定例常任理事会

会議録

平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月
平成 29 年 3 月 14 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）
「振り込め詐欺」防止対策の録音電話貸し出しの件 ・・・・・八王子警察署生活安全課
（2）
「純心桜まつり 2017」
」開催について・・・・・・・・・・東京純心大学
（3）
「第 12 回学生天国」のお知らせ・・・・・・・・・・・・・大学コンソーシアム八王子
（4）
「保健福祉センター」の施設利用について・大横町・東浅川・南大沢各保険福祉センター
（5）
「日赤」会員募集の件・・・・・・・・・・・福祉政策課課長・赤十字奉仕団八木委員長
（6）
「100 周年記念事業」記念のポスター掲示の件・・・・・・市制 100 周年記念事業推進室
2. 定期総会に向けて
（1）平成 28 年度事業報告及び平成 29 年度事業計画（案）
① 総括（案）について説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
② 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長
平成 28 年度事業報告及び平成 29 年度事業計画（案）について説明
③ 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・栗本広報部長
平成 28 年度事業報告及び平成 29 年度事業計画（案）について説明
④ 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永事業部長
平成 28 年度事業報告及び平成 29 年度事業計画（案）について説明
⑤ 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬組織部長
平成 28 年度事業報告及び平成 29 年度事業計画（案）について説明
（2）平成 28 年度末退任地区連合会長の確認と平成 29 年度内定地区連合会長の名簿
作成の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
（3）役員選考委員会の発足⇒今年度退任を含む三役以外の委員が対象
委員長については大澤常任理事（加住地区）を推薦・・・全員一致にて承認を得る
3．会則の一部改訂の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
（1）八王子市町会自治会連合会会則改正（案）
町自連における地区連合会長の明確な位置づけを図る
原則、町会等会長（理事長）とし、ただし書きにより、町会等会長（理事長）退任後の
引き続き連合会長に就任する場合の規程整備
（2）八王子市町会自治会連合会備品管理運営規程改正（案）
自治総合センターからの指摘により、申請者、管理者を明確にする
保管場所、保管責任者、維持管理、使用方法、移動・廃棄等の規程整
※協議の結果
会則改正については取りさげとし、来年度に向け三役会にて協議を行うものとする。
備品規程については、改正案を承認するものとする。
4．オリンピック、パラリンピックジャンパー無償貸与の件・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
5．専門部の報告関係
（1）総務部会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長
（2）広報部会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・栗本広報部長
（3）事業部会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永事業部長
収支決算書報告
（4）)組織部会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬組織部長
6．都町連常任理事会の報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
7．出向者報告
（1）平成 28 年度第 3 回ボランティア活動推進協議会報告 ・・・・・・・・・高橋常任理事

（2）平成 28 年度第 2 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
（3）平成 28 年度第 5 回高齢者あんしん相談センター運営部会・・・・田中事務局次長(欠席)
（4）平成 28 年度 社会福祉審議会第 5 回高齢者福祉専門分科会報告 ・田中事務局次長(欠席)
（5）平成 28 年度第 3 回認知症高齢者ネットワーク会議報告・・・・・田中事務局次長(欠席)
8．地区連合会報告
（1）前原恩方地区連合会長
2/25（土）まちづくり懇談会開催
3/19（日）小田野中央公園さくらまつり開催
（2）内田加住地区連合会長代理
1/28（土）八王子加住音頭発表会開催
2/26（日）八王子フォトロゲイニング開催
4/ 8（土）第 52 回滝山城跡桜まつり開催
9．その他
事務局より
・世帯数の把握のお願い
5/1 基準－事務交付金 6/1 基準－町会長名簿、町自連会費、7/1 基準－自治会活動保険
数字を使い分けることなく、時系列で説明できるようにお願いします。
・Ｈ29 常任理事会開催日程及びＨ29 専門部会開催日程配付

平成 29 年 2 月 14 日(火)
1． 関係機関の要請・依頼事項
（1）一人暮らし高齢者の.実態調査の件・・・・・・・・・・・・・八王子市社会福祉協議会
平成 29 年度在宅ひとりぐらし高齢者実態調査実施について説明。
（2） 「全国都市緑化はちおうじフエア」の件 ・・・・・・・・・・・・・・・実行委員会
メイン会場ボランティア募集【暫定版】を配布し説明。
2.定期総会に向けて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長より
(1) 各専門部の事業報告及び事業計画の原案作成
各部会より原案が提出されている、一部部会では部会の了承がされていない部会もあり
今後部会内で承認されて提出される予定、事務局にてまとめ次回常任理事会に提案して
承認を受ける予定である。
(2) 平成 28 年度末地区連合会長退任予定者及び平成 29 年度内定地区連合会長の名簿作成
29 年度は役員改選にあたるため、役員選考委員会メンバーを選ぶためにも早期に留任す
る地区連合会長を確認したいので内定でも良いので事務局まで連絡を頂きたい。
3. 平成 28 年度地区交流事業の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長より
添付の交付決定明細報告及び結果報告により説明報告
28 年度は予算（180 万円）どおり 18 団体の交付となり予算執行できました。
29 年度は 19 団体の申請予定で予算要求する。
4. 専門部関係
(1) 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室部長より報告
定期総会の件
(2) 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永部長より報告
① 新年懇親会の報告
② 町自連研修会の件
(3) 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・栗本部長より報告
①「町自連だより」33 号の件
② 地区特集の予定について
(4) 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬部長より報告

①

新任町会・自治会長研修会の件

5. 都町連報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長より報告
(1) 常任理事会報告
① 小池東京都知事より都町連会長へ平成 29 年度予算(案)として回答された。
② 「地域の底力再生事業助成」は「地域の底力発展事業助成」と 29 年度より名称変更
6．出向者報告
(1) 第 2 回新たな集いの拠点施設の整備に向けた基本計画の検討
に係る懇談会報告・・・・・・・・木住野監事
(2) 八王子市地域公共交通活性化協議会報告・・・・・・・・・・・・・・・前原常任理事
(3) 八王子市ごみゼロ社会推進協議会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・山崎監事
(4) 28 年度第 2 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
(5) 八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会報告・・・・・・・・・・・・・福田会計
(6) 保護司候補検討協議会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高橋常任理事
(7) 美しい八王子をつくる会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・廣元会計
二つの行事の実施時期等の変更を検討中
①
川の清掃デー、 9 月 1 日実施を後にずらす（町会行事の面から）
②
みんなのまちの清掃デー 5 月 1 日実施から夏と年末の年 2 回実施を検討。
7．地区連合会報告
(1) 「高尾梅まつり」開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・串田浅川地区連合会長
開催日：3 月 11・12 日
(2) 「つるし雛まつり」実施・・・・・・・・・・・・・・・・・石井横山南地区連合会長
3 月 3 日～5 日 開催場所：横山南市民センター
(3)「加住音頭」発表会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大澤加住地区連合会長
1 月 28 日開催、約 200 名参加、朝日新聞に掲載。
「滝山さくらまつり」4 月 8 日開催、新宿百人町鉄砲隊による火縄銃演技。
8．その他
事務局より本日の配布物
① まちむら 136 号、②観光協会発行「はちまるガイド」③「八王子トレインズ」チラシ
⓸ 「地域の底力発展事業助成」ガイドライン ⓹ オリパラピンバッジ各 10 個配布

平成 29 年 1 月 10 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）
「資源物」排出方法の一部変更の件・・・・・・・・・・資源循環部ゴミ減量対策課
（2）
「都市緑化フェア」の公募について・・・・・・・・・・・・都市緑化フェア推進室
2．定期総会に向けて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
開催日 ： 平成 29 年 5 月 28 日(日)
3. 専門部報告関係
（1）総務部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室部長
予算執行の見直しについて
「町自連だより」における経費の見直し
（2） 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永部長
① 新年懇親会
平成 29 年 1 月 14 日（土）18:00 八王子 エルシィにて
② 町自連研修会「防犯講演会」演題は振り込み詐欺について
日程：平成 29 年 2 月 15 日（水）14:00 ～ いちょうホールにて開催
(3) 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・栗本部長

「町自連だより」33 号 ⇒

東部地区特集（1/15 発行予定）

「町自連だより」34 号 ⇒ 川口地区特集 (4/15 発行予定)
(4) 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬部長
① 加入促進キャンペーンについて
運営ハンドブックについては内容の増補版を配布
全町会宛て前回配布のものと今回の増補版ともに送付
② 平成 29 年度「新任町会長研修会」について
平成 29 年 6 月 17 日（土）開催
4．出向者報告関係
(1) 八王子市市民参加推進審議会委員・・・・・・・・・・・・・・・・・田中事務局次長
（2）第 1 回・新たなる集いの拠点施設の整備に
向けた基本計画の検討に係る懇談会・・・・・・・・・・・・木住野監事
（3）市制 100 周年事業実行委員会広報宣伝委員会 ・・・・・・・・・・・・・小室副会長
5. 地区連合会報告
（1）恩方の特認校（小学校）について ・・・・・・・・・・・・・前原恩方地区連合会長
1 年生から 6 年生まで、約 70 名・地元の児童の減少に対し他地区よりの入学
児童増加と言う状況の中、存続、統廃合、廃校についての意見等話し合いが行
われ、地域の活性化を含め町づくりに対する今後の課題を抱えております
（2） 大型ショッピングセンター出店について・・・・・・・・串田浅川地区連合会長
児童の通学時間帯と営業時間が重なるため営業時間調整の依頼を意見書に記載
し提出する。
（3） 現在工事中の追分交差点歩道橋について・・・・・・戸田西部第三地区連合会長
29 年 3 月中旬頃開通式を行う予定
（4） 千人町三・四丁目町会どんど焼き実施・・・・・・・鈴木西部第二地区連合会長
平成 29 年１月 9 日実施、約 300 人参加
新築マンションが増え地元小学校児童数増加、学童保育施設増設等、業者より
事前に町会加入の勧めが行われている
6. その他
（1）平成 28 年度「地区交流事業」状況及び事務処理進行報告・・・・・・前野事務局長

平成 28 年 12 月 13 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）
「第 14 回健康づくり活動発表会」について・・・・・・ はちおうじ健康づくり推進協議会
「みんな元気で健康長寿」開催の案内
（2）
「平成 29 年度交通災害共済（ちょこっと共済）加入促進ﾎﾟｽﾀｰ掲示依頼・・・・市民生活課
（3）
「平成 28 年度市民フォーラム」のﾎﾟｽﾀｰ掲示依頼・・・・・・・・・・・・・・・・広聴課
（4）
「
（仮称）八王子市文化芸術振興条例」のﾊﾟﾌﾞﾘｯｸコメントの実施について・学園都市文化課
条例制定の背景・構造・条例骨子について配布文書にて説明。
（5）
「仮称」いじめを許さないまち八王子条例(素案)」
のﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄの実施について ・経営計画第二課
（6）八王子市のふるさと納税への協力のお願い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・総務課
（7） 災害時要支援者避難対策について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福祉政策課
2.専門部報告関係
（1） 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小室部長
① 予算執行の見直し
（2） 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 生永部長

① 役員研修会の件報告
② 新年懇親会の件
③ 町自連研修会の件
（3） 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 栗本部長
① 「町自連だより」33 号の件
（4） 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 成瀬部長
① 加入促進キャンペーン（いちょう祭りにおけるキャンペーン）報告
② 「町会・自治会運営ハンドブック」増補版の件
③ 「地域の底力再生事業助成」事業の実績報告
3. 都町連報告・・・・・前野事務局長
（1）全自連宮城県仙台大会
（2）都町連宿泊研修会
（3）定例常任理事会の件
4. 出向者報告
（1） 八王子市地域公共交通活性化協議会報告・・・・・・・・・・・・・前原常任理事
（2） 多摩都市モノレール整備促進協議会・第 4 回検討部会報告・・・・・ 栗本副会長
（3） 第 4 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
5. 地区連合会報告
(1) 大澤加住地区連合会長
八王子市 100 周年記念事業より 100 万円の助成を受け作成のＣＤ「八王子加住音頭］
「滝山城の春」を作成･紹介、発表会を 29 年 1 月 28 日加住市民センターにて開催。
(2) 遠藤東南部地区連合会長
12 月 6 日、八王子駅周辺中心の安全対策協議会勉強会開催の報告。
（3）荒井川口地区連合会長
① 12 月 24 日圏央道八王子西ＩＣフルインターチェンジ開通する、12 月 18 日プレイベ
ントが開催される。
② 川口物流基地がまちづくり公社により来年秋ごろ着工、30 年完成予定。
（4） 鈴木西部第二地区連合会長
① 12 月 3・4 日 文化展実施、2 日約 300 名、来場した。
② 長房水崎町会 60 周年記念事業が 11 月実施、設立時の写真展示があった。
③ 都立重度障害者施設が来年度民営化される、デイサービス事業も始める予定。
(5) 飯島浅川地区連合会長代理
12 月 4 日 浅川地区防災訓練、浅川市民センターを会場に実施、状況は浅川地区ホー
ムページに掲載していますのでご覧ください。
(6) 秋間元横地区連合会長
11 月 23 日田町通りにて消火訓練実施、スタンドパイプ使用、炊き出し、朝日新聞に掲
載された。
(7) 小室中部地区連合会長
各町会の消火施設・備品等の配置地図を作成した。
6.その他
秋間会長より
① ポスター等の掲示依頼があるが、催し物に町自連の名前が後援として記載されるよう
お願いする。
② 出向している審議会・委員会の町自連の順位をせめて商工会議所の次に記載される
よう努力して欲しい、町自連の名の知名度を上げるためでもある。
③
事務局より、事務局年末年始休業 12 月 29 日(木)～1 月 4 日(水)

平成 28 年 11 月 8 日(火)
1.関係機関の要請・依頼事項
（1）
「平成 28 年度分の確定申告」について・・・・・・・・・・・・・八王子税務署総務課
（2）
「口座振替」促進ポスターの掲示依頼・・・・・・・・・・・・・・・・ 税務部納税課
（3）年末・年始のごみ・資源物・し尿の収集等について・・・・資源環境部ごみ減量対策課
（4）公共施設等総合管理計画（案）の市民説明会について・・・・・・・・・・行政管理課
2.定例市長懇談会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 前野事務局長
日時 ： 平成 28 年 10 月 31 日(月)・15 時 00 分～16 時 00 分
場所 ： 八王子市役所・本庁舎 3 階・市長公室
懇談内容： (1)町会・自治会（地区連合会・町自連）の位置づけについて
(2)行政所管の連携強化について
(3)周辺部の公共交通機関について
(4)安全安心のまちづくりについて
3. 専門部報告関係
（1）総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室部長
① 平成 29 年度「設備整備備品提供事業」について
八王子市協働推進課の協力を得て選考し 22 団体を決定し通知した。
②「町自連だより」の会計処理の改善
平成 11 年度発行当時よりの経緯、業務内容、費用の流れについて分析、12 月の
常任理事会に改善案を提出し、来年度の事業計画、予算案への反映を進める。
（2）事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永部長
① 役員研修会・日程平成 28 年 11 月 15 日（火）～16 日（水）1 泊 2 日
視察地・・常総市（鬼怒川堤防決壊被災地）
（日光東照宮）23 名参加
② 新年懇親会 ⇒ 平成 29 年 1 月 14 日（土）18:00 エルシィにて開催
町会・自治会・各種団体の会長の都合が悪い場合は副会長その他役員の参加を
連合会長よりお願いしてください
③ 町自連研修会・・平成 29 年 2 月 15 日(水)・いちょうホールにて開催
講演は、防犯について
講師・山梨学院特任講師（警視庁ＯＧ）を予定
(3) 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・栗本部長
「町自連だより」32 号－元横地区特集（10/15 発行）
「町自連だより」33 号－東部地区特集（1/15 発行予定)
(4) 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬部長
いちょうまつりイベント、本年度初めてブースを設け参加 AM8:30～PM5:00 頃まで、
連合町会長に手伝いのため参加の依頼、いちょうまつり各関所⇒のぼり旗掲出、
ポスターの掲示、チラシ配付、ブースにてオリンピアン（中村美里）との交流。
4.都町連報告関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
（1）平成 28 年度犯罪被害者救済について
（2）オリンピックバツジの追加分の配付準備が整い次第、協力をお願いします
（3）オリンピアマーク入りジャンパー配布（来年 3 月予定）
5.出向者報告関係
（1）平成 28 年度第２回八王子市消費者教育推進協議会（報告)・・・・・・・・栗本副会長
（2）平成 28 年度第 5 回八王子市消費生活審議会（報告）・・・・・・・・・・・栗本副会長
（3）社会福祉審議会児童福祉専門分科会・児童福祉施設等認可部会・・・・・・栗本副会長
（4）平成 28 年度第２回ボランティア活動推進協議会（報告）・・・・・・・・高橋常任理事
（5）社会福祉審議会第 4 回高齢者福祉専門分科会（報告）
・・・・・・・・・田中事務局次長

（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）高齢者計画・介護保険事業計画策定部会・第１回（報告）・・・・・・・田中事務局次長
（8）第 2 回・平成 28 年度認知症高齢者ネットワーク会議（報告）・・・・・ 田中事務局次長
（9）八王子市ごみ減量化対策委員会（報告）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・廣元会計
（10）認知症高齢者ネットワーク会議の報告に付随して・・・・・・・・・・・前原常任理事
10 月に川口地区ケア会議にて、市の無料健康診断に認知症の診断組込みについて提案
（11）川口事務所内に福祉拠点設置について・・・・・・・・・・・・・・・・荒井常任理事
現在進行中であるが市と方向性について検討中
市のたてわり行政について福祉系の重なる事業について集約した運営を進めて
行く事を提案し検討中
6.地区連合会報告
（1）福田元八地区連合会長
第 6 回「氏照まつり」10/23 開催、参加者約 55,000 名
（2） 串田浅川地区連合会長
いちょうまつり 11/19（土）20（日）開催、中村美里選手、クラシックカーパレード
参加後町自連ブースにて交流。
※沖電気の跡地の活用について 10/28 日説明会あり、スーパ―三和とノジマ・ニトリの
建設開業予定（駐車場 1,700 台駐車可能）
（3） 鈴木西部第二地区連合会長
12/3(土)4(日)第 3 回≪文化展≫開催 展示会実施。
（4） 前原恩方地区連合会長
11/12 (土)地区町会長を中心に役員研修会実施、町会の討議のあり方について地域の
問題点を持ち寄り市の担当部署より説明を受ける
（5） 河西本町地区連合会長
大横町の消防署の移転について署名活動について
（6） 秋間元横地区連合会長
10/16（日）
「第 7 回ふれあい交流会」町自連の交流事業助成金の活用にて開催、
11/23 (土)スタンドパイプによる防火防災訓練を実施。
7.その他
（1）イオンの建設の状況説明・・・大澤加住地区連合会長
11/2(水)イオンの)部長よりの説明あり、土地については既にイオンが入手し只今
警視庁との事前協議が進行中、終了後に（10 月末）市より正式な許可申請届けが提
出され今年度末には道路工事に着手、夏着工予定、平成 30 年春にはオープンの予定

平成 28 年 10 月 11 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1） 熊本地震災害支援募金のお礼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福祉政策課
2. 民生・児童委員推薦のお礼・選任のルール説明 ・・・・・・・・・・・・・・福祉政策課
今期の民生児童委員の推薦にあたって、各町会・自治会長のご協力により、定員 452 名
のところ、449 名を決定した、今までにない充足率 99.3％となった。各会長のご協力に
感謝します。
佐々木民生児童委員協議会会長より推薦のお礼の挨拶。
選任ルール説明
配布の〈民生委員・児童委員の委嘱の流れ〉を基に説明
再任の民生委員を推薦の際、各町会・自治会長の承認がなく、混乱を招いた事にお詫
びいたします。
今後、町自連・民生・児童委員協議会・市と協議の場を設け改善して行きたい。

協議の場にて意見を伺ってゆきたいのでお願いします。
3. 定例市長懇談会の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長より報告
10 月 31 日に 28 年度第 1 回を開く。議題は次の 4 項目で実施。
（1）町会・自治会の位置づけについて
条例化について
（2）行政所管の連携強化について
これは縦割り行政の弊害について、福祉分野を中心に行う。
（3）周辺部の公共交通機関について
市民の足確保も行政の責任である。
（4）安全安心のまちづくりについて
ＡＥＤの夜間・休日の利用について
4. 専門部報告関係
（1） 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室部長より報告
①

（2）
①
②
③
（3）
①
②

設備整備備品提供事業の件
9 月 20 日総務部会を開き、協働推進課国久主査、立会の基抽選を行い
44 団体中 22 団体を決定した経過を説明。
添付の申請一覧表について冨貴澤事務局次長より説明。
12 日に各団体に決定通知書を郵送する。
事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・木住野副部長より報告
役員研修会の件
後期パソコン研修会の件
町自連研修会の件
広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・栗本部長より報告
「町自連だより」32 号の件
「町自連だより」33 号の件

地区特集は東部地区となります。
（4） 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬部長より報告
①
加入促進事業の件
いちょうまつりのイベントの件
11 月 19・20 日 町自連ブースをＢ会場に設け、20 日中村美里選手を招き、
加入促進キャンペーンを行う。
関所 12 ヶ所にてポスター掲示・チラシを配布、のぼり旗を設置してもらう。
②
運営ハンドブックの増補版の件
③
加入促進ハンドブックの改訂版の件
5. 都町連報告関係
（1）都町連と都議会自由民主党町会自治会振興政策研究会との意見交換会報告
（2）都町連常任理事会報告
6. 出向者報告
（1）第Ⅰ回八王子市消費者教育推進協議会報告・・・・・・・・・・・・・栗本副会長
（2）第４回八王子市消費者生活審議会報告・・・・・・・・・・・・・・・栗本副会長
（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・・・栗本副会長
（4）新たな集いの拠点施設の整備に向けた
基本計画の検討に係る懇談会（医療刑務所跡地他）報告・・・・・ 木住野監事
（5）夢街道駅伝開催報告・・・小室副会長
（6）保護司推薦検討委員会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高橋常任理事
7. 地区連合会報告
（1）中嶋西部第一地区連合会長

10 月 2 日 秋の防災体験フェア開催
（2）高橋由井地区連合会長
9 月 24 日由井地区防災フェスタ開催
（3）水城監事
都市緑化フェアとして医療刑務所北側壁に壁画を緑化を中心に描く、市内の
美術大学学生・教員を中心に描く
（4）串田浅川地区連合会長
10 月 9 日地区運動会開催
10 月 12 日 17 時中村美里選手市民栄誉章受賞
10 月 23 日 18 時中村美里選手祝勝会実施
11 月 19・20 日いちょうまつりに中村美里選手参加
（5）鈴木西部第二地区連合会長
9 月 17・18 日「ふるさと川まつり」実施 15 町会参加
参加者約 6000 名
（6）前原恩方地区連合会長
10 月 10 日運動会実施した。
恩方第二小統合検討委員会報告
（7）秋間元横地区連合会長
10 月 16 日、元横地区ふれあい交流会実施する。
8. その他
（1）東京都よりボランティア行動実態調査について・・・・・・・・・・・・事務局より
東京都より 20 団体の調査依頼があり、本町地区・中央部・鑓水地区を除く
20 地区連合会へ調査依頼を東京都より送られますますので協力お願いします。

平成 28 年 9 月 13 日(火)
1.関係機関の要請・依頼事項
（1）古本まつり開催について・・・・・・・・・・・・・・・・古本まつり実行委員会
※ハロウィン開催について
実施日・・・・平成 28 年 10 月 30 日（日）協力のお願い
（2）熊本地震災害支援金募金のお礼・・・・・・・・・・・・・・・・・・福祉政策課
（3）
「第 67 回夢街道駅伝」のボランティア依頼について・・教育委員会スポーツ振興課
（4）町会・自治会等の防犯カメラ設置補助について・・・・・・・・生活安全部防犯課
東京都の「地域における見守り活動支援事業」市町村への補助制度利用
（5）プロバスケット「東京八王子トレインズ」のお知らせ、配布資料参照
2.中央部地区連合会長の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
3.定例市長懇談会の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
4.長房西団地連合自治会加入の件・・・・・・・・・・・・・・・・・生永横山北地区連合会長
5.平成 29 年度町会設備整備備品提供事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
平成 28 年 8 月 18 日・都より補助要望の連絡をうけ全町会に文書にて周知
申請受付件数・・49 団体〈既に交付を受けている 5 団体を除き 44 団体〉
物品・・・・・
（テーブル・478 点）
（椅子・598 点）
※選考方法・・・・・総務部会開催、抽選にて決定
6.平成 28 年度地区交流事業助成、事業申請の件・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
7.熊本地震災害支援募金の件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
協力団体集計の報告とお礼
（加盟 259 団体。未加入 17 団体。延べ 276 団体、14.156.289 円）

※報告事項につき詳細については資料参照
8.専門部報告関係
（1） 総務部 ⇒ 設備整備備品提供事業公募の件・・・・・・・・・・・・・ 小室部長
（2） 事業部 ⇒ 前期パソコン研修会の件、役員研修会の件・・・・・・・・ 生永部長
（3） 広報部 ⇒ 「町自連だより」32 号の件、地区連合会ＨＰの件・・・・・栗本部長
(4） 組織部 ⇒ 加入促進事業の件・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
加入促進キャンペーン・・・都の「地域の底力再生事業」の活用
（のぼり旗、卓上のぼり旗、ポスター、チラシ＝各町会配付済）
 卓上のぼり旗⇒不動産業者（各 2 基）公共施設への配送準備中
 いちょう祭り各関所⇒のぼり旗、卓上のぼり旗、ポスター、チラ
シの対応）本部ブースにてオリンピアンとの交流会等計画中
9.都町連報告関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
10.出向者報告関係
（1）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
（2）八王子市社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童福祉施設等認可部会（報告）
・・・・・・・・・・・栗本副会長
（3）八王子市社会福祉審議会・児童福祉専門分科会（報告）
（4）八王子市高齢者あんしん相談センター運営委員会・・・・・・・・・田中事務局次長
（5）平成 28 年度・第⒈回、認知症高齢者ネットワーク会議（報告）
・・・田中事務局次長
（6）平成 28 年度・社会福祉審議会第 3 回高齢者福祉専門分科会（報告）
・田中事務局次長
（7）第 9 回 八王子市市民参加推進審議会（報告）
・・・・・・・・・・ 田中事務局次長
11.地区連合会関係
（1）栗本由木地区連合会長・・・・8/21（日）地区交流事業促進助成金を活用し
由木地区レクレーション大会実施
（参加者 320 名）
（2）串田浅川地区連合会長・・・・8/20（土）8/21（日）浅川地区祭礼
（3）鈴木西部第二地区連合会長・・9/17(土)9/18(日)市制 100 周年のプレイベント
「ふるさと川まつり」開催
緑化フェアの事前動員調査の確認でもあり各町会長協力
（4）前原恩方地区連合会長・・・・10/9(日) 恩方地区（30 町会）市民大運動会開催
（5）中嶋西部第一地区連合会長・・10/2(日)防火防災訓練（5 団体）
（6）福田元八地区連合会長・・・・第 6 回「氏照まつり」10/23 開催
（7）高橋由井地区連合会長・・・・集いの森公園にて 9/24 都の助成金活用防災訓練
12.その他
（1）
「自治会活動賠償責任保険」保険金支払い状況の件 ・・・・・・冨貴澤事務局次長
(2) 加入促進、卓上のぼり旗 1 セットと注水台１、配布の件
(3) 町自連会費納入についてはご協力ありがとうございました

8 月度定例会は休会
平成 28 年 7 月 12 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事務局
（2）
「地域猫活動ガイドライン」配布について・・・・・・・ 八王子市保健所生活衛生課
（3）
「第 8 回青年ライブステージステージ」回覧等・・・・生涯学習スポーツ部学習支援課
（4）都宅建八王子支部「不動産街頭無料相談会」
「公開セミナー」の回覧依頼・・・事務局
2．平成 28 年度町会自治会会長名簿貸与の件・・・・・ ・・・・・・・・・・前野事務局長

3．平成 28 年度役員名簿関係及び出向者人事の件・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
4．平成 28 年度町自連会費（事務交付金＝名簿世帯数）請求の件・・・・・・・前野事務局長
5．平成 28 年熊本地震」義援金の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
6．
「平成 28 年度自治会活動賠償責任保険」更新の件・・・・・・・・・・ 冨貴澤事務局次長
7．規程改定の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 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 28 年６月 29 日（水）出席者 21 名
② 自治会活動賠償責任保険⇒今年度の加入申込み１８５団体
③ 備品整備公募の件 ⇒28 年度分 7/1 に 22 団体に対し配付完了
29 年度分については、東京都からの連絡があり次第、平成 28 年 8 月末頃
9 月上旬に事務局より全町会宛てに通知、市よりまとめて申請を行ないます。
締め切りまで短期間のため、早期の申請準備をお願いします。
④ 経費削減について ⇒経費削減ため郵送料の契約、封筒印刷・三役名刺の自己処理、
節電、健全財政に対する努力
（2） 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・栗本部長
① 広報「町自連だより第 31 号」7/15 発行について近日中に配布予定
② 広報「町自連だより 32 号」10/15 発行について 地区特集は元横地区
③ ＨＰに対する研修
担当者交代の町会などもあり、夏祭りや各種行事の掲載等について研修会を
開催、日程は 7/20(水)・7/21(木）で受講をお願いします。
（3） 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永部長
① 平成 28 年度前期パソコン研修会講座受講生募集について
8/17 より 11/17 までに 12 回開催、加盟町会へ通知済み
② 役員研修会について（20 名以上の参加協力をお願いします）
11/15(火)・11/16（水）、茨城県常総市、姉妹都市の日光市
③ 新年懇親会について
平成 29 年 1 月 14 日（土）会場はエルシー
③ 町自連研修会
平成 29 年 2 月 15 日（水）いちょうホールにて実施。
（4）組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬部長
① 新任町会長等役員研修会参加者数及びアンケート集計報告
② 運営ハンドブックの増補版を市と協議中 全町会増補版配布予定
③ 加入促進 東京都の地域の底力再生事業活用
加入促進キャンペーン（チラシ・ポスター掲出・のぼり旗の活用）
のぼり旗・各加盟町会⇒１本 地区連合町会⇒10 本
連携の不動産業者⇒卓上のぼり旗の配付
※いちょう祭り 11/19（土）11/20（日）本部・関所での活用
（本部ブースにてオリンピアンとの交流会）
9．都町連「常任理事会」報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
10．出向者報告
（１）多摩都市モノレール八王子市ルート整備促進協議会検討部会報告・・ 栗本副会長
（２）平成 28 年度第２回八王子市消費生活審議会報告・・・・・・・・・・栗本副会長
（３）第 8 回八王子市民参加推進審議会報告・・・・・・・・・・・・ 田中事務局次長
（４）平成 28 年度第 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
（５）生活安全対策会議(6/20)報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・中嶋常任理事
防犯カメラ設置に対する助成金について来年春予算化

（６） 八王子市多文化共生推進評議会報告・・・・・・・・・・・・・・串田常任理事
外国人が日本語に早く馴染み、また町会加入についても分かり易い説明やチラシ
の配布により町会に対する理解の促進とコミュ二ケーションを図る
（７） 保健福祉センター運営会議報告・・・・・・・・・・・・・・・・ ・木住野監事
現在八王子市の健康保健福祉センターは・浅川・大横町・南大沢の３館
保健婦による各種健康福祉講座や健康つくり活動の推進
（８） 民生委員推薦会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・木住野監事
今回民生委員全員の改選期に伴い 463(450)名の民生委員の適正審査と推薦
（９） 人権擁護委員報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大澤常任理事
法務局に於いて人権擁護相談を受ける（電話相談もあり）
11．地区連合会報告
（１） 「レクリエーション大会」開催・・・・・・・・・・・・栗本由木地区連合会長
地区交流事業 8/28(日) 上柚木陸上競技場に於いて
（２） 「日帰り研修会」実施・・・・・・・・・・・・・・・・福田元八地区連合会長
町自連補助金制度活用 6/19（日）小田原一夜城見学
（３） 「恩方地区盆踊り大会」開催・・・・・・・・・・・・・前原恩方地区連合会長
全地区共催事業 7/23(土)
課題、害獣対策について、公共交通機関の自主運営について、まちづくり検討
（４） 「防災訓練」実施・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木西部第一地区連合会長
６町会合同による防災訓練 6/25（土）
（５） オリンピック柔道応援について・・・・・・・・・・・・串田浅川地区連合会長
福田元八地区連合会長
リオオリンピック女子柔道 八王子出身者出場
52ｋｇ級 中村美里 浅川市民センター 8/7（日）8/8（月） 深夜
63ｋｇ級 田代未来 元八市民センター 8/9（月）8/10（火）深夜
（６） 「100 周年記念・プレイベント」実施・・・・・・・鈴木西部第一地区連合会長
八王子市役所より南浅川河川沿い陵南公園まで 9/17・9/18・9/19
（７） 「100 周年記念・プレイベント 田んぼアート」
・・・・ 大澤加住地区連合会長
高月町 7/20 頃から 8/中旬頃まで
（８） 「美しい八王子をつくる会」会長就任、協力依頼・・・・廣元北野地区連合会長
12．その他
配付物 こころの東京革命会報第 46 号、まちむら 134 号、町自連だより第 31 号

平成 28 年 6 月 14 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1)「八王子まつり」ﾎﾟｽﾀｰ掲示・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布協力のお願い・・・・八王子まつり実行委員会
(2) 社会福祉協議会会員募集の協力依頼・・・・・・・・・・・・・・・・社会福祉協議会
(3) 「省エネチャレンジ」
「みどりのカーテンコンテスト」について・・・・・ 環境政策課
(4) 「植樹プロジェクト」について・・・・・・・・・・・・・・・都市緑化フェア推進室
(5) 「災害時要援護者避難制度」のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・福祉政策課
2．
「日本赤十字社」の「義援金」取扱いについて・・・・・・・・・・・日本赤十字社東京支部
(1) 赤十字活動資金と災害義援金の違いについて
(2) 平成 28 年熊本地震災害義援金の受付と配分について説明
町自連における、
「平成 28 年熊本地震支援義援金」募集の経過報告及び 6 月 7 日現在の募金
状況を冨貴澤事務局次長より報告。
《会長より》日赤からの説明を受け、町自連の義援金の持込む先を八王子市か直接熊本県か

挙手により採決した。
※ この件、常任理事会は八王子市へ持ち込む事に決定した。
3．平成 28 年度年間計画表・役員名簿及び出向者人事の件・・・・前野事務局長より説明・報告
(1) 平成 28 年度役員名簿について
(2) 28 年度専門部の人員配置について。
(3) 出向人事について
退任の連合会長の出向先に新任連合会長をあて、一部交代した。
別枠として、八王子まつり・美しい八王子をつくる会は全委員が担当する。
(4) 平成 28 年度の町自連年間計画表につい
4．平成 28 年度「地区交流事業補助金」交付申請の件
5．平成 28 年度「自治会活動賠償責任保険」更新の件
6．専門部の報告関係
(1) 総務部
① 総会懇親会収支決算書報告。
③ 備品整備支援事業について
(2) 事業部
① 本日、定例会終了後、部会を開催します。
② パソコン研修会の受講者募集を開始します、前期・後期共受講者各 54 名を予定
しています。
(3) 広報部
①「町自連だより」31 号 7 月 15 日発行の予定。32 号地区特集は元横地区を予定。
② 各町会自治会の行事予定について
今年度から地区ホームページが出来ましたので、各地区が直接入力掲載してください。
③ 地区広報担当者向けの地区ホームページ操作研修会を予定している、日時未定。
(4) 組織部
① 6 月 18 日実施の新任会長・役員研修会進行表により説明。
② 加入促進キャンペーンとして都の地域の底力再生事業助成が 7 月上旬に決定される。
のぼり旗・卓上のぼり旗・ポスター・チラシ作製、 不動産業界への配布・設置。
いちょう祭りの関所への設置、いちょう祭りでのブース設置、オリンピアンとの交流
オリンピアンは中村美里を予定、調整中。
7．都町連報告
5・6 月定例常任理事会は添付文書により報告。
8．出向者報告
(1) 平成 28 年度第 1 回八王子市消費生活審議会報告・・・・・・・・・・・・栗本副会長
(2) 八王子市社会福祉審議会、
児童福祉施設等認可部会報告・・・・・・・・・・・・・栗本副会長
(3) 八王子市社会福祉審議会
児童福祉専門分科会報告・・・・・・・・・・・・・・・栗本副会長
(3) 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
以上、添付文書により報告、詳細は文書参照のこと。
(4) 保護司推薦検討委員会報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 高橋常任理事
9．地区連合会報告及ぶ課題について

(1) ＪＲ八王子駅陸橋交通規制解除について ・・・・・・・・ 遠藤東南部地区連合会長
(2) 第 5 小地区合同防災訓練を 25 日実施・・・・・・・・・ 鈴木西部第二地区連合会長
(3) 第 5 回北条氏照まつりの開催紹介と町自連の後援依頼 ・・・ 福田元八地区連合会長
協賛金も募集中です。
※ 町自連の後援の件、常任理事会は承認した。
（4）
「緑化フェア」プレイベント開催 ・・・・・・・・・・・ 鈴木西部第二地区連合会長
サテライト会場のペレイベント 9 月 17 日・18 日開催
場所：市役所西側広場・西八商店街・南浅川・陵南公園の地域「南浅川にぎわいづくり」
鈴木会長が実行委員長、横山北地区も参加する。
(5) 市制 100 周年事業の市民交流事業に加住地区は申請・・・・ 大澤加住地区連合会長
10．その他
(1) 地区内で退会の町会自治会があれば事務局へ必ず連絡の事。
(2) 町自連会費は７月請求予定、納期限は 8 月末
(3) 配布物
1 東京都発行「震災復興マニュアル」
2 総会欠席団体への総会資料。
3

27 年度末退任会長感謝状、総会欠席者分。

平成 28 年 5 月 10 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）
「八王子まつり」協力のお願い・・・・・・・・・・・・・・ 八王子まつり実行委員会
（2）地域支援の新規事業について・・・・・・・・・・・・・サイバーシルクロード八王子
（3）
「楢原斎場」利用変更について・・・・・・・・・ 八王子市まちづくり公社・宮崎所長
（4）
「学童クラブ」指導員について・・・・・・・・・・ 八王子市社会福祉協議会学童保育
（5）
「高齢者の見守り」について・・・・・・・・・・・・・ 八王子市消費生活所センター
(6)「親切会」からの協力依頼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・協働推進課
2.「平成 28 年熊本地震」災害支援「義援金」募集の件・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
3．
「平成 28 年度地区連合会会長名簿の件」・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
4．平成 28 年度「地域交流事業補助金交付申請書」の件・・・・・・・・・・・・前野事務局長
5．規程改正の件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
6．定期総会に向けて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・詳細資料参照
(1)平成 27 年度事業報告の件
 総 括 説 明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
 総務部会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長
 事業部会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永事業部長
 広報部会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・栗本広報部員
 組織部会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬組織部長
(2) 平成 27 年度決算報告と監査の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
(3) 規程改訂の報告の件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
(4) 平成 28 年度事業計画（案） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 前野事務局長
 総務部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長
 広報部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・栗本広報部員
 事業部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永事業部長
 組織部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬組織部長
(5) 平成 28 年予算（案）の件・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・前野事務局長

7. 専門部の報告関係
(1)総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室部長より報告
(2)事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永部長より報告
(3)広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・栗本部長より報告
バナー広告の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴沢事務局次長より報告
(4)組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬部長より報告
「加入促進」の取組みについて
・町会自治会等の「加入促進」のキャンペーン事業の取組み
① 加入町会自治会於ける加入促進活動
全地域 334 町会で活動にあたり「のぼり旗」
「ポスター」の掲出
「チラシ」の配布実施
② 不動産業界との連携による加入促進活動
③ 地域イベントによる加入促進活動
・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
・オリンピアを招いての交流会開催
・のぼり旗のデザイン調整（本日の常任理事会にて事業確認）都に確認の上発注
・のぼり旗の納品後は各町会自治会にて加入促進活動開始
・のぼり旗のデザイン説明
７．都町連常任理事会（4 月 13 日分）の報告
８． 出向者報告
（1）平成 28 年度第 1 回高齢者福祉専門分科会報告・・・・・・・・・田中事務局次長
（2）八王子市健康つくり推進協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・小室副会長
９． 地区連合会報告及び課題について
（1）浅井鑓水尾根協議会長
「広報紙 13 号」配布、町自連加入記事掲載について紹介

平成 28 年 4 月 12 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1) 市民活動推進部新旧部長挨拶・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・協働推進課
(2)「第 14 回はちおうじ古本まつり」開催案内回覧依頼・・・八王子古本まつり実行委員会
(3) 平成 28 年度「市長と語る」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・広聴課
(4)「健康フェスタ」ポスター掲示依頼について・・・・・・・ 八王子市保健所健康政策課
(5) 100 周年記念事業写真提供のお願い ・・・・・・・・・市制 100 周年記念事業推進室
(6) 「全国都市緑化はちおうじフェア」ポスター掲示依頼・・・・・都市緑化フエア推進室
2. 平成 28 年度町会長自治会長名簿の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
3.「個人情報保護方針」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
添付文書を基に説明。
4.定期総会に向けて
(1) 定期総会開催通知関係案内文書について・・・・・・・・・・冨貴澤次長より説明
① 地区連合会長あて「開催通知」
② 27 年度末退任会長名簿
③ 町会・自治会長・管理組合理事長あて「開催通知」
④ 定期総会・懇親会出欠通知票及び委任状
以上、各所属町会自治会へ配布をお願いする。
(2）
各専門部の事業報告と事業計画（案）
(3）
決算報告と監査の件
① 決算報告の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長

② 監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山崎監事より
(4) 規程改正の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長より
5．専門部の報告及び提案について
（1）総務部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室部長より報告
① 各部会の事業報告及び事業計画(案)について
② 新設町会に対する備品整備特別枠設定について
(2) 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永部長より報告
(3) 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・栗本部長より報告
①町自連だより 30 号の件
②ホームページリニューアルの件 ・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長より報告
(4) 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬部長より報告
①不動産業界との協定終結の件
② 新任町会長研修会の件
5 出向者報告
(1) 八王子市動物愛護推進協議会報告・・・・・・・・・・・・・・ 小泉常任理事
(2) 第 2 回ボランティア活動推進協議会報告・・・・・・・・・・ ・高橋常任理事
(3) 第 4 回八王子市社会福祉審議会・児童福祉専門分科会・児童福祉施設等認可部会報告
・・・・・・栗本副会長
(4) 第 4 回八王子市社会福祉審議会・児童福祉専門分科会報告 ・・・・栗本副会長
(5) 第 7 回八王子市市民参加推進審議会報告 ・・・・・・・・・・田中事務局次長
(6) 第 18 回八王子市まちづくり審議会報告・・・・・・・・・・・田中事務局次長
(7) 多摩都市モノレール八王子子ルート整備促進協議会報告 ・・・・・栗本副会長
(8) 民生委員推薦審議会報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・木住野監事
6 地区連合会報告及び課題について
(1) 渡辺横山南地区連合会長
3 月連合会の定例会にて毎年交代する町会の会長から「運営ハンドブック」が多いに
役だったと感謝の言葉があった。
(2) 小泉南部地区連合会長
空家に多数の人が出入りするとのことで確認したところ、グループホームであった。
NPO 法人が設立した事が判明、理事長と話合い町会へ入会する事になった。
近所に挨拶もなしに、このような事が各地でも起こるのではないか、紹介した。
（3）生永横山北地区連合会長
陵南公園にて「さくらまつり」主催は NPO 法人であるが、管理・運営が不明朗なと
ころもあり、近隣町会へ協力依頼もあるが、協力が出来ない、ＮＰＯ法人とはいって
も気を付けないといけない。
7. その他
事務局より依頼
各地区連合会にて行事等があればホームページにリンクしますので
情報を事務局へ連絡ください、最新の情報をアップしたいと思います。

