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本部役員会報告（５月１０日開催） ＊議事録を兼ねる 

  【開催時間】９：３０～１１：００ 【場所】２階大ホール 

  【出 席 者】会長、副会長、地区長、理事 
 
 ※年初からニュースの編集が滞り、発行が２か月遅れました。申し訳ありません。 
 

Ⅰ．会長報告～詳細は別紙「平成２７年 5月度会長報告」参照 

  会長挨拶に続き下記事項について会長より報告が行われた。 

１．検討〈報告・検討依頼〉事項 

   ※資料：別紙「平成２７年５月度常務役員会」参照 

 ＜報告事項＞ 

１）平成 27 年度の役員会の進め方について説明。 

    ２）審議・決議のスピードアップのお願い 

    ３）「桜まつりの」の自治会支援金会計報告 

    ４）班編成関連の実態調査計画について 

   ＜検討依頼事項＞ 

    １）定期総会における意見、指摘事項への対応について 

２．特記事項 

   ※資料：別紙「平成 27 年５月度 会長報告」参照 

  １）有秋地区等、関連団体における宮崎会長の役職について 

  ２）「桜まつり」実行委員会による桜苗木の記念植樹について 

Ⅱ．副会長報告～特記事項なし。 

Ⅲ．地区長報告～特記事項なし。  

Ⅳ．専門部報告   

※各専門部より２７年度の活動計画・予算案等について説明が行われた。各部詳細内容省略 

ⅴ．その他 

    ① 班編成の見直しについては６月の常務役員会で検討する。 

② 自治会が係わる諸作業時（.祭の提灯取付け等）に起きた「怪我」に関する費用について 

出席理事より問題提起があり、保険対応について自治会として検討することとした。 

⇒ 自治会では「行事保険」に加入して対応している。（会長） 

③ 防災部長（理事）より防災部として自治会の防災資材の保管内容について確認したいとの要請 

があり、当然の事として了承された。 

                                       以 上 
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 平成２７年５月度　会長報告（５月１０日）

会長挨拶

　　いよいよ本格的に新年度のスタートです。各役員の皆さんにはご協力を宜しくお願い
　します。
　　平成27年度の定期総会も若干のご指摘はありましたが、全議案承認の中無事に終える
　ことができました。承認いただいた平成27年度の活動計画項目、経費予算の執行につ
　いて確実に実行していくことが必要ですので、これに向けて各担当部署が活動できたら
　と思います。指摘内容の対応について、この後報告しますので、議論をお願いします。
　尚、本日の議論で修正あれば修正し、来月の本部役員会で決議したいと思います。
　　又、本年度も色々と発生するであろう懸案事項に対しても、皆さんのご協力の元、適
　正に対応していきたいと思いますので、宜しくお願いします。

Ⅰ．４月度の出来事＜行事関係（自治会、関係団体）、市役所・消防情報等＞

1． 4月  5日（日）深城池・桜まつり（実行委員会）
　　　　　　　 ＊雨天決行も大勢の賑わいで楽しまれていました。

2． 4月  5日（日）町会長連合会有秋地区会定期総会（有秋支所会議室）
　　　　　　　 ＊宮崎：H27年度地区会長に就任

3． 4月  6日（月）有秋地区女性部会定期総会
4． 4月  6日（月）姉崎産業祭実行委員会（第2回）（ロイヤルホテル）
5． 4月  7日（火）有秋中学校入学式（107名入学⇒全校生徒324名 対昨年3名減）
6． 4月  8日（水）有秋南小学校入学式（29名入学⇒全校生徒185名 対昨年7名減）
7． 4月12日（日）県議会議員選挙
8． 4月12日（日）新旧合同本部役員会　＊議事録の通り
9． 4月15日（水）市原市町会長連合会理事会（市民会館）
9． 4月16日（木）有秋地区社会福祉協議会定期総会（於有秋支所会議室）

　　　　　　　 ＊宮崎：H27年度常任理事に就任
10． 4月20日（月）有秋地区社会体育振興会総会（有秋支所）

11． 4月21日（火）有秋南小学校区安心安全NW推進委員会（総会）

12． 4月22日（水）市原市町会長連合会評議員会（定期総会）　＊市民会館
13． 4月26日（日）桜台自治会・第３５期定期総会
14． 4月28日（火）有秋中学校後援会定期総会
15． 4月29日（火）桜台倶楽部定期総会

　　　●市役所・警察署・消防署からのメール配信情報
　　　　・4月の犯罪：全168件 1位 自動車盗44件 2位 非侵入盗20件 3位 車上狙い18件

　　　＊但し、～4/27までのデータ

　　　　・4月の火災：全2件　＊通報は2件で内実火災が2件
　　　　・4月の不審者情報：2件

Ⅱ．検討＜決議・報告（本日の常務役員会資料参照）＞事項

　　今月は会長からの決議依頼項目はなし、報告、依頼項目が４件と検討依頼が１件です。

　　＜報告項目＞　①本年度の役員会の進め方について
　　　　　　　　　②審議、決議のスピードアップについて
　　　　　　　　　③「桜まつり」の支援費会計報告について
　　　　　　　　　④班編成関連の実態調査について

　　＜検討項目＞　①定期総会における指摘事項への対応について



Ⅲ．特記事項

　　　１．関係団体の定期総会完了で、平成27年度の各団体において、宮崎は以下の役職に
　　　　　就任することが決定しました。

①町会長連合会 市原市　：有秋地区選出の理事　＊地球温暖化対策委員会委員

有秋地区：地区会長

②社会福祉協議会 有秋地区：常任理事　　　　　　＊敬老会、福祉バザー担当

③有秋南小学校区 　　　　：安全部担当副会長

　安心・安全ＮＷ
④社会体育振興会 有秋地区：平成27年度は代議員で特に担当なし

　　　２．「桜まつり」実行委員会有志により、５月１日（金）に深城池の中央公園側載り
　　　　　面に19本の桜苗木（ソメイヨシノ）を記念植樹しました。目標は"200本"とのこ
　　　　　とです。

Ⅳ．転入・転出（4月）

　　●転入者　井寺　勇人氏(3-21-7)　高橋　将広(1-19-4）　籐谷　茂子(1-4-80)
　　●転出者　なし ＊4月30日現在の世帯数：1,223世帯

Ⅴ．Ｈ２６年５月の主な行事（自治会、関係団体）

1． 5月  1日（金）有秋地区町会長連合会役員会議（於有秋支所会議室）
2． 5月  7日（木）姉崎産業祭実行委員会（於ロイヤルホテル）
3． 5月  8日（金）有秋地区町会長連合会全体会議（於有秋支所会議室）
4． 5月  9日（土）有秋地区小域福祉ＮＷ懇話会（於有秋支所研修室）
5． 5月10日（日）常務・本部役員会
6． 5月15日（金）社協・健康増進講座（於椎の木台自治会館）
7． 5月19日（火）有秋南小学校区安心・安全NW推進委員会（於椎の木台自治会館）
8． 5月21日（土）市原市防犯協会定期総会（市民会館）
9． 5月22日，23日（金，土）市原市町会長連合会視察研修　＊茨城県水戸市役所

10． 5月22日（金）社協常任理事会（於有秋支所会議室）
11． 5月23日（土）有秋南小学校運動会

12． 5月24日（日）市内一斉清掃デー

13． 5月29日（金）有秋地区町会長連合会役員会議（於有秋支所会議室）

14． 5月30日（土）有秋中学校体育祭



 平成２７年５月度　常務役員会（５月１０日）

【報告、依頼】

　Ⅰ．本年度の役員会の進め方について

 　 ＜常務役員会＞　※会則の規定及び会議内容は、４月度の新本部役員会資料参照

１．　常務役員会は、以下のケース等、会長が必要と判断したときに召集する。

　　 ①常務役員会開催のケース

 ・本部役員会（原則当日）で決議の必要な案件があるとき。

 ・常務役員（会長、副会長、地区長）から検討の必要な案件が動議されたとき。

 ・地区役員会から検討の必要な案件が動議ざれたとき。

 ・その他、必要と判断されるとき。

２．　常務役員会は、原則本部役員会の30分～1時間前(内容によって開始時間決定)に開催とするが、検討に

時間を要すると判断される場合は、別途日程を設定することがある。

　＊会議案内は、議事次第を明記して予定日の10日位前に配付し、本部役員会と共用する。(ﾚｽﾍﾟｰﾊﾟｰ)

　＊会議当日の議事次第は、別途作成せず、配付資料は会議の前に確認してもらう。（ﾚｽﾍﾟｰﾊﾟｰ）

３．　常務役員会の議長は会長が担当し、書記は総務担当副会長が担当する。

　＊会議資料がある場合、議事録は"資料参照"とし、会議で議論された特記(質疑応答等)を追記する。

４．　常務役員会の内容は、当日の本部役員会の「会長報告」で報告し、決議の必要な案件は、審議をして決

議する。

 　 ＜本部役員会＞　※会則の規定及び会議内容は、４月度の新本部役員会資料参照

１．　本部役員会の案内は、常務役員会の項参照

２．　本部役員会の議長は総務担当副会長が担当し、議事録は広報部作成の「桜台ニュース」を共用する。

　＊「桜台ニュース」はきめ細やかに報告されており議事録として充分であることから、昨年よりこれを

　　本部役員会議事録としている。（無駄の排除及びﾚｽﾍﾟ-ﾊﾟ）（出欠表と会議資料添付）

　＊今まで議事録の配布をしていたがこれを廃止し、本部役員は「桜台ニュース」の回覧を必読として、

　　翌月の本部役員会で前月の議事録確認をしていただく。

３．　本部役員会の会場準備担当（丁目）は、案内に付記しておく。終了後の片付けは全員で行う。

４．　本部役員会での各報告（地区長・専門部）及び質疑応答は、簡潔明瞭にし、事前に議事録に添付できる

報告資料を準備していただく。

　＊報告書で説明してもらい、提出された報告書は、加工なしで議事録に添付する。

　Ⅱ．審議・決議のスピードアップのお願い

● 　以前の役員会（常務・本部共）では、審議に異常に時間がかかり、決議が非常に遅くなるケースがあっ

たため、昨年より以下の配慮をいただき審議・決議のスピードアップを図っている。

　　 ①過去５月の役員会で審議依頼をしたが、決議は8月の役員会となり、案件は賛成多数で承認された。

　＊だらだらとした議論が続いたのと、他の案件に時間を取られ時間切れとなったこともあった。

　＊議論の中で、横道にそれることが多かったとも思える。

　従って、本年度の役員会でも、審議・決議のスピードアップのために以下配慮をお願いしたい。

　　 ①動議された案件については、その内容、動議理由、根拠、対処策等を充分に理解して議論する。

　　 ②思いつきの意見は、横道にそれやすく、いたずらに時間を費やすことになるので注意願いたい。

　諸改定を検討する際に、会則が邪魔をするケースが出てくるが、会則に縛られて自治会の運営改革に弊

害が出るのは本末転倒であり、動議内容によっては会則の見直しとの抱きわせとする必要のある案件もあ

ろうかと思うのでこの辺も充分に考慮していきたい。

　Ⅲ．「桜まつり」支援金の会計報告について（実行委員会からの報告） 単位：円

１．収入（支援金） 200,000   

企画運営 ・歌謡ショー ・山火太鼓 ・高校生、幼稚園対応　 110,110   

設備関係 ・舞台 ・音響 ・ゲート、看板 84,232    

広報関係 ・ﾎﾟｽﾀｰ ・会場図、看板印刷 ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ印刷 8,630      

総務関係 ・文章（回覧、案内状、お礼状）印刷 ・郵送 8,961      

支出合計　　 211,933   

＜不足（－）分は協賛金で賄う＞→収支差額　　 11,933-    

２．支出用途



　Ⅳ．班編成見直し目的の現班編成の係わる実態調査について

● 　転出、高齢化等で班長のなり手が減り、一部の班から不満（班長の順番が早く廻ってくる）が出ている。

班の編成替えは、平成22年（5年前）に実施され、現在に至っている。一部の不満に都度の対応をするこ

ことは、専門部員数との関連等もあるので、以下の通り、全体の実態を調査してから再検討を行いたい。

[調査項目] ・現名簿で合っているか。（届出なしの転出入の有無）

・自治会に加入しているか。（回覧を廻しているか）

・自治会未加入の場合ゴミステーション使用及び清掃実施の有無　etc

※各班長さんにお願いすることとなるが、現在調査表作成中なので暫くお待ち願いたい。

【検討依頼】

　Ⅰ．定期総会における指摘事項への対応について

１．１号議案「平成26年度活動報告」に関して

　　 Q①) "現役世代、女性層の活用"が活動方針に上がっているが、進展がない（特に若い人の活用）

　　 　⇒A) 現役世代の自治会取込は非常に難しい問題で苦慮しており、進展しない。

　　 　　・審議結果として、質問者（１丁目Ｏ氏）にリーダーとなっていただき、プロジェクトを構成する

　　 　　　ことで了解を得ている。尚、4/29にＯ氏より提案があったので別紙を参照されたい。

　　 　　※総会の後「自治会長への手紙」で、"有秋南小学校親父の会"、"ＰＴＡ"をメンバーで構成してい

　　 　　　るグループのリーダーの方（３丁目班長さん）から、自治会も入って一緒に考えませんかとの提

　　 　　　案を受けた。こちらの方が直接現役世代と議論できるので効果的かなと思える。

　　 Q②) "本部役員会議事録"が保管されていない。

　　 　⇒A) 昨年から、桜台ニュース（１回／月）を議事録としているが、議事録としてのファイリングが遅

　　 　　    れているので対処する。

　　 Q③) "平成26年度の視察研修"に関する報告がされない。

　　 　⇒A) 本年度も２回予定されており参加するので、概要の報告をする。

　　 Q④) 自治会館における飲酒（3/8の桜台倶楽部いこいの日を見て）は、日曜日であれば子供建ちの目に

　　 　　 も入る可能性があり問題ではないか。どこかの店を使う等の方法は取れないか

　　 　⇒A) 桜台倶楽部は月例会として月に１回"いこいの日"を開催して皆さんが楽しんでいる。経費を考え

　　 　　    ればお店での開催は無理である。他にもボランティア、専門部で慰労会等を開催している。酒席

　　 　　    が悪いと決め付けるのは誤解で、酒席が原因の不具合等に注意すれば特に問題はないと考える。

２．３号議案「平成26年度会計報告」に関して

　　 Q①) 自治会について、27年度予算"7,320千円"に対し、26年度実勢が少ないようだが？

　　 　⇒A) 27年度予算は、1月1日現在の世帯数で予算化している。26年度実績は、1月末の未納者リストで

　　 　　    副会長、地区長が苦労して納入依頼に走って頂いた結果である。未納者リストに上がる方が多い

　　 　　    のと、何年も支払わない方がいるのが実情である。

　　 Q②) 「桜まつり」について、他町会、企業等からの協賛金についての報告がない。

　　 　⇒A) 自治会は支援金での支援で、全体の運営は実行委員会で行い、自治会は関与していない。

　　 　　     自治会支援金の支出報告は実行委員会から受けており、不足分を協賛金で賄っている。

　　 Q③) 「夏まつり」の経費が"1,000千円"と相変わらず高額だが

　　 　⇒A) 夏祭りは、自治会の１大イベントであり、参加の皆さんも大いに楽しまれている。節減努力は当

　　 　　    然考慮していくが、規模縮小といったことは現状考えていない。

　　 Q④) 「夏まつり」の接待費が昨年実績より約"100千円"多くかかっているが？

　　 　⇒A) 経費内訳を再確認する。

３．６号議案「平成27年度会計予算（案）」に関して

　　 Q①) 予算段階から預貯金取崩しの赤字予算となっているが、収入に対して支出を検討して収支差額なし

　　 　　 の予算とすべきでは

　　 　⇒A) 昨年も同様に預貯金取崩しの赤字予算で承認されたが、実績は剰余金の出る黒字決済となった。

　　 　　    昨年と同様に、執行に当たって極力節減を図ることで努力したい。

※法人化関係は、議論が中心だったのと、その他に関しては実現性、有効性から割愛






