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本部役員会報告（７月７日開催）
日開催）
１．６月度本部役員会議事録の確認

→ 全員異議なし。

２．会長報告
・むし暑い日が続きます。日頃の体調管理が重要です。また台風シーズン到来です、各世帯において
は万全な対応をお願いします。
・６月度の出来事
６/１(土) 有秋中学校体育祭
６/２(日) 本部役員会、常務役員会は議事録通り。
６/３(月) 市原市社会体育振興会第１回会議が開催された。本年度の市民体育祭は 10 月 5 日(土)
に有秋西小学校で開催が予備日なしで決定された。雨天時は西小体育館で内容縮小で開催。
６/７(金) ５町会(桜台、椎の木台、天羽田、深城、みどり町)の防災情報交換会を実施した。桜台
からは宮崎会長、江藤防災部長、南小区安心・安全ネットワーク推進委員会から笹野会長、
土橋防災コーディネータが出席した。
6/14(金) 有秋地区町会長連合第 2 回全体於会議で有秋地区盆踊りの打合せを行った。準備は 7/11
～7/13、本番が 7/14(日)、片付けが 7/15(月・祝)に行い、桜台自治会は①大東京音頭、
②ゆかた音頭を踊る。抽選券付き案内状を全戸に配布済み。桜台自治会の軽トラの借用依頼が
あった。
6/16(日)・17(月) 有秋地区町会長連合研修旅行で静岡県焼津市の地震防災センターを視察した。
6/18(火) 有秋南小地区安心・安全ネットワーク推進委員会で秋元副会長が出席し、防災訓練を検討。
6/23(日) 各種ボランティア説明会は 7 つの団体が参加して 26 名が出席した。
6/24(月) 自治会館塗装工事(補助金申請)の市役所ヒアリング。
6/25(火) 有秋地区民生委員推薦委員会。1 丁目の荒金さんが 75 歳で交代時期であるが、候補者
がなかなか見つからない。1 丁目に限らないので適任者がいらっしゃれば推薦して欲しい。
・市役所、消防からのメール情報
６月の犯罪：全２７８件(うち自転車盗難７１件、車上狙い３８件、器物破損３３件)
６月の火災：全５件(通報は 10 件)
６月の不審者情報：全６件(6/4 五井、6/12 八幡、6/14 五井、6/16 更科公園、6/17 五井、
6/18 五井)
・審議事項：
「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、了解された。本部役員会
での決議を請う。(1)テニスコートに関して現規定の第 10 条を削除する、(2) 有秋南小地区
安心・安全ネットワークを桜台自治会に寄与する有益な団体(特定団体)と認める(特定団体に
指定された結果、会館使用料を無料とする)、(３)高校生以下の卓球台使用料を免除する、(４)
現規定では「グループ内で金銭の授受が発生する会合、教室、同好会等」を”営利目的会合”
と判断しているが、金銭は先生・講師等への月謝が該当し、会館使用料や材料は該当しないと扱う。
森田副会長：南小区安心・安全ネットワークの会館使用料有料の件は昨年度 1 月の本部役員会で
決議されたことであり、この決定を尊重したい。
宮崎会長：確かにこの決議時には賛成したが、3 月に南小区安心・安全ネットワーク会議に参加
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したり、社協(有秋地区社会福祉協議会)を通じて関わりをもったりしたことで認識が変わった。
米原部長：南小区安心・安全ネットワークが使用する他の施設は無料なのか。
宮崎会長：5 町会で使用できる施設は桜台と椎の木台の自治会館であり、椎の木台は無料である。
小柳部長：桜台に有益な団体であれば、特定団体にしてよいのでは。
飯山地区長：常務役員会で議論したが、本部役員会が決議機関である。
杉山副部長：前本部役員会での議論の焦点はネットワークに市から補助があることか？
小柳部長：ネットワークが年間毎月使用したとするといくらか？
藤田副会長：年間で 1 万 2 千円である。
青木副部長：普通個人で会議室を借りるともっと高額である。電気代程度の負担をお願いしてい
ると考えると迷いもある。
小柳部長：個人と団体では異なる。
米原部長：今後規定を改正するとこのような団体が増えるのか。
宮崎会長：歯止めとして今後新たに同様団体が発生した場合は、本部役員会に図り審議する。
本件は
１名、反対 1 名、欠席 2 名で決議された
本件は賛成 2１
決議された。
された。
・特記事項：自治会館の外装塗装について昨年度市に「事業計画書」を提出して、この 4 月に審査認
可通知を受領しており、交付金申請の段階であったが、見積書に不備が判明した。見積書は T 社
と H 社に依頼したが、
「見積仕様書」を提示した相見積りとなっていなかった。よって、本件は仕
切り直し(本年度は工事なし)とし、改めて「見積仕様書」を作成の上、再見積りを依頼して、市へ
再度計画申請を行う。現申請を取り下げ、再申請することに問題ないことは市へ確認済みである。
3 号倉庫補修について新規購入(ネット販売)する方向で検討中である。工事予算の 500 千円内で
購入可能であるが、基礎撤去費を含めると予算オーバーの可能性もある。
３．副会長報告
・(新田副会長)補助金を含めて 6 月末現在収入が 687 万円、支出が 285 万円となっている。会長より補足
で、市からの補助金は 400 円×全世帯数－町会長連合会費となっており、約 44 万円となっている。
・(秋元副会長)(1)夏祭りの各届出は警察を除いて完了した。(2)7/14 の有秋地区盆踊りは 33 名参加を予定し
ている。(3)7/6 から始まった太鼓練習は 25 名程度で熱気に包まれていた。(4)パトロール中 TV が廃棄さ
れていたが、本来個人でリサイクル費を払う等する必要がある。
・(森田副会長)(1)6/23 に会長と市役所に訪問し、自治会館の外装塗装で申請のヒヤリングをした。(2)後日、
現申請を取り下げ、再申請しても問題ないことを確認した。(3)事務所 PC のハードディスクを修理した。
(4)自治会館にあった２台の放置自転車を警察に問い合わせ、持ち主不明を確認してから市役所に引き取り
を依頼した。今後は、放置自転車
放置自転車を
放置自転車を発見したら
発見したら移動
したら移動させないで
移動させないで警察
させないで警察に
警察に連絡すること
連絡すること。
すること。
・(藤田副会長) (1)藤田副会長・防災部長・副部長が防災コーディネータとなった。本日 HUG の研修を受講
してきたが、他の方も実際に受講してもないとわからないことが多いと思う。(2)４丁目の町会費長期滞納
者１名は退会扱いとした。
４．地区長報告
・1 丁目地区長・・・植栽の木が茂り過ぎている。
(会長)まとめて市へ連絡するようにしている。
・2 丁目地区長・・・町会費未納者１件から支払いただき、未納者ゼロとなった。
・3 丁目地区長・・・未納者が７件おり、この会議のあと理事と相談したい。
・4 丁目地区長・・・４丁目会議でごみステーションが議題になった。４丁目では No．５、７、９の
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ステーションの修理申請がなされており、No．７は 6/30 に修繕済み。賃貸で入居しているところには
自治会から自治会規約などの説明が必要と思う。
５．専門部報告
・防災部：9/1 の防災訓練の準備として「安否確認シート」を作成した。平成 26 年 1 月に本部役員
会後に地震体験・救命救急訓練を行いたい。
森田副会長：6/7 の 5 町会の防災情報交換会はどうだったか。
江藤部長：各町会での備蓄の状況、水確保について議論した。自治会として備蓄できないか。
会長より補足で、水はいずれも使用できそうにない。自治会で備蓄でなく、まずは会員への備蓄
の呼びかけかとあった。
・防犯部：①「自主パトロール」は 6/9 に 23 名で実施した。意外と空家が多いとの感想が多く聞か
れた。次回は 7/14 に実施予定である。②「一戸一灯運動」はビラ作成して呼びかけを行う。
・生活環境部：①路上駐車が以前より減っている。②バス通りを二手に分かれてパトロールした。③
夏祭りの準備で川島商店に下見に行った。④ごみステーションの「生ごみのお願い」のポス
ターを 50 ヶ所に掲示している。
・文化・体育部：ラジオ体操は 7 月 13 日(土)～8 月 18 日(日)の土･日曜日に開催する。賞品は 8/18
にラジオ体操終了後手渡しする。大人には参加賞を準備する。
・広報部：7/13 の部会では、夏祭りのポスターとラジオ体操の取材のついて相談予定である。
・福祉部：6/2 の民生委員さんとの懇談会は一般の方が 9 名出席であった。反省点としてもっと一般
の方に出席してもらう工夫が必要と思う。
・イベント企画部：①7/14 の本部役員会で詳細説明を行う。設営係や接待係等の各リーダーは副会長
や部長・副部長にお願いしたい。②7/6 より太鼓練習、浴衣配布を行った。③7/14 の有秋
地区盆踊り大会に 33 名参加する。
６．その他

●ご転入 なし ●ご転出 大西 英徳(2 丁目) 望月 宗綱(2 丁目)
●7 月の主な行事
7/5(金) 町会長全体会議
7/7(日) 避難所運営訓練(HUG)

○次回本部役員会
8/4(日
8/4(日) 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

7/7(日) 常務役員会および本部役員会
7/10(水) 社会体育振興会会議
7/14(日) 本部役員会

7/14(日) 有秋地区盆踊り大会 *7/11～7/15 準備及び片付け
7/21(日) 参議院議員選挙
7/25(木) 社協理事会
7/26(金) 町会長連合役員会議
7/13(土)～8/18(日) 毎週土・日曜にラジオ体操を行います。多くの方の参加をお願いします。
7/14(日) 有秋地区盆踊り大会が開催され、桜台自治会からも 33 名の方が出演します。
応援よろしくお願い致します。
以 上
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