定例常任理事会

会議報告

平成 29 年 4 月～平成 30 年 1 月
平成 30 年 1 月 9 日(火)
１．関係機関の要請・依頼事項
要請・依頼事項なし
２．中央部地区連合会長の件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
佐藤 正太郎 地区連合町会長（八日町 1、2 丁目町会長）紹介、挨拶
３．定期総会に向けて
平成 30 年 5 月 28 日(日)開催
(1) 各専門部の事業報告及び事業計画の原案作成の件・・・・・・・小室総務部長
平成 30 年度町自連総会資料作成（案）について説明
H29 年度事業報告・決算報告、H30 年度事業計画案・予算案の原案作成
作成分担、作成日程、各部の資料提出報告期限については、2 月 28 日まで
三役会、常任理事会にて承認を受け最終決定、印刷発注
平成 30 年度町自連総会資料作成（案）について、本会全員一致にて承認決定
(2) 平成 30 年度地区連合会長名簿作成の件 ・・・・・・・・・・・前野事務局長
地区連合会長交代時報告、町自連役員改選は無し
名簿の提出は内定にても可能、早めに事務局まで報告ください
次回常任理事会 2/13（火）に確認文書配付
４．平成 29 年度地域の底力発展事業助成の事業報告の件・・・・・・・成瀬組織部長
加入促進キャンペーン事業報告
事業概要、実施経過説明
町会自治会における加入促進のためののぼり旗、ポスター、チラシ、
クリアファイルの作成、ハンドブック作成
いちょう祭りにおいてオリンピアン交流会の実施
５．町自連研修会の件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田事部会長
平成 30 年 2 月 21 日(水) 14:00 ～ 16;00 いちょうホール
防災講演会「避難所の設営から運営まで」
講師 地域防災支援協会 事務局長 野呂 順正
大ホールロビーにおいて、段ボール製間仕切り等の展示
自主防・防火防災協会の後援、自主防との連携、受付個別対応
案内文書・入場整理券・ポスター本日配付
参加者名簿提出、1/31 までに各町会連合会集約、事務局には 2/2(金)までに提出
６．秋間会長叙勲祝賀会の件・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬副会長(発起人)
平成 30 年 3 月 11 日（日）12:00 ～ 京王プラザホテル八王子・5F「翔王」
会費 ￥13,000（別紙振り込み用紙にて対応をお願いします）
なお、出席の有無については返信用はがきにて 2 月 9 日（金）までに
協力の依頼と詳細について補足説明
７．専門部関係

(1) 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室部長
12/12(火)部会開催、定期総会に向けて部会での打ち合わせ実施
(2) 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・廣元部長
「町自連だより」37 号(1/15 発行)、中部地区特集配付予定
「町自連だより」38 号(4/15 発行)、東南部地区特集
ホームページの地区担当委員変更届については 6 月までに連絡をお願いします
本日、会議終了後広報部会開催
(3) 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田部長
新年懇親会 、平成 30 年 1 月 13 日（土）17:30～ 八王子エルシィ
地区連合会長集合は 16:30、受付 17:00～ 会費徴収取りまとめ
懇親会事前に加入促進ハンドブック研修会開催 17:30～17:45
出席人数 来賓含め、現在 132 名、地区６名以上分割
※町会自治会加入促進ハンドブックを忘れずにご持参のこと
(4) 組織部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬部長
平成 30 年度町会・自治会等新任会長及び役員研修会開催日程
6 月 16 日（土）予定、詳細については部会にて検討
(5) 生活安全部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永部長
2 月 21 日の町自連研修会(主催：町自連、後援：自主防・防火防災協会)の開催が
円滑に進みますよう協力をお願いします
８．都町連報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
平成 30 年 1 月度の常任理事会開催無し
都町連新年懇親会、1 月 18 日(木)11:00～

新宿区・京王プラザホテル

出席 3 名、秋間会長、廣元副会長、前野事務局長
(1/18 開催時、出席 秋間会長、廣元副会長、山崎監事、冨貴澤事務局次長 4 名)
社会貢献大賞特別賞贈呈式
八王子市町会自治会連合会受賞
受賞事績は、向こう三軒両隣ご近所付き合いの取組み、全国都市緑化はちおうじ
フェア開催に際し八王子市への全面的な協力、町会・自治会等新任会長及び役員研修
会の実施等の取組みに対して、東京都より表彰を受ける
全自連東京大会
平成 30 年 11 月 14(水)15(水)の 2 日間
11 月 14(水)、式典、交歓会（八王子の車人形出演内定）
11 月 15(木)、オリンピック関連施設準備状況の視察研修
９．出向者報告関係
(1) 行財政改革推進審議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前原会計
(2) 市民参加推進審議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田中事務局次長
10．地区連合会報告
(1) 荒井川口地区連合会長
都道 61 号線（美山通り）バイパス道路の早期実現に関する要望書
戸沢峠の土砂災害に伴い、前回、町自連常任理事会において要望書について了承
いただき、東京都に提出。12/19 に復旧、通行可能となりましたが、要望書の

提出日と前後するため提出日を 12/7 に遡って受理、ＨＰにも記載されていますので機
会がありましたらご覧ください
(2) 筋野西部第二地区連合会長
千人町三、四丁目町会主催による「どんと焼き」が 1/8(月・祝)に開催
約 350 人参加、消防団の応援あり（団子 2000 個・サツマイモ 40Ｋ・じゃがいも 20Ｋ）
11．その他
(1) 事務局より ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
町自連三役にて、石森八王子市長に 1/4 新年の挨拶
町自連三役にて、民生委員児童委員協議会との意見交換会を 1/31 に実施
マグネット型オリパラバッチの追加配付市との調整
各町会数分の確保の方向
(2) 今東南部地区連合会長（子安町一丁目町会長）
子安七福神（八福神）めぐり情報提供
常任理事会終了後、広報部会開催（2Ｆ・町自連会議室）

平成 29 年 12 月 12 日(火)
1．関係機関の依頼
(1) 住居表示制度について（順番変更） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・市民部市民課
(2) 「平成 30 年度交通共済（ちょこっと共済）加入促進ポスター掲示依頼・・市民部市民生活課
(3) 「第 15 回健康づくり地域活動発表会」について ・・・はちおうじ健康づくり推進協議会
(4) 「八王子市住宅宿泊事業法施行条例」の制定について・・・・・・・・健康部生活衛生課
(5) 「子どもミライフォーラム・明日へつなぐについて・・・・子ども家庭部子どものしあわせ課
(6) 都市公園条例改正に係るパブリックコメントの実施・・・・・・・まちなみ整備部公園課
2．町自連研修会の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田副会長
平成 30 年 2 月 21 日(水) 14:00 ～

いちょうホール 大ホール

防災講演会 テーマ「避難所の設営と運営」
東大阪市マツダ紙工業の協力依頼中で段ボールの間仕切り等の展示について検討
３．秋間会長叙勲受章祝賀会の件
平成 30 年 3 月 11 日(日) 12:00 ～

京王プラザホテル八王子

秋間利久氏旭日単光章受章祝賀会の発起人会名簿参照
４．専門部関係
(1) 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室部長
・平成 30 年度定期総会、秋間会長の叙勲受章祝賀会
(2) 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・廣元部長
・町自連だより第 37 号・1/15 号、中部地区特集
(3) 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田部長
・町自連新年懇親会、平成 30 年 1 月 13 日 (土）八王子エルシィ
(4) 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬部長
加入促進ハンドブック・5000 部印刷
単位町会には世帯数に応じ 5～50 部発送（12/11）
、未加入町会は各 2 部発送（12/11）

1/13(土)新年懇親会にはハンドブックを忘れずに持参のこと（研修会使用）
(5) 生活安全部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永会長
自主防災連絡協議会会議（12/13）の中で町自連研修会の件につき内容説明及び
後援に向け話合いを進める
５．都町連報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
(1) 平成 29 年 12 月 6 日（水）
・・・都町連常任理事会報告
平成 29 年度秋の叙勲、平成 29 年度自治会等地縁による団体功労者総務大臣表彰、
地方自治法施行 70 周年記念総務大臣表彰、食品ロスの削減、平成 29 年度地域の底力発
展事業助成実績、平成 30 年度同事業実施予定、平成 30 年度全自連東京大会、八王子市
加入促進ハンドブック報告ほか
(2) 平成 30 年東京都町会連合会新年懇親会の開催・平成 30 年 1 月 18 日(木)
(3) 平成 30 年度全国自治会連合会東京大会開催予定（案）平成 30 年 11 月 14 日・15 日
(4) ＬＥＤ省エネムーブメントチラシ配付
６．出向者報告関係
(1) 平成 29 年度第 2 回ボランティア活動推進審会議・・・・・・・・・今常任理事
(2) 平成 29 年度第 7 回八王子市高齢者計画・介護保険事業計画策定部会
・・・田中事務局長次長
(3) 認知症高齢者ネットワーク会議 ・・・・・・・・・・・・・・田中事務局長次長
７．地区連合会報告
(1) 荒井川口地区連合会長
都道 61 号線（美山通り）バイパス道路の早期実現に関する要望書の件
戸沢峠の土砂災害に対し、現在渋滞を招いており、要望書を提出
町自連の協力に対する承認を得、地域で困っている問題につき是非協力を
お願いしたい
(2) 今東南部地区連合会長
子安町一丁目町会、10/22・23 の台風 22 号により、北野の横浜線沿い団地の防犯灯が
倒れる。被害が無かったが、保険等の取り扱い確認
自然災害の場合は難しい、防犯灯についての連絡先は東京電力多摩地区
８．その他
事務局より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・富貴澤事務局次長
・総務部・広報部については常任理事会終了後、部会開催
・平成 30 年 1 月 4 日（木）市長に新年の挨拶（町自連三役）10:50 ～
・平成 30 年 1 月 31 日（水）民生委員児童委員協議会との意見交換会（町自連三役）
・オリパラのバッチ（マグネット形式）配付
・事務局年末年始休業日について
平成 29 年 12 月 29 日(金)から 平成 30 年 1 月 4 日(木)まで

平成 29 年 11 月 14 日(火)
１．関係機関の依頼・要請事項
(1) 「確定申告 2/16～3/15」のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・八王子税務署

(2) 「全国都市緑化はちおうじフェア」の報告・・・・・・・・・・・・・・実行委員会
(3) 「口座振替促進ポスター」掲示のお願いについて・・・・・・・・・・税務部納税課
(4) 年末年始のごみ・資源物等の収集等のお知らせ・・・・・資源循環部ごみ減量対策課
※議題に入る前に事務局より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
秋間会長の叙勲に伴う「祝う会」の実行委員会発足に対する提案
日程：平成 30 年 3 月 11 日 (日) 午後

会場：京王プラザホテル八王子

２．定例「三役と市長との懇談会」の件・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長
平成 29 年 10 月 31 日（火）15:30 ～ 16:30

市役所において実施

３．役員研修会の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田事業部長
平成平成 29 年 10 月 24 日(火)・25 日(水) 1 泊 2 日実施

参加人数 24 名

コアレックス信栄製紙工場、石垣山一夜城歴史公園及び小田原城址公園ほか
４．
「新年懇親会」の件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田事業部長
平成 30 年 1 月 13 日 (土）17:30 ～ 20:00 八王子エルシィにおいて開催
５．専門部関係
(1) 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長
「三役と市長との懇談会」の件にて報告
(2) 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・廣元広報部長
① 町自連だより 36 号・東北部地区特集配布
② 次号町自連だより 37 号・1/15 号・中部地区特集進行中
(3) 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田事業部長
・町自連研修会について
平成 30 年 2 月 21 日（水）
、防災講演会開催予定「避難所の設営と運営について」
(4) 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬組織部長
・加入促進事業
いちょう祭り 11/18(土) 11/19(日)、特設ブースにて加入促進活動実施
加入促進ハンドブックについて・・・11/30 の納期予定で発注済
(5) 生活安全部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永生活安全会長
・自主防災連絡協議会の件
「安全安心フォーラム」
（八王子市主催・町自連・自主防協力事業）
11/12（日）開催、いちょうホール（13:30～）
、人員協力及び当日の受付等協力
※身近な地元にて振込詐欺事件発生・高尾警察署生活安全課よりチラシ 3 枚配布
６．都町連報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
(1) 「第 3 回東京都地域活動に関する検討会」平成 29 年 11 月 1 日(水)開催報告
(2) 都町連「常任理事会」平成 29 年 11 月 1 日(水)開催報告
(3) 全自連報告
① 平成 29 年度全自連大阪府東大阪大会、平成 29 年 11/9(木)・10(金) 開催報告
② 平成 30 年度全自連東京都大会開催(案)、平成 30 年 11/14(水)・15（木)
(4) 平成 30 年都町連新年懇親会、平成 30 年 1/18(木) 京王プラザホテル
(5) 都町連常任理事会懇親会、平成 29 年 12 月 6 日（水）場所については未定

７．出向者報告
(1)八王子市行財政改革推進審議会報告・・・・・・・・・前原会計
(2)八王子地域公共交通活性化協議会報告・・・・・・・・前原会計
(3)まちなみ整備部まちなみ景観課八王子景観 100 選・・・石井監事
(4)八王子市中心市街地活性化協議会報告・・・・・・・・山崎監事
(5)八王子市ごみゼロ社会推進協議会報告・・・・・・・・山崎監事
(6)第 6 回高齢者計画・介護保険事業計画策定部会報告・・田中事務局次長（欠席）
(7)第 3 回高齢者あんしん相談センター運営部会報告・・・田中事務局次長（欠席）
(8)八王子市市民参加推進審議会報告・・・・・・・・・・田中事務局次長（欠席）
８．地区連合会報告
(1) 野崎元八地区連合会長
・氏照まつり開催 10/22(日) 長雨と台風 21 号のため、中止
(2) 筋野西部第二地区連合会長
・合同防災訓練 10/28(土)に開催
(3) 荒井川口地区連合会長
・台風 21 号のため、戸沢峠都道残土崩れ全面通行止め（年内通行可能になるよう都と調整）
当面、圏央道（八王子西 IC―あきる野 IC 代替区間のみの通行無料）の利用
(4) 大澤加住地区連合会長
・台風 21 号のため、加住小中学校の裏山が崩れ、小学部の給食室とプールが土砂で潰れる
(5) 井上由木地区連合会長
・10/22(日)運動会 台風 21 号のため延期、10/29（日）雨天中止
・大塚地区（大塚団地の奥）
、土砂崩れ
・10/23(月) 芋煮会 防災訓練（起震車）
(6) 佐戸浅川地区連合会長
・台風 21 号の影響を受け甲州街道両界橋付近、河川の増水により護岸が崩れる
浅川中学校も栗山より土砂が流出
(7) 前原恩方地区連合会長
・11/4 単位町会でオリーブ 60 本植樹（耕作対策のため試験植樹）
(8) その他
※廣元北野地区連合会長より
役員研修先のコアレックス信栄製紙工場に持ち込まれている八王子市よりの機密文書に
ついては、町会や一般家庭からの搬入ではなく、市の行政からのものなので誤解のない
ように、また、ごみ減量対策について小堺会長（南部地区）より、ごみ処理場の見学は
みんなで一緒に行くことは可能かとの話が有り、提案進行中
９．その他・・・
(1) まちむら 139 号配付
(2) ＬＥⅮ電球、省エネの周知（再度チラシ作成の準備）白熱球 2 ケとの交換
(3) オリンピック、パラリンピックバッジの在庫配付、各地区連合会 10 ケ配布
(4) 事務局員、丸橋職員 10 月末にて退職
(5) 専門部（今年度の所属メンバー表配付）所属の徹底

平成 29 年 10 月 10 日(火)
１．関係機関の依頼・要請事項
(1) 「八王子ＦＭ」開局のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・八王子エフエム
(2) リーグ戦開幕のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・東京八王子トレインズ
(3) 「消費税軽減税率」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・八王子税務署
(4) 防災情報サービスが受信できる屋内受信機の普及について・・・防災課・ＪＣＯM
２．平成 29 年度地区交流事業申請の件・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
３．都市鉱山からつくる「みんなのメダル」プロジェクトへの協力の件・・冨貴澤事務局次長
４．定例「三役と市長懇談会」の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長
平成 29 年 10 月 31 日(火)15:30～16:30 市役所において実施
５．役員研修会の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田事業部長
平成 29 年 10 月 24 日(火)・25 日(水) 1 泊 2 日実施
６．市制 100 周年記念事業「安全安心フォーラム」参加協力の件・・・・・生永生活安全部長
平成 29 年 11 月 12 日(日)13:30～15:30 開場 13 時 いちょうホール
７．専門部関係
(1) 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室部長
① 「平成 30 年度備品貸与」募集結果報告
②備品取り扱いについて事務局より追加説明・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
ア．提供事業申請備品については 5 年間の貸与、適切な管理、申請は５年経過後
イ．選考に漏れた団体については、次年度の選考確率を上げている
ウ．真に必要な機材の数量を申請してください
エ．単価は定価の約 6～7 割程度を想定して申請してください
(2) 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長・代行（廣元部長）
① 町自連だより 36 号・東北部地区特集 10/15 号について
② 次号 37 号・1/15 号・中部地区特集、記事の調整、広告協賛も順調に進行中
(3) 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田部長
① 町自連新年懇親会について
新年懇親会日程・・・平成 30 年 1 月 13 日 (日）八王子エルシィ
(4) 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬部長
① 加入促進事業の件について
いちょう祭り 11/18(土) 11/19(日)ブースにて加入促進活動実施
オリンピアンとの交流会 11/18(土)13:00～15:00 中村美里のスケジュール確保
② 加入促進ハンドブックについては・11/30 の納期予定で発注済 12 月配布予定
(5) 生活安全部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永会長
自主防災連絡協議会報告
８．都町連報告
・平成 29 年度犯罪被害者週間行事
・ＬＥＤ省エネムーブメント促進事業
・平成 29 年度地域の底力発展事業助成
第 3 回募集結果、予算残額約 1 億円、第 4 回募集相談 10/26、締切 11/9

・平成 30 年度東京都予算等要望の提出
・社会貢献大賞の推薦－八王子市
・全自連東大阪大会－11/9(木)・10(金)
・メダルプロジェクト
９．出向者報告
(1) 第 5 回高齢者計画・介護保険事業計画策定部会報告・・・・田中事務局次長
１０．地区連合会報告
(1) 尾嵜西部第一地区連合会長
・総合体験フェア 10/8(日)開催
・東京都地域の底力発展事業助成制度活用「わがまち元本郷」冊子(200P)作成準備中
(2) 前原恩方地区連合会長
・第 46 回運動会 10/8(日) 開催、オリパラジャンパー着用
・過疎の取り組み、従前からの大学に加えて、明治大学・首都大学東京が参加
(3) 筋野西部第二地区連合会長
・合同防災訓練 10/28(土)に開催
(4) 佐戸浅川地区連合会長
・市民運動会 10/8(日) 開催、3 年後に 50 周年記念大会開催予定
・浅川地区敬老の集い開催、10/22(日)
(5) 野崎元八地区連合会長
・防災訓練 10/9(日)開催
・氏照まつり開催 10/22(日)
10/21(土) 特別記念講演会(ガイダンス施設)
10/22(日) 甲冑武者パレード開催
(6) 大澤加住地区連合会長
・滝山城址「続 100 名城」選定記念パレード⒑/8(日) 開催
(7) 秋間元横地区連合会長
・ふれあい交流会 10/8(土)開催
１１．その他・・・
特になし

平成 29 年 9 月 12 日(火)
１．関係機関の依頼・要請事項
(1) 「第 17 回八王子古本まつり」について・・・・・・・・・・八王子古本まつり実行委員会
(2) 「はちおうじハロウイン 2017」後援のお願い・・・・・はちおうじハロウイン実行委員会
(3) 「第 68 回夢街道駅伝」のボランティア依頼について・・・・・・・・・・スポーツ振興課
(4) 大型公園への防犯カメラ設置の件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公園課
(5) 八王子市市制施行 100 周年記念事業「安全・安心フォーラム」について ・・・・・防災課
２．中央部地区連合会長の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
３．平成 28 年度町会・自治会長名簿返却の件・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
４．平成 29 年度町自連会費の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長

５．定例「三役と市長との懇談会」の件・・・・・・・・・・・・・・・総務部小室部長
６．専門部関係
(1) 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室部長
① 平成 30 年度備品貸与」募集の件
② 28 年度自治会活動賠償保険報告
(2) 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・廣元部長
① 町自連だより第 35 号・加住地区特集 ・平成 29 年 7 月 15 日号について
② 町自連だより第 36 号・東北部地区特集・平成 29 年 10 月 15 日号について
③ 広告協賛について（冨貴澤事務局次長）
(3) 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田部長
① 役員研修会（⒈泊二日） → 研修と親睦を目的
② 町自連研修会
③ 町自連新年懇親会
(4) 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬部長
① 加入促進事業の件
(5) 生活安全部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永部長
① 自主防災連絡協議会報告
７．都町連報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
・常任理事会報告 → 人事異動・常任理事の変更
・平成 29 年度全国自治会連合会東大阪大会について（平成 29 年 11/9（木）・11/10（金））
・平成 30 年度全国自治会連合会全国大会（東京開催）案について
８．出向者報告
（1） 第 1 回八王子市学園都市文化ふれあい財団諮問委員会報告・・・・・高橋常任理事
（2） 第 1 回八王子市地球温暖化対策地域協議会報告・・・・・・・・・・荒井常任理事
（3） 第 1 回八王子市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進懇談会報告・・荒井常任理事
（4） 八王子市行財政改革推進審議会報告・・・・・・・・・・・・・・・前原会計
（5） 第 3 回八王子市高齢者計画・介護保険事業改革策定部会報告・・・・田中事務局次長
（6） 第 2 回八王子市高齢者あんしん相談ｾﾝﾀｰ運営部会報告・・・・・・・田中事務局次長
（7） 第 4 回八王子市高齢者計画・介護保険事業改革策定部会報告・・・・田中事務局次長
（8） 第 3 回社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会報告・・・・・・・・・田中事務局次長
(9) 第 3 回八王子市ごみゼロ社会推進協議会報告 ・・・・・・・・・・・山崎監事
９．地区連合会報告
(1) 尾嵜西部第一地区連合会長
・総合体験フェア開催 10/8(日)
・第 2 小地区合同防災訓練実施 10/28(土)
・東京都地域の底力発展事業助成制度活用「わがまち元本郷」冊子作成準備中
(2) 佐戸浅川地区連合会長
・総合防災訓練 8/26(土)・8/27(日) 参加 660 名、宿泊訓練実施 40 余名
・市民運動会開催 10/8(日)、3 年後に 50 周年記念大会開催予定
(3) 今東南部地区連合会長
・子安 2 丁目いずみの森小・中学校改築工事（本年 11 月）について

Ｈ30～31/3 まで仮設住宅に移転,Ｈ32・4 完成予定
・
「緑化フェア」医療刑務所跡の塀アート（140m）完成
(4) 前原恩方地区連合会長
・
「第 46 回」運動会開催 10/8(日)、参加全 30 町会・約 2,000 人
(5) 野崎元八地区連合会長
・氏照まつり開催 10/22(日)
10/21(土) 特別記念講演会(ガイダンス施設)
10/22(日) 甲冑武者パレード開催
ポスターの掲示依頼
(6) 井上由木地区連合会長
・
「第 48 回」運動会開催 ⒑/22(日)
(7) 大澤加住地区連合会長
・滝山城址「続 100 名城」選定記念パレード開催⒑/8(日)
「丹木 1 丁目～道の駅八王子滝山」武者行列・民謡流踊り・山車によるパレード
(8) 廣元北野地区連合会長
・連合会会議に出前講座活用のお薦め提案
９．その他
・戸田西部第三地区連合会・追分町会長よりご当地ソングＣＤ配付
「個人より預かり参考資料」
、
※事務局より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
・Ｈ29 町自連年間計画事業スケジュール配付
・東京都の地域の底力発展事業助成事例集 各町会数分配付
・100 周年記念事業「団扇」 各地区連合会分 20 本用意
・加入促進のポスター、チラシ、ホームページよりダウンロード可能

平成 29 年 7 月 11 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）
「八王子まつり協賛」の御礼・・・・・・・・・・・・・・八王子まつり実行委員会
（2）体験楽習フェステバル八王子 2017 の件・・・・・・八王子観光コンベンション協会
（3）
「第 9 回青年ライブステージ」のポスター等の掲示依頼・・・教育委員会学習支援課
（4）市制 100 周年記念事業への協力の依頼の・・・・・・市制 100 周年記念事業推進室
（5）全国都市緑化八王子フェアの件 ・・・・・・・・・・都市緑化八王子フェア推進室
（6）
「無料不動産相談会」回覧依頼・・東京都宅地建物取引業協会八王子支部（事務局対応）
（7）
「耐震お助け隊」事業の回覧依頼・・・・・・・・・・八王子商工会議所（事務局対応）
2．平成 29 年度町会自治会会長名簿貸与の件・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
3．平成 29 年度役員名簿(部外秘)及び地区連合会総会資料の提出の件 ・・・・前野事務局長
4．平成 29 年度町自連会費請求の件・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
5．地区交流事業第二次申請結果報告と承認の件 ・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
6. 自治会の再編に伴う団体数の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
7. 個人情報の取扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長

8.専門部関係
(1) 総 務 部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室部長
① 新旧役員歓送迎会報告

⇒ 平成 29 年 6 月 29 日（水）ニューグランド

② 備品整備の件

⇒ 29 年度分 25 団体に対し 6/26 配付完了

③ 自治会活動賠償責任保険 ⇒ 今年度の加入申込み、198 団体
④ 市長と三役との意見交換会⇒ 平成 29 年 10 月 31 日（火）15:30～
※事務局より補足説明・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
・備品整備の件につき・6 月 29 日 25 団体に全て納品完了
・30 年度の事業の募集については 8 月下旬より 9 月上旬にかけて東京都から連絡が
あり次第、事務局より全町会宛てに通知します
申請受付，選考、市へ報告,市から都に対し 10 月上旬に要望書提出、締め切りまで
短期間のため早期に申請準備をお願いします
・自治会賠償責任保険については個別加入状況資料添付、詳細参照
(2) 広 報 部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・廣元部長
① 「町自連だより第 36 号」10/15 発行について地区特集は東北部地区
地区特集の地区連合会長は広告協賛について早めの取扱いをお願いします
・
「町自連だより第 35 号」加住地区特集 7/15 発行について近日中に配布予定、
広告協賛が増え若干遅れております
② 広報担当者の報告をお願いします
③ HP 操作研修会実施 ⇒7/18（水）・7/19（木）
・事務局より→広告協賛については早めの準備のお願いしたい
(3) 事 業 部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田部長
① 役員研修会について（20 名以上の参加）
・日程は、10/24（火）10/25（水）1 泊 2 日
・場所は、静岡県富士市コアレックス製紙工場（環境）
、
小田原城見学（市制 100 周年・北條氏・姉妹都市）
② 町自連研修会について
・日程は、平成 30 年 2 月 21 日（水）いちょうホール
・講演「避難所の設営と運営」について
(4) 組 織 部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬部長
① 新任町会長研修会報告

6 月 18 日（土） アンケート集計結果

② 加入促進キャンペーン・東京都地域の底力発展事業助成
・加入促進・5/9～1/16 まで（のぼり旗、ポスター、チラシ等作成）
・今年度もいちょうまつりに参加（2 日間）協力をお願いします
・加入ハンドブック改訂版 5,000 部の増刷予定
※事務局より補足説明・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
・新任町会長研修会 (申込み 100 団体、148 名・当日 105 団体・参加 158 名)
・加入促進補助金申請により・チラシ、ポスター、のぼり旗等の発注
・いちょう祭り、町自連のブースについてはグランド内に移動、
（沿道の関所町会にはのぼり旗・ポスター・チラシ等協力依頼）
・加入促進ハンドブック原稿改変作業中・9 月の常任理事会には提示予定

(5) 生活安全部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永部長
① 自主防災連絡協議会 平成 29 年 7 月 10 日（月）出席（報告）
・議題→年間行事については例年通り（救命救急講習会・防災指導講習会）
・立川防災会館見学と参加申込み方法についての説明
・2/21 町自連の防災テーマの研修会には自主防も合同開催希望
9．都町連報告
（1）
「常任理事会」報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
①

平成 29 年 7 月 5 日（水）
・都消費生活総合センター 14:30～

②

夏祭り特別プログラム開始・（オリンピックマーク・エンブレムの使用方法）

③「(東京マラソン 2018 大会」について
④

地域活動支援アドバイザー派遣の案内について

⑤「都市鉱山からメダルをつくるプロジェクト」協力依頼
⑥

消費者ホットライン 188（いやや）について

（2）第 2 回「東京都地域活動に関する検討会」報告・・・・・・・前野事務局長
平成 29 年 7 月 5 日（水）
・都消費生活総合センター

13:00～13:50

10．出向者報告
(1) 平成 29 年度「第 1 回保護司候補者検討協議会」・・・・・・・高橋由井地区会長
(2) 平成 29 年度「第 1 回ボランティア活動推進協議会」・・・・・高橋由井地区会長
(3) 「八王子市行財政改革推進審議会」報告・・・・・・・・・・前原恩方地区会長
《提案》月１回の会議に行政との関わりや疑問点等、参考意見を提案して行きたい
《意見》縦割り行政の弊害について現場の意見を聞いてほしい
(4) 第 20 回「八王子市まちづくり審議会」報告・・・・・・・・・・・・・山崎監事
(5) 第 45 回「八王子市ごみゼロ社会推進協議会」報告・・・・・・・・・廣元副会長
(6) 八王子市高齢者あんしん相談センター運営部会報告 ・・・・・・田中事務局次長
(7) 「第 2 回 社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会」報告・・・・・田中事務局次長
(8) 平成 29 年度「第 3 回八王子市市民参加推進審議会」報告・・・・ 田中事務局次長
(9) 平成 29 年度「第 1 回認知症高齢ネットワーク会議」報告・・・・ 田中事務局次長
(10) 民生委員推薦委員会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・木住野監事
昨年度民生委員の改選に伴い→現在 452 名定員中 450 名が推薦決定
（現在 2 町会欠員→子安、八日町）
※地区町会長の推薦と添書が必要である
(11) 多文化共生推進協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・河西常任理事
外国人と町会の付き合い方（自治会活動への誘いと町会加入への働きかけ）
(12) 夢街道駅伝関連事項報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・河西常任理事
出発時間、コース変更・周知の方法等について
11．地区連合会報告
(1) 大澤加住地区連合会長
全国都市緑化八王子フェア関連事業「名城トーク」開催（8/11）について
参加申込み協力のお願い（資料参照）
(2)

荒井川口地区連合会長
上川の里 7/15 野外まつり（上川小・田植など）、

地区連合会ホームページ情報掲載についての要望（地区広報担当者での対応）
(3)

前原恩方地区連合会長
７月（7/22）
・８月、納涼盆踊り大会開催

12．その他（事務局より）
(1) 第Ⅰ回民生児童委員協議会情報交換会 7 月 25 日、三役対応
(2) 配付資料 こころの東京革命会報 49 号、まちむら 138 号
(3) ８月の常任理事会は休会 三役会 8/8(火)開催
(4) 事務局夏期休業・8/11～8/15

平成 29 年 6 月 13 日(火)
1.関係機関の依頼・要請事項
（1） ボランティア活動の報告とお願い・・・・・・・・・・・・・・東京八王子トレインズ
2016-2017 シーズン結果報告、資料により説明、
ボランティア活動の実績報告、詳細は配布資料参照
（2） 「八王子花火大会」の件・・・・・・・・・・・・・・八王子観光コンベンション協会
市民への配布チラシコピーにより、花火大会開催説明、7/22（土）翌日順延なし
陸上競技場での花火観覧不可、交通規制図と会場付近案内図（7 か所）により説明
（3） 「八王子まつり」ポスター掲示、チラシ配布依頼・・・・・・八王子まつり実行委員会
ポスター、チラシの配布、チラシは 7 月上旬に全世帯へ発送
8/4（金）に下地区 3～4 台が多摩御陵へ
（4） 「八王子市社会福祉協議会」の会員募集協力依頼・・・・・・八王子市社会福祉協議会
① 社協の組織体制変更について
② 29 年度八王子市社会福祉協議会会員募集への協力について
③28 年度会員会費加入状況地区別表
以上、配布資料により説明、詳細は配布資料参照
（5） 「省エネチャレンジ 2017」の取り組みについて・・・地球温暖化防止活動推進センター
取組み期間 29 年 7 月 1 日～8 月 31 日、配布チラシにより説明。
（6） 防犯カメラ設置要望の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防犯課
防犯カメラ設置補助に関するアンケートの実施について
町会自治会長宛のアンケート、
防犯カメラ補助事業の概要
以上、配布資料により説明
（7） 全国都市緑化八王子フェアの件・・・・・・・・・・・・・・・都市緑化フェア推進室
① 「全国都市緑化はちおうじフェア開催記念事業・植樹プロジェクト実施の流れ」冊子を
配布説明
②「みどりの丘の花絵巻はちおうじ 2017」パンフレット配布し内容の説明
前野事務局長より議事進行の前に、前月紹介していない新任の連合会長 2 名・井上由木地区会長
及び野崎元八地区会長を紹介

1. 規程改正の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
規程改正に至った経過を説明
定期総会後に持ち上がった案件により規程改正（案）を行う、自主防連の役員改選期に
あたり、防災課より町自連より副会長として 1 名、役員として 1 名の推薦依頼があった。
専門部に生活安全部の設置をする。
規程改正（案）について説明・・・・・・・・・冨貴澤事務局長
2. 平成 29 年度新体制について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
(1)平成 29 年度地区連合会長名簿の件
外部に公開する名簿である
(2) 個人情報提供のお願い
従前提出いただいている個人情報ですが、今年度から地区連合会の履歴を追加しました
早急に事務局へ提出してください
地区連合会長の任期は総会終了後から次期総会までとなります
(3) 出向人事の件
出向先、地区連合会長は 3 ヶ所、三役は 5 ヶ所以上をお願いしたい
均等に分担して頂きたい
（4） 地区連合会の総会資料（役員名簿含む）提出のお願い
最低、規約・役員名簿は提出ください
(5) 専門部への配属について
各専門部へ人員を配置しましたのでお願いします
(6) 年間計画表について
各行事は確定である、10 月の役員研修会は 3 日とってあるが、この内に 1 泊 2 日です
2 月 21 日の町自連研修会はいちょうホールの改修の関係でこの日しか空いてない。
各地区行事計画のときこの計画表に基づいてください。
3. 地区交流事業申請結果報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
先月配布の事業実施月と申請書提出期限・支給決定機関を変更した。
29 年度申請の中央地区・元八地区・鹿島地区の 3 団体の申請の承認を頂きたい。
※ 常任理事会は上記の件は承認された。
4. 専門部関係
(1) 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室部長
①

定期総会報告・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤次長より報告
議事録、総会懇親会の収支決算書・・・・・・・・・・冨貴澤次長より報告
収支決算書を常任理事会は承認した。

②

備品設備整備・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤次長より報告
29 年度分 25 団体への納品を 6 月 26 日に実施する。
30 年度分は 8 月下旬から 9 月上旬にかけて、都より連絡あり次第全町会自治会へ
募集案内を出す

③

29 年度分自治会活動賠償責任保険の加入申し込みを 6 月 20 日締切り、受付中
13 日現在、加入申し込みは 107 団体

④

市長と三役会との懇談会 10 月 31 日に決定

⑤

町自連だより 35 号の 13 日現在広告協賛の実績について報告

⑥

新旧役員歓送迎会の案内について
6 月 29 日実施、八王子ホテルニューグランドにて

(2) 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤次長代行
①

35 号加住特集で 7 月 15 日発行する

②

地区広報担当者の選任届を提出ください、連合会長との兼任は避けてください

③

ホームページ操作説明研修会開催について
7 月 18 日・19 日 18；30～20：00、参加申込書を事務局へＦＡＸください。

(3) 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田部長
本日、部会を開催する。
(4) 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬部長
①新任会長及び役員研修会進行表について説明。
市庁舎のセキュリティが厳しくなった、正面入口は 13 時～14 時の間のみ入庁可能。
入庁者証が必要となる。
②東京都地域の底力発展事業助成申請
5 月 15 日、200 万円を申請し、7 月上旬に決定する予定
加入促進キャンペーンとして、のぼり旗 650 枚、ポスター3000 枚、チラシ 5 万枚
クリアファイル 1 万枚、

11 月のいちょうまつりオリンピアン交流会

「運営ハンドブック」 5000 部作成 12 月発行予定。
(5) 生活安全部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永部長
特になし
5. 都町連報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
常任理事会報告は 5 月・6 月の 2 ヶ月分
「平成 29 年度東京防災学習セミナー」開催のお知らせ
詳細は添付文書参照。
6. 出向者報告
① 八王子市財政改革推進審議会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前原会計
② 第 2 回八王子市高齢者計画・介護保険事業計画策定部会報告・・・・・田中事務局次長
③ 第１回八王子市ごみゼロ社会推進協議会報告・・・・・・・・・・・・・・廣元副会長
④ 第 2 回八王子市中心市街地活性化協議会報告・・・・・・・・・・・・・・・河西会計
以上、詳細は添付文書参照
7. 地区連合会報告
①佐戸浅川地区連合会長
イーアス高尾が 6 月 20 日内覧会・21 日プレオープン・22 日グランドオープンする
地区連合会とイーアスと地域連絡会を持ち、オープン時間を小学生の登校時間との
調整をした。
8. その他・・・・・・・事務局より
① 総会欠席町会自治会数の総会資料及び感謝状を
②八王子まつりの協賛金をコミ振課で支払をお願いします

平成 29 年 5 月９日(火)
本日出席の新任地区連合会長紹介
・東南部地区 （遠藤会長→今会長）

・西部第一地区（中嶋会長→尾嵜会長）

・西部第二地区（鈴木会長→筋野会長） ・浅川地区

（串田会長→佐戸会長）

※串田常任理事（浅川地区連合会）退任の挨拶
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）
「八王子まつり」協力のお願い・・・・・・・・・・八王子まつり実行委員会事務局
2. 平成 29 年度地区連合会長名簿の件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
平成 29 年度地区連合会長交代地区及び会長名の紹介
今年度 7 地区の地区連合会長が代わられます（本会議、冒頭紹介の地区を除く）
・西部第三地区（戸田会長→田所会長） ・由木地区（栗本会長→井上会長）
・元八王子地区（福田会長→野崎会長）
・町自連 水城監事 町会長退任
3. 定期総会に向けて
(1) 平成 29 年度予算案の件・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
(2) 会長候補者による副会長・会計候補者の推薦・・・・・前野事務局長
副会長 5 名・・再任－成瀬・生永・小室、新任－廣元（北野地区）・上田(東部地区)
会 計 2 名・・新任－河西（本町地区）前原（恩方地区）
※本会全員一致にて承認される
(3) 規程の一部改正の件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長

① 地区連合会規程
平成 28 年 9 月 13 日横山北地区連合会、20 団体加盟により修正（町会数、合計 352）
② 町会・自治会連合会備品管理運営規程
自治総合センター（資金提供団体）より、「申請団体」及び「使用団体」の明確化を
図るようにとの指摘を受け修正
(4) 総会及び懇親会の出欠席状況
元横・西部第一、二、三・本町・中央・浅川・鑓水尾根・横山南・横山北・恩方・
川口・加住・由井・以上の町会については締め切り日までに提出をお願い致します
退任町会長（4 年以上）感謝状について→西部第三地区が未提出
4．地区交流事業の申請書受付の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
（1）平成 29 年度申請
昨年度に「申請予定届」提出の地区連合会限定
申請締切 １次 5/26(金)、２次 7/28(金)、３次 10/27(金) 必着
（2）平成 30 年度「申請予定届」提出の申請
申請締切 8/10(木) 必着
申請については（申請のための書式等資料添付）注意事項参照
5． 専門部報告関係
(1) 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室部長
①

平成 29 年度備品整備提供事業、本年度より入札方式を導入（4 社）

② 第 15 回町自連定期総会開催
日程 平成 29 年 5 月 28 日（日）、会場・時間 八王子エルシィ 3F 17:00

定期総会進行表参照（議事録署名人－浅井・石井常任理事）
事務局より補足説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
①備品整備提供事業申請一覧表説明
昨日の入札結果により、積算により数量調整を行う
納品については業者との調整により、6 月中に配送準備予定
（夏まつり等、行事に間に合うよう配慮）
②第 15 回町自連定期総会開催について（定期総会進行表説明）
地区連合会会長集合 16:00、受付開始 16:30
（単位町会の人員把握、会費の徴収、名札の配付）
※事前の欠席連絡がなかった方については会費の納入を願います
座席 議長席をはさみ向かって左側、三役・事務局、右側、常任理事
議事（４）規程一部改正は（７）予算（案）の次に移動
総会閉会 18:10 予定、定期総会懇親会のため会場移動（3F→4F）
懇親会 18:30 より 20:30 予定
(2) 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・栗本部長
栗本副会長 町会長退任につき、広報部長退任予定の挨拶あり
地区特集 34 号（4/15）
・・・・川口地区（荒井会長）
地区特集 35 号（7/15）
・・・・加住地区（大澤会長）
事務局より補足説明・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴沢事務局次長
34 号についてはアクシデントにより配送に遅れが生じており 5/11 に向けて発送
準備中
(3) 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永部長
今回、特になし
(4) 組織部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山崎副部長
①「加入促進ハンドブック」についての取組み
平成 29 年度地域の底力発展事業助成金の活用
事務局より補足説明・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
① 「加入促進ハンドブック」の改訂版発行について
平成 29 年度地域の底力発展事業助成金の活用、事業計画書参照
② 町会自治会等の「加入促進」活動のキャンペーン事業の取組み
加盟町会自治会に於ける加入促進活動
地域での「のぼり旗」
「ポスター」の掲出「チラシ」の配布実施
地域イベントに於ける加入促進活動
いちょう祭りに於いて「のぼり旗」
「ポスター」の掲出「チラシ」の配布
「加入促進ハンドブック」の改訂・・・補助金を活用し事業の展開を図る
常任理事会にて承認をいただき、東京都に申請、本年度印刷を実施
新年懇親会に研修の時間を設け、研修に使用
③

町会自治会等新任会長及び役員研修会進行表の説明、詳細資料参照
平成 29 年 6 月 17 日(土) 市役所 8Ｆ、801/802 会議室
組織部集合時間→11:00、地区連合会長集合時間→13:00・受付開始 13:30
14:00 より研修会・今年度より町自連事務局の概要について説明を行う

市の行政担当 10 所管によりより詳細な説明が行われる
テキスト 運営ハンドブック・運営ハンドブック増補版を使用
（持っていないところに対しては組織部が貸出の対応を行う）
本日持ち帰り用封筒に各町会あての案内を同封致してあります
研修会申込み締切り・・平成 29 年 6 月 9 日（金）郵送可
6．都町連常任理事会（4 月 12 日）の報告・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
（1）立川市、東京都町会連合会加入について
（2）行政からの依頼・連絡事項（29 年度・東京防災学習セミナーの実施について）
（3）平成 29 年度東京都町会連合会名簿（平成 29 年 4 月現在）
以上、詳細は添付文書参照
（4）平成 29 年度東京都町会連合会表彰候補者の推薦について
小室副会長・荒井川口地区連合会長・小山元本郷町栄和会前会長・
藤井田町町会前会長・滝島犬目町会前会長、
以上の 5 名推薦
7．出向者報告関係
（1）平成 29 年度 第 1 回高齢者計画・介護保険事業計画策定部会報告・・田中事務局次長
（2）平成 29 年度 第 1 回社会福祉審議会、高齢者福祉専門分科会報告・・田中事務局次長
8、地区連合会報告
(1) 前原恩方地区連合会長
平成 29 年 5 月 13 日（土）地域の各種団体の(町会・交通・消防等)懇親会を実施
年度代わりに顔合わせを実施し活動の円滑化を図る
(2) 水城監事（東南部地区連合会・子安地区）
八王子医療刑務所の北側 140 メートルの壁を利用し 4 か月かけて八王子の歴史を描く
(3) 大澤加住地区連合会長
平成 29 年 8 月 11 日（金）山の日、落語家の春風亭昇太氏「城について」の講演を
純心女子学園講堂にて開催
(4) 生永横山北地区連合会長
平成 29 年５月４日、5 日 長房ふれあい端午まつり開催の御礼
併せて不要になった鯉のぼりの寄付もお願い致します
9、その他
（1）新・旧役員歓送迎会
平成 29 年６月 29 日（木）PМ18:00 頃の予定
詳細については決定次第連絡いたします
（2）八王子消防署 家具転倒防止チラシ及び卓上のぼり旗配布
（3）市制 100 周年記念

イベントガイドブック

配付

（4）八王子大音楽祭 2017 ガイド 配付
※福田会計（元八地区連合会）
・鈴木常任理事（西部第一地区連合会）退任の挨拶

平成 29 年 4 月 11 日（火）
1. 関係機関の要請・依頼事項

（1）市民活動推進部人事異動挨拶・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・市民活動推進部
（2）
「第 16 回八王子古本まつり」のお知らせ・・・・・・ はちおうじ古本まつり実行委員会
（3）
「八王子花火大会」のお知らせ・・・・・・・・・・・八王子市観光コンベンション協会
（4）
「平成 29 年度市長と語る」について ・・・・・・・・・・・・・・・総合経営部広聴課
（5）
「健康フエスタ」について ・・・・・・・・・・・・・・・・健康部(保健所)健康政策課
（6）
「市制 100 周年イベントガイドブック」について・・・・・市政 100 周年記念事業推進室
（7）全国都市緑化フエア・スポット会場について・・・・・・・・全国都市緑化フエア推進室
2.平成 29 年度八王子市町会自治会関係予算について ・・・・・・・・・岩田協働推進課長
平成 29 年度八王子市予算(町会・自治会活動支援に係る予算)を基に補助金・交付金 7 件を
説明。
3.平成 29 年度地区連合会長名簿について・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
4.定期総会に向けて
(1) 平成 28 年度決算報告及び監査報告
平成 28 年度決算報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事務局より説明
監査報告
4 月 4 日、会計 2 名の方により現金残高・各伝票・金銭出納簿を確認
4 月 5 日、監事 3 名により会計監査を実施
(2) 総会案内の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事務局より説明
(3) 平成 28 年度末退任町会自治会長名簿（在任 4 年以上）
・・・・・・・事務局より説明
(4) 役員選考委員会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・大澤選考委員長より報告
5．専門部関係
専門部員の一部所属変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事務局より
(1) 総務部報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室部長
備品整備の件
都から 250 万円、市より 200 万円、計 450 万円となり、昨年度より 50 万円の増額
採択合計額 4,537,890 円とした
平成 29 年度設備整備備品提供事業申請一覧表・・・・・事務局より説明
今後のスケジュール、4 月中に業者選定・見積書提出し、5 月 8 日に業者決定、
5 月 9 日定例常任理事会にて承認を受け、7 月中旬頃各町会へ納品の予定
(2) 広報部報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・栗本部長
町自連だより第 34 号川口地区特集 4 月 15 日発行予定だが若干遅れる
第 35 号は加住地区特集 7 月 15 日発行予定
(3) 事業部報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永部長
平成 29 年度町自連年間計画表について・・・・・・・・・事務局より
(4) 組織部報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬部長
6.出向者報告
(1) 第 19 回八王子市まちづくり審議会報告・・・・・・・・・・・・・田中事務局次長
(2) 第 2 回八王子市市民参加推進審議会報告 ・・・・・・・・・・・・田中事務局次長
7.地区連合会報告
(1) 浅井鑓水尾根協議会会長
「第 4 回チャレンジ防災」チラシ配布。4 月 22 日(土) 10:00 ～ 15:00 開催

八王子市と町田市連携
(2) 大澤加住地区連合会長
滝山城跡桜まつり 4 月 8 日実施御礼
(3) 鈴木西部第二地区連合会長
地区内自転車の事故増加、対車等、大人のルール無視が多い
横浜全国都市緑化フエア視察報告
(4) 串田浅川地区連合会長
6/22(木) 沖電気跡地 イーアスオープン
4/21(金) ヤマダ電器オープン
交通渋滞懸念
(5) 秋間会長・元横地区連合会長
八王子安全協会より協賛金について
当初は「安協会員様」あてであったので、問題なしとしていたが「町会長あて」と
しての文書になっていた、この協賛金は、町自連は関係ありません、任意の対応
元横桜のライトアップ実施
8.その他
都町連報告 4/12 常任理事会開催のため、次回対応
100 周年ガイドブック冊子を取り寄せ、次回配付
オリパラジャンパーの問い合わせ多数、無償貸与、そのまま使用可
事務局より配布物について
「木下サーカス」優待券各町会 10 枚あて配布
「こころの東京革命 会報第 48 号」
「広報はちおうじ市制 100 周年特集号」

