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本部役員会報告（７月１２日開催） ＊議事録を兼ねる 
  【開催時間】９：３０～１１：１５ 【場所】２階大ホール 

  【出 席 者】会長、副会長、地区長、理事 

 
Ⅰ．会長報告 ※詳細は別紙【平成２７年７月度会長報告（７月１２日付）】を参照。 

  会長挨拶に続き下記事項につき配布資料を基に会長より報告が行われた。尚、「桜台ニュース」に 

  ついて、会長業務錯綜のため発行が遅れているが早期に取り戻したい旨発言があった。 

  １．審議〈検討・確認〉事項 ※資料：班構成実態調査表（表・裏）参照 

   現在、班構成の実態調査について、６月２９日付で調査表を班内回覧方式で各班長に調査を依頼し 

ている。６月度本部役員会で提示した調査項目検討用の調査表は使用せず、班毎にお住まいの方の 

氏名、住所、名簿上の空き家、非会員等の情報を記載したものを使用する。調査報告書の締切は 

７月３１日としている。 

  ２．特記事項：下記３件について報告が行われた。  

    ① 近隣各町会の夏祭り（盆踊り大会、開催６か所）のスケジュールについて。 

    ② 赤十字募金の集計結果について。件数・金額ともに昨年を下回った。 

    ③ 平成２７年度合同防災訓練について。訓練の詳細を８月度の本部役員会に提示する。 

  ３．転入・転出について。 

    【転入者】・【転出者】情報は、自治会への入会・退会届けを以って記載しており、届けのない方 

    は記載できない。 

４．1’stＱ（４月～６月）の会計・収支予実[自治会経費予算収支状況（2015 年 6 月末現在）】につい 

  て配布資料を基に報告が行われた。 

   ※資料：別紙[１‘Q(4 月～6 月)会計・収支予実報告<経費予算収支状況(2015 年 6 月>]参照。 

Ⅱ．副会長報告 

◎ ４丁目班長会でゴミステーション清掃に関する現場の記載名簿について修正が必要との指摘があり, 

    早急に対応したい。 

◎ A コープに代わる小規模スーパーの導入について知人等を通じて可能性を探っているが、現状で 

は進展は見られていない。 

Ⅲ．地区長報告 

◎ バス通り（中央公園付近）の通学路に山桃の実が大量に散乱し通学に支障を生じているため対策 

が必要である。 

◎ ゴミステーションの補修費について 2 万円まで自治会で補助しているが、今後の対応について 

再検討する（期間及び残高について確認を要する）。  

◎ ３丁目班長交代。【３区】清宮幸雄氏⇒藤田俊樹氏、【４区】太田政一氏⇒河野勝男氏 

◎ ３丁目自治会員２名ご逝去。【１区】杉本己知子氏、寺前 健氏  
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Ⅳ．専門部報告 

◎ 防災部：①６月末～７月上旬にかけて消火器の現状について地区長・理事間で検討され、今年度 

     ・来年度分として消火器１７台分の予算を市に申請している。 

②11 月に開催のﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙでの「炊き出し」に必要な食材等の購入費用、及び災害時に使 

       用する「かまど」3 基（1・2・3 丁目）の購入費用を市に申請している。4 丁目は所 

              有済 

◎ 防犯部：①7 月 4 日に深城池および中央公園の防犯灯の点検を実施した。 

②８月 2 日から１週間、全桜台の玄関灯・門灯・防犯灯・ｾﾝｻｰﾗｲﾄ等及び街路灯の夜間点灯 

 状況について総点検を行う。 

 

◎ 生活環境部：１丁目 A コープ道路脇の山側から歩道に散乱している倒木の処理を実施して頂いた。 

◎ イベント企画部：本日１１時より桜台夏祭り実行委員会を行うので、全専門部関係者の出席を 

お願いします。 

  ◎ 文化・体育部：７月１８日（土）からのラジオ体操開始に備えポスターを掲示版に貼付した。 

◎ 広報部：先般「桜台だより」を発行し町内回覧の手配を行った。（７月１２日現在回覧実施済）。 

◎ 福祉部：①９月１３日に実施する救急救命講習会の案内ポスターを掲示板に貼付した。 

                                                      

        以上 



 平成２７年７月度　会長報告（７月１２日）

会長挨拶

　　来週（19日）の有秋地区盆踊り大会を皮切りに、天羽田（25日）、椎の木台（８/1）、
　緑園都市（8/8）と近隣町会の夏祭りが開催されます。最後に8月22日の桜台夏祭りと
　なりますが、最後を飾るのにふさわしい盛大で、楽しい夏祭りにしたいものです。
　　各丁目（除く３丁目）の地区役員会で、各班長さんに説明及びお願いした内容で現在、
　各班長さんにお願いして「班編成見直しその他」検討のための実態調査を実施中です。
　結果のまとめ（８月）が完了すれば、役員会の皆さんのご協力を得て、「班編成見直し」
　の検討をお願いしたいと思います。

Ⅰ．６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． 6月  2日（火）市長・市議選挙期日前立会い（於アネッサ）
2． 6月  7日（日）市長・市議選挙当日立会い（於有秋南小学校）
3． 6月10日（水）市原市町会長連合会理事会（於市民会館）

　　　　＊まち懇（10/15）テーマについて、各地域の夏祭り注意事項その他
4． 6月12日，13日（金，土）有秋地区町会長連合会視察研修

　　　　＊東京地方・高等裁判所で裁判傍聴、山梨県立リニア見学センター見学
5． 6月14日（日）常務・本部役員会

　　　　＊４月分、５月分と合わせて桜台ニュース参照
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．とバッティングで欠席
7． 6月16日（火）姉崎産業祭実行委員会反省会（於ロイヤルホテル）
8． 6月19日（金）有秋地区町会長連合会全体会議（於有秋支所会議室）

　　　　＊盆踊り大会準備状況確認、いちはら国府祭の参加（練り踊り）確認
9． 6月24日（水）有秋地区社協常任理事会（於有秋公民館）

　　　　＊平成27年度敬老会について、有秋地区盆踊り大会準備応援について
10． 6月26日（金）有秋地区社協親睦旅行（大洗・鉾田方面）

　　　●市役所・警察署・消防署からのメール配信情報
　　　　・6月の犯罪：全199件 1位 自動車盗35件 2位 車上狙い28件 3位 器物破損27件
　　　　・6月の火災：全1件　＊通報は1件で内実火災が1件
　　　　・6月の不審者情報：1件

Ⅱ．審議＜決議、検討・確認＞事項

　　今月は決議（承認）依頼項目はなし、検討・確認依頼項目が1件です。

　 ＜検討・ ・班編成関連の実態調査について、各地区役員会（除く３丁目）での
　　 確認依頼＞ 　各班長さんのご意見に基づき、"対班長依頼状"及び"調査表"を修正

　して、６月29日付で各班長さんに調査をお願いしています。
　　＊別紙参照
　　＊世帯人数調査もあるので班内回覧での調査としました。



Ⅲ．特記事項

1． 　冒頭の挨拶の通り、本年度の各町会夏祭り（盆踊り大会）が行われ、それぞれ

準備に覆われています。各町会のスケジュールは以下の通りです。

①有秋地区盆踊り 　7月19日（日）於有秋公園

 ＊雨天順延で更に雨天の場合は中止

 ＊7月16日，17日（18日予備日），19日ＡＭで準備

 ＊7月19日本番 ～ 20日，21日で片付け

 ＊今年の音響は、桜台からチーム及び機器を提供する。

②天羽田町会盆踊り 　7月25日（土）於天羽田町会広場

 ＊本年度は桜台踊りチーム派遣なし

③椎の木台盆踊り 　8月  1日（土）於高石山公園 桜台チーム

④緑園都市盆踊り 　8月  8日（土）於泉台公園 派遣あり

 ＊本年度は日程変更（例年は桜台とバッティング）

⑤深城町会納涼祭 　8月  8日（土）於深城野菜出荷場

 ＊本年度は案内状をいただけない模様

⑥桜台夏祭り 　8月22日（土）於桜台中央公

２． 　赤十字募金集計結果は以下の通りです。

　平成27年度募金結果：590件／233,660円（昨年実績：748件／300,468円）

3． 　平成27年度合同防災訓練について

　本年度の訓練は、南小が市原市の「避難所訓練」の主会場となっているため、

　いつもとは進め方が変わります。概略は別紙を参照ください。

　　＊詳細は、別途防災部と検討して８月の役員会で提示する。

Ⅳ．転入・転出（６月）

　　●転入者　長友　祐樹氏(3-20-12) 堀越　位夫（4-3-12）
　　●転出者　なし ＊6月30日現在の世帯数：1,226世帯

Ⅴ．Ｈ２７年７月の主な行事（自治会、関係団体）

1． 7月  3日（金）敬老会打合せ（対姉崎地区社協／於アネッサ）
2． 7月  3日（金）町会長連合会有秋地区役員会議（於有秋支所）
3． 7月10日（金）町会長連合会有秋地区全体会議（於有秋支所）
4． 7月12日（日）本部役員会

7月16日（木）
↓

7月19日（日）ＡＭ
7月19日（日）夕方～ 有秋地区盆踊り大会(宮崎,ｲﾍﾞﾝﾄ企画部,音響ﾁｰﾑ)

7月20日（月） 有秋地区盆踊り大会片付け(宮崎,ｲﾍﾞﾝﾄ企画部)

7月22日（水） 有秋地区盆踊り大会反省会（三井化学社員クラブ）

6． 7月21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）
7． 7月31日（金）町会長連合会有秋地区役員会議（於有秋支所）
8． 7月23日（木）有秋地区社協理事会（於有秋公民館／敬老会ＫＯＭ）
9． 7月25日（土）天羽田盆踊り大会

5．

有秋地区盆踊り大会準備

(宮崎，ｲﾍﾞﾝﾄ企画部，音響ﾁｰﾑ)



 班 構 成 実 態 調 査 表 
 ※各班⻑さんご⾃信のご意⾒、疑問点等がありましたら、  丁⽬   区   班 
  調査表の裏にご記⼊ください。 調査報告締めきり：7⽉31⽇（⾦） 班⻑ ：       

【調査表】

⽒名 番地 空き家
空き地 お住まい状況 回覧状況 家族数 ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ使⽤状況

備考使⽤
駐⾞場

在住 輪番班⻑
不在

回覧 ○ 含む  
世帯主

G-St 使⽤ ○ 清掃し
ているなし 会員 ⾮会員 担当 パス ⾮回覧 × No 不使⽤ ×

1 Ａ ○
2 Ｂ ○
3 Ｃ ○
4 Ｄ ○
5 Ｅ ○
6 Ｆ ○
7 Ｇ ○
8 Ｈ ○
9 Ｉ ○

10 Ｊ ○
11 Ｋ ○
12 Ｌ ○
13
14
15
16
17
18
19
20
21



班⻑さんのご意⾒・疑問点等 ＜調査表裏⾯＞
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







１ʼＱ（４⽉〜６⽉）の会計・収⽀予実の報告
⾃治会経費予算収⽀状況（2015年6⽉）

Ⅰ．収⼊ ４⽉〜６⽉合計：6,686,090円

 １ー１．⾃治会費：６⽉末で"5,718千円"の納⼊で、対予算"78%"
＊約953世帯分
＊H26前受け分（108,000円）はH27年分に計上済
＊対策年同期⽐ "▲209千円／▲4％"
＊5/11,25に第⼀回⽬の⾃動引落し（ゆうちょ）実施

  －２．⾃治会⼊会⾦：6世帯⼊会で"6千円"
＊対策年同期⽐ "＋3世帯"

 ２．市補助⾦：⾏政協⼒交付⾦
  －１．⾏政協⼒交付⾦

＊市原市⾏政協⼒⾦は、"442,928円"で６⽉に⼊⾦済
 A 均等割り額:48,000円 市補助交付⾦
 B 世帯数⽐例:世帯数（1,228世帯）×400円
 C 市町会⻑連合会費:(A+B)×16%+10,000円
 ①市補助交付⾦  =A+B=48,000+(1,228×400)=539,200円
 ②市町会⻑連合会費=C=539,200×0.16+10,000円=96,272円
  市補助⾦=①－②=539,200円ー96,272円=442,928円

  －２．防犯灯新設補助⾦
＊防犯灯新設補助⾦は、"177,033円"で６⽉に⼊⾦済

 ３．設備（会館）使⽤料："217,350円"
＊H26前受け分（39,250円）はH27年分に計上済
＊対策年同期⽐ "▲32,975円／▲13％"

 ６．草刈り⼿数料："75,705円"
＊⽯井様（1-21-1）は半分のみ振込
＊⼩野様（2-32-2／川崎様購⼊）は川崎様⾃前草刈り
＊古澤様（3-2-1）は振込未
＊対策年同期⽐ "▲36,350円／▲32％"

Ⅱ．⽀出 ４⽉〜６⽉合計：2,762,505円
 １．⼈件費："589千円"

＊対昨年同期"▲117千円／▲17％"
 ３．電気代(100V)："106千円" 対昨年同期"＋6千円／＋6％"
   電気代(200V)："108千円" 対昨年同期"＋2千円／＋1％"
 ５．印刷コピー費 ："119千円" 対昨年同期"▲1千円／▲1％"

＊総会議案書（1,220部）印刷
＊⼀般使⽤増もあるが、その分雑収⼊"＋18千円"



 ６．コピー機リース料："65千円" 対昨年同期"▲15千円／▲19％"
＊コピー機更新でリース料ダウン（H26/9⽉〜）

 ７．事務消耗品："56千円" 対昨年同期"＋6千円／＋13％"
＊印刷⽤紙、ラミフィルム等

  9．営繕費：備考欄の通り（カーテンレール補修"1,576円"）
＊対昨年同期"▲37千円／▲96％"

 10．器具・備品費：備考欄の通り（計61,992円）
＊カラオケ⽤パソコン＆⾳響機器（アンプ）
＊対昨年同期"＋8千円／＋16％"

 11．保険料："124千円"
＊⾏事保険（61,900円）、⾃動⾞保険（62,500円）処理
＊対昨年同期"▲30円"

 12．草刈り代："0円"
＊振込済分の草刈り依頼済

 13．雑費："54,055円"
＊証明書発⾏⼿数料、ガソリン代、振込⼿数料等
＊対昨年同期"＋11千円／＋25％"

 14．会費："561千円"納⼊ ＊対昨年同期"▲2,250円"
 ・５⽉：社協負担⾦(245,600円：1,228世帯×200円)
 ・５⽉：⾃衛隊協⼒員(1,000円)
 ・５⽉：有秋地区町会分担⾦(64,400円)
 ・６⽉：有秋地区町盆踊り分担⾦(40,000円)
＊未処理会費：有秋地区体育祭協⼒⾦（5,000円）
       近隣町会（深城）協⼒⾦（20,000円）

 16．⾒舞・弔意⾦：備考欄の通り(計45千円)
＊対昨年同期"＋20千円／＋80％"

 17．交通・⽇当費："30千円"
＊対昨年同期"▲26千円／▲46％"

 18．交際費   ："90千円" 町会関係（宮崎）回数増
＊対昨年同期"＋19円／＋26％"

 21．防犯灯電気代："518千円" 対昨年同期"＋18千円（4％UP）"
 23．⽀援費   ："50,000円" ・婦⼈会⽀援済

Ⅲ．収⽀ 収⼊"6,686,090円"ー⽀出"2,762,505円"＝"3,923,505円"


