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本部役員会報告（６⽉１４⽇開催） ＊議事録を兼ねる
【開催時間】９：３０～１１：２０ 【場所】２階大ホール

【出 席 者】会⻑、副会⻑、地区⻑、理事

Ⅰ．会⻑報告：詳細は別紙【平成２７年６⽉度会⻑報告（６⽉１４⽇）】参照
会⻑挨拶に続き下記事項につき会⻑より報告が⾏われた。
１．審議〈決議１件、検討・確認１件〉事項

※資料：別紙「平成27 年度常務役員会」参照
＜決議事項＞
１）定期総会における指摘事項への対応について審議が⾏われ質疑応答の後承認された。

詳細は別紙【定期総会における指摘事項への対応について】を参照。
＜検討・確認事項＞
１）班編成関連の実態調査について、対班⻑依頼⽂・実態調査票及び調査スケジュールについて

審議が⾏われ、各班の世帯数の平均化に配慮し８⽉に結果を纏めることで確認された。尚、
実態調査票の「空き地」欄には、駐⾞場の場合は駐⾞場と記⼊する。
詳細は別紙【班構成の実態調査（班編成⾒直しその他関連）依頼の件】を参照。
※参考資料「名簿状況内訳集計」表

３．特記事項 今⽉は特記事項はなし。

Ⅱ．副会⻑報告 ※夏祭り関係の要望（⼤⽵副会⻑）については、専⾨部報告でする。
Ⅲ．地区⻑報告

◎ 台⾵による倒⽊など懸念される危険性について実態を調査し対策を講じる必要がある。
◎ 市内⼀⻫清掃デーは多数の⽅々が参加したが「清掃内容が少なく対応が班ごとにまちまちで、⼀考

を要する」との声が多く聞かれた。
※本件については、中央通り・その他主な道路について、草取りを丁⽬単位で担当区域を明確に
して実施することで、次回⼀⻫清掃デーまでに検討・決定することとした。

◎ 町内の掲⽰板・掲⽰物の管理について対応⽅法を明確にする必要がある。
◎ ﾊﾟﾄﾛｰﾙで使う「ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ」は桜台の町名⼜はﾛｺﾞ⼊りとし、費⽤は⾃治会の予算枠で負担する。

Ⅳ．専⾨部報告
◎ 防災部：特記事項なし。
◎ 防犯部：７⽉５⽇に防犯灯（深城池周り及び中央公園）の実状チェックを実施する。
◎ ⽣環部：・ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝゴミステーションの番地表⽰問題については桜台住⺠の意⾒を参考に役員会

で検討する。
・夏祭りの店舗出店希望について近々回覧で「申し込み」の受け付けを始める。

◎ ｲﾍﾞﾝﾄ ：７⽉ 12 ⽇（11時〜12 時）に夏祭り実⾏委員会を開催する。尚、各専⾨部役割分担表配
企画部 付で、各部に出席(必ず 1名)要請あり。⼜、実⾏委に対する意⾒、要望提出の依頼もあり。

※別紙「役割分担表」参照
◎ ⽂化 ：夏季ﾗｼﾞｵ体操に⾃治会の防災ﾗｼﾞｵを活⽤する。尚、3回以上の参加者に粗品(QUOｶｰﾄﾞ)を

体育部 を進呈する。
◎ 広報部：引継ぎ時に広報部ﾌｧｲﾙがﾊﾟｿｺﾝから消失しており苦慮したが後⽇復元され安堵した。「桜

台だより」から順調に作業を進めているが、ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟの重要性を痛感した。
◎ 福祉部：９⽉に「救急救命講習会」を実施いたします。多数ご参加下さい。

【⽇時】 ９⽉１３⽇（⽇）、 午前 10時〜11 時 30 分
【場所】 ⾃治会館 ２階⼤ホール 以上
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 平成２７年６⽉度 会⻑報告（６⽉１４⽇）

会⻑挨拶

  5⽉初旬（5/12）の台⾵襲来と、今年は台⾵の当たり年になりそうな気配です。
  いよいよ梅⾬に⼊り、鬱としい⽇が続きます。⼜、この時期は⾷中毒にも充分な注意
 が必要となりますので、⾷品管理、衛⽣管理には充分な配慮をして下さい。
  昨⽇から盆踊りの練習も始まり、夏祭りの準備も着々と進んでいるようです。各専⾨
 部の連携をよくして万全な準備をお願いします。
  今⽉は、先⽉報告しました「班編成⾒直し」検討のための実態調査について、班⻑へ
 の依頼⽂及び調査表を提案しますので検討をお願いします。⼜、先⽉検討依頼しました
 総会指摘、意⾒に対する対応についての審議をお願いします。

Ⅰ．５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． 5⽉  1⽇（⾦）有秋地区町会⻑連合会役員会議（於有秋⽀所会議室）
        ＊盆踊り⼤会役員（担当割）確認、まち懇テーマについて

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）有秋地区町会⻑連合会全体会議（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 ＊議事録（ニュース２号）参照
6． 5⽉15⽇（⾦）社協・健康増進講座（於椎の⽊台⾃治会館／⽋席）
7． 5⽉17⽇（⽇）姉崎産業祭（出光会館周辺／実⾏副委員⻑）
8． 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）
9． 5⽉21⽇（⼟）市原市防犯協会定期総会（市⺠会館）

10． 5⽉22⽇，23⽇（⾦，⼟）市原市町会⻑連合会視察研修 ＊茨城県⽔⼾市役所
11． 5⽉23⽇（⼟）有秋南⼩学校運動会（荒牧副会⻑代理）
12． 5⽉24⽇（⽇）市内⼀⻫清掃デー
13． 5⽉25⽇（⽉）⾃衛隊千葉地域協⼒会役員会（於五井グランドホテル）
14． 5⽉26⽇（⽕）有秋地区盆踊り⼤会出店打合せ（有秋公⺠館）
15． 5⽉27⽇（⽔）社協常任理事会（於有秋⽀所会議室）
16． 5⽉28⽇（⽊）３⼩学校区NW懇話会（有秋公⺠館）
17． 5⽉29⽇（⾦）有秋地区町会⻑連合会役員会議（於有秋⽀所会議室）
18． 5⽉29⽇（⾦）有秋公⺠館指定管理者運営委員会（於有秋公⺠館研修室）
19． 5⽉30⽇（⼟）有秋中学校体育祭

   ●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187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

   ＊4/28〜4/30のデータ追加収集
    ・5⽉の犯罪：全210件 1位 ⾃動⾞盗39件 2位 ⾞上狙い32件 3位 器物破損31件
    ・5⽉の⽕災：全1件 ＊通報は1件で内実⽕災が1件
    ・5⽉の不審者情報：5件

Ⅱ．審議＜決議、検討・確認＞事項

  今⽉は決議（承認）依頼項⽬が１件、検討・確認依頼項⽬が1件です。
  ＜決議項⽬＞ ①定期総会における指摘事項への対応について
  ＜検討・   ①班編成関連の実態調査について（対班⻑依頼⽂・調査表確認）
   確認依頼＞ 



  【決議項⽬】

①定期総会における指摘事項等への対応は、別紙（先⽉資料）の通りとすること
 で本部役員会のご了解（承認）をいただきたい。

  【検討・確認依頼項⽬】

①班編成関連の実態調査について、以下の通り進めますので確認をお願いします。

 別紙の対班⻑依頼⽂及び「班構成実態調査表」で班⻑さんに各班の実態を調査
 してもらう。
  ＊調査表は、５⽉現在の⾃治会名簿を元に作成します。
  ＊⾃治会名簿で空き家、空き地となっている所は番地のみを記載し、空き家
   （⼜は空き地）の項に○印を記⼊します。
  ＊⾃治会に届けのあった転⼊、転出世帯はこれを反映する。
＜調査内容＞
・空き家（空き地）はその通りか？ → 新たな転居、建築の有無
・お住まい状況はその通りか？  → 転出されていて空き家になっていないか

→ 転⼊されて在住になっていないか
・在住世帯は会員か⾮会員か？  → ⾃治会加⼊の促進を図る。
・輪番の班⻑を担当しているか？  → ご⾼齢等で班⻑パスの有無
・在住世帯の家族数は？  → 安否確認シートの再確認
・回覧は回しているか？ 
・ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝを使⽤状況は？ → 使っているか？

→ 輪番の清掃を実施しているか？

 ⽬的は班編成⾒直しのための調査であるが、この機会に諸項⽬の調査も⾏うこ
 ととし、安否確認シートの再確認、⾃治会員増加のための資料としたい。
 ※６⽉中に調査表（92班分）の作成〜班⻑さんへの調査依頼とする。
 ※調査の締め切りを７⽉⼀杯とし、８⽉に結果のまとめをしたい。
 ※９⽉から班編成の改定案検討及び⾮会員への⼊会要請をする。

Ⅲ．特記事項 今⽉は特記事項は特になし

Ⅳ．転⼊・転出（５⽉）

  ●転⼊者 成川 晃由⽒(2-17-18)
  ●転出者 なし ＊5⽉31⽇現在の世帯数：1,224世帯

Ⅴ．Ｈ２７年６⽉の主な⾏事（⾃治会、関係団体）

1． 6⽉  2⽇（⽕）市⻑・市議選挙期⽇前⽴会い（於アネッサ）
2． 6⽉  7⽇（⽇）市⻑・市議選挙当⽇⽴会い（於有秋南⼩学校）
3． 6⽉10⽇（⽔）市原市町会⻑連合会理事会（於市⺠会館）
4． 6⽉12⽇，13⽇（⾦，⼟）有秋地区町会⻑連合会視察研修
5． 6⽉14⽇（⽇）常務・本部役員会
6． 6⽉16⽇（⽕）有秋南⼩学校区安⼼・安全NW推進委員会（於桜台⾃治会館）
7． 6⽉19⽇（⾦）有秋地区町会⻑連合会全体会議（於有秋⽀所会議室）
8． 6⽉24⽇（⽔）有秋地区社協常任理事会（於有秋公⺠館）
9． 6⽉26⽇（⾦）有秋地区社協懇親旅⾏



 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。（別紙参照）
     ※Ｏ⽒の提案書を⾒る限り、Ｏ⽒先導でプロジェクトをを進めるというスタンスではなく、単に
      Ｏ⽒の提案を⽰されたものである。内容的には、⼤変に素晴らしいものであり、具現化された場
      合の効果は期待できるが、討論テーマが漠然としていて、じゃあどうするのといった具体的な⽅
      向が今⼀はっきりしない。この内容で討論参加者を募っても参加はあまり期待できないと考える
      し、実際に進めていくのも難題が多いと思える。
      ⇒従って、Ｏ⽒提案の対応は、参加者を募っての検討委員会形式ではなく、⾃治会からの「アン
       ケート」形式で全住⺠の皆さんからの意⾒を収集する形としたい。

     ※総会の後「⾃治会⻑への⼿紙」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丁⽬班⻑さん）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し、⼀部具体的な案もあるようなので、こ
      ちらの⽅も進めていきたい。

   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
         副会⻑、地区⻑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⿊字決済となった。
         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。



　　班長各位 平成27年６月29日

自治会長　宮崎　栄

 班構成の実態調査（班編成見直しその他関連）依頼の件 

　　　早いもので、新年度に入って３ヶ月が過ぎようとしています。本年度の班長の皆さんには班長

　　業務の遂行ご苦労様です。

　　　今回、班長の皆さんに調査していただきたい事項が発生しましたのでお願いの連絡をさせて頂

　　きます。お願い事項は、標題の通り「班構成の実態調査（班編成見直しその他関連）」です。

　　　現在の班編成は、5年前の平成22年度に見直し改正が行われ、平成23年度から運用されていま

　　すが、当時の見直し結果は以下の通りです。

１丁目 ２丁目 ３丁目 4丁目

１区 ２区 ３区 ４区 １区 ２区 ３区 ４区 １区 ２区 ３区 ４区 １区 ２区 ３区 ４区

4 3 4 7 10 10 5 9 7 6 8 7 6 6 6 6

1丁目小計 18 ２丁目小計 34 ３丁目小計 28 ４丁目小計 24

全丁目合計 104

4 5 7 8 10 5 8 7 6 8 7 5 5 4 4

1丁目小計 16 ２丁目小計 31 ３丁目小計 28 ４丁目小計 18

＊1丁目：4区→3区 全丁目合計 93

0 2 3 -7 -2 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 -2 -2

1丁目小計 -2 ２丁目小計 -3 ３丁目小計 0 ４丁目小計 -6

全丁目合計 -11

　　　※　平成23年の見直し確定時に一部の班から色々な点でクレーム的な申し出があったようで

　　　　あるが、結局このまま運用が開始されて現在に至っている。

　　　昨年度末（２月）に、ある班から班編成の見直し（他班との統合）の要求があり、しかも直ぐ

　　に実施し、本年度からの運用を求めるものでした。この要求理由は以下の通りです。

・非会員、高齢者等で班長担当可能者が減り、４～５年で班長の順番が回ってくる。

　＊上記の一部のクレームの再燃であったが、この班の次の班長は既に決まっており、直ぐ

　　に対応しなくてもいい状況なので、年度明けに検討させて欲しいと要請したが、感情的

　　に受け付けていただけなかった。

　　　上記申し入れ者にも話しましたが、このような班は他にもあるかもしれません。又、単に班長

　　の順番だけでなく、公園清掃時に参加者が非常に少なくて困っている班もあるでしょうし、逆に

　　世帯数が多くて回覧が遅延したり、募金集金が大変であるといったこともあるかもしれません。

　　　そこで、別紙調査票に基づいて各班の「実態調査」をお願いするものです。事情ご勘案の上、

　　ご協力をお願いします。調査内容は以下の通りです。（調査表の左から順に記載）

　　　調査方法は世帯人数調査の関係で、班内回覧として下さい。直接ご本人への聞き取り等は無理

　　しないでください。

　　　尚、調査報告の締め切りは"7月31日（金）"とします。

　　何か疑問点あれば、宮崎（090-3907-4742）までご確認ください。

・自治会名簿から空き家（又は空き地）に○印記入中

・名簿に空き家となっているのに誰か住んでいないか

・会員か非会員か　＊名簿上の非会員は○印記入中

・ご高齢等で班長をパスしているか

・不在か（自治会に届け無に転出していないか）

 ③回覧状況 ・回覧をまわしているか　回していないか

 ④世帯の家族数 ・世帯主を含んで何人が住んでいるか

・使用ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝＮｏ

・ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝを使っているか、清掃を実施しているか
 ⑤ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝの使用状況

見直し

班増減

前の

班数

後の

班数

 ①空き家・空き地の状況

 ②お住まい状況







班⻑さんのご意⾒・疑問点等
調査項⽬ ご意⾒・疑問点等

 １．空き家・空き地関係

 ２．お住まい状況関係

 ３．ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ関係

 ４．その他




