平成２３年度第７回役員会議事録
日 時： 平成 23 年 10 月 29 日（土）午後 7:00~9:30
場 所： すみれが丘会館 2 階
出席者： 荒牧、中山、坊、戸市、都倉、角田、水野、吉田、富岡、加藤、滝澤、石井、栗山、
木口、古賀、西、堂地、本多、男全（弘）、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) 2.連町報告 ④の番号重複。H24 年都筑区賀詞交換会を⑤とし、以下番号を順次修正。
2) 3.見直し委員会提案審議 4)2 行目「議事録は広報部会でｺﾋﾟｰして・・」→「議事録は議事録
作成者がｺﾋﾟｰして・・」に修正。
2．連町報告（荒牧会長）
資料あり
①年末年始のごみと資源物の収集日程 12 月 31 日（土）～1 月 3 日（火）まで収集休み。但し
「燃やすごみ」の収集を 12 月 29 日（木）と 1 月 5 日（木）に実施。
「資源物」は通常通り。
②16 回都筑社会福祉大会 12 月 10 日午後 1 時半～都筑公会堂。出席者 石井・稲葉・富岡。③
平成 24 年賀詞交換会 1 月 7 日（土）12 時～東京都市大学横浜ｷｬﾝﾊﾟｽ 出席者 荒牧・中山・
福森・加藤・戸市・富岡。④人権啓発講演会 12 月 16 日（金）午後 1 時半～都筑公会堂 希望
者は要事前申込み。⑤地域自主防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊活動のための研修会 11 月 30 日（水）午後 2 時～
戸市防犯部会長出席。⑥平成 23 年地域活動検討会報告 資料の通り⑦第 4 回防災に関する地域
ﾆｰｽﾞ検討委員会報告 資料に沿って報告あり。
3. 見直し委員会提案審議（荒牧委員長）
資料あり
「町内会組織内の役割分担などについての提案」に関して―
「町内会組織内の役割分担などについての提案」に関して―9 月役員会の継続審議 （以下 23 年
7 月 30 日付け原提案をﾍﾞｰｽに修正点のみ記載）
1) 第 9 項「専門部会部会員」の定義―「組長部会員に加えて、部会経験者や支援者などを部会員
として登録する。」
2) 第 10 項「組長」①2 行目の「組内のまとめ役として活躍する」→「組内のまとめ役として活
動する」に修正。②8～11 行は委員会の方から削除の申し出。③23 行目に「大震災などが発
生した時には、本人および家族の安否を確保したあとで、組のﾘｰﾀﾞｰとして、住民並びにﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱと協力して、出来る範囲で組内の住民の安否確認を行い、すみれが丘災害対策組織に報告
する」を追加。④20 行・21 行目「組員」→「会員」⑤最終行「参加することが要請されてい
る」→「参加することが望ましい」に修正。⑥全般について「要項」にここまで微細な事項を
盛り込む必要があるのか？との意見があった。これに関連する意見として、本「要項」は実現
出来れば素晴らしい項目が並べられているが、現実の組長・会員の意識ﾚﾍﾞﾙは大半の会員が「何
とかして組長を回避したい」と考えているのが現実。従って運用に当たっては上からの目線で
細かい事を押付けるのではなく、組長・会員の気持ちを把握して弾力的に運用して行く必要が
あるとの意見があり、本「要項」は全会員向けに配布するのではなく、役員止まりの「要項」
とする事になった。
3) 第 11 項「会員」 7 行目誤字修正。
「コミ置き場」→「ゴミ置き場」
4) 以前提案した｢ﾌﾞﾛｯｸ会長・ﾌﾞﾛｯｸ副会長・組長代表体制等｣は要項にないが、やらないと言うこ
とか？との質問に対し「ﾌﾞﾛｯｸの実情に応じﾄﾗｲしていただくのは大いに結構」との荒牧会長か
らの回答があった。
以上で見直し委員会提案の審議を終了、追加意見があれば 12 月役員会までに出して頂き、あとは
役員会で「要項」として纏め上げる事になった。
4. 来期役員選任並びに「役員選任案（荒牧私案）
」について（荒牧会長）
資料あり
1) 「役員選任案（荒牧私案）」について
イ) 来期役員の大量退任見込み・補充の困難さより、荒牧会長から 23 年 10 月 20 日付け「役
員選任案（荒牧私案）」が提出された。（毎期の組長より順番制で役員を補充する制度）
ロ) これについて 10 月 24 日・10 月 25 日に臨時の役員意見聴取を行い、両日欠席役員につ
いては本日意見聴取のうえ、大半の意見が「現在の会員・組長の町内会に対する意識ﾚﾍﾞ
ﾙでは実施困難」
「唐突に来期からの実施を持ち出せば大混乱する」「やるとしても十分時
間をかけて会員・組長に理解してもらったうえでやるべし」との意見であったため「荒牧
私案」は当面保留扱いとなった。
ハ) 上記の結果、来期役員の補充選任は①会員全員に公募を呼び掛ける②全役員が真剣に差し
迫った問題として候補者探しに取り組む「従来方式」を徹底する事となった。

2) 役員公募の「お願い文案」の検討
イ) 文案中数箇所の表現について修正意見があったが、最終的に文案は会長に一任。
ロ) 11 月 19 日（土）広報で全会員に各戸配布する事になった。
3) 会長と全役員との個別意見交換会の実施
会長より 11 月 6 日・8 日・9 日の何れかの時間帯で 30 分をめどに全役員と個別に面談の上
意見交換の場を持ちたいとの申し出があった。ﾃｰﾏは来期役員の退任・選任関係を含め日頃考
えている事等何でもよく、忌憚ない意見を聞きたいとの事であった。
5.防災部会報告（加藤防災部会長）
資料あり
1) 10 月 15 日防災訓練実施報告。参加人数約 160 人弱 訓練の成果を感じている。その時「町内
会館にも AED の設置を」との意見があったが改めて検討のうえ協議の予定。
2) 消火器販売及び薬剤詰め替え・廃棄等
10 月 23 日申込み締め切り・11 月 12 日（土）実施。
3) 11 月 24 日午後 1 時～2 時 防災拠点運営委員会で防災備蓄庫の保守点検予定。
4) (財)横浜市防火協会が 11 月 30 日で解散。従来同協会で管理していた町内の初期消火箱(町内 9
ヵ所中 5 ヵ所)は今後町内会で管理するか破棄するかの選択を求められているが、町内会での
管理継続で回答済み。
5) 11 月 5 日(土)10 時から 12 時 北山田宇野消防所長を招き、防災地図作成等の防災講習会を開
催。PTA・組長・家庭防災員の出席を予定しているが都合のつく役員も出席いただきたい。
6．防犯部会報告（戸市防犯部会長）
1) 10 月 21 日早朝第 2 公園近くで空巣 1 件発生（1 月～10 月合計 4 件）。すみれが丘 HP に掲載
して警告を呼び掛ける予定。
7．体ﾚｸ・子ども部会報告（木口体ﾚｸ・子ども副部会長）
1) 「歩け歩け大会」実施報告。 10 月 16 日（日）実施済み。参加者 53 名 事故もなく無事終
了。経費はおにぎり・お茶代の合計約 26 千円で予算範囲に収めた。
2) 餅つき大会について (木口体ﾚｸ・子ども副部会長)
資料あり
・11 月 20 日（日）午前 11 時~午後 2 時 30 分 すみれが丘小学校校庭で開催。
・11 月 5 日広報で回覧予定。
（←回覧文発信人名明記の事。お椀・紙皿・お箸持参とあるがこ
の程度の物は町内会で準備する。）ﾎﾟｽﾀｰ作成済み。
・部会組長は 10 時集合、役員は 10 時 30 分頃に小学校に集合。
・参加者（見込み 400 名）を対象としたﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ保険を付保するので参加者名簿を整える事。
8. 女性・福祉部会報告（富岡女性・福祉部会長）
資料あり
1) 9 月 25 日無事終了。70 歳以上の登録者 292 名（内今年度新規登録者 12 名）敬老会参加者 121
名であった。
2) 収支報告は資料の通りで、支出約 210 千円と例年範囲に抑えたが、山田地区社協からの祝い
金が減額となったため（昨年度 83,300 円→今年度 59,500 円）町内会負担が若干増加した。
（社協祝い金減額理由を福森の方で確認予定。）
9．環境衛生部会報告（石井環境衛生部会長）
資料あり
1) けやき通り清掃は既報告の通り実施予定。但し例年配布している堆肥は、行政より放射線懸念
との関係で今年度は公園から持ち出さないようにとの指導があるので、今年度の堆肥配布は中
止とした。
2) 簡単ﾍﾙｽﾁｪｯｸ 11 月 12 日（土）10 時～11 時 すみれが丘町内会館
10. 広報部会報告（西広報副部会長）
資料あり
1) 次号冬号は 2 月 4 日広報配布を予定。記事の内容は秋・冬の行事主体に検討中であり、関係各
部会長のご協力をお願いします。
2) 8 月役員会で再検討する事になった「広報誌・HP 編集委員会内規」第 7 条のﾘﾝｸ・広告につい
ては編集委員会で再検討の結果、当面の運用として①会員の利便性に資す非営利団体について
はｻｲﾄへのﾘﾝｸ、団体紹介記事等を掲載②営利団体については広告は掲載せず、会員の必要範囲
の情報を「地域情報ﾘｽﾄ」に掲載し、更に町内商店等についてｳｴﾌﾞｻｲﾄがあればﾘﾝｸを張る事と
するとの報告があった。なお「広報誌・HP 編集委員会内規」全体については改めて役員会で
協議の予定。
3) すみれが丘 HP は好評であり、広報回覧を利用して HP ｱﾄﾞﾚｽを周知→会員の活用 UP を図る
べしとの意見があった。
11. 年末助け合い共同募金について（荒牧会長）
資料あり
1) 組長宛依頼状・町内会員宛依頼状承認。
2) 手順①11 月 4 日依頼状準備作業 10 時～11 時 岸本・角田・富岡・石井・中山②11 月 5 日
広報で配布③11 月 18 日申込み締切り④11 月 20 日 10 時～12 時組長が寄付金を町内会館に持

参・役員が受付集計作業 岸本・荒牧・堂地・中山・本多・坊・栗山・加藤・古賀・滝澤
12. ﾌﾞﾛｯｸ組長会報告（中山第 5 ﾌﾞﾛｯｸ会長）
1) 6 月 26 日実施済み。
2) 9 名が組長経験のない新しい組長で、町内会に対する関心も薄く、初歩的質問に終始したがﾌﾞ
ﾛｯｸ会長の方で回答済み。特に役員会に報告して解決しなければならない意見は出なかった。
13．町内会未加入会員加入促進運動経過報告（福森副会長）
資料あり
1) 未加入会員世帯状況調べ結果報告①現在の会員世帯数 1,173 世帯。
（第 3 ﾌﾞﾛｯｸｱﾛｯｼﾞｵﾋﾞｵﾗ 21
世帯が従来から管理会社により町内会費が一括納付されている事が判明しその分増加）②未加
入会員世帯は戸建て住宅 27 世帯共同住宅 474 世帯合計 501 世帯でこれからの運動の対象先。
③住民登録ﾍﾞｰｽ世帯数 1,751 世帯と今回調査の総世帯数 1,674 世帯の差は 2 世帯住宅の増加
が主因と推測する。
2) 今後の具体的な運動方針・並びに有効な勧誘ﾁﾗｼは検討チームで検討しているが、固まったと
ころで役員会に報告予定であるので役員の皆さんのご協力をお願いします。
14. すみれが丘小学校ｻﾎﾟｰﾀｰについて（福森副会長）
資料あり
1) 本日現在のｻﾎﾟｰﾀｰ登録は名簿の通り 14 名。
2) 取り敢えず本ﾒﾝﾊﾞｰで小学校と打合せのうえ具体活動をｽﾀｰﾄさせるが、役員の方で参加いただ
ける方は是非本日登録をお願い致します。
15. その他
1) 忘年会ｽｹｼﾞｭｰﾙ 12 月 1 日（木）午後 6 時頃より鷺沼「ととのや」
。
2) 夏祭り収支報告
資料の通り。
3) 地域懇談会実施報告（荒牧会長）
①従来地区連町・地区社協で行っていた「地域懇談会」を本年度より各町内会毎に実施する事
となり、当町内会では従来の社協ﾒﾝﾊﾞｰに加え小学校長・PTA 会長等広い範囲に声をかけ 10 月
18 日に実施した。② ﾃｰﾏは(イ)顔の見える関係を作ろう(ロ)子どもや青少年の育成に関わろう
(ハ)高齢者・障害者の支援を進めて行こう等と幅広く、今後の活動は町内会全体で考えて行く
事になろうと思うので一応報告する。
4) 古賀氏より寄付 60,000 円の件（福森副会長）
古賀氏へのお見舞い金 60,000 円は一旦納めて頂いたうえ同氏より同額町内会に寄付の申出が
あり、
「将来の町内会館建替えに引当てる」事で寄付金受領の報告をし承認を得た。
以
上
役員・民生児童委員

各位
平成２３年度第８回役員会開催のご案内

日時：
場所：
議題：

平成 23 年 11 月 26 日（土）
午後 7 時 00 分～9 時 00 分
すみれが丘会館 2 階
１．前回役員会の議事録確認について
２．連町報告
３．防災部会報告
４．防犯部会報告
５．体ﾚｸ・子ども部会
餅つき大会報告
６．年末助け合い募金報告
７．どんど焼きについて
８．ﾌﾞﾛｯｸ会長報告 ―ﾌﾞﾛｯｸ組長会議等で出た役員会での検討事項について―
９．未加入会員増強運動
１０．すみれが丘小学校ｻﾎﾟｰﾀｰの今度の活動について
１１．来期役員選出関係
１２．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吉田氏・水野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。
吉田役員のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： qq954usc9@fork.ocn.ne.jp
水野役員のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： abdgk@a04.itscom.net

