役員会報告（22 年 4 月以降）
平成 23 年 3 月 19 日(土)
臨時役員会
1．「東北地方太平洋沖地震」への義援金募集について

平成 23 年 3 月 8 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）民生児童委員による「高齢者調査」協力の件・・・・八王子市社会福祉協議会
（2）テレビのアナログ放送終了の件・・・・・・・・・・総務部ＩＴ推進室
（3）「国勢調査」協力のお礼と速報値の報告・・・・・・ 総務部国勢調査担当
（4）「学生天国」ポスター・回覧協力の件・・・・・・・ 八王子学生委員会
（5）八王子環境フェスティバルの後援の件・・・・・・・実行委員会・環境政策課
2．平成 23 年度町会自治会長名簿作成の件・・・事務局長より
（1）23 年度町会自治会長名簿提出用紙配布
（2）22 年度退任会長名簿提出用紙配布（在任 4 年以上）
3．専門部関係
（1）事業部
① 町自連研修会の件
動員結果・・最終集計表により報告
会計報告・・・報告書により報告。
（2）広報部
① 「町自連だより 12 号」の件
② 東南部地区ホームページの件
（3）総務部
①
②

定期総会の件
新任町会長研修の件

4．出向者人事の件
（1）報告
①
②

介護保険事業計画策定委員会・高齢者計画策定委員会委員
生活安全対策協議会委員

（2）新規
① 八王子市障害者地域自立支援協議会委員
②
③

八王子市温暖化防止センター運営委員会委員
八王子市障害者計画・障害者福祉計画策定委員会委員

（3） 消費生活審議会
5．都町連報告
①
②

(依頼書作成中)

1名
1名
1名
1名

添付「常任理事会報告書」参照。
新宿区町会連合会作成の「安心カード」を配布。

③ 来年度都町連研修会を八王子市で開催予定。
6．出向者報告事項
①
②

認知症高齢者ネットワーク会議報告・・・・・田中監事
旭町・明神町地区周辺まちづくり構想・・・・並木東部地区連合会長

③
④

地球温暖化防止センター設立準備会報告・・・内藤中央地区連合会長
防火防災協会報告・・・・・今泉副会長

7．地区連合会報告
横山南・北地区連合会と消防団第 9 分団合同新年懇親会を 2 月 10 日実施。
・ ・・・・平塚横山北地区連合会長

平成 23 年 2 月 8 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）「親子つどいの広場」開設の件・・・・・・・・・・・ 子どものしあわせ課
（2）中学生社会福祉意見発表会開催の案内・・・・・・・・民生児童委員協議会事務局
（3）タウンミーティングの件・・・・・・・・・・・・・・公聴広報室
（4）「中高年世代の生活実態と生活意識」調査報告・・・・ 八王子市都市政策研究所
2．専門部関係
（1）事業部
① 町自連研修会の件
②

動員目標と申込状況
新年懇親会の件

会計報告
（2）広報部・・・今泉部長
① 「町自連だより 12 号」の件
（3）総務部
3．出向者人事
（1）介護保険事業計画策定委員会

1名

任期満了

（2）高齢者計画策定委員会
（3）生活安全対策協議会

1名
1名

新規
任期満了

（4）消費生活審議会
（5）障害者地域自立支援協議会

1名
1名

新規
新規

4．都町連報告
5．出向者報告事項
（1）地球温暖化防止センター設立準備会報告・・・・・・・・・ 内藤中央地区連合会長
（2） 旭町・明神町地区周辺まちづくり構想検討委員会報告・・・並木東部地区連合会長
（3）地域包括支援センター等運営協議会報告・・・・・・・・・ 田中監事
6．地区連合会報告
（1）三崎町陸橋完成、その通行方式について報告・・・平塚中部地区連合会長
7．その他
（1）後援名義使用申請

1件

平成 23 年 1 月 11 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）「確定申告」についてのお知らせについて・・八王子税務署総務課
（2）民生児童委員協議会役員改選の挨拶・・・・・健康福祉部総務課
（3）「げんきフォーラム」について・・・・・・・広聴広報室
（4）国勢調査協力のお礼と表彰について・・・・ 都総務部担当課長・市総務課担当主幹
2．専門部関係
（1）事業部

①

町自連研修会の件
 開催要綱「開催要綱」について
 動員目標と整理券について
 ポスター配布について

② 新年懇親会の件
（2）広報部
① 「町自連だより 12 号」の件
（3）総務部
3．出向者報告事項
（1）地域包括支援センター等運営協議会報告・・・・田中監事
（2）八王子まちづくり審議会報告・・・・・・・・・田中監事
4．地区連合会報告
三崎町陸橋完成、その通行方式について報告・・・平塚中部地区連合会長
5．その他
（1）新規事業についての提案・・会長より
① 町会の業務と新人研修会について
（2）各種団体との連携と情報交換会について

平成 22 年 12 月 14 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
1．「交通災害共済（ちょこっと共済）加入促進ポスター掲示について・・暮らしの安全安心課
2．「資源物の持ち去り禁止」の回覧依頼の件・・・・・・・・・・・・ごみ減量対策課
3．「個人情報の保護に関する法律」リーフレットの件(配布のみ)・・・ 消費者庁
2．不健全図書の現状及び対策について・・・東京都治安対策本部連絡調整担当
3．専門部関係

古宮課長

（1）事業部
① 町自連研修会の件
② 役員研修会の報告
③ 「パソコン研修会」後期受講生募集結果報告
④ 新年懇親会の件
（2）広報部
① 「町自連だより」12 号の件
（3）総務部
3．都町連の報告
（1）都町連研修会の報告
（2）12 月常任理事会の報告
4．出向人事の件
（1）市民参加推進審議会委員の任期満了に伴う選任
（2）ごみゼロ社会推進協議会委員の任期満了に伴う選任

1名
3名

5．出向者報告事項
（1）地域包括支援センター等運営協議会報告・・・・・・・・田中監事
（2）全関東八王子夢街道駅伝競走大会運営委員会報告・・・・山崎監事
（3）市街化区域土地利用基本方針検討委員会報告・・・・・・塩野本町地区連合会長
（4）中心市街地活性化基本計画策定委員会報告・・・・・・・山崎監事
6．地区連合会報告

7．その他
（1）八王子市 JR 南口再開発施設見学（現地 15 時 30 分より）

平成 22 年 11 月 9 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）社会福祉協議会事務所一部移転の件・・・・・・・・・社会福祉協議会
（2）
「八王子市景観条例(案)」説明会の件・・・・・・・・・まちづくり計画部都市計画室
（3）「旭町・明神町地区周辺まちづくり構想素案」について・まちづくり計画部都市計画
室
2．「町会等連合会交流事業補助金」第 2 次募集結果について
3．専門部関係
（1）事業部
① 役員研修会参加出欠の件
② 町自連研修会
③ 後期パソコン研修会受講者募集の件中間報告。
（2）広報部
東南部地区ホームページ立上げについて。
（3）総務部
町会自治会への加入促進を目的としたチラシ・ポスターを作成し不動産業界の店頭
へ配布等への協力について。
4．出向人事の件
(1) 市民参加推進審議会委員の任期満了に伴う選任
(2) ごみゼロ社会推進協議会の任期満了に伴う選任

1名
3名

5．都町連の報告
6．出向者報告事項
八王子市市民参加推進審議会報告・・・・・・・・前野事務局長
八王子市市民参加条例の適切な運用について（答申）配布
7．その他
(1) 町自連が共同募金への協力に対して町自連が厚生労働大臣表彰を受けた。
(2)

秋間会長が地域功労賞として都知事表彰を受けた。

平成 22 年 10 月 12 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）「全関東八王子夢街道駅伝競走大会」の件・・・・・・・・スポーツ振興課
（2）「タウンミーティング報告書」の件・・・・・・・・・・・広聴広報室
（3）「八王子市景観条例」について・・・・・・・・・・・・・都市計画室
（4）八王子図書フォーラム開催について・・・・・・・・・・八王子市図書館
2．「町会等連合会交流事業補助金規程」一部改正の件
3．専門部関係
（1）事業部
①
②

役員研修会の件
町自連研修会

③ 後期パソコン研修会受講者募集の件
（2）広報部

① 町自連だより 11 号の件
（3）総務部
① 総会日程の件
4．都町連の報告
5．防火防災協会について
6．出向者報告事項
(1) 八王子市地球温暖化防止センター設立準備会報告・・・内藤中央地区連合会長
(2) 八王子市地域包括支援ｾﾝﾀｰ等運営協議会報告・・・・・田中監事
(3) 八王子市社会福祉協議会報告・・・・・・・・・・・・今泉副会長
7．地区連合会報告
(1) 上大和田町会が東京都 22 年度地域の底力再生事業補助金の助成を受けた。
・・・・内藤中央地区連合会長
(2) 川口地区、11 月 17 日
(3)

西部第一地区

戸吹清掃工場プラスチック中間処理工場視察を実施。
・・・・原田川口地区連合会長

総合防災フェアー 10 月 24 日実施
・・・・馬場副会長(西部第一地区連合会長)

平成 22 年 9 月 14 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1)
(2)

「不動産街頭無料相談」ＰＲ協力依頼の件・・・・全日本不動産協会多摩南支部
歳末助け合いバザーへの協力依頼の件・・・・・・八王子市社会福祉協議会

2．「町会等連合会交流事業補助金交付規程」一部改正の件
3．「社会福祉協議会授賞式」の後援依頼の件
4．専門部関係
(1) 事業部報告
①
②

町自連研修会
役員研修会の件

(2) 広報部報告
① 「町自連だより」11 号の件
② 地区連合会ホームページの件
(3) 総務部報告
5．出向人事の件
(1) 八王子市保険福祉センター運営協議会委員任期満了更新の件
6．都町連の報告
(1) 個人情報保護法に関する説明会開催について。
(2) 9 月 1 日開催の都町連「常任理事会」報告。
(3) 東京都議会自民党町会・自治会等議員連盟との意見交換会報告。
7．出向者報告事項
(1) 八王子市地球温暖化防止センター設立準備会報告・・・・・・・内藤中央地区連合会長
(2) 八王子市中心市街地活性化基本計画策定委員会報告・・・・・・山崎監事
(3) 八王子市住宅マスタープラン策定市民委員会報告・・・・・・・山崎監事
(4) 八王子市地域ｺﾐｭﾆﾃｨ施設等指定管理者選定委員会報告・・・・・山崎監事
(5) 八王子市地域包括支援ｾﾝﾀｰ等運営協議会委員会報告・・・・・・田中監事
8．地区連合会報告
9．その他

(1) 会費納入状況について
(2) 防火防災協会の件
参考資料配布
（1） 町自連だより 11 号
（2） 第 68 回国民体育大会八王子市準備委員会の組織改正について
（3） 八王子市老人クラブハンドブック
（4） 自治会活動賠償責任保険事故及び保険金支払状況表(21 年 7 月～22 年 6 月)

平成 22 年 8 月 10 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1) 「八王子まつり」協力お礼の件・・・・・・・・・八王子まつり実行委員会

常盤課長

(2) 「八王子保険福祉センター」チラシ平成 22 年度版の件･･八王子東淺川保健福祉センター
(3) 「銃器犯罪根絶の集い～八王子大会」動員お礼の件・・・・警視庁組織犯罪対策部
(4) 国勢調査 広報用ポスター・回覧へのお願い・・・・・・ 総務部国勢調査担当
2．「地区交流事業助成金」一次申請の件・・・事務局長より説明。
3．「銃器犯罪根絶の集い～八王子大会」動員結果報告
4．専門部関係
(1) 事業部報告
① パソコン研修会、前期募集結果について
② 町自連研修会の件
(2) 広報部報告
①「町自連だより」11 号の件
② 地区連合会ホームページの件
③ 広報部員及び地区広報部員の確認
（3）総務部
5．出向人事の件
（1）地区連合会長交代による変更の件
（2）新規推薦関係の報告
① 「八王子市地球温暖化防止センター」設立準備会委員推薦 1 名
② 市民活動推進部関連指定管理者選定委員会委員推薦 1 名
6．出向者報告事項
（1）地域包括支援センター等運営協議会報告・・・・・・・・・田中監事
（2）旭町・明神町地区周辺まちづくり構想検討委員会報告・・・並木東部地区連合会長
（3）社会福祉協議会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・今泉副会長
（4）ｶﾞｽﾊﾟｰﾙ・ｶｻﾄﾞ国際ﾁｪﾛ・ｺﾝｸｰﾙ実行委員会状況報告・・・・ 塩野本町地区連合会長
（5）八王子国際協会状況報告・・・・・・・・・・・・・・・・平塚横山北地区連合会長
7．その他
（1）「銃器犯罪根絶・・・」の動員について
（2）各行事の動員について
（3）都町連へ入会について

平成 22 年 7 月 13 日(火)

1．関係機関の要請・依頼事項
(1) 「不動産街頭無料相談会」回覧の件・・・・・・・・・・・東京都住宅建物取引業協
会
(2)

「サイエンスフェスタ 2010」回覧依頼の件・・・・・・・ 東京工業高等専門学校

(3)
(4)

防火防災協会の「地区組織化」について・・・・・・・・ 八王子防火防災協会会長
「環境学習リーダー」養成講座受講生募集の件・・・・・・環境政策課・エコ広場

(5) 「第 40 回みんなの川の清掃デー」の件・・・・・・・・・ 美しい八王子をつくる会
(6) 「ごみ・資源物の戸別収集」説明会の状況報告・・・・・・ごみ減量対策課
(7)

「中高年世代の生活実態と生活意識に関するアンケート調査」の件・・・・政策審議

室
(8) 「平成 22 年度町会自治会長名簿」前年度と交換の件・・・ 協働推進課依頼事務局
2．町自連会費徴収の件
3．地区連絡費の支給
4．年間計画の件
5．地区交流事業助成金の件
6．「銃器犯罪根絶の集い～八王子大会」の件
7．専門部報告
(1) 事業部
① パソコン研修会受講者募集の件
② 町自連研修会の件
(2) 広報部
① 「町自連だより」11 号の件
②
(3) 総務部
①

地区連合会ホームページ用フォーマットの件
ゆめおりファンドの件

8．都町連の報告
9．出向者報告事項
(1) 社会福祉協議会の民生委員推薦委員会報告・・・今泉副会長
(2) 地域包括支援センター等運営委員会報告・・・・田中監事
(3) いきいきプラン八王子推進委員会報告・・・・・原田川口地区連合会長
10．その他
(1) 自治会活動賠償責任保険の契約状況
(2) 各町会自治会の総会資料及び広報紙の提出依頼
(3) 「八王子まつり」協賛金集金の件
(4) 会長より各地区定例会及び単位町会定例会訪問状況の報告。
(5) 八王子駅西の陸橋工事の進捗状況報告・・・平塚中部地区連合会長
(6) 奥津南部地区連合会長、会長新任自己紹介。
(7) 防火防災協会の地区組織化について、自主防災と防火防災協会と市、消防署と同じよう
な組織であり、統一した組織に向けた議論をして欲しい。

平成 22 年 6 月 8 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1) 銃器根絶キャンペーンについて
「第 16 回銃器犯罪根絶の集い～八王子大会～」の開催について・・・
・・・・警視庁銃器・違法薬物対策推進本部。

(2) 会員募集協力依頼の件・・・・・・・・・・・・・・八王子市社会福祉協議会
(3) 男女共同参画センター主催講座について・・・・・・男女共同参画課
(4) 耐震対策補助事業の件・・・・・・・・・・・・・・住宅対策課
(5) 家具転倒防止器具等助成事業について・・・・・・・防災課
(6) 第 68 回国民体育大会について・・・・・・・・・・八王子市準備委員会事務局
(7) 駅前事務所の件・・・・・・・・・・・・・・・・・駅前事務所
2． 期総会の件
（1） 懇親会決算報告
総会欠席者対応
3．専門部関係
事業部
パソコン研修会の件
広報部
広報紙発行について
総務部 「ゆめおりファンド」について説明
4．出向人事の件
情報公開・個人情報保護運営審議会委員(任期満了) 1 名
社会福祉協議会理事(任期満了) 3 名
八王子市地域保健福祉推進協議会委員(任期満了) 1 名
旭町・明神町地区周辺まちづくり構想検討委員会委員(新規) 1 名
5．都町連報告
「一般財団東京マラソン財団」の設立
セブンアーチィスト紹介について
都町連総会への出席要請されている。
6．出向者報告事項
(1) 社会福祉協議会理事会、推薦の民生委員決定予定について・・・今泉副会長
(2) 地域包括支援センター運営協議会報告・・・・・田中監事
(3) 八王子親切会総会出席報告・・・・・・・・・・・田中監事
7．地区連合会報告
(1) 地域防災訓練の実施報告・・・・・・・・並木東部地区連合会長
8．その他
(1) 第三・四地区連合会統合について・・・・石坂第四地区連合会長
(2) 22 年度町自連役員名簿について
(3) 22 年度地区交流事業補助金申請受付について説明。
(4) 年度計画について
(5) 町自連会費徴収の件
(6) 「八王子まつり」協賛の件
総会運営について
平成 22 年 5 月 11 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1) 「税金教室」開催の回覧依頼の件・・・・・・・税務部税制課
(2) 「日赤社資」募集の協力依頼の件・・・・・・・健康福祉総務課
・・・八王子市赤十字奉仕団委員長
・・・赤十字東京都支部社員課長
(3) 「親切会」表彰の推薦のお願い・・・・・・・・協働推進課
(4) いきいきプラン八王子について・・・・・・・・八王子市社会福祉協議会

(5) 「講演会」開催案内・・・・・・・・・・・・・民生・児童委員協議会
2．定期総会の件
(1) 事業報告の件
(2) 決算報告の件
(3) 事業計画(案)の件
(4) 予算(案)の件
(5) 規程等改正の件
(6) 当日の役割分担
3．専門部報告
(1) 事業部
(2) 広報部
(3) 総務部
4．出向人事の件
(1) 環境審議会委員（任期満了）
(2) 社会を明るくする運動委員(任期満了)
(3) 八王子市こども政策推進協議会委員
(4) 八王子市保護司候補者検討協議会委員
(5) 学童保育所指定管理者選定委員会委員
(6) 八王子国際協会 理事
5．都町連報告
6．出向者報告
(1) 地域包括支援センター等運営協議会報告・・・田中監事
7．地区連合会報告
平成 22 年 4 月 13 日(火)
1． 関係機関の要請・依頼事項
(1) 「八王子環境フェスティバル」後援依頼の件・・・・・・実行委員会
(2) 「エコカーフェスタ」ポスター掲示協力の件・・・・・・実行委員会
(3) 美しい八王子をつくる会の件・・・・・・・・・・・・・ごみ減量対策課
(4) タウンミーティングの協力依頼・・・・・・・・・・・・広聴広報室
(5) 「国勢調査」調査員推薦依頼の件・・・・・・・・・・・総務課統計担当
(6) 水循環部発足に伴う業務・スタッフの説明・・・・・・水循環部水循環政策課
《“かけがえのない環境を守るため”４つの計画を策定》
(7) AED の貸出しについて・・・・・・・・・・・・・・・健康福祉総務課
(8) 防犯灯の「LED」化推進ほかの件・・・・・・・・・・・・・協働推進課
2． 定期総会の件
事業報告・決算報告について事務局長より配布資料により説明。
(1) 事業報告について
(2) 決算報告について
(3) 事業計画(案)
(4) 予
算(案)
(5) 規程等改正の件
3． 専門部報告
(1) 事業部
(2) 広報部。
(3) 総務部

4． 出向者人事の件
(1) 八王子国際交流協会理事(新任)
1名
(2) 八王子市こども政策推進協議会委員(任期満了)
1名
5． 都町連の報告
6． 出向者報告事項
(1) 八王子市まちづくり審議会報告・・・・田中監事
(2) 認知症高齢者ネットワーク会議報告・・田中監事
(3) 老人クラブ活性化委員会報告・・・・・前野事務局長
7． 地区連合会報告
8．その他
(1) 地デジ化による電波障害地域のｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞの有料化についての諸問題
について。
(2) 八王子まつり実行委員長選考について報告。
(3) 八王子まつり実行委員会協賛部会への各地区連合会長の参加について検討。

