平成２３年度第２回役員会議事録
日 時： 平成 23 年 5 月 28 日（土）午前 9;30~12;50
場 所： すみれが丘会館 2 階
出席者： 荒牧、岸本、中山、坊、戸市、都倉、吉田、角田、水野、富岡、加藤、滝澤、石井、
栗山、木口、高橋、堂地、本多、松尾、稲葉、青沼、福森（記録）
議事：（議長 荒牧会長）
1．前回議事録について
1) 誤字訂正
次回役員会日時
平成 22 年 5 月 28 日→平成 23 年 5 月 28 日
2. 連町報告（荒牧会長）
要約メモあり。 詳細資料は 1F 洋間ｷｬﾋﾞﾈｯﾄの議事録ﾌｧｲﾙ
1) 節電に関するお願い並びに 6 月 22 日午後 1 時～3 時の「節電ﾁｬﾚﾝｼﾞ」への協力依頼
2) 区民利用施設の輪番休館実施
（7 月～9 月平日週１回）
3) 携帯電話による避難準備情報等緊急情報の提供開始 （6/15 日～）
4) 避難者情報ｼｽﾃﾑの案内ﾎﾟｽﾀｰの掲示依頼について
5) 区の治安情勢：1～4 月実績で空巣・ひったくり共に昨年比大幅悪化。
（すみれが丘空巣 2 件）
6) 社協協賛会員募集と 6 月赤十字募金の依頼について
その他については要約ﾒﾓご参照
3. 防犯部会報告（戸市防犯部会長）
1) 資源ごみ（新聞紙）抜き取りについて
・本件について警察に報告済み。昨日 27 日（金）も中川交番の私服警官が 2 名町内を巡回し
ており、当面巡回を継続いただける予定。先般各戸配布の「持去り禁止」のﾁﾗｼも有効。
・昨日（27 日）大興資源の回収車が犯人車を発見、鷺沼駅近辺まで追跡したが取り逃がした。
・資源ごみ（新聞紙）実績数値は 1～2 月 7600kg に対し 3～4 月 3290kg で被害影響あり。
4. 防災部会報告
1) 初期消火訓練実施報告（加藤防災部会長）
・5 月 15 日（日）町内 9 ヵ所で役員・家庭防災員を含め約 210 名参加。
・今後消火ﾎｰｽ設置箱の増設等も検討のうえ、更に参加者の増加を図る必要がある。
・今後に対する提案として、例年消火ﾎｰｽ設置箱に近接する同じ消火栓を使用しているが、消
火ﾎｰｽが設置されていない他の消火栓に消火ﾎｰｽを運んで行う訓練も考えては如何かとの提
案があった。
2) 地域防災拠点運営委員会組織の説明（滝澤防災副部会長）
説明資料あり
・「すみれが丘小学校地域防災拠点運営委員会組織」資料に添って説明。
5．防災計画検討ﾁｰﾑについて
本議題については、
「防災計画の内容」
「検討ﾁｰﾑ組成の主体」等々について種々の議論があったが
最終下記の結論となった。
・検討ﾁｰﾑ組成は防災部会が主体になって早急に立ち上げを検討する。ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰにﾌﾞﾛｯｸ会長・
副会長等の参加要請もあろうが、その場合は全員全面的に協力する。
・計画内容としては、行政等の地域防災計画・防災ﾏﾆｭｱﾙと整合性を保ちながらその中に町内会
組織をかみ合わせて行く事になろうが、そのあたりを防災計画検討ﾁｰﾑで検討し「すみれが丘
防災計画」を策定する。
6．見直し委員会提案審議（荒牧委員長）
資料あり
1）役員会開催時間の変更
（イ）見直し委員会より「月 1 回最終土曜日の 20:00～22:00 に会館２階会議室で行う。
（12 月
は 1 週間繰り上げる）」との変更案の提案があった。
（提案理由；現状並びに将来を考慮
して①昼間は仕事・勤務のある若い現役役員も出席可能な時間帯②女性・主婦役員も出席
可能な時間帯を考慮した。
）
（ロ）下記の通りの種々意見が出され、①原案②最終土曜日 19:00～21:00（延びても 21:30）③

最終土曜日 19:30～22:00 の 3 案が出され、採決の結果②最終土曜日 19:00～21:00（延び
ても 21:30）に決定、6 月より実施。12 月は状況に応じ別途定める事となった。
主な意見等以下の通り。
・原案の 20:00 開始の具体根拠は？
・12 月について 1 週間繰上げを固定的に決めておく必要なし。年によっては連町会議の前と
なり決めておく事がかえって不都合となる。
・原案の 10：00 終了は可能か？ 過去の経験で夜 12 時を過ぎたｹｰｽもあり終了時間厳守の
必要あり。
・変更すれば現状出席困難な役員の出席可能を確認しているのか？ また現状のみならず将
来役員になってくれる人々にとっても可能な時間帯か？
・女性･主婦役員は大丈夫なのか？
・なお役員会時間は原則 2 時間（最長 2 時間 30 分）とし、そのために可能範囲で事前に役
員会資料配布に努める事、並びに簡潔な議事進行に努める事が確認された。
2) 委員会提出資料「町内会組織内の役割分担などについての提案 H23.5．28 付」の現行会則・
ﾏﾆｭｱﾙ二重下線表示の提案部分について審議した。
（イ）項目 5 監事
4 月役員会で、委員会がその前に提案していた現行会則の修正を取り下げ現行会則のまま
とした項目で「削除して提案すべき」との意見に対し、本項目は前回役員会で審議・決定
済み事項の再確認として記載したものとの説明があった。
（ロ）項目 7 専門部会長―――担当副会長制
提案の「実施前に担当副会長の了解を取った上で、事業計画に・・・・」に対し、担当副
会長制は必要なのか？担当副会長制はいたずらに組織を型にはめ込む事になり、結果とし
て組織がﾌﾚｷｼﾌﾞﾙでなくなる。 会長が全体を総括しｹｰｽｹｰｽで副会長にそれを補佐させれ
ばよい等々の意見が強く、
「担当副会長の了解を取った上で」は削除。
（ハ）項目 10 組長――――特定個人会員
提案の「特定個人会員からは法人会員並みの会費を徴収する」に対しては、年齢・体力等
何らかの事情で組長任務が困難な会員については、組内会員の相互の思いやり・配慮で解
決すべき問題で特別会費等金銭的に処理するのは問題との意見、また逆に金銭的処理云々
と言うが、組長の仕事は所詮役務の提供であり金銭的処理でよいとの意見もあったが、最
終的には提案の二重線部分 2 ヵ所は削除して将来の会則改定時に再検討する事となった。
3) 同上資料二重下線以外の部分中、「役員の最大任期 4 年」について種々意見が出たが、本日は
時間もなく審議を尽くせないため、今後の役員会での継続審議となった。主な意見下記の通り。
・「任期最大 4 年」としているが具体実行面で可能か？4 年後には大半の役員が新人となるが
それで町内会の運営は可能か？ 設計図は立派だが具体実行の可能性はあるのか？後継者
がいなければどうするのか？等々同趣旨の意見あり。
・この点については荒牧委員長より、「委員会でも悩んだ点であるがこの規定を入れないと新
しい役員は出て来ないと考え 4 年規定を入れた。各役員は自分の任期中に後任を育てて欲
しい」との意見が出た。
・
「1～2 年で役員交代が出来ている町内会の具体制度を聞きたい」との意見に対し、委員長よ
り「良いｱｲﾃﾞｨｱはない。町内会発足時からの歴史的な差・人材ﾌﾟｰﾙの有無の差」との回答。
8．その他
1）平成 23 年度第 1 回組長会開催について（福森副会長）
資料あり
・今回の組長会は議題 2 の「防災」を主ﾃｰﾏとし、その中に 10 月実施の防災訓練への組長協
力依頼も含める。
・役員の役割分担等細部は 6 月役員会で決定。
・本件議題と関連し、なるべく早い時期に各ﾌﾞﾛｯｸ会長はﾌﾞﾛｯｸ組長会議を、各専門部会長は
今年度の部会活動を協議する専門部会会議を開催いただくよう依頼した。
2） すみれ夏祭り開催について（木口実行委員長）
資料あり

3)

4)
5)

6)
7)

8)

・東日本大震災を考慮して自粛も考えたが、町内の方々・小中学校の先生・父兄の方々から
の要望も強く、
「応援しよう東北！」
「子ども達の思い出作り」をﾃｰﾏにすみれ夏祭りを開
催予定（平成 23 年 8 月 20 日（日）PM2:00～8:30）
。ついては町内会に対し 200 千円程度
の支援要請があった。
・協議の結果、前回役員会決定との整合性・総会発表（事業計画）との整合性に配慮しつつ
200 千円の支援金支出を承認した。
（7 月第 1 回組長会で支出決定を報告予定。）
広報誌平成 23 年初夏号（福森副会長）
資料あり
・西広報副部会長の尽力で初夏号が概ね完成し 6 月 18 日広報で各戸配布予定。記事中専門
部会紹介記事並びに訃報記事で訂正等があれば 5 月中にご連絡いただく事、予算の範囲内
でｶﾗｰ印刷を考え会員に読んでいただけるものに努力する旨説明し承認された。
住環境委員会の復活（荒牧会長）
・現状有名無実化している住環境委員会を吉田委員長・角田さんにお願いする事を承認。
町内会一般物品収納用倉庫増設（福森副会長）
・現在の防災倉庫には防災関連物品と一般物品を一緒に収納中であるが、災害時に備え防災
倉庫は防災関連物品専用倉庫にする必要がある。ついては現在の防災倉庫横に一般物品収
納用倉庫の増設を提案。予算計上 200 千円範囲でｺｰﾅﾝ商事より購入する件を承認。
葛城前会長退任慰労会について（福森副会長）
・6 月 14 日（火）PM6:00～場所：ｾﾝﾀｰ北「おらが」 有志参加 会費 5000 円（各自負担）
公園愛護会連絡（公園愛護会栗山会長）
・第 1 公園 第 2 公園に「公園利用のﾙｰﾚ」看板設置済み。
・第 2 公園滑り台は老朽化に伴い取替え予定（概ね同型のものになる予定）
。
・第 2 公園物置で発見の落し物 1019 円は落し主不明につきどんど焼き賽銭で処理する。
災害時支え合い名簿の 5 月記載内容の定例更新未済について質問あり。
（松尾民生委員）
・岸本名簿委員長回答：3 月大震災時にこの支え合い制度が全く機能しなかったように、現
状の制度運用について問題があるため名簿更新はしていない。今後検討いただく「すみれ
が丘防災計画」の中で運用方法を再検討のうえそれが固まれば再度名簿を更新の予定。
以
上

役員・民生児童委員

日時：
場所：
議題：

各位
平成２３年度第３回役員会開催のご案内

平成 23 年 6 月 25 日（土）
午後 7 時 00 分～9 時 00 分（今回から時間変更）
すみれが丘会館 2 階
１．前回議事録確認について
２．連町報告について
３．平成 23 年度第 1 回組長会について
４．防犯部会報告
５．防災部会報告
６．夏休みラジオ体操について
７．社協協賛会員募集について
８．見直し委員会提案審議
９．会館建替え検討ﾁｰﾑについて
１０．その他
＊その他議題や連絡事項がある方は、月番担当議長（岸本副会長）まで連絡願います。
＊役員会欠席の方は会場準備担当役員の戸市氏・西氏まで連絡ください。
メールのある方はメール連絡をお願いします。
戸市役員の電話番号： 045-593-3557
西 役員のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： mi_sa_na@k00.itscom.net ないし nis18209@ideacon.co.jp

