平成 26 年度役員会会議報告
平成 27 年 3 月 10 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）日赤社資」の募集協力依頼について・福祉政策課・八王子市赤十字奉仕団委員長
（2）平成 27 年度国勢調査について・・・・・・・・統計調査課
（3）「八王子市市史編さん」について・・・・・市史編さん室より依頼
2.「町会自治会運営ハンドブック」検討委員会中間報告・・・事務局長より報告。
3.多摩都市モノレール八王子ルートの整備促進を求める署名について・・事務局長より説明。
《会長より》新聞報道があり、町田までの延伸が有利のような報道があったが、八王子
ルートは多摩西部地域への延伸へ繋げるため、八王子へ目を向かせる為にも是非多く
の署名を集めたいのでご協力をおねがいする。
4.「市長と三役の定例懇談会」の件・・・事務局長より報告。
5.

専門部関係
(1) 総務部・・・・・・・・・・廣元部長
(2) 事業部・・・・・・・山崎部長
① 町自連研修会の報告
② 町自連研修会決算書報告・・・事務局長
（3）広報部・・・・・・成瀬部長

6 都町連の報告
① 27 年度地域の底力再生事業補助金の区分変更について
②
7.出向者報告

27 年度東京都予算に関する要望について

（1）健康づくり推進協議会報告、「健康フェスタ」開催について・・・・・秋間会長
（2）「動物愛護及び管理に関する」条例制定協議会報告・・・小泉南部地区連合会長
（3）ふれあい財団諮問委員会・・・・・・・・・・高橋由井地区連合会長
（4）第 3 回八王子市シティプロモーション戦略の推進に関する懇談会
・・・・・水野浅川地区連合会長
（5）八王子市高齢者計画・第 6 期介護保険事業計画策定委員会（第 7 回）報告
・・・・・田中事務局次長
（6）環境審議会報告・・・・・・・・上田東部地区連合会長
（7）高尾安協報告「春の交通安全市民のつどい」について・・・生永横山北地区
連合会長
8.地区連合会の報告
（1）緑化フェアーの件・・・・・・小泉南部地区連合会長
（2）滝山城址桜まつりの件
9．その他
（1）事務局体制について・・・秋間会長
（2）浅川地区連合会からの提案について
①
②

民生児童委員候補者選出について・・・・・・水野浅川地区連合会長
会則変更についての提案について・・・・・・水野浅川地区連合会長

（3）平成 27・28 年度地区連合会長名簿作成の件・・事務局長より
（4）東京消防庁作成の「救急相談センター」ｽﾃｯｶｰ配布について・・・事務局長

平成２７年 2 月 10 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）「全国都市緑化フエア」について・・・・・八王子市都市緑化フエア準備室
（2）八老連の会員増強への支援のお願い・・・・・八王子市老人クラブ連合会
（3）「脳卒中地域医療連携パス協会の市民公開講座」について・・八王子市医師会
（4）通学路への「防犯カメラ」の設置について・・・・八王子市教育委員会保健給食課
（5）「都市間連携シンポジウム」について・・・・・・・・・・都市戦略部都市戦略課
（6）雪害対策補助制度について⇒資料配布・・・・・・道路交通部補修
2.「町会自治会運営ハンドブック」作成の件・・・・・・・・
3.専門部関係
(1)

前野事務局長

総務部・・・・廣元部長
①平成２７年６月２０日（土）新人町会長の研修会開催

(2) 事業部・・・・山崎部長
①町自連研修会の件
(3) 広報部・・・・成瀬部長
4．出向者報告
（1） 平成２６年度域包括支援センター運営協議会報告・・田中事務局次長
（2） 第１５回八王子市まちづくり審議会・・・・・田中事務局次長
（3）八王子市障害者計画（平成 27 年度より 29 年度）及び
八王子市障害福祉計画（第 4 期）策定委員会報告・・・大澤加住地区連合会長
（3） 第３６回八王子市ごみゼロ社会推進協議会報告・・・・・・・・・山崎監事
（4） 特別職報酬審議会報告・・・・秋間会長
（5） 市制 100 周年実行委員会開催について報告・・・秋間会長
5.都町連の報告・・・・・・・・・事務局長より報告
6.地区連合会報告
(1) 梅まつりについての案内・・・浅川地区水野会長
7.その他
（1） 多摩モノレールについてのパネルデスカション開催について報告・・・秋間会長
（2） 中核市移行についての疑問点確認・・・・・・東南部地区水城会長
（3） 秋間会長祝賀会について依頼・・・・・・・・前野事務局長

平成 27 年 1 月 13 日(火)
1.関係機関の要請・依頼事項
（1）「特殊詐欺根絶のつどい」開催のお知らせ・・・・・・・八王子警察署・八王子防犯協会
（2）八王子市社会福祉審議会の委員推薦について・・・・・・福祉政策課
（3）「確定申告」の広報回覧の協力依頼・・・・・・・・・・八王子税務署
（4）「雪害対策」について補足説明・・・・・・・・・・・・補修センター
（5）八王子インターチェンジ北地区都市計画変更について・・都市計画課
2.専門部関係
(1) 総務部・・・廣元部長
① 27 年度新任会長・役員研修会開催予定について
② 定期総会は 5 月 31 日(日)に実施する。
(2) 事業部・・・山崎部長

① 役員研修会決算報告
② 新年懇親会決算報告
③ 町自連研修会について
(3) 広報部・・・成瀬部長
3.出向者報告
（1）八王子市子ども・子育て支援審議会・第 11 回会議報告・・・・栗本由木地区連合会長
（2）八王子市市民参加推進審議会報告・・・・・・・・・・・・・・田中事務局次長
八王子市市民参加推進審議会への諮問書・・添付文書のように諮問書を提出した。
4.地区連合会の報告
（1）（仮称）八王子インター北ＳＣ建設事業・・・・・・・・・大澤加住地区連合会長
（2）滝山城址公園の駐車場が加住交差点に増設される、3 月 21 日オープンとなる。
・・・大澤加住地区連合会長
（3）民生児童委員の年齢制限の引き上げについて・・・・・水野浅川地区連合会長
（4）地域で持っている諸問題を役員会に提案し議論等できるよう時間を持って欲しい。
・・青木中央部地区連合会長
5.その他
（1）秋間会長より提案
① モノレールの延伸活動として署名活動実施について。
② 東京オリンピックの自転車競技誘致についての署名活動の実施について。
（2）事務局長より本日の配布物について
①八王子市シニアクラブ連合会[ご入会案内]・八王子市老人クラブ連合会より依頼
② 「まち・むら」配布。
③ 「伊豆大島・復興応援ツアー」チラシ・・東京都よりの依頼。
各町会あたり 2 部を配布。

平成 26 年 12 月 9 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）「地域ぐるみの防災」成果報告会のお知らせ・・・・・八王子市立第六中学校校長
（2）「確定申告」の広報ポスター掲示について・・・・・・・・八王子税務署課長補佐
（3）
「平成 27 年度交通災害共済（ちょこっと共済）ポスター掲示依頼・・・市民部市民生活課
（4）「雪害対策」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・道路補修センター
（5）平成２６年度市民フォーラム・未来を語る」について・・・・・・・・広聴課
～多摩都市モノレール八王子ルートの実現に向けて～
（6）「八王子市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」原案について
・・・八王子市教育委員会保健給食課長
2.専門部関係
(1) 総務部・・・廣元総務部長
(2)

事業部・・・山崎事業部長
① 役員研修会の報告・・・・・・11 月 26 日･(水)27 日(木)
② 新年懇親会の件⇒平成 27 年 1 月 10 日(土)
③ 町自連研修会
 開催日・・・・・2 月 18 日 (水)
 場所・・・・・・いちょうホール

(3)

④ パソコン研修会の件
広報部・・・成瀬広報部長

3.都町連の報告 ・・・・・・・・・前野事務局長
(1) 地域の催事に於ける条例改正に伴う届出義務化の件
（2）平成 27 年国勢調査の実施について
（3）「地域の底力再生事業助成について」
（4）オウム真理教に対する観察処分の更新を求める要請書、署名の提出
4．出向者報告
（1）第２回八王子市消費生活審議会報告・・・・・・・・・・・由木地区連合会長栗本会長
（2）八王子市市民参加条例の適切な運用について・・・・・・・前野事務局長
八王子市市民参加推進審議会（第 3 期）（答申）冊子配布
（3）八王子市高齢者計画・第 6 期介護保険事業計画策定委員会≪第 6 回≫報告
・・・・田中事務局次長
(4) 八王子市交通マスタープラン検討委員会・・・・・・・・・・中島副会長
（5）八王子市ごみゼロ社会推進協議会報告（第４回目）・・・・・山崎監事
5.地区連合会の報告
6．その他
（1）地域活動実践講座「自治会・町内会を考える」について・・・前野事務局長より

平成 26 年 11 月 11 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）「悪徳商法の被害防止対策」の出前講座とＰＲの件・・・八王子市消費生活センター
（2）「年末・年始のゴミ等の収集について」
・・・・・・・・・・ごみ減量対策課
（3）「口座振替促進ポスター」の掲示依頼・・・・・・・・・・・納税課
（4）「災害時障害者サポートマニュアル」の紹介と報告・・・・・障害者福祉課
（5） 「震災復興の推進に関する条例」制定に向けて・・・・・・・都市計画課
2.秋間会長の総務大臣表彰に伴う祝賀会の件・・・事務局長より報告。
3.地区交流事業申請の件・・・事務局長より説明、報告。
4.宇都宮市自治会連合会との意見交換会の報告・・・事務局長より報告。
5.専門部関係
（1）総務部・・廣元部長
（2） 事業部・・山崎部長
① 役員研修会の件
② 新年懇親会 1 月 10 日(土)に決定している。
③ 町自連研修会の件 2 月 18 日(水) いちょうホールにて開催
④ パソコン研修会の件
（3） 広報部・・成瀬部長
6.都町連常任理事会の報告・・・事務局長より
(1)
(2)
(3
7.出向者報告

防災学習会の追加募集について
伊豆大島・復興支援ツアーについて
)府中市自治会連合会が 10 月からオブザーバー参加した。

（1） 八王子市都市計画マスタープラン検討委員会報告・・・・田中事務局次長
（2） 第 5 回八王子市地域包括支援センター運営協議会・・・・田中事務局次長
（3） 八王子市高齢者計画第 6 期介護保険事業計画策定委員会、第 5 回報告
・・・・田中事務局次長

（4） 八王子市障害者及び障害者福祉計画策定委員会報告・・大澤加住地区連合会長
（5） 第 1 回八王子市シティプロモーション戦略推進に関する懇談会報告
・・・水野浅川地区連合会長
8.連合会の報告
（1）「第 3 回北条氏照まつり」終了報告・・・・・福田元八地区地区連合会長代行
（2）10 月 12 日地区運動会開催、地域の底力再生事業補助金の交付を受け開催した。
11 月 2 日浅川地区文化展開催、協働推進課の協力の基加入促進活動を行った。
11 月 5・6 日 リニア館見学を地区交流補助金を使用し行った。
・・・・以上、水野浅川地区連合会長
10 月 12 日地区消防火災訓練報告・・・・・・・・・生永横山北地区連合会会長
9.その他
【配布物】
（1）「26 年度市長と語る」（あなたが描く八王子の未来）
・・・八王子市経営部広報課
（2）「八王子市環境白書 2014」・・・・・・・・八王子市環境部
（3）「見える防災ブック」・・・・・・・・・・三多摩商店会連合会

平成 26 年 10 月 14 日(火)
1．関係機関の要請事項
（1）臨時給付金制度の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・臨時給付金対策室
（2）「第 65 回全関東八王子夢街道駅伝競走大会」のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱについて
・・・・・・・・・実行委員会事務局
2. 平成 26 年度役員名簿及び組織状況・・・・・事務局長より
3.「八王子市町会自治会設備整備支援補助事業」平成 27 年度分申請受付状況報告
・・・事務局長より説明
4．宇都宮市自治会連合会との意見交換会の件・・・・事務局長より説明
5．地区交流事業申請の件報告
6．専門部関係
（1）事業部・・・・山崎部長
①役員研修会の件
（2）広報部・・・・・成瀬部長
広報紙「24 号町自連治会だより」について
7. 都町連の報告 ・・・・事務局長より説明
（1） 常任理事会報告
① 「東京防災隣組」第 4 回認定について
（2） 都議会自民党、町会・自治会等振興議員連盟との意見交換会
① 平成 26 年度地域力向上事業について
② 平成 26 年度「地域力再生事業助成」について
③ 地域防災学習交流会
④ オウム真理教に対する観察処分の更新等を求める要請書の提出
8、出向者報告・
(１)八王子市高齢者計画報告・第 6 期介護保険事業計画策定委員会報告・・田中事務局次長
（2）八王子市子ども・子育て支援審議会・第 11 回事業部会報告・・栗本由木地区連合会長
（3）八王子市子ども・子育て支援審議会・第 9 回会議報告
（4）八王子地区保護司候補者検討協議会について・・・・・ 中島副会長

9.

地区連合会の報告
(1)神慈秀明会八王子集会所について・・・・・・・・・・東南部水城会長

（3） 町自連の自治会活動賠償責任保険の活用について報告。・・・小泉南部地区会長
（4） 西部第二地区防災訓練、五小地区合同で 9 月 26 日実施（6 町会）報告
・・・・・高野西部第二地区連合会長
10.その他
（1）秋間会長より東京都都知事表彰「地域功労者賞」授賞者を紹介
授賞者
馬場西部第一地区連合会長東京都都知事表彰「地域功労者表彰」
授賞の挨拶・・馬場西部第一地区連合会長

平成 26 年 9 月 9 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事
（1）「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）新任職員の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・協働推進課
（3）「避難所マニュアル」について・・・・・・・・・・防災課
（4）中核市八王子誕生に向けた取組について・・・・・・・自治推進課
2.平成 26 年度役員名簿及び出向状況について・・・事務局長より説明。
3.都町連 30 周年記念誌の件
4.地区交流事業申請の件・・・事務局長より
5.「八王子市町会・自治会設備整備支援補助事業」の件・・・事務局長より説明。
（1）平成２６年度実施結果報告(旧ゆめおりファンド消化分)
（2）「町会等設備整備備品提供事業」に関する規程について説明。
①平成２７年度申請受付の件
6. 専門部関係
(1) 総務部・・・廣元部長より
新任会長・役員研修会のアンケート集計結果について
（2）事業部・・・山崎部長より
①役員研修会について
（3）広報部・・・成瀬部長より
①「町自連だより」掲載の町会トピックスの記事について要請。
②広告掲載について
7.

都町連の報告・・・事務局長より
（1）常任理事会報告
①
②

8,

高齢者向け、救急相談センターステッカー作成について。
26 年度第 2 回地域の底力再生事業助成 対象事業の決定について

③ 町田市町会・自治会連合会が 10 月から都町連に加入する事となった。
出向者報告
（1）第 4 回八王子市障害者計画及び八王子市障害者福祉計画策定委員会報告
・・・・・大澤加住地区連合会長
（2）八王子市子ども子育て支援審査会第 10 回事業部会報告
（3）八王子市子ども子育て支援審議会第 8 回会議報告・・・栗本由木地区連合会長

（4）第 4 回八王子市ごみゼロ社会推進協議会報告・・・・・・山崎監事
（5）八王子市高齢者計画・第 6 期介護保険事業計画策定委員会〈第 3 回〉報告
（6）八王子市地域包括支援センター運営協議会〈第 5 回作業部会〉報告
（7）八王子市地域包括支援センター運営協議会〈第 4 回作業部会〉報告
（8）第 3 回八王子市地域包括支援センター運営協議会報告
（9）第 4 回八王子市地域包括支援センター運営協議会報告
（5）（6）（7）（8）（9）・・・・・・・・田中事務局次長
（10）高尾交通安全協会報告・・・・・・・・生永横山北地区連合会長
（11）いちょう祭り実行委員会報告・・・・・・・・生永横山北地区連合会長
（12）八王子まつり報告・・・・・・・・・・・・・青木中央部地区連合会長
9. 地区連合会の報告
（1）地区運動会 10 月 12 日実施・・・・・・・・・・水野浅川地区連合会長
（2）昭島市自治会連合会の加入促進の取組について紹介。・・水野浅川地区連合会長
（3）千人町地区についての取組について状況報告・・・高野西部第二地区連合会長
10, その他
（1） 地区内での火災発生時の集合住宅の管理者表示について・・生永横山北地区連合会長
（2） 町会に於ける諸団体の会費等の徴収方法の状況について・・小泉南部地区連合会長
（3）第５小地区合同防災訓練を９月 27 日実施予定・・・・・高野西部第二地区連合会長
（3） 「みなみ野フェスタ」開催について・・・・・・・・高橋由井地区連合会長
（4） 「北条氏照まつり」ポスターを配布について・・・・福田元八地区連合会長代行。

８月度休会

平成 26 年 6 月 10 日(火)
1. 関係機関の要請・依頼事
2.【社会福祉協議会の会員募集】協力依頼の件・・・・・八王子市社会福祉協議会
26 年度会員募集のスケジュールについて説明
25 年度受付の会員会費の状況表
6 月下旬に各町会自治会あて協力依頼を発送する。
3.「八王子市の震災復興への備え」・・・・・・・・・・・都市計画課
事前復興対策、平成 17 年度から 23 年度の取り組み
24・25 年度に「八王子市震災復興マニュアル」の策定
「八王子市の震災復興への備え」・・震災復興マニュアルのあらまし
以上、配布資料により説明。
4. 平成 26 年度役員名簿の件・・・事務局長より報告。
5．平成２６年度年間計画表の件・・事務局長より
6.

定期総会の件・・・事務局長より
（1）総会の参加者報告

7.

（2）懇親会の決算について
平成 26 年度「自治会活動賠償責任保険」申込みの件

8.
9.

地区交流事業補助金申請受付について
各町会自治会の行事予定表提出依頼の件

10.

専門部関係
（1）総務部・・・廣元部長より報告

（2）事業部・・・山崎部長より報告
（3）広報部・・・成瀬部長より報告
11.

都町連の報告
常任理事会報告

12.

出向者報告
(1) 第 1 回八王子市消費生活審議会報告・・・・・・・・・栗本由木地区連合会長
(2) 八王子市子ども子育て支援審議会第 6 回会議報告・・・栗本由木地区連合会長
(3) 八王子市子ども子育て支援審議会第 8 回事業部会報告・栗本由木地区連合会長
(4) 八王子市ごみゼロ社会推進協議会委員会報告・・・・・山崎監事
(4) 八王子市高齢者計画第 6 期介護保険事業計画策定委員会報告・・田中事務局次長
(5) 八王子親切会総会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田中事務局次長
(6) 八王子市地域包括支援センター運営協議会第２回作業部会報告・・田中事務局次長
(7) 八王子市地域包括支援センター運営協議会第 3 回作業部会報告・田中事務局次長
(8) 八王子市都市計画マスタープラン検討委員会報告・・・・・・・田中事務局次長

13.

(9) 八王子市社会福祉協議会第会第 1 回理事会報告・・・・・・・・田中事務局次長
地区連合会の報告
（1）「北条氏照まつり」後援依頼の件・・・福田元八地区連合会長代行
(2) 北野地区所属の 1 自治会の解散報告・・廣元北野地区連合会長

14.

その他
（1）八王子まつり協賛の集金
終了後協賛金 1 万円八王子まつり実行委員会へ支払下さい。

平成 26 年 5 月 13 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
2．「八王子まつり」の件・・・・・・・・八王子まつり実行委員会事務局・三上課長
① ポスター掲示（町会掲示板）についての依頼、
② パンフレット配布についての依頼、
③ 協賛広告依頼
3．「中核市パネル展・条例説明会」開催について・・・都市戦略部自治推進・立花課長
4、 「親切会」表彰対象推薦のお願い・・・八王子市協働推進課・事務局長代行
5.平成 26 年度町会・自治会長名簿作成の件・・・事務局長より説明。
① 平成 25 年度末退任地区連合会長及び町会・自治会長名簿の提出についてお願い。
② 感謝状対象名簿の提出について確認・・・・・・・・・・・資料参照
6．定期総会の件
（1）平成 25 年度事業報告について配布資料参照により事務局長より説明
１、組織の拡大強化について
２、広報活動について
3、市長と町自連三役との定例懇談会の実施
4、研修会
（1）新任町会長研修会
（2）役員会研修会
（3）町自連研修会
５、自治会活動賠償責任保険

6、「ゆめおりファンド」について
７、「救急医療情報カード」の取組み
（2）.平成 25 年度決算報告 ・・・・・事務局長
※（1）（2）の２議案について承認される
（3）平成 25 年度監査報告
（4）平成 26 年度事業計画（案）
【今年度の重点事業】
① 、組織の拡大強化について
②、町自連の活動を知って貰うための活動を強力に展開する
町会自治会活動の課題「活動の活性化」について
自主財源の確保について
その他
（5）平成 26 年度予算（案）・・・・・・・・・資料読上げ説明
※（4）（5）の２議案について承認される
（6）会則の一分改定
監事 2 名から 3 名とする。
（7）会則の一部改定・・・・・・・・・・・・制定、施行日の記載
※（６）の議案について承認される
7．専門分関係
(1) 総務部・・・・・・・・廣元部長
総会の役割分担
（2）事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山崎部長
４、 町自連研修会の件について 、
(3)

５、 来年 2 月予定の研修会について
広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬部長

8．都町連報告・・・・・・・・・田中事務局次長
（1） 常任理事会報告
①平成 27 年国勢調査の実施に向けた検討状況について
１、国勢調査の概要
２、都と区市町村の役割
３、調査環境の変化とこれまでの国等の検討状況
４、平成 27 年国勢調査の実施までの主なスケジュー
５、国勢調査の結果利用
②オウム真理教に対する観察処分の更新等を求める要望書について
③「地域の底力事業助成」について
（2） 平成 26 年度都町連定期総会について・・・・・・・・添付議事録および資料参照
① 平成 25 年度事業報告・収支決算書・監査報告：それぞれ事務局より報告
② 平成 26 年度 事業計画（案）・予算（案
③ 総会・表彰式・懇親会招待者リスト
④平成 26 年度会長表彰賞について
⑤役員人事について
（3）その他
①平成 2６年度東京都予算等に要望について・・・・・・添付資料参照
②平成 27 年度東京都予算等に対する要望について

⑤30 周年記念誌について観光の写真掲載につき２枚程ほしい旨要請あり
（高尾山・昭和天皇御陵・八王子まつり等）
9．出向者報告、
（1）平成 26 年度八王子市民企画事業補助金審議委員会報告・・中央部地区青木会長
（2）第 8 回八王子市都市計画マスタープラン検討委員会報告・・・田中次長
（3）八王子市地域包括支援センター運営協議会第 1 回作業部会報告・・・田中次長
（4）八王子市高齢者計画第 6 期介護保険事業計画策定委員会報告・・・・田中次長
（2）（3）（4）詳細は添付文書参照の事。
10．地区連合会報告
(1) 由木地区（栗本会長）


由木地区現在 19 町会自治会であるが、鑓水第二団地 320 世帯が増え 20 町会自治
会自治会となります

（2）元八連合町会（福田会長）・・・10 月 19 日（日）「北条氏照まつり」実施
地域の底力助成金制度を活用
11.その他・・・・・・・事務局長
（1）地区交流事業申請について
由木地区連合会「名所・旧跡めぐり」事業実施
※役員会は承認した。

平成 26 年 4 月 8 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）人事異動の件・・・・・・・・・・・・・・協働推進課
（2）「八王子古本まつり」後援及びポスター回覧協力依頼の件・八王子古本まつり実行委員会
（3）お祭りゴミの件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ごみ総合相談センター
（4）「客引き・スカウト行為は禁止」チラシの掲示依頼・・・・・・・・生活安全部防犯課
（5）「八王子環境フェスティバル」ポスター掲示依頼・・・環境政策課
2、平成 2６年度町会・自治会長名簿作成の件・・事務局長より説明。
3.平成 25 年度事業報告について
４.平成 25 年度決算について
5,専門部関係
(1) 総務部・・・廣元総務部
① 定期総会の件
5 月 25 日(日)
② 新任町会役員研修会 6 月 21 日(土)
会場 市教育センター
(2) 事業部・・・塩野担当副会長より（山崎部長欠席のため）
(3) 広報部・・・・成瀬部長
 ①広報紙「町自連だより 22 号」について
6．都町連の報告・・・事務局長より
４月常任理事会報告
① 「東京防災隣組」第三回認定団体の決定について
八王子市関係は東部地区連合会
② 平成２６年度地域防災学習交流会（前期）の概要
③ 東京都地域における見守り活動支援事業について
防犯カメラ設置に関する補助事業
八王子市には補助事業条例がないため、条例化を促進するよう要求していく

④ オウム真理教に対する足立区連合会の取り組みについて
依然として活動している八王子でもよく注意をしてください。
⑤
7．出向者報告

平成 26 年度地域の底力再生事業助成の募集について

（1）子ども子育て支援審議会・第 4 回会議報告・・・栗本由木地区連合会長
（2）子ども子育て支援審議会・第 6 回事業部会報告・・・栗本由木地区連合会長
報告詳細は添付文書参照
（3）八王子市まちづくり審議会報告・・・・・・・・田中事務局次長
（4）八王子市社会福祉協議会第 8 回理事会補遺国・・田中事務局次長
8．地区連合会の報告
(1) 横山南地区連合会 3 月定例会報告。
（２） 浅川地区連合会
大雪除雪対策について
（３）東南部地区連合会
子安公園周辺の土地をある宗教団体が購入した情報により、地域で

市、警察等に確

認しているが不明である、建築をさせない署名運動の動きもあり、宗教団体の実態
が不明で地域の悩みである。実態を掴みたい、何か情報があれば連絡が欲しい
オウムの事もあり皆さんも注意して情報が入ればお願したい。

