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本部役員会報告（12 月 4 日(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 
 

Ⅰ、会長報告：内容詳細は別紙「平成 28 年 12 月度会長報告」参照 

１．11 月度の出来事〈行事関係、市役所・消防情報等〉 

２．審議（決議、検討・確認）事項  

    今月は決議(承認)依頼項目はなしで、その他連絡項目が２件です。  

（連絡事項）(1)千葉県の最低賃金改定による、自治会職員の賃金改定について 

      (2)日直員退職による、後任日直員について 

  ３．特記事項  (1)年末年始の自治会館休館について 

         (2)民生委員の改選について 

         (3)荒廃宅(空き家)の対応について 

         (4)移動販売(コープみらい)年末年始の営業その他  

  ４．11 月の入・退会情報  転入者：なし、転出者：２世帯 

  ５．その他  来年度は会長、会計監査員の改選の年度ですので立候補者がいましたら申し出てください。 

Ⅱ．副会長報告  

   ・荒牧副会長： 自治会館年末大掃除（12 月 25 日予定）についての説明と、協力依頼 

            ＊別紙参照 

Ⅲ．地区長報告 (防災訓練の反省、要望があった。意見は防災部報告に集約) 

Ⅳ．専門部報告（特記分）  

・防災部：・11 月 16 日の防災訓練の参加者は 518 名、安全確認タオルの掲示は 503 件でした。訓練

参加者数は例年並みで今後さらに参加者を増やすには工夫が必要です。 

 (防災訓練の反省を踏まえての意見)   

(1) 安全確認タオルの色は、今回は白が多かったが今後色を変えて統一したらどうだろうか。 

(2) 防災訓練時の班長の役割は不明確なのではないか。 

(3) 班長がどのように安否確認シートに記入したらいいか分からなかった。 

(4) 前日の広報車を使った防災訓練連絡は非常に有効だった。 

(5) 今後、配布された防災実施要領見直してもっと分かりやすい要領にすべきである。 

(6) 安否確認シートは現状と不一致があるので調査後早急に更新してください。 

(7) 防災訓練日は市内一斉清掃日と合わせれば参加率も多く 1 度で済むのでいいと思う。 

(8) 3 丁目は集合場所が 2 か所に分かれているが 1 か所でいいのではないか。等 

     以上の意見を踏まえて防災部で検討していただく。 

 

Ⅴ．その他、 特になし 

以上 
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 平成２８年１２月度　会長報告（12月４日）

会長挨拶
　　早いもので、もう師走です。平成28年度の主なイベントも無事、盛会裏に終了し、後は
　来年度の自治会運営に向けて、主に定期総会の準備に入ります。引き続き役員諸氏のご協力
　をお願いします。

Ⅰ．11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． 11月  2日（水）有秋中学校後援会（有秋中学校 ）　

　＊後援会中間報告　＊有秋中学校支援金（11月2日現在）約70万円
2． 11月  5日（土）桜台フェスティバル（作品展示、カラオケ大会 ）　

11月  6日（日）　　　〃　　　　　（演芸発表会、いこいの広場、青空市場）
3． 11月  9日（水）自衛隊基地見学会（松戸駐屯地）

　＊炊事車実運転、燃料運搬、落下傘点検・補修等見学
4． 11月10日（木）自治会会計上期監査受審

　＊特に指摘事能無し
5． 11月11日（金）有秋南小学校との交流会（桜台倶楽部）

　＊１，２年生との昔遊びを楽しむ会
6． 11月12日（土）避難所運営訓練（有秋公民館）

　＊避難所運営の実践的訓練　＊桜台より8名（自治会3名＋NW5名）参加
7． 11月13日（日）市内一斉清掃デー

　＊1丁目"151名" 2丁目"263名" 3丁目"237名" 4丁目"170名" 合計"821名" 参加
8． 11月13日（日）自治会本部役員会（10：00～）

　＊議事録は桜台ニュース（第８号）参照
9． 11月15日（火）有秋南小学校区安心安全NW推進委員会（椎の木台自治会館）

　＊各専門部の活動報告、各団体からの報告
10． 11月16日（水）市原市戦没者追悼式（市民会館／ＡＭ）
11． 11月16日（水）市）町会長連合会理事会・懇親会（市民会館／ＰＭ）
12． 11月16日（水）有）社協常任理事会（有秋支所）＊欠席
13． 11月18日（金）有）町会長連合会全体会議（有秋支所）

　＊町会長大会（1月21日予定）について
14． 11月23日（水）市社協研修会（災害ボランティア運営／社協職員・評議員合同）
15． 11月26日（土）自治会防災訓練

　＊地震発生時の初期自己防衛、安否確認、一時避難所への避難
（参加者）
　ﾀｵﾙ表示 ；1丁目"92軒" 2丁目"187軒" 3丁目"117軒" 4丁目"107軒" 合計"503軒" 実施

　一時避難；1丁目"89名" 2丁目"179名" 3丁目"138名" 4丁目"112名" 合計"518名" 参加

　　●市役所・警察署・消防署からのメール配信情報
　　　・11月の犯罪：全 142件 1位 器物破損 30件 2位 自転車盗 30件 非侵入盗10件

　＊10/23～11/17の情報データ
　　　・11月の火災：0件
　　　・11月の不審者情報：8件

Ⅱ．審議＜決議、検討・確認＞事項
　　　今月は決議（承認）依頼項目はなしで、その他連絡項目が２件です。

＊常務役員会資料参照
　　（項目）① 千葉県の最低賃金改定による、自治会職員の賃金改定について
　　　　　　② 日直員1名退職による、後任日直員について

※①②共、常務役員会承認事項



Ⅲ．特記事項
1． 年末年始の自治会館休館について

　　●休館日：12月27日（火）～明け１月５日（木）の間
　期間中、会館は施錠とするが、会館に用のある方は宮崎（以下連絡先）まで連絡
してください。外出中でなければ対応します。
　　自宅電話；66-1539 又は 携帯電話；090-3907-4742
　＊事務所にも合鍵を保管しており、事前貸し出しは可能ですが、この場合一人だ
　　けの対応になる。
　　⇒ 借用者が用を済ませて退館するとき、裏口を施錠し、鍵をポストに入れてお
　　　 くため、この後は鍵保有者でないと入館できない。

２． 民生委員の改選について
　民生委員は、各丁目より１名担当していただいているが、任期が3年で、12月1日
から3年後の11月30日となる。今年が改選年で、今回退任希望者が１名あったため、
年初（４月）から後任の選出を行い、後任者にお受けいただいている。
　この12月１日（木）に、全民生委員への委嘱式が開催され、正式に今後３年間の
民生委員が就任しています。
　桜台（１～４丁目）の民生委員は、以下の通りです。

～11月30日の民生委員 12月1日～の民生委員 改選

１丁目；鎌田　敏子氏 １丁目；鎌田　敏子氏 留任

２丁目；青木　祥代氏 ２丁目；原田美津子氏 新任

３丁目；竹内　秋子氏 ３丁目；竹内　秋子氏 留任

４丁目；坂井真由美氏 ４丁目；坂井真由美氏 留任

３． 荒廃宅（空き家）の対応について
　自治会長への手紙で、住民の方から３丁目の空き家の荒廃について対応の要請が
あった。内容は以下の通り。
　●家周り、庭の樹木、草が伸び放題で、保安上、見かけ上好ましくない。
　●郵便受け個所のブロック塀が、木の根で押され、道路側に傾いている。
　該空き家の持ち主連絡先（静岡市）が分かったので、状況写真を添付して対応の
お願いをし、11月20日（日）にご本人、娘さんご夫婦及び親戚の方が来葉され、
整備をしてもらった。（この時点では時間の関係で完全ではない）
※空き家について、同様の状況が他にもあると思われるので、住民の情報をいた
　だきたい。連絡先が分かれば同様の対応依頼が可能となる。

4． 移動販売（コープみらい）年末年始の営業その他
　年末の営業は12/26が最後、年始は1/9が最初となります。
　その他、12/26は感謝抽選会（くじ引き）該開催されます。また、年末商品の
予約注文受付もあります。（詳細は別紙参照／予約注文書は自治会で用意する）

Ⅳ．転入・転出（11月） ＊11月30日現在の世帯数：1,229世帯

　　●転入者（入会）　なし
　　●転出者（退会）　鈴木あい子氏（３丁目）　長嶋　唯雄氏（４丁目）

Ⅴ．Ｈ２８年１２月の主な行事（自治会、関係団体）
1． 12月  2日（金）町会長連合会専門部会（有秋支所）
2． 12月  4日（日）自治会本部役員会
3． 12月  9日（金）有秋公民館指定管理者運営委員会（有秋公民館）
4． 12月11日（日）有秋南小学校区安心安全NW"X'masコンサート"（桜台自治会館）
5． 12月14日（水）有）社協常任理事会（有秋支所）
6． 12月20日（火）有秋南小学校区安心安全NW推進委員会（桜台自治会館）
7． 12月25日（日）自治会館年末大掃除



 平成２８年１２月度　常務役員会（12月４日）

１．自治会職員（事務員・日直員）の人件費改定について

　自治会職員の賃金は、「共用施設管理規定」の第６条第１項で次の通り規定されている。

　　第6条　(事務員・日直者との雇用契約と解除）

１．会長は事務員、日直者と毎年4月に1年間の雇用契約をする。その契約内容に

　　従って賃金を支払う。その賃金は、地域の人件費の動向等を勘案して決定する。

　千葉県の最低賃金は、別表の通り、平成28年10月1日発効で答申され、時間額は"842円"に改定

されている。昨年の改定時間額は、"817円"で、自治会職員の賃金もこれに合わせて改定し、現在、

日直員（２名）は"820円"、事務員は"880円"としている。

　平成26年９月に同様に賃金の改定を行っているが、この時に、人件費削減を目途に勤務体系の見

直しを行い、お三方の了解をもらって現在に至っている。この時の改定で、事務員の賃金について、

次の通りとし、やはり了解をもらっている。

　※事務員の単価は、現在"日直者単価＋100円"ですが、改定後は"日直者単価＋50円"とします。

　　但し、現状の単価を下げることはせず、計算でこの条件に達したときから適用します。

　そこで、今年の最低賃金改定による、自治会職員の賃金（時間額）を以下の通り改定することを

提案します。尚、職員の雇用契約事項について、「共用施設管理規定」では、以下の通りとしてい

るので、承認は、本常務役員会で可能となります。

　※会長は雇用契約事項について常務役員会へ報告して承認を受けなければならない。

日直員；現状"820円／時" → "850円／時" に改定

事務員；現状"880円／時" → "900円／時" に改定（今回より上記適用対象）

　賃金改定日時：10月1日分からとし、10月分，11月分は、12月分給与で清算する。

　本来、契約内容の変更なので、雇用契約書を新たに取り交わすところであるが、内容説明及び

了解書（捺印）を、現契約書に添付することで代替する。

＜改定による年間人件費増の試算（平成29年度の勤務カレンダーBase）＞ ＊単位：円

職員 現単価計算 改定単価計算 改定額

事務員 1,102,640   1,127,700   25,060 

日直員 1,013,848   1,050,940   37,092 

合　計 2,116,488   2,178,640   62,152 

＜平成28年度人件費見込み＞ ＊単位：円　

予算 1,145,434   実績ー予算

実績 1,148,517   3,083          

予算 962,566      見込ー予算

見込 991,110      28,544        

予算 2,108,000   見込ー予算

見込 2,139,627   31,627        

２．自治会職員（日直員）の交代について（本件は常務役員会承認済み）

　現在、日直員として"小池　道雄氏"に就務いただいていますが、この度、氏のご意向により１月

末をもって退職したいとの要望がありました。又、氏の方で後任の方にも了解をもらているとのこ

とで、後任は、２丁目在住の"小山　拓氏"です。既に履歴書もいただいています。

　尚、就務者についても賃金と同様、職員の雇用契約事項ということで、本常務役員会での承認で

処理できますので、今回の日直員交代について、ご審議いただきたいと思います。

　※小山氏との「雇用契約書」は、平成28年2月1日から3月31日分を取り交わし、来年度分は、

　　他のお二方と併せて取り交わすこととします。

上期

下期

年度

年間賃金

本件（第１項）は、対応内容は問

題ないが、雇用契約書から10月に

遡及する必要はなく、来年の4月か

らの運用とすることで決定。 










