平成２３年度第５回役員会議事録
日 時： 平成 23 年 8 月 27 日（土）午後 7:00~9:20
場 所： すみれが丘会館 2 階
出席者： 荒牧、中山、平野、坊、戸市、都倉、角田、水野、吉田、富岡、加藤、滝澤、石井、
栗山、川村、木口、高橋、堂地、本多、松尾、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) 3 項 3)ﾌﾞﾛｯｸ長を→ﾌﾞﾛｯｸ会長に誤記訂正して承認。
2. 防災部会報告（加藤防災部会長）
資料あり
1) 今回の訓練は災害発生時に想定される現実的訓練を中心に都筑消防署宇野北山田出張所長の
講話「東日本大震災に何を学ぶか」をﾒｲﾝに防災無線訓練・心肺蘇生訓練・防災備蓄倉庫見学
等の訓練内容。
2) 組長はじめ極力多数に参加いただくため、通知は「回覧」ではなくその旨を記した「各戸配布」
の案内状を作成する。
3) 10 月 1 日（土）10 時から訓練の事前打合せ会を実施するので前回同様都合のつく役員は参加
いただきたい。
4) 10 月 15 日防災訓練・10 月 16 日歩け歩け大会とｽｹｼﾞｭｰﾙｶが重なり組長の負担が大きくなるが
今年度は事業計画で決めた事につき予定通りとし、今後について配慮する事とした。
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、先般の組長会で「最近時も目撃した」との発言があっ
たので、役員は自宅近くの状況の見守り・ﾁｪｯｸをお願いしたい。依然おさまっていないのなら
改めて対応を検討予定。
4.広報部会報告（西広報副部会長）
資料あり
1) 第 2 号秋号を出来れば 9 月発行予定。紙面作成・ｽｹｼﾞｭｰﾙの関係で若干ずれ込む可能性がある。
2P～3P は防災をﾒｲﾝﾃｰﾏにし、1P は夏祭り・第 1 回組長会 ﾌﾞﾛｯｸ組長会開催状況を取上げ、
4p には民生委員の活動等を取上げの予定。
2) 冬号(12 月～1 月) 春号(4 月予定)の紙面作成について役員各位のｱｲﾃﾞｨｱ提供・協力依頼があっ
た。
3) 「広報誌・HP 編集委員会内規」について説明。
イ)広報誌の記載内容は事前に広報部会長のﾁｪｯｸを受け、広報部会長が定期的に役員会に報告、
HP については編集委員が更新の都度ﾁｪｯｸする。
ロ)第 7 条「ﾘﾝｸ 広告」項目で概略下記の議論があり、本項目は重要な事項につき広報部会・
編集委員会で「明確なﾙｰﾙ」を再検討のうえ改めて役員会に諮る事となった。
・ 公共的な町内会の HP で営利目的の広告は不要であり、むしろ不都合である。
・ HP は地域の多くの人に見てもらいたく、すみれが丘の人に役立つ情報の一つと考える。
・ 町内会に広告料が入る基準を明確にし、それが広報誌・HP の経費補填の一部となるル
ールが明確なら可。
・ 町内会で「収益」を上げられる限界の有無。
・ 地域の利便性を知ってもらうのも HP の役割の一つで、広告全部がﾉｰではないだろう
が一定の「ﾙｰﾙ」は必要。
5．女性・福祉部会報告（富岡女性・福祉部会長）
資料あり
1) 敬老会について、前回役員会での修正点を再確認。
2) 敬老会のﾎﾟｽﾀｰが出来上がったので掲示の協力をお願いします。
6．体ﾚｸ・子ども部会報告(川村体ﾚｸ・子ども部会長)
資料あり
1) 「歩け歩け大会」は 10 月 16 日（日） 集合時間 8：40
ｽﾀｰﾄ 9：00
2) ｺｰｽは中川駅北ｺｰｽ約 6.5Km 所用時間約 2 時間半（ｺｰｽ地図あり）。 9 月 11 日下見の予定。
3) 計画に対し下記の意見があったが、今年度は部会提案をﾍﾞｰｽに 9 月 11 日の下見の結果修正を
要する点があれば修正する事とし、体ﾚｸ・子ども部会に一任する事とした。
・ｺｰｽ中に一部急な坂があり、乳母車等は無理な個所がある。 また都筑区高津区境界線道路
は細くて交通量も多くやや危険ではないか。→下見の結果必要なら修正。
・近年参加者が減っており心配している。予算等の関係で「おにぎり」を節約した結果、過去
のように「参加者が互いに団欒しながら昼食をとる」等の楽しい時間がなくなり、参加する

者にとって楽しい計画ではなくなっているのではないか？→これについて、今年度は現提案
の計画で行くとして次回以降は、計画立案段階で、単に前年度を踏襲するのではなく、「よ
り多くの人の参加が期待出来る楽しい内容」となるような工夫・検討をしていただく事とな
った。
7．ﾌﾞﾛｯｸ組長会報告
第 8 ﾌﾞﾛｯｸ報告（吉田ﾌﾞﾛｯｸ会長）
資料あり
1) 23 年 6 月 12 日実施
参加組長
5 組長(6 名) 欠席 4 組長
2) ①第 1 回第 2 回役員会での話題②町内会費集金関係③町内会活動について日頃感じている事を
ﾃｰﾏに意見を聞いた。
3) 組長意見
(イ) 町内会活動が組長 一般会員にはよく見えない。新しく引っ越して来た方に町内会に加入
した時のﾒﾘｯﾄについて印刷したものを提供して欲しい。
(ロ) 防災倉庫は何処にあるのか？防災倉庫の見学会を設けて欲しい。また防災倉庫に十分な備
蓄がないのならその旨全町民に印刷物でｱﾅｳﾝｽする必要があるのではないか？
4) 組長意見に対する役員会対応
(イ) についてはﾌﾞﾛｯｸ内で役員会議事録 組長会議事録を組長回覧する事とし、町内会活動
紹介印刷物は現在計画中の町内会員加入促進運動の中で作成予定につきそれを待ってもらう
事とする。
(ロ) については次回防災訓練の中で防災備蓄倉庫の見学を計画中でそれに参加してもらう事
また要請があれば何時でも防災部会が案内するので申し出て欲しい。備蓄内容については前回
の組長会でも組長に備蓄ﾘｽﾄを渡しており、今後も機会を捉え状況を伝えて行く。
第 7 ﾌﾞﾛｯｸ報告（水野ﾌﾞﾛｯｸ会長）
1) 23 年 7 月 17 日実施
参加組長 9 組長 欠席 1 組長
2) 組長活動についての悩み 意見並びに町内会に対する要望をﾃｰﾏとした。
3) 組長意見
(イ) 法人会員（某 1 社）の会費徴収に苦労した。町内会名で会費徴収の通知状を出した欲しい。
(ロ) 新規加入者・退会者の入会勧誘ﾀｲﾐﾝｸﾞ 退会者の会費返戻事例
(ハ) 組長の輪番制――会員の高齢化 長年組長をｽｷｯﾌﾟしている会員 町内会に入っていない
人 組長が期の途中で転居した場合等の悩みはﾌﾞﾛｯｸ会長を中心にﾌﾞﾛｯｸ内で対応するが、
これと関連して組長の引継ぎはもっと時間的余裕が欲しい。
(二) 防犯部会への要望――街灯が暗い 空巣ひったくり等の報告は件数だけでなく具体内容
を知らせて欲しいとの意見があったが、これについては戸市防犯部会長から、町内の 99％
の電柱に防犯灯は設置済み 空巣等の報告は防犯ﾆｭｰｽで可能な限りで報告しているとの説
明があった。
4) 組長意見に対する役員会対応
(イ) については、同社は町内会活動等に理解の深い先でたまたま今回やり方が拙くて出た問
題ではないのか？従来から全会員に書面での依頼方式を取らなくても何も問題は発生してお
らず、本当に必要なのか？ﾌﾞﾛｯｸ会長が対応すればいいのではないか？等の意見も出たが、最
終的に要望を会計に依頼する事とした。
(ハ) の組長の引継ぎ時間は今後検討する事とした。
8．町内会館 1 階床修理工事完了報告（福森副会長）
工事費用は見積りの 200 千円通り。
9．古賀氏お見舞金について（福森副会長）
1) 怪我をされた古賀氏に対し町内会でお見舞金 60 千円を出したい。これについては町内会が契
約していた自治会保険で同額保険金が支給される。
2) 現状町内会にはお見舞金規定はなく、また同保険は既に解約済みであるので、本件は今後の前
例とはしない旨説明し承認された。
10. 平成 23 年度社協賛助会員募集の結果報告（福森副会長）
資料あり
1) 23 年度実績
90 件(前年度比＋31 件)
金額 132,000 円（前年度比＋70,000 円）
①事前打合せ会②組長会での呼び掛け③過去の協力者への呼び掛け④従来協力の少なかった法
人・商店への呼び掛けが好結果につながった。
2) 法人 商店の更なる協力引出しが今後の課題。
11. すみれが丘小学校のｻﾎﾟｰﾀｰ大募集について（福森副会長）
資料あり
1) 先月議題に出たすみれが丘小学校ｻﾎﾟｰﾀｰ募集の各戸配布勧誘文案について、すみれが丘小学校
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と更に文案を打合せの上若干の修正があるかも知れないが、本文案で 9 月中に各戸配布し勧
誘する事を承認した。
2) 合わせて説明者より、すみれ会の皆さん・役員の皆さんへのｻﾎﾟｰﾀｰ加入の協力依頼があった。
町内会会員加入促進検討会中間報告（福森副会長）
資料あり
1) 8 月 19 日 第 1 回検討会実施 ﾒﾝﾊﾞｰ：荒牧 吉田 高橋 西（欠） 富岡 福森
2) 配布資料の通り事前準備作業として今後①組別・ﾌﾞﾛｯｸ別地図と最新の会員名簿をもとに現状
の未加入会員の具体把握を行い②入会勧誘配布物ｾｯﾄを準備して③原則組長（ｹｰｽによってはﾌﾞ
ﾛｯｸ会長）が未加入先を各戸訪問して勧誘いただく。
3) 今後具体的な作業説明書を作成のうえﾌﾞﾛｯｸ会長にお願いし、ﾌﾞﾛｯｸ会長から組長さんに作業依
頼をしていただきたいのでご協力をよろしく。
4) 意見として、未加入先全部のｱﾌﾟﾛｰﾁは良いが大変だろうから、共同住宅等主要目標を定めて勧
誘を進めるのも一方法との助言があり、これについては①の現状未加入状況をまず把握のうえ、
助言の方法も含め今後の進め方を考える事とした。
夏祭りお礼報告（木口実行委員長）
1) 来場者数約 4,300 人（昨年比微減） 寄付金約 980 千円（昨年比約＋160 千円）
2) 近く町内会に収支報告を行う予定。また町内会から借りたﾃﾝﾄ等は明日洗って返却の予定。
3) 交通整理はルールを守らない車が多く大変なので来年は警備を 1 名→2 名にして欲しいとの意
見が出された。
けやき通りの清掃について（石井環境衛生部会長）
資料あり
1) 今年は 11 月 27 日（日）12 月 4 日（日）12 月 11 日（日）の 3 回を計画。
2) 但し落ち葉の堆肥箱投入、堆肥の持ち帰り、或いは落ち葉清掃その事自体について放射能との
関係で問題となる可能性があるので、実施までに土木事務所等より情報収集のうえ、必要なら
全体計画の中止も含めて検討の予定。
すみれが丘小学校 PTA「女性の視点からの防災ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」 （荒牧会長）
1) 9 月 20 日（火）10 時～11 時 30 分 すみれが丘小学校 PTA 会議室
2) 参加者 荒牧 加藤 滝澤。
まだ出席に余裕があるので希望者は荒牧会長まで連絡の事。
見直し委員会提案審議（荒牧委員長）
1) 本日は審議時間がなく 9 月役員会に持ち越し。
2) 但し本議題は 7 月以来持ち越しとなっているので、9 月役員会でこれを第一ﾃｰﾏとして集中審
議（約 1 時間）する事となった。
以
上

役員・民生児童委員

各位
平成２３年度第６回役員会開催のご案内
日時： 平成 23 年 9 月 24 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．前回議事録並びに 9 月 3 日臨時役員会議事録確認について
２．連町報告
３．見直し委員会提案審議（1 時間）
４．防災部会報告
防災訓練最終確認・消火器詰替え新規購入
５．防犯部会報告
６．体ﾚｸ・子ども部会
歩け歩け大会最終確認
餅つき大会
７．女性・福祉部会
敬老会実施報告
８．広報部会報告
編集委員会内規
広報誌秋号
９．ﾌﾞﾛｯｸ組長会報告
第 6 ﾌﾞﾛｯｸ
１０．未加入会員増強運動 未加入者現状把握作業依頼
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川村氏・滝澤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。
川村役員のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： k-y-baseball@mub.biglobe.ne.jp
滝澤役員のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： yuko@k03.itscom.net

