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本部役員会報告本部役員会報告本部役員会報告本部役員会報告（（（（８８８８月月月月４４４４日開催日開催日開催日開催））））    

１．７月度本部役員会議事録の確認 → 全員異議なし。 

２．会長報告 

 ・むし暑い日が続いています。こまめな水分補給で、熱中症対策を万全にお願いします。有秋地区盆 

踊り(7/14)も盛大に開催され、天羽田町会(7/20)を皮切りに椎の木台町会(8/3)、深城町会(8/10) 

の盆踊り大会に桜台盆踊り有志が多く参加、活躍しています。桜台夏まつり(8/24)も皆さんの協力 

を得て、盛大に盛り上げていきたいと思います。 

 ・７月度の出来事 

  7/５(金) 有秋地区町会長連合第３回全体会議  *有秋地区盆踊りの打合せ 

  7/７(日) 避難所運営訓練(ＨＵＧ) 自治会から藤田副会長、江藤防災部長、浅本防災副部長参加。 

7/８(月) 南小区ネットワーク安全部会  *防災訓練(9/1)の打合せ 

7/10(水) 社協体育振興会会議  *市民体育祭(10/5：有秋西小)の打合せ 

  *チーム分け、種目決定について 8/2 の町会長連合会議で報告される。 

7/14(日) 有秋地区盆踊り大会  *7/11～7/14 午前に大会準備、 

7/15 に片付け実施(会長、秋元副会長参加)  *桜台盆踊りチーム(30 名)参加 

7/16(火) 有秋南小地区安心・安全ネットワーク推進委員会に会長が出席した。 

*専門部(子供支援、安全、総務)の活動報告 *防災訓練(9/1)の検討。 

  7/20(土) 天羽田町会盆踊り大会 

    *桜台盆踊りチーム参加  *会長来賓として出席 

  7/21(日) 参議院議員通常選挙  *会長：選挙立会人及び投票箱の送致 

  7/25(木) 有秋地区社会福祉協議会第１回理事会  *敬老会の打合せ   有秋地区盆踊り大会の様子 

  7/26(金) 有秋地区町会長連合第４回全体会議 

    *防災訓練、敬老会、まちづくり懇談会、上総国府祭りについて打合せ 

・市役所、消防からのメール情報 

７月の犯罪：全２９４件(うち自転車盗難５３件、車上狙い５２件、器物破損３２件) 

７月の火災：全５件(通報は９件)  ７月の不審者情報：全７件(7/6 五井西、7/9 松ヶ島、7/10 姉崎、7/10

牛久、7/12 五井西、7/23 松ヶ島、7/29 椎の木台：女性への抱きつき) 

 ・特記事項：１．「東日本大地震義援金」は平成 23年 4 月に一度集計して赤十字社へ渡した。平成 

23年 4 月 27 日から平成 25年 5 月 31 日までの約 2年分；33,639円を集計した。第 1 回集 

計と今回第 2 回集計の合計は 481,661円となり、これにて本義援金は終了とする。 

 ２．「自治会館休館日」は 8 月 12 日(月)～16 日(金)となり、この期間使用したい場合には事前に申 

し込み、会長または副会長の許可を得ること。そのとき鍵の扱いは会長(090-3907-4742)まで。 

３．「平成 25年度防災訓練」は 9 月 1 日(日)に有秋南小学校で開催される。今年は消防第八分団に 

よる応急救護や簡易担架作製以外に、体育館にブルーシートを敷いて避難所体験(約 20 名)も行う。 

・審議事項：１．「自治会館塗装工事申請の仕切り直し」は壁塗装以外にも屋上修繕も追加する。見積 

仕様書を整備して見積りを再実施した後に、市へ「事業計画書」を提出して審議依頼を行う。こ 

の提出期限が 9 月 30 日なので、状況によっては来年度に「事業計画書」提出へ変更、再来年に 
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工事施工の可能性もある。 

   本件本件本件本件はははは賛成賛成賛成賛成 2３３３３名名名名、、、、反対反対反対反対００００名名名名、、、、欠席欠席欠席欠席１１１１名名名名でででで決議決議決議決議されたされたされたされた。。。。 

 

２．「桜台共用施設管理規定の改定」は以下のような意見が本部役員から出されて、それぞれ対応を 

提示する。本件は常務役員会で了承されたので、本部役員会の審議・承認をお願いしたい。  

項目 対応

[意見］第3条1項に「代理者は総務担当副会長(以下副会長)とする」と
　　　　あるので、「会長」のみでよいのではないか。

[対応］第3条1項の条文を受けて、会長不在時に代理者(副会長)が業務
　　　　遂行することを明確にするために「会長または副会長」としたい。

[意見］2項の「優先位」の脱字を修正しては。
[対応］2項の脱字を「優先順位」に修正する。

[修正］1項の「自治会の役員会及び班長会等」は「自治会の役員会等」
　　　　にしたい。班長会は「地区役員会」と称しているため。

[意見］1項の「特定の団体の使用」を「特定団体の使用」にしてはどうか。
[対応］1項2行目の「特定の団体の使用」を「特定団体の使用」、3行目

　　　　の「特定の団体とは」を「特定団体とは」と修正する。
[意見］1項の「新たに特定団体として・・・本部役員会に図って決議する」

　　　　及び２項の「正当な理由で使用を・・・使用料を免除する」の文言
　　　　は削除して、４項の主語を「使用料の改定及び特定団体の認定」

　　　　とすればよいのではないか。
[対応］意見の通り、1項及び2項の一部を削除し、4項の主語を指摘通り

　　　　に変更した。
[意見］規定の第26条で、「規定の改定は本部役員会で審議決定する」

　　　　　となっているので、1項の「新たに特定団体として・・・本部役員
　　　　会に図って決議する」と4項は不要ではないか。

[対応］1項の一部は削除する。第26条については、この種の規定類に
　　　　必ずある条文で、全体を総括する条文と考える。各条文で明記

　　　　が必要ならば謳っても問題ないと考える。従って、4項は修正分
　　　　で残したい。

[意見］3項の「別途記載する」は「別表に」ではないか。
[対応］3項の「別途記載する」は「別表に記載する」に修正する。

[意見］施行日は本部役員会で決定後でよいのではないか。
[対応］指摘通りにする。

[意見］営利の定義について、「営利を目的とする」ことを明確にするべき
　　　　ではないか。
[対応］「そのグループで、先生、講師等への月謝がある等、営利目的の

　　　　会合、教室、同好会等」に修正した。
[意見］注6「已む得ない事情」は表記がおかしいのではないか。

[対応］「やむを得ない事情」に修正した。
[意見］注6に「原則キャンセル不可」を追記するべきではないか。

[対応］「但し、 会長が認めた場合を除き、定期使用者は原則としてキャン
　　　　セルできない。」を追記する。

[意見］広報車についても今回の改定が及ぶので、修正が必要。
[対応］広報車の使用については自治会活動、自治会行事やその活動

　　　　を補完する団体、個人団体、個人団体、個人団体、個人の範囲に限定する。但し、会長が認めた但し、会長が認めた但し、会長が認めた但し、会長が認めた

　　　　場合はこの限りでない場合はこの限りでない場合はこの限りでない場合はこの限りでない。

(1)会長または副会長の記載

(2)第14条

(3)第15条

(4)改定施行日

(5)別表

(6)第9条の「広報車」の使用

 

別表の注６については、"会長が認めた場合を除き"の文言は削除することで、承認されています。 

本件本件本件本件はははは賛成賛成賛成賛成 2３３３３名名名名、、、、反対反対反対反対００００名名名名、、、、欠席欠席欠席欠席１１１１名名名名でででで決議決議決議決議されたされたされたされた。。。。改定施行日改定施行日改定施行日改定施行日をををを””””8 月月月月 4 日日日日””””とするとするとするとする。。。。 

 

 ３．「テーブル、椅子の購入」はこの桜台夏祭りに間に合うよう次のように進めたい。計上予算はテ 

ーブルが 15,000円/台×20 台＝300,000円、椅子が 3,000円/脚×60脚＝180,000円と 

なっている。そこで、姉ヶ崎駅横の(株)宝生堂サカキバラに見積依頼して、カタログ・ネット情報 

と比較した。 
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見積元 品番 単価(税込) 数量 購入価格(税込) 選択

宝生堂 KH-1845TT 9,975 30 299,250

宝生堂 OMT-SE1845T 12,390 24 297,360

カタログ 10,190 29 295,510

ネット KH-1560 8,820 30 264,600

宝生堂 IB-09N 2,363 75 177,225

カタログ 2,270 75 170,250

サイズ：Ｗ1500mm×Ｄ600mm×Ｈ700mm

サイズが異なるので割安？

材質■

天板：30mm厚MDF低圧メラミン　樹脂エッジ

脚部：25.4mm角スチールパイプ　粉体塗装

材質同等品でもメーカー価格が不明

テーブル

材質■

フレーム：スチールパイプ  背・座：PVC

サイズ：Ｗ425mm×Ｄ459mm×Ｈ741mm ＳＨ430mm

材質■

フレーム：スチールパイプ19.1φ（シルバー塗装）

背・座：ハードボード ウレタンレザー張り

椅子

サイズ：Ｗ1800mm×Ｄ450mm×Ｈ700mm

材質■

天板：30mm厚MDF低圧メラミン　樹脂エッジ

脚部：25.4mm角スチールパイプ　粉体塗装

サイズ：W1800mm×D450mm×H700mm

材質■

天板： 28mm厚MDF低圧メラミン　エッジ： PVC

脚部： スチールパイプ粉体塗装

◎

◎

 

テーブル、椅子は比較した上で「◎」印のついたものを提案する。 

   本件本件本件本件はははは賛成賛成賛成賛成 2３３３３名名名名、、、、反対反対反対反対００００名名名名、、、、欠席欠席欠席欠席１１１１名名名名でででで決議決議決議決議されたされたされたされた。。。。 

 

３．副会長報告 

・(森田副会長)自治会法人化について過去に検討された資料を整理している。 

・(藤田副会長) 藤田副会長・防災部長・副部長が 7/27 に防災コーディネータ研修に出席した。8/24 が最終

日であり、午前中は夏まつり準備に不在となることを了承ください。 

・(秋元副会長)各地区の盆踊り大会に有志で参加した。市へ要請した道路の線引きは完了した。 

 ・(新田副会長)7 月の実績について資料に基づいて説明する。(表は主な項目のみ。) 

  

7月実績 4-7実績

自治会費 77 5,929

市補助金 26 609

人件費 216 856

器具備品費 171 195

専門部経費 111 164

(千円)

支出

収入

 

４．地区長報告                         ラジオ体操の様子 

 ・1丁目地区長・・・自治会費は全員集金した。ラジオ体操への参加者が例年より多くうれしい。 

 ・2丁目地区長・・・今月のお悔みは 2 件であり、2丁目は 6 件と多くなっている。 

 ・3丁目地区長・・・特になし。 

・4丁目地区長・・・未納者は 4世帯で、1世帯は全く払う気がない。なかよし公園付近の非会員世 

帯の木を切ってもらった。4丁目の奥のごみステーションの整備を行う。 

５．専門部報告 

 ・防災部：9/1(日)に防災訓練があり、有秋地区で連携して行われ、例年からすると 600 名近くの参 

加者があり、安否確認が大変となる。資料６－２に沿って説明していく。 

  一時避難場所：1 丁目 中央公園、2 丁目 わんぱく公園、3 丁目 ちびっこ公園、4 丁目 なかよし公園 

  指定避難場所：有秋南小学校(会長、副会長、防災部長、防災副部長は最初からこちら) 
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  ○一時避難場所に 8:00 に地区長、理事、班長は集合。 

  ○一時避難場所に 8:50 までに各自集合、9:10 までに集計を終える。 

   (持ち物：各自の飲み物、スリッパ、ビニール袋) 

  ○指定避難場所に 9:20到着予定。(今年は市担当者の誘導はないので地区長の指示に従う) 

   一時避難場所 → 指定避難場所 ：地区長が誘導。 

   指定避難場所 → 体育館    ：防災部長が誘導。 

   体育館             ：有秋南小地区安心・安全ネットワークが誘導。 

  ○南小の児童は訓練後、授業となる。 

  ○なかよし橋は現在通行できないので、避難は正門のみとなるが、もう一度小学校側に確認する。 

・防犯部：①「自主パトロール」は 6 月に 1・3丁目、7 月に 2・4丁目を回った。地図表示で空家 

となっているのに居住されていたり、地図表示で居住となっているのに空家だったりと実情 

と異なるところがあった。高齢者１人世帯も増えている。空家リストに居住の有無や連絡先 

をまとめる予定である。②「一戸一灯運動」はビラ作成して呼びかけを行う。 

   (飯山さん)このビラを回覧した後、夜間に玄関灯をつける家が増えたように感じる。 

   (森田さん)名簿を作成する際、総務担当は会員名簿管理を掌握する必要があり、詳細について教え 

てほしい。防災部でも作成するようになっていなかったか。 

   (江藤さん)防災部では作成していない。 

・生活環境部：7/27 に部会を開いた。ごみステーションのポスター掲示について感謝の連絡があっ 

た。4丁目のバスステーション付近のＴ字路で一時停止しない車がおり、非常に危険なので 

回覧を行い周知した。 

(渡辺さん)バスステーション前の坂道も一時停止しない車が多い。 

(青木さん)徐行しないと非常にガタガタする段差を設ける等できないか。 

(藤田さん)以前何回か警察に取り締まりしていただき、何名か検挙された例もあるので、 

  あまりにひどいようであればまた、警察にお願いしても良いのでは。 

・文化・体育部：7/13 からのラジオ体操は無事 8 回を終えた。賞品の準備も完了した。 

・福祉部：夏祭りの放送係の内容が固まりつつある。抽選会の景品の準備も完了した。 

 ・広報部：8/10 の部会では、夏祭りの設営係と記録係について相談予定である。 

・イベント企画部：警察等への届け出は完了した。保健所への届け出は用紙を準備してあるが、取り 

に来ていないところは早く提出してほしい。 

６．その他 

●●●●ごごごご転入転入転入転入    なし ●●●●ごごごご転出転出転出転出 なし 

    ●８月月月月のののの主主主主なななな行事行事行事行事    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              以 上 

8/2(金) 有秋地区町会長連合全体会議 

8/3(土) 椎の木台盆踊り大会 

8/4(日) 常務役員会および本部役員会 

8/10(土) 深城町会盆踊り大会 

8/21(水) 有秋地区社会福祉協議会理事会 

8/23(金) 有秋地区社会福祉協議会・敬老会打合せ 

8/24(土) 桜台夏まつり *予備日：25 日(日) 

  8/24(土) 緑園都市町会盆踊り大会 

  8/29(木) 有秋地区町会長連合臨時会議・敬老会打合せ 

○○○○次回本部役員会次回本部役員会次回本部役員会次回本部役員会    

９９９９////８８８８((((日日日日))))    9999：：：：30303030 自治会館自治会館自治会館自治会館 2F2F2F2F 大大大大ホールホールホールホール    

※※※※傍聴参加傍聴参加傍聴参加傍聴参加できますできますできますできます 


