平成２３年度第４回役員会議事録
日 時： 平成 23 年 7 月 30 日（土）午後 7:00~9:20
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、角田、水野、富岡、加藤、滝澤、石井、
栗山、川村、木口、高橋、堂地、本多、男全（弘）
、男全（信）、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) 次回（7 月）役員会開催日誤記（7 月 29 日→7 月 30 日）を訂正して承認
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
・津波からの避難に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ・夏の節電対策・都市ｶﾞｽに関する防災情報・都筑焼却工
場煙突塗り替え・青ﾊﾟﾄ講習会・高層住宅管理業協会研修ｾﾐﾅｰ等 （詳細は要約ﾒﾓご参照）
7 月地域検討会報告（荒牧会長）
・24 年都筑区賀詞交換会・東北地方太平洋沖地震義捐金中間報告・都筑区小中学校長防災
ｱﾝｹｰﾄ結果報告・教育委員会の「横浜市学校防災計画」改訂・防災対策についての連町ﾒﾝﾊﾞ
ｰの意見交換等
（詳細は要約ﾒﾓご参照）
3. 組長会報告、議事録承認（福森副会長）
1) 組長会議事録は標題の「議事抄録」→「議事録」に訂正して承認
2) 組長質問・要望中①「第 2 公園にも幼児向けの滑り台等を・・35-48 今村組長｣については行
政に要望を申し出済み（後段で栗山公園愛護会長から報告）②資源ごみ搬出時の紙紐を格安で
すみれ堂で用意出来ないか･･19-18 富山組長」についてはすみれ堂に伝えた結果、現在すみれ
堂で取扱中の１巻 100M/250 円の物を 230 円で販売の了解を得たが、これ以上の業務用大型
紙紐等は取扱い予定はないとの事であり、それぞれその旨発言組長に回答の予定
3) 組長会での組長質問に対し専門部会が答えているが、今後はﾌﾞﾛｯｸ長が答えるべきではない
か？またごみ問題に関する発言（31-12 中野組長）を受けて後日環境事業推進委員・環境衛生
部会が組長に事情確認のため訪問したのはﾌﾞﾛｯｸ会長を無視する動きでありﾌﾞﾛｯｸ会長と一緒
に訪問すべきだとの意見があった。
これについては福森より①今後とも質問の内容に応じﾌﾞﾛｯｸ会長の回答は歓迎②後段の点につ
いては、環境事業推進委員・環境衛生部会がまず場所確認を含め発言の事情確認に行き、その
直後にﾌﾞﾛｯｸ会長にも報告し問題があるのなら今後ﾌﾞﾛｯｸ会長と一緒に問題解決を図りたいと
したもので、ﾌﾞﾛｯｸ会長を無視した積もりは毛頭ない③組長会で出た組長意見に対し、役員会
が迅速・適切に応える事が、今後組長から意見を出してもらううえでも最重要と考えている旨
説明があった
4. 防災部会報告（加藤防災部会長）
（すみれが丘町内会防災拠点運営委員組織等資料あり）
1) すみれが丘町内会防災拠点運営委員組織（案）を説明
・災害時の避難・安否確認のｷｰﾏﾝは各ﾌﾞﾛｯｸ会長とその下に付く組長・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱであり、現在の
要援護者名簿・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを組織図案に従って各ﾌﾞﾛｯｸ毎に再編成
・日頃よりﾌﾞﾛｯｸ会長・組長・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを通じて連帯感に努め要援護者の状況を把
握し民生委員との連帯により情報の共有に努める
・本日は時間の関係で議論を尽くせないので改めて臨時役員会を予定
2) これに関して下記の質問・回答の応酬があったが 9 月 3 日（土）19 時:00 から「防災関係臨
時役員会」を開催し、改めて議論する事となった
・【質問】家庭防災員の位置付けは？→【回答】家庭防災員は別途避難受入れ側の医療ﾁｰﾑで活
用を考えており、本組織（案）には含めていない
・
【質問】
「すみれが丘小学校地域防災拠点運営委員会組織」と本組織（案）との関係は？→【回
答】前者は受入れを念頭に置いた行政の組織図で、後者は地域を考慮した町内会の避難・安
否確認のための組織（案）であり別個のものと考える
・
【質問】現在ある要援護者支援活動組織との関係は？従来組織を解体するのか？→【回答】現
在完全にはﾜｰｸしていない従来組織を生かして活用するためにﾌﾞﾛｯｸ毎に組替え再編するもの
で、解体するものではない
・【質問】過去議論を重ね要援護者支援組織・ﾏﾆｭｱﾙを作成したものであり、変更するのならそ
れについての議論が必要。その議論もなしに突然新組織（案）が出て来るのは如何なものか？
現在の要援護者支援組織･ﾏﾆｭｱﾙは、役員会の承認を得て町民に制度を約束しているものであ

り、また具体行動は防災部会が担当する事も役員会で決定しており、それを何の議論もなく
防災部会は要援護者支援に関係しないと言うのは了解出来ない。現制度を議論して、結果そ
れを修正するのなら了解する→【回答】今回の提案は、現在完全にはﾜｰｸしていない組織を生
かすために考えた防災部会の新組織提案であり、今後十分に議論を重ねたいと申し上げてい
るところである
以上議論・質疑の結果、上記 9 月 3 日に「防災関係臨時役員会」を開催する事となった
5．防犯部会報告（戸市防犯部会長）
1) 7 月 2 日広報ですみれが丘防犯ﾆｭｰｽを各戸配布済み
5 月は盗難等事故なし
2) 組長会で防犯ﾎﾟｽﾀｰ 20 枚組長宛配布済み
3) 組長会で発言のあった「防犯ﾎﾟｽﾀｰが良くない云々」の発言に対しては、その場で防犯部会長
が回答済みであり、また個々人の主観の問題でもあるので、ご意見をお伺いしておくに留め
る事とする
6．ラジオ体操実施報告（川村体ﾚｸ・子ども部会長）
1) 7 月 22 日～28 日実施
参加人数子ども延べ 1010 人 大人 409 人
2) 参加賞を＠350 円で準備
総額約 65 千円
3) 運動場後方で体操をせず遊んでいる一部児童が目に付いたので次回は組長を適宜配置し指導
が必要との意見があった
7．敬老会開催について（富岡女性・福祉部会長）
資料あり
1) 敬老会開催 9 月 25 日（日）午後 1 時 30 分～3 時
2) 役割分担表で担当を確認
役員集合午前 11 時（但し会館からの備品持出し担当は午前 10 時 50 分集合）
3) 開催案内は 8 月 20 日広報で回覧予定
4) 予算は部会予算の中で昨年度同程度の予定
8．その他
1) 会館建替え検討ﾁｰﾑ（荒牧会長）
ﾘｰﾀﾞｰを岸本副会長にお願いしたが、岸本氏より検討時間が欲しいとの事で結論持越し
2) 町内会館床補修の件（福森副会長）
下記の説明があり、会館 1 階補修工事を承認した
（イ）2 業者の現場確認の結果、２階は過去に補修工事を行っており安全上の問題はなく、補
修工事は１階のみで可
（ロ）２業者に競争見積もりを依頼の結果、より低い価格提示のあった(有)ﾌﾟﾛｼｰｽﾞ（緑区霧
が丘 5-2-7）に 200 千円で依頼したい（同社経営者はおやじの会のﾒﾝﾊﾞｰで人柄も判明
価格も極めて良心的な価格提示であったと考える）
（ハ）会館修繕についての行政の補助金は 1000 千円以上の工事について 1/2（上限 2000 千
円）で、本件は対象に該当せず全額予備費から支払いの予定
3) 未加入町内会員の町内会加入促進運動の実施について（福森副会長）
（イ）本件は今期の事業計画の一つでもあり、福森を推進役として若干の有志役員を募って活
動を開始するが、ﾌﾞﾛｯｸ会長始め全役員のご協力をお願いしたい
（ロ）具体作業として①未加入会員の現状把握②勧誘用配布物の検討・準備―勧誘文・会則・
すみれが丘だより・加入申込書等々③組長・ﾌﾞﾛｯｸ会長による具体加入促進運動実施を
想定しているが、今後の活動の展開に応じ適宜役員会に報告の予定
4) 専門部会の副会長担当制（荒牧会長）
（イ）荒牧会長より専門部会のｻﾎﾟｰﾄ・役員会への報告内容の事前相談等を目的に３副会長に
よる専門部会担当制の提案があった
（ロ）本提案については下記の意見が強く、提案者より「5 月取下げ後 6 月に再承認いただい
ていると考えている｣｢専門部会長を制限するものではなく、ｻﾎﾟｰﾄ体制が明確な方が良
いと考えた｣等の説明を行ったが、最終的には提案を取下げ実施しない事に決定した
なおこれに伴い、H23.730 付け見直し委員会提案の「町内会組織内の役割分担などに
ついての提案」
、2.副会長 4 行目の「副会長の専門部会担当」は提案から削除された
【意見・質問】
・ 本件は 5/28 日付け提案があった祭、種々意見あり取下げ削除決定済み事項
・ 担当制は縦割り制度の強化・専門部会長の権限削減につながり、専門部会長のやる
気・ﾌﾟﾗｲﾄﾞを減じ、役員間の融和欠如の発生の可能性あり
専門部会長が相談

を要する場合は会長・副会長等が適宜相談に乗ればよく制度として明記する必要は
ない
・ 見直し委員会の提案が役員会での議論もなく「決定」として出て来るのは問題では
ないか
等々
5) すみれが丘小学校懇話会報告（福森副会長）
（イ）7 月 26 日すみれが丘小学校学校懇話会に出席 学校中期計画の中で、学校は従来にも
増して地域と連携し地域を教材とした教育方針・地域と連携した危機対応 防犯体制を
計画しており、町内会として協力の必要を強く感じた
（ロ）取り敢えず広報回覧でｻﾎﾟｰﾀｰの呼び掛けをするが、今後町内会としてこれにどの様に取
組めるかの腰を据えた検討が必要と考える
6) ﾌﾞﾛｯｸ組長会実施結果の役員会報告（荒牧会長）
（イ）ﾌﾞﾛｯｸ組長会で出た組長からの要望や課題等で役員会での協議を要する事項に対し適切
に対処し双方向の意見交換のﾌﾞﾛｯｸ組長会にするため、ﾌﾞﾛｯｸ会長に会の概要報告と課題
提起をお願いしたい
（ロ）次回以降の役員会議題としたいので報告予定ﾌﾞﾛｯｸ会長は事前にご連絡願います
7) 北山田地区ｾﾝﾀｰ委員会委員に現在お願いしている岸本副会長に加え、男全信重民生児童委員
にもお願いする事とし、同氏の了解を得た
8) 第 2 公園遊具について（栗山公園愛護会会長）
（イ）7 月組長会で、第 2 公園にも幼児用遊具を・・との要望（35-48 今村組長）を受け、区
土木事務所公園係と話合いの結果、9 月の滑り台付け替え工事に合わせ幼児用遊具 1 基
設置される事となった
機種等は当方の希望を伝えつつ行政に任せる
（ロ）なお先月報告した付け替え予定の螺旋型滑り台は、最近他地区で事故が発生し設置禁止
となったので、滑り台の型式が変更となる見込み
双方合わせ広報で回覧予定
9) 広報部会（福森副会長代理）
次回号「すみれが丘」は防災をﾒｲﾝﾃｰﾏに計画中
詳細は次回役員会で西広報副部会長から
報告予定であるが、防災部会のご協力をよろしくお願いします
10) 交通安全部会（木口交通安全部会長）
すみれ小ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ協議会でも話の出た第 1 公園沿い道路に「
「子どもの飛出し注意」看板を
設置予定
遊歩道設置要望も出たが、今年度部会のﾃｰﾏとして行政とも協議予定
11) 夏祭り関係（木口実行委員長）
（イ）案内状宛名は「各位」ではなく、個別宛先名を手書きするべきとの意見あり
（ロ）町内会の手伝いが必要な場合は改めて具体依頼がある予定
以
上
役員・民生児童委員
各位
平成２３年度第５回役員会開催のご案内
日時： 平成 23 年 8 月 27 日（土）
午後 7 時 00 分～9 時 00 分
場所： すみれが丘会館 2 階
議題： １．前回議事録確認について
２．防災部会報告
防災訓練
３．防犯部会報告
４．広報部会報告
次回号広報誌
５．女性・福祉部会
敬老会
６．体ﾚｸ・子ども部会
歩け歩け大会
７．ﾌﾞﾛｯｸ組長会報告
８．見直し委員会提案審議
９．社協協賛会員募集結果報告
１０．未加入会員増強運動（途中報告）
１１．その他
＊その他議題や連絡事項がある方は、議長の荒牧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高橋氏・石井さんまで連絡ください。
メールのある方はメール連絡をお願いします。
高橋役員のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： soba-hunter@docomo.ne.jp
石井役員のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： isii@ee.ejnet.ne.jp

