告

８）その他

・議事進行を円滑に進めるために以下のようにする。
１）専門部会間の課題は当事者間で協議、検討後の結果を本部役員会で報告とする。
２）質問・提案内容は事前に会長もしくは副会長(総務担当)に書面、ＦＡＸ、メール等で連絡する。
３）本部役員会での説明資料は本部役員会開催の 3 日前までに事務局に提出する。その際、資料通し番号
を付与するので提出は 1 部でよい。
５．予算管理について
・予算金額の決定で収入の部は、自治会費、自治会入会金、市原市補助費、会館使用料、寄付金、雑収入、草刈
手数料、受取利息を昨年度並みとした。ただし、掲示板補助金、テニスコート使用料は削除した。平成 25 年度
の収入合計は 13,337,000 円。
・予算金額の決定で支出の部は、いずれの項目も昨年度並みとしたが、以下の項目が昨年度と異なる。
営繕費は＋2,100 千円、器具・備品費は＋624 千円、防犯灯新設費は＋61 千円、消防設備点検費は＋87 千円で
ある。平成 25 年度の支出合計は 13,337,000 円。
・営繕費のうち、自治会館塗装補修は 4/10 に市原市町会集会施設事業補助金交付要領に適合するとの認可通知が
あったので、補助金交付申請を行う。修繕の場合、2,000 千円を限度に経費の 1/2 まで補助される。計上予算額
は 1,800 千円である。3 号倉庫の壁補修は A）業者に施工を発注、B）材料を購入し、自消工事で対応を検討す
る。計上予算額は 500 千円である。
・器具・備品費のうち、以下のものを計上した。
テーブル 20 台
椅子

15 千円／台×20 台＝300 千円

60 脚

子供太鼓衣装

3 千円／脚×60 脚＝180 千円
20 着

7 千円／着×20 着＝140 千円

・各部門部の予算処理は部長決済で処理→会計担当事務に専門部名、領収書等提出で会計処理を依頼→会長およ
び副会長(会計担当)が承認を行う。
・ワンコインパーティーの補助は、1 万円以内で各専門部の予算から充当する。
Ｑ．(防犯部)防犯パトロール中や後に飲料水等は提供してよいか。
Ａ．(会長)予算範囲内であれば問題ない。
Ｑ．(防犯部)アルコール等も提供してよいか。
Ａ．(会長)パトロール中のアルコールは問題があるのでは。また予算はそこまでないのでは。
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Ｑ．(森田副会長)専門部以外の予算についてはどうなっているのか。
Ａ．(会長)それぞれの経費として予算化されているので、常務役員の決済で処理する。
Ｑ．(森田副会長)理事の判断で清掃のとき飲料水を出してはどうか。
Ａ．(秋元副会長)出すなら全体で出す。出さないなら全体で出さないと決めた方がよい。
Ａ．(藤田副会長)過去に一斉清掃デーで出したが、そのとき大変でやめようとなった。
６．副会長報告
・(藤田副会長)5/12(日)13：30 より防災部会を開く。議題は防災規定の改定に関して。
・(秋元副会長)イベント企画部で夏祭りの準備を始めており、各専門部にも協力をお願いしたい。
・(森田副会長)共用施設管理規定の改定は会長より移管された。自治会法人化はまず調査を開始したい。
・(新田副会長)4 月からの新任で現在会長(前会計担当副会長)より引継を行っている。
７．地区長報告
・1 丁目地区長・・・標識が見えにくくなっているところがあり、気付いたところは申請してほしい。
(会長)白線が消えているところは申請している。道路の凹みも市役所に連絡してほしい。
・2 丁目地区長・・・報告事項なし
・3 丁目地区長・・・これまで 3 件の弔問。ごみステーションについて大勢はいまの場所でよいと
の意見だが、数名から景観を損ねるとの意見が出されている。
5/11(土)に防犯部会に出席したが、すばらしい部会であった。
８．専門部報告
・防災部：6/15 にアネッサで「防災コーディネーター講習会」があり、3 名出席する。
・防犯部：5/11(土)に部会を開いた。防犯パトロール、一戸一灯運動の強化を行う。パトロールは
年 10 回に加えて、夏期・年末の夜間パトロールを各 3 回防犯部のみで行う。
・生活環境部：5/12(日)に部会を開催する。
・文化・体育部：5/19(日)に部会を開き、ラジオ体操等の打合せを行う。
・福祉部：4/21(日)に第 1 回部会を開き、役割確認を行った。6/2(日)に民生委員さんからお話を聞く。
・広報部：桜台だより 5 月号を準備中。5/18(土)、5/26(日)に部会を開く。
・イベント企画部：夏祭りの準備を開始。6/2(日)までに各専門部の担当を決めて米原部長に報告する。
次回は 6/2(日)9：30 より本部役員会を開催する。各専門部から年間計画を報告してほしい。
９．その他
●ご転入 米津

正彦さん（２丁目）

●ご転出 丸毛

伸児さん（２丁目）中野

誠二さん（1 丁目）

●５月
月の主な行事
5/12(日)

常務役員会および本部役員会

5/17(金)

平成 25 年度有秋地区社会体育振興会定期総会

5/18(土)

有秋南小学校運動会
＊雨天順延

＊防犯ボランティア協力

5/26(日)

一斉清掃デー

5/26(日)

姉崎支団第八分団の「小型ポンプ操法姉崎支団大会」および慰労会

5/28(火)

有秋中学校後援会総会

○次回本部役員会
６/2(日
2(日)9:30～
9:30～自治会館 2F 大ホール
※傍聴参加できます
傍聴参加できます
以 上
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