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本部役員会報告（2 月 1７日(日)開催）＊議事録を兼ねる
【開催時間】９：３０～１１：００
【出 席 者】副会長、地区長、理事

【場所】２階大ホール

H P版

Ⅰ．会長報告（荒牧副会長が代行）
：内容詳細は別紙
【平成３１年 2 月度会長報告】参照
１）１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〉
２）審議（決議、検討・確認）事項
今月は決議（承認）依頼項目が１件、その他報告項目が２件。
① 桜台自治会館内防犯カメラ管理運用基準について（別紙参照）
② 地区役員会『2 月 10 日の報告』
（平成 31 年度役員名簿添付）個人情報につき割愛
③ 平成 30 年度の会計収支実績見込みの報告:非公開情報につき割愛
※平成 31 年度新理事向け引継会開催の案内説明及び出席依頼について
３）特記事項
① 桜台中央公園「銀杏の木」伐採要望
回答：伐採ではなく剪定にて対応。
② 深城池横断橋床面の経年劣化について
回答：通行止めとする。尚修理・改修等については今後計画の上、検討。
③ A コープ跡地について
回答：無し（JA 市原総務部にフォロー）
４）1 月の転入・転出

※「1 月 31 日現在の世帯数：1,241 世帯」

・転入者（入会）
：3 世帯
・転出者（退会）
：2 世帯
５）２月の主行事（自治会、関係団体）
※別紙会長報告参照
Ⅱ．副会長報告
大野副会長：有秋地区町会長連合会全体会議の報告
①来年度の人事 ②桜台自治会長の届け出

③町会長連合会の年間スケジュール。

④町会長連合会より JA（Ａｺｰﾌﾟ跡）へ直販所の設置を要望⇒当面設置予定なしの回答
Ⅲ．地区長報告
特になし
Ⅳ．専門部報告
特になし
以上
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平成３１年２月度

会長報告（2月１７日）

会長挨拶
節分・立春を過ぎ、若干春めいてきましたが、まだまだ寒い日が続きます。
平成３１年度の新役員も決定し、新年度への準備がスタートしました。
引き続き、定期総会に向けてのご協力をお願いします。

Ⅰ．１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． １月6日（日）消防第八分団出初式～新年会
2． 1月6日(日）常務役員会
3． １月13日（日）平成31年度有秋地区成人式（有秋公民館）
4． １月13日（日）自治会本部役員会
5． １月17日（木）有）社協常任理事会（有秋支所）
6． １月19日（土）市原市町会長大会（市民会館小ホール）・祝賀会（会津）
7． １月22日（火）有）市原市地球温暖化対策委員会（市民会館）
8． １月26日（土）地区社協行動計画策定委員会（有秋公民館）
9． １月30日（水）有秋南小学校区安心安全NW研修
＊応急給水場、緊急品備蓄倉庫（支所・市役所）、更級防災公園見学
危機管理課の防災講習

Ⅱ．審議＜決議、検討・確認＞事項
今月は決議（承認）依頼項目が１件で、報告項目が２件です。
（審議項目）
（決議）

① 桜台自治会館内

防犯カメラ管理運用基準

（報告）

② 地区役員会（２月１０日）の報告

（報告）

③ 平成３０年度の会計収支実績見込みの報告

添付資料

添付平成31年度役員名簿
添付資料

Ⅲ．特記事項
1． 第５回 桜台「深城池桜まつり」について
今年も「第５回深城池桜まつり」開催で、昨年末に実行委員会（29名）を立ち
上げ準備中です。実行委員会主催、自治会支援の形は変わりません。
自治会の皆さんには回覧で案内中ですが、昨年に同様、夜間のライトアップ、
イベント内容等に工夫を凝らしてお待ちしていますので、多数の皆さんのご来場
をお願いします。期間中の内容は以下のとおりです。
・～3/28（水）会場設営完了
・4/2（月）～ 会場の雰囲気を楽しんでもらう。
・4/5（金）・4/6（土） 18:00～20:00 会場のライトアップ実施
＊酒類、甘酒の販売あり

・4/７（日）桜まつりイベント開催

＊内容は自治会回覧参照

2． 生活環境部アンケート意見・提案・募集結果

是正報告

①桜台中央公園「イチョウの木」伐採要望（回答）
1/28付け
公園樹木の伐採については、行わず剪定にて対応するとの回答 公園緑地課より
②深城池横断橋経年劣化による床面等により通行止めとするとの回答 下水道課 2/2付け
尚、修理改修等は今後計画の上検討
③Aコープ改善回答無し⇒JA市原総務部にフォロー

Ⅳ．転入・転出（１月）
●転入者（入会）
●転出者（退会）

＊１月31日現在の世帯数：1,241 世帯
2丁目：２世帯
３丁目：１世帯
２丁目：１世帯
４丁目：１世帯

Ⅴ．Ｈ３１年２月の主な行事（自治会、関係団体）
1．
2．
3．
4．
5．
6．
9．
10．
11．
12．
13．

２月3日（日）自治会役員会（常務）
２月 8日（金）市）町会長連合会理事会（市民会館）
２月 9日（土）有）町会長連合会役員会議（有秋支所）
２月10日（日）自治会地区役員会
２月15日（金）有）町会長連合会全体会議（有秋支所）
２月17日（日）自治会役員会（本部）
２月19日（火）南小区安心・安全NW推進委員会（桜台自治会館）
２月21日（木）地区社協常任理事会（有秋公民館）
２月22日（金）市）社協合同研修会（市民会館）
２月23日（土）南小学校ありがとう集会
２月24日（土）地区社協連携づくり事業（アネッサ）

桜台自治会館内 防犯カメラ管理運用基準

１ 目的
この規則は、桜台自治会館内に設置の防犯カメラについて、犯罪の抑止および防止を
図ることと並行して、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、
その設置または運用について定める。
２ 定義
(1) 防犯カメラ

犯罪の抑止および防止を目的として、公共の施設等に固定して設置

する撮影装置であって、撮影した画像を表示しまたは記録する機能を有するものを
いう。
(2) 防犯カメラの管理運用

防犯カメラによる撮影を行い、撮影された画像を記録、

保管、再生、複製、印刷、外部提供および消去を行うことをいう。
３ 設置場所
(1) 防犯カメラは、乙月自治会管内に別図のとおり設置する。
(2) 録画機材は、防犯カメラと同位置に設置する。
(3) 防犯カメラの撮影範囲は、この規則に照らして最適な範囲とするよう調整する。
(4) 設置場所および台数に変更が発生した場合は、自治会員に報告する。
４ 設置者等
(1) カメラの設置者は自治会とする。
(2) 管理責任者は当自治会長とし、取扱者は当自治会役員とする。
５ カメラシステムの管理方法
(1) 管理責任者は、自治会所有の防犯カメラの管理運用がこの規則に則して常に適正
に行われるよう、防犯カメラに関する事務を統括する。
(2) 取扱者は、管理責任者の監督の下に、上記防犯カメラの管理運用に関する事務を
行う。
(3) 管理責任者および取扱者は、録画装置等を操作できるほか、必要な場合において
は画像を見ることが出来る。
(4) 設置するカメラについては、落下防止等の安全処置を講じる。
６ 管理責任者及び取扱者の秘密保持義務
管理責任者及び取扱者は、画像から知り得た情報をみだりに他人に漏らしてはならな
い。その職を退いた後も同様とする。
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７ 画像データの保管と廃棄
(1) 防犯カメラから取得した画像データは録画装置の SD カードに自動的に記録する。
(2) SD カードに記録された画像データは、通常 9 日程度で上書きされる。
(3) 管理責任者は、画像を撮影時の原状により保管し、編集又は加工してはならない。
(4) 画像はこれを複製し、又は印刷してはならない。ただし、管理責任者が特に必要
と認める場合には、この限りではない。
(5) 管理責任者は、管理する画像及び記録媒体について、流失、漏えい、盗難、紛失
その他の事故が生じないようにしなければならない。
８ 画像データの開示
(1) 画像データの開示の理由は、犯罪捜査および公序良俗の確保に限定する。
(2) 画像データの開示は、以下の場合に限定する。なお開示を伴わない問合せについ
ても同様とする。
1) 裁判所・警察署・監督官庁等から法令に基づく文書により正式要請があるとき。
2) 画像から識別される個人から理由を付し文書により提供を求められ、その画像から
識別できる他の個人の文書による同意があるとき。
3) 住民の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないとき。
９ 記録等
(1) カメラ装置等の保守・更新等を行い、実施者・実施内容及び結果を記録する。
(2) 画像データの開示請求があった場合には、開示日・目的・申請者・開示の可否・
決定の過程・開示した画像の範囲などを書面により記録する。
(3) (1)及び(2)により記録した書面等は、作成後 3 年間保存する。
１０ 苦情処理
管理責任者はカメラの設置・運用にあたり、桜台自治会会員等から苦情が寄せられ
た場合には、遅滞なく適切に処理する。
１１ その他
この運用規定に記載されていない事項については、当自治会本部役員会の決定に基づ
き取り扱う。
以上
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防犯カメラ配置図

1 階倉庫裏口

非常階段

1 階ホール

駐車場
入口

