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作成：吉田 正孝

平成２４年度第２回組長会議事録
開催日時：２０１３年２月１７日（日）午前１０時～１２時
開催場所：すみれが丘町内会館 ２階会議室
組長人数：出席者 ５４名、 欠席者 ２１名

合 計 ７５名

司会 中川 由紀 （総務）
１．会長挨拶 （荒牧國弘 会長）
・東日本大震災以後防災対策を見直し昨年夏下記２点の骨子がまとまった。
① ブロック会長、組長を中心に安否確認をする。
② すみれが丘小学校の防災拠点組織の見直し。
・本日は組長さんが１０か月経験した中で感じた町内会への要望、提案を聞きたい。
２．部会報告
１）防犯部会報告（戸市 防犯部会長）
・すみれが丘の防犯灯は３３０灯（内 LED ２１灯＋新規７灯＝２８灯）
・すみれが丘の２４年１年間の犯罪件数は１５件（空き巣等窃盗１２件その他３件）
２）広報部会報告（古賀 広報部会長）
・広報は広報担当組長さんが各組に月２回印刷物を配布している。
・一昨年町内会のホームページを立ち上げた。また町内会の広報誌を発行している。
この説明を西 副部会長から説明する。
西 広報部会副部会長
・広報誌「すみれが丘」６号を昨日各戸配布した。
・防災部会と連携して横浜市の「減災行動」のススメを全戸に配布した。
・町内会のホームページを更に充実させたい。情報を提供頂ければありがたい。
連絡先は広報誌「すみれが丘」
、ホームページに記載してある。
３）環境・衛生部会報告（上村 環境・衛生部会長）
・ゴミの問題はゴミ集積地の方、周囲の方のご厚意であることをご理解頂きたい。
・すみれが丘には５つの公園がある。第１公園の北山田側のゴミが多い。来年の
検討課題なので良いアイディアがあったら教えてもらいたい。
・ケヤキ通りの清掃は今年３回実施し、５７２名参加した。
・先日、すみれが丘小学校の５年生を対象に「環境と町内会活動について」講話
をした。生徒さんも大変関心を持っていた。
４）防災部会報告（高田 防災部会長）
配布資料①災害時支えあい活動の一部見直しについて②すみれが丘町内会
会員名簿③すみれが丘支えあいカードの雛形を配布し下記を説明する。
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・来年度の会員名簿から要援護者には☆印を付ける予定。
（氏名公表を了解した
人のみ☆印）
・１０月の防災訓練の時「現在の運用」から「変更後の運用」に替える方向性
を示した。
「現在の運用」はボランティアの方が要援護者の援助活動をする。
「変更後の運用」は
・ブロック会長、組長、前組長が会員名簿で☆印のあるお宅の安否確認をする。
・要支援者の避難援助は下記の２段階でする。
第１段階の支援活動はボランティアの方が会員名簿に☆印がついている要支
援者を避難援助する。
第２段階の支援活動は要支援者名簿に登録しているが会員名簿には☆印のな
い方の名簿を会長、副会長、民生委員の誰かがすみれが丘小学校に持参した
後、ボランティアの方が避難援助する。
３．町内の諸問題について組長との意見交換
１）来年度の事業計画にあたっての組長さんのご要望
２）町内会諸問題について
３）その他連絡事項
質問 大西さん（９－２）
・第１公園の公園利用者に掃除などの管理をお願いできないか。スポーツの試合の後、
観客席にペットボトル、カイロ、その他ゴミが散乱している。
回答 上村 環境・衛生部会長
・グラウンド利用については多目的広場の管理者が貸すときにゴミは必ず持ち帰る
ように話している。汚い場合は次回から貸さないと伝えてある。これが徹底しないよ
うなら、再度徹底するよう伝える。
質問 北川さん（２５－３０）
・昨年１１月に年末助け合いの赤十字募金を組長経由で集金した。募金の趣旨からボラ
ンタリーで実施すべき。①町内会が関与する必然性がわからない。また、②募金した
方に赤十字社から領収した旨の印（赤い羽根等）を貰えないのか。募金後のフォロー
をして頂きたい。
回答 富岡 副会長
・赤い羽根募金は町内会費から一括して支払っている。歳末助け合い募金は皆様のご厚
意で頂くのであり、皆様の自由意思です。強制ではないのでご協力下さい。
質問 北川さん（２５－３０）
・ボランタリーでやるなら個人ですべきであり町内会が関与するのはおかしい。
まして、町内会費から支払うのは趣旨から逸脱していると思う。
回答 富岡 副会長
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・来年から募金した先から受け取った旨の書類をもらう方向で検討する。
町内会が関与することについては今後検討する。
質問 千葉さん（１９－１）
・田舎では赤十字は会員から会費を徴収することになっている。すみれが丘では会員に
なっていないのか。名前を公表しないと誰も寄付しない。
回答 荒牧 会長
・赤十字社は赤十字社本体への寄付と赤い羽根募金と年末助け合いの３種類がある。
現状では赤十字社にはあまり寄付が集まっていない状況である。
従って、赤十字社が連合町内会から各町内会にお願いするという流れで寄付依頼が来
ている。１人当たり一定目安額×町内会会員数で割り当てが来ている。寄付の集金
を組長さんに依頼すると組長さんの負担が大きくなるため町内会費から支払っている
ケースが多い。
・年末助け合い募金はすみれが丘町内会では東日本大震災以降、組長さんが集金する
方法に戻した。強制でない旨、組長さんにお願いし、お知らせでも伝えている。
・組ごとの集金金額は役員会で回覧している。お金の管理は最大限注意しキチットや
っている。
・募金をした方にお礼の手紙か赤い羽根を差し上げればよい。これから先どうしたら
よいか検討する。
質問 荒牧会長
・第１ブロックには第１公園があり公園内に犬のフンを始末しないままになっている。
マナーの問題なので良い解決策がない。良い提案はないか。
提案 発言者不明（ － ）
・すみれが丘公園内で犬を放し飼いで散歩している方がいる。飼い主が気が付かな
い場所でフンをする場合もあるのでリードをつけて散歩するように注意喚起した
らよい。
質問 清沢さん（４１－１５）
・第１回組長会でケヤキの高さをつめるように要望した。前回（５号）の広報誌の
組長会報告では私の提案について触れていない。これはこの話を先に進めたくない
という意思表示だと思う。何故ここに載せなかったか説明してもらいたい。
・すみれが丘のように街路樹をこれだけ伸ばしているのは珍しい。ケヤキの高さを
制限する方向で調整してもらいたい。
回答 上村 環境・衛生部会長
・ケヤキ並木の管理は行政が行っている。
質問 清沢さん（４１－１５）
・行政はすみれが丘町内の意向に沿っている。すみれが丘町内がケヤキを切ることを
抑えている。これを町内会で調整してほしい。
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回答 荒牧 会長
・この問題は以前から何回も出ている。町内にはケヤキ並木が気に入って入居した方
もいる。しかし、ケヤキ並木通りの方は日陰、落ち葉、屋根の樋詰まりで困ってい
る方もいる。いつも意見が分かれた状態だ。そこで落ち葉のシーズンに掃除をしよ
うということになった。
・上部の電線でそろえる方向で検討する。
回答 西 広報部会副部会長
・議事録に載っていないか確認する。
・広報誌は活動のダイジェストを伝えるものなので議事録全てを掲載出来ないことを
ご理解下さい。
質問 清沢さん（４１－１５）
・広報誌の紙面の字、写真を調整すれば載せられるはずだ。載せないのはこの話を進
めたくない意図を感じる。
回答 吉田 第８ブロック会長（書記）
・議事録は回覧している。
・広報誌の字の大きさ、写真の配置、構成は編集する方にお任せする内容だと思う。
（補足説明 ２４年度第１回組長会の議事録には清沢さんの発言内容は記載されてい
る。また、回覧もされている。
）
回答 中川 総務（司会）
・毎月役員会の議事録も回覧しているので役員会でどう取り扱われているのかも確認
できる。
質問 上坂さん（４３－１３）
・すみれが丘小学校前のお宅の木が道路に出ていて歩きにくい。
回答 上村 環境・衛生部会長
・植木については勝手に切ることは出来ない。そのお宅に話してみる。
回答 荒牧 会長
・植木が個人財産である以上ご本人の了解が得られないことには切ることは出来ない。
ご理解下さい。町内会でどうするか検討する。
回答 荒牧 会長
・防災について組長さんが留守の時は前組長さんに組内の安否確認をお願いします。
・その他のマニュアルはこれから作ります。
質問 千葉さん（１９－１）
・防災名簿に掲載するのは町内会に入っていないとダメなのか。
・町内会に入っていない方にはどのように対応するのか。
回答 荒牧 会長
・未加入の方に町内会に加入頂くのが良いと思う。しかし、３５％程度のお宅が
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未加入だ。
・非会員でも助けるつもりだ。しかし、町内会未加入者の名前、電話番号がわから
ないので確認方法、連絡方法がわからない。留守宅なのか、動けないのか、応答
しないのかわからずアプローチのしようが無いのが現状。
回答 富岡 副会長
・町内会員でない方もお互いに助け合うのは当然だ。しかし、名簿が無いため安否
確認が遅くなる可能性がある。町内会員になって頂くのが好ましい。
回答 荒牧 会長
・すみれが丘小学校で立ち上げる拠点では町内会員、非会員の区別なく対応する。
・しかし、町内会員には情報が届いているが、非会員には情報が届いていないので
戸惑われると思う。
質問 有富さん（３０－２）
・未加入者に対する具体的な活動を検討してほしい。
回答 福森 監事
・昨年度 加入依頼の文書を作成して約３５０世帯に配布した。一応の努力はした。
回答 吉田 第８ブロック会長（書記）
・町内会活動を知ってもらうため広報誌、ゴミ収集など興味のありそうな資料をセット
し未加入の全世帯にポスティングした。しかし、反応はゼロだった。
質問 千葉さん（１９－１）
・ポスティングではほとんど見ないのではないか。
回答 吉田 第８ブロック会長（書記）
下記の理由でポスティングにした。
・３５０世帯を３～４名の町内会役員で面接して加入依頼することは出来ない。
・組長さんに面接し加入依頼をお願いすると組長さんの負担が大きすぎる。
・国勢調査の時も留守宅を休日、夜間、早朝に訪問しても面接出来ないお宅が多か
った。
回答 中川 総務（司会）
・要望があれば新年度に新しい資料で町内会加入依頼の書類を作成する。
質問 森さん（１５－４４）
・ホームページがあるので広報の方は大変でしょうがコンテンツを増やせば充実すると
思う。
・神戸震災を経験したが行政が動くのは１週間先になる。それまでは自分が動く、家族
が動く、地域が動くしか方法はない。個人に啓発できるものをホームページに掲載す
るだけでもよいと思い提案する。
回答 西 広報部会副部会長
・
「減災行動」のススメは横浜市が作成したもの。部数が少ない為、もらえないので
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町内会費で作成し全戸に配布した。
・議事録もホームページに載っている。
・掲示板は誹謗中傷などが入ると日常的な管理が難しい。管理人宛てのメールに色々な
ご意見を頂くと役員にも伝わるようになっている。
４．連絡事項
１）更生保護バザーについて

松尾 民生委員

・品物の出品が少なくなってきている。
・出品物を受け付け：日時 ３月２３日（土）１０時～１２時
場所 すみれが丘町内会館 １階
・更生保護バザー ：日時 ３月３０日（土）１０時～
場所 都筑区民ホール
２）防犯灯の修理依頼伝表がない方は受付で持ち帰って下さい。
３）①アンケートを帰りに提出下さい。
②平成２５年度組長の氏名届出について（お願い）は
・新組長さんが記入後町内会館ポストに投函
・提出期日３月１７日（日）
③ 後日、すみれが丘町内会会員名簿を配布する。
回覧し、氏名、番地、電話番号を確認後３月１７日までに町内会館ポストに投函
５．閉会挨拶 富岡 副会長
・組長さんの任期は４月１９日まであるのでご協力下さい。
・貴重なご意見を平成２５年度の活動に生かしたい。
以上
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