25 年度役員会会議報告
平成２６年３月１１日（火）
Ⅰ．関係機関の要請・依頼事項
（1）「2014 健康フェスタ」参加のお願い・・・はちおうじ健康づくり推進協議会秋間会長
（2）平成 26 年度「日赤社資」募集及び「日赤奉仕団」の件・・・・・・健康福祉総務課
（3）シンポジゥム「全国的な人口減少と「つながり」の大切さ・・・・・都市戦略課
1．平成 26 年度町会・自治会長名簿作成の件
２．伊豆大島義援金の報告
３・市長との懇談会のテーマについて
４．「町会・自治会設備整備補助金」制度の件
(1) 総務部・・・・廣元部長欠席のため今泉副会長
① 定期総会の件
② 新任町会役員研修会
(2)

事業部・・・・山崎部長、欠席のため塩野副会長より
① 町自連研修会の件
参加者集計及び決算報告・・・事務局長説明

(3)

広報部・・・・成瀬部長
広報紙「町自連だより 22 号」について

５・都町連の報告・・・事務局長
常任理事会報告



「地域における見守り活動支援事業補助金」防犯関係の整備について
「都町連名簿について・年度替わりにつき、改訂調査の協力」のお願い



「26 年度地域の底力再生事業助成」につきハンドブック配布により説明

６．出向者報告、
（1）八王子市子ども子育て支援審議会第４回事業部会報告・・・栗本由木地区会長
（2）八王子市子ども子育て支援審議会第 3 回会議報告・・・・ 栗本由木地区会長
（3）八王子市子ども子育て支援審議会第 5 回事業部会報告・・・栗本由木地区会長
（4）第 7 回地域包括支援センター運営協議会報告・・・・・・ 田中事務局次長
（5）平成２５年度地域包括支援センター運営協議会第 1 回作業部会報告
・・・・・・田中事務局次長
７．地区連合会報告
(1) 由木地区（栗本会長）


鑓水第 2 団地について、3 月の役員会に於いて 26 年度より
加入に向けて準備中、



26 年度の予算について（地区連絡費）に関し検討を要望

(2) 加住地区（大沢会長）
 平成 26 年 4 月 5 日,滝山城址「さくらまつり」を実施の件
８・その他・・・・・前野事務局長

(1）平成 26 年度「地域の底力再生事業助成」ガイドラインの配布
(2)

平成 26 年度「地域交流事業補助金」申請受付の件

(3)

4 月度定例役員会開催時間の件
◎入学式と重なるため時間変更
平成 26 年 4 月 8 日（火）3 役会は 13:00 より
地区役員会は 14:00 より開催

平成 26 年 2 月 11 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1) 「振込め詐欺見張隊」設置世帯募集の件・・・・・・・・・・・八王子警察署
(2) 「春の火災予防運動」関連のお知らせ・・・・・・・・・・・・八王子消防署
(3) 平成 26 年度「市長と語る」日程について・・・・・・・・・・広聴課
(4) 八王子音楽祭「音楽でつながろう、八王子」後援依頼の件・・・ふれあい財団
2．伊豆大島義援金の件
3．市長との懇談会の件
4．専門部関係
(1)
(2)

総務部・・・・廣元部長
事業部・・・・山崎部長
①

町自連研修会の件

(3) 広報部・・・・成瀬部長
5． 都町連の報告
(1)
(2)

常任理事会報告
都町連 30 周年記念事業及び記念式典の件

(3)

25 年度地域の底力再生事業助成 第 4 回・第 5 回対象事業の決定。

(4) 26 年度地域の底力再生事業助成について
6．出向者報告
(1)

八王子市子ども子育て支援審議会第 2 回 報告・・・・・・・栗本由木地区会長

(2)
(3)

八王子市子ども子育て支援審議会第 3 回事業部会報告・・・・栗本由木地区会長
第 6 回地域包括支援センター運営協議会・・・・・・・・・・田中事務局次長

(4)
(5)

敬老の集いについて 報告・・・・・・・・・・・・・・・・水城東南部地区会長
八王子インター北地区複合拠点施設計画について報告・・・・大澤加住地区会長

7．地区連合会報告
(1) 由井地区 訃報通知 現小比企二丁目町会長
(2)

報告

川口地区 福島県視察研修を実施報告

8．その他
(1) 中部地区平澤会長より八王子市身体障がい者福祉協会の配布物の件
平成 26 年 1 月 14 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1)「八王子税務署から確定申告に関するお知らせ」の回覧依頼・・・八王子税務署
(2)「消費者市民社会を考える集い」開催のお知らせの件・・・・八王子市消費者生活ｾﾝﾀｰ
2．平塚市自治会連絡協議会が研修で来訪の件・・・事務局長

3．専門部関係
(1)

総務部・・・・廣元部長

(2)

事業部・・・・山崎部長
① 新年懇親会の件
②

(3)

町自連役員研修会の件

広報部・・・・成瀬部長
① 広報紙「町自連だより 21 号」について

4．都町連の報告
(1) 都町連 30 周年記念事業及び記念式典の件・・・事務局長より
5．出向者報告
(1) 第 2 回八王子市消費生活審議会報告・・・・・・・・・・・栗本由木地区会長
(2) 八王子市子ども子育て支援審議会第 2 回事業部会報告・・・栗本由木地区会長
(3) 第 6 回八王子市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ検討委員会報告・・・・・田中事務局次長
(4) 高尾安全協議会の交通安全パレード実施について・・・・・生永横山北地区会長
6．地区連合会報告
(1) 元八地区連合会長交代の報告・・・・・福田元八地区連合会長代理
7．その他
(1)

大島義援金募金の中間報告・・・事務局長

(2) 2 月定例役員会開催日 2 月 11 日 祝日開催の確認

平成 25 年 12 月 10 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1)「八王子税務署からの確定申告のお知らせ」回覧依頼・・・・・・八王子税務署
(2) 交通災害共済（ちょこっと共済）ポスター掲示依頼・・・・・・市民生活課
(3)「市民フォーラム・未来を語る」の件 ・・・・・・・・・・・八王子市広聴課長
2．平塚市自治会連絡協議会（研修会）来訪の件・・・・事務局長より説明
3．専門部関係
(1)

総務部・・・廣元総務部長

(2)

 新任会長研修会のアンケート集計結果報告
事業部・・・山崎事業部長
① 役員研修会 11 月 13 日･(水)14 日(木) の報告
② 新年懇親会の件⇒平成 26 年 1 月 11 日(土)
③

町自連研修会
 開催日・・・・・2 月 20 日 (木)
 場所・・・・・・いちょうホール

(3)

広報部・・・・成瀬部長欠席につき事務局長より報告

広報紙「21 号町自連治会だより」について
4．都町連の報告 ・・・・前野事務局長
(1)

常任理事会報告
詳細は添付資料参照の事
地域の底力再生事業について

(2)
5．出向者報告

都町連 30 周年記念事業及び記念式典の件・・・・秋間会長より説明

（1）第 3 回八王子市社会福祉協議会評議員会報告・・・加住地区大澤会長
詳細は配布文書参照

（2）八王子市社会福祉協議会第 5 回理事会報告・・・・ 田中事務局次長
詳細は配布文書参照
(3)

地域包括支援センター第 5 回運営協議会報告・・・ 田中事務局次長
詳細は配布文書参照

（3）八王子市市民企画事業補助金審査委員会報告・・・・・・浅川地区水野会長
（4）八王子市動物の愛護及び管理に関する条例制定協議会報告・・・東北部地区大谷会長
（5）老人会の「祝いの会」開催の在り方について検討・・・東南部水城会長
6．地区連合会の報告
(1) 11 月 24 日に防災訓練を企画実施報告・・・・・・・・浅川地区水野会長
(2)

9 月上旬、ニュースポーツ大会開催報告・・・・・・由木地区栗本会長

(3)
(4)

11 月 27 日、日の出町の二ツ塚廃棄物処分場見学報告・・川口地区原田会長
千葉市新港クリーンエネルギーセンター見学報告・・・横山北地区生永会長

(5)

江東区国土交通省防災センター見学・・・・・・・・・加住地区大澤会長

(6)
7．その他

由井地区 31 名で横須賀に視察研修報告・・・・・・・由井地区高橋会長

(1) 防犯グッズ整理について
(2) 八王子まつり協賛の件

平成 25 年 11 月 12 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1)「公園内土地占有許可申請」について・・・・・・・・・・・公園課
(2)「納税口座促進ポスター」掲示のお願い・・・・・・・・・・納税課
(3)「年末年始のゴミ・し尿などの収集」について・・・・・・・八王子ごみ減量対策課
(4) 国民体育大会終了のお礼・・・・・・・・・・・・・・・・・国体推進室
2． 「市長と町自連との懇談会」報告・・秋間会長
3． 平塚市自治会連絡協議会が研修で来訪の件
4． パソコン研修会の件・・・事務局長より報告
5．専門部関係
(1)
(2)

(3)

総務部・・・・廣元部長
事業部・・・・山崎部長
①
②

役員研修会について
新年懇親会の件

③

町自連役員研修会について

広報部・・・・成瀬部長
広報紙「町自連だより 21 号」について

6．都町連の報告・・・事務局長
（1）常任理事会報告
（2）地域の底力再生事業助成について
（3）全国自治会連合会埼玉川越大会報告。
7．出向者報告
（1）子ども・子育て支援審議会報告・・・・・・・・・・栗本由木地区連合会長
（2）子ども・子育て支援審議会第１回事業部会報告・・・栗本由木地区連合会長
（3）八王子市消費生活審議会報告・・・・・・・・・・・栗本由木地区連合会長
（4）八王子市温暖化防止センター運営委員会報告・・・・上田東部地区連合会長
（5）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

8．その他
（1）「第 6 回八王子綾南公園さくら祭り」後援依頼の件
（2）「まちむら」123 号の配布の件・・・事務局長
（3）防犯グッズ整理の件・・・事務局長
(4)

大島災害募金について・・・秋間会長より

平成 25 年 10 月 8 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）いちょうまつりの回覧依頼・・・・・いちょうまつり祭典委員会 生永副会長
（2）「平成 25 年度八王子社会福祉協議会授賞式」後援依頼の件
・・・・・八王子社会福祉協議会
（3）「第 3 回ガスパールカサド国際チェロ・コンクール iN 八王子」回覧依頼の件
・・・
（公財）ふれあい財団 三宅理事長，
（4）「土地利用計画」の報告・・・・・・・・・都市計画部土地利用計画課
2．平塚市自治会連絡協議会（研修会）来訪の件・・・・事務局長より説明
3．「町会等地区連合会交流事業補助金」の件・・・事務局長より報告。
4．パソコン研修会後期受講生募集の件・・・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

役員研修会 11 月 13 日･(水)14 日(木)

② 町自連研修会
（3）広報部・・・・・・・・・・成瀬部長
6．都町連の報告・・・事務局長より報告・説明。
(1) 常任理事会報告
①「東京防災隣組」第 3 回認定について
②「地域の底力再生事業助成」について
③ 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会承知活動への御礼
④

都町連宿泊研修会の開催について

(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
② 平成 25 年度「地域力向上事業」について
②

平成 25 年度「地域の底力再生事業助成」について

③ 地域防災学習交流会の実施状況について
① 「東京防災隣組」第 3 回認定について
②
③

平成 26 年度東京都への要望について
意見交換

7．出向者報告
(1）

地域包括センターの運営協議会報告・・・・・・・・・・・・田中事務局次長
① 組織変更及び事務局体制について
② 圏域変更及び今後のセンターのあり方に関するアンケートの結果について
③ 八王子市認知症早期発見・早期診断推進事業業務委託について

④ 社会保障審議会介護保険部会等の情報提供について
(2)

平成 25 年度八王子市社会福祉協議会「第 4 回理事会」報告・・田中事務局次長

(3)

平成 25 年度八王子市社会福祉協議会「第 2 回評議員会」報告・・加住地区大澤会長

8．地区連合会の報告
（1）中央部地区連合会・・・青木連合会長より防災訓練実施について報告
（2）元横山地区連合会・・・秋間連合会長より第 4 回ふれあい交流会実施について報告。
9．その他
(1) 南部地区中島会長より新加入の報告。

平成 25 年 9 月 10 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）「第 9 回八王子古本まつり」後援依頼の件・・・・・・八王子古本まつり実行委員会
（2）「まちづくり研修会/首都直下型地震への備え」ポスター掲示依頼の件
・・・・・
（公財）東京都都市づくり公社
（3）「土砂災害防止」に関する調査について・・・・・・・・東京都南多摩西部建設事務所
（4）「第 6 回国民体育大会」の開催について・・・・・・・・国体推進室
（5）「青年ライブステージ」回覧・ポスター掲示依頼・・・・・・・・八王子市教育委員会
（6）「全関東 八王子夢街道駅伝競走大会」ボランティア募集の件・・・実行委員会事務局
2．元八地区連合会長交代の件
3．平塚市自治会連絡協議会の研修のため来訪について・・・事務局長
4．「町会等地区連合会交流事業補助金」の件・・・事務局長
5．パソコン研修会の件・・・事務局長
6．専門部関係
（1）総務部・・・廣元総務部長
新任町会・自治会長及び役員研修会の報告
（2）事業部・・・山崎事業部長
① 役員研修会の件
② 町自連研修会の件
（3）広報部・・・成瀬広報部長
① 町自連だより 20 号の件
② 町自連だよりの広告募集の件
7．都町連の報告・・・事務局長より説明。
（1）地域防災学習交流会の件
（2）個人情報保護制度説明会の件
（3）地域の底力再生事業助成について
（4）多摩地区連合会との話し合いの件
（5）全国自治会連合会川越大会の件
（6）都議会自民党との意見交換会の件
8．出向者報告の件
(1) 八王子市地域包括支援センター運営協議会 報告・・・田中事務局次長
9．地区連合会の報告
（1）元横地区連合会・・・ふれあい交流会 10 月 13 日田町ﾒｲﾝｽﾄﾘｰﾄにて実施。
（2）浅川地区連合会・・・都の「地域防災学習交流会」C コース「避難所運営の手順と

方法」を受講した。
10．その他
（1）元八地区の北条氏照まつりは雨天の場合の開催について
（2）東京オリンピックの開催が決まったが、7 月末からの暑い時期を避ける開催期間を
東京都へ具申できぬか。

平成 25 年 8 月・・・休会
平成 25 年 7 月 9 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」回覧の依頼・・・・・東京都宅地建物取引業協会八王子支部
（2）「都市計画シンポジュウム開催について」・・・・・都市計画室
（3）「スプレー缶類」分別変更のお知らせ・・・・・・環境部ごみ総合相談センター
（4）「高齢者の見守り協定」締結の件・・・・・・・・健康福祉部高齢者支援課主査
（5）八王子まつりについて・・・・・・・・・・・・・ふれあい財団コミュ二ティ振興課
2．地域防災計画について・・・・・・・・・・・・・・・防災課
地域防災計画の修正について資料配布し説明
3．「平成 25 年度町会自治会長名簿」貸与について
4．「地区交流事業補助金」申請の件
5．「自治会活動賠償責任保険」契約状況について
6．パソコン研修の件・・・事務局長より報告
7．「町自連会費」徴収の件
8．専門部関係
（1）総務部・・・・・・・・・・廣元部長
 新任会長研修会 8 月 31（土）開催の件
（2）事業部・・・・・・・・・・山崎部長
 事業部会を７月 24 日(水）9：00～11：30 開催する。
 年間計画表の予定表に記載の予定について再確認。
11 月 13 日（水）14 日（木）役員研修会
1 月 11 日（土）新年会
2 月 19 日・20 日（いずれか）町自連研修会
（3）広報部・・・・・・・・・成瀬部長
9．都町連の報告
 都町連定期総会報告
 常任理事会報告
 地域の底力再生事業に関して
10．出向者人事の件・・・事務局長より説明
11．出向者報告
(1) 八王子市地域包括支援センター第２回運営協議会報告・・・田中事務局次長
(2)
(3)

八王子市まちづくり審議会報告・・・・・・・・・・・・・田中事務局次長
認知症高齢者ネットワーク会議報告・・・・・・・・・・・田中事務局次長

12．その他
(1) 印刷機設置の件・・・・・・・リソー科学

・６年リース

貸出利用・・・・・・・・町会・自治会に限る
利用料金について
原紙（マスター代）

１枚 50 円、 印刷代 1 枚 1 円、用紙持込みに限る。

平成 25 年 6 月 11 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）「八王子まちナビ」の紹介・・・サイバーシルクロード八王子・八王子まちナビ事務局
（2）「イザ！カエルキャラバン！」かえっこしながら防災を学ぶ・・・・共立女子学園
（3）「地域の防火防災の取組みを教えて下さい」の案内・・・・・・・八王子消防署
（4）「八王子まつり」協賛のお願い・・・・・・・・・・・八王子まつり実行委員会事務局
（5）会員募集への協力依頼・・・・・・・・・・・・・・・八王子市社会福祉協議会
（6）電気料金メニューのご案内・・・・・・・・・・・・・東京電力八王子支社
（7）「ずっと自宅で暮らすためのヒント＆安全・安心相談会」の説明
・・・・・介護保険課、NPO はちふく・ねっと
（8）八王子市都市計画マスタープラン検討委員会の中間報告・・・・都市計画室
（9）自防連会長交代挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防災課
2．定期総会後の体制について
3．25 年度役員名簿配布の件
4．懇親会決算報告・・・事務局長より報告
5．年間計画の件
6．専門部の分担確認
7．総会欠席者への資料配布と感謝状の配布
8．町会自治会研修会の件・・・総務部担当
開催日変更、 6 月 22 日から 8 月 31 日へ変更。
9． 単位町会・自治会の年間行事計画の提出依頼の件.
10．「地区交流事業補助金」申請の件
11．「自治会活動賠償責任保険」の件
12．パソコン研修会の件
13．都町連の報告
14．出向者人事の件
（1）地区連合会長交代者分の後任選出の件
駅伝実行委員会 運営委員の推薦 8 名・・実行委員会
社会福祉協議会評議員候補 12 名
15． 出向者報告の件
(1) 八王子市社会福祉協議会第１回理事会報告・・・田中事務局次長
(2) 八王子市社会福祉協議会第 2 回理事会報告・・・田中事務局次長
(3) 八王子市地域包括支援センター運営協議会報告・田中事務局次長
(4) 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
16． 地区連合会の報告
(1)
17． その他

「北条氏照まつり」町自連の後援依頼・・・町田元八地区連合会長

(1) 印刷機導入の件
リソー科学

5 年リース

月額 8,925 円

町会・自治会利用
市民センターと同様にマスタ－代 50 円、印刷代 1 枚 1 円、用紙持込み。

平成 25 年 5 月 7 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1)「2013 八王子環境フェスティバル 」への協力依頼・・・・・・環境政策課
(2) 第 3 回浅川写真コンクールの件・・・・・・・・・・・・・・水環境整備課
(3) 東京国体「自転車ロードレース」警備の件・・・・・・・・・国体推進室
(4) 町会関係担当の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・協働推進課
2．平成 25 年度町会自治会長名簿作成の件
3．平成 25 年度年間計画の確定について
4．役員会選考委員会の報告
5．平成 24 年度事業報告の件
6．平成 24 年度決算及び監査報告の件
7．平成 25 年度事業計画(案)の件
8．平成 25 年度予算(案)の件
9．自主財源確保問題の件
10．専門部関係
（1）総務部
①
②

定期総会の役割分担の件
新任町会長研修会の件

（2）事業部
（3）広報部
11．都町連報告
12．出向者人事の件
13．地区連合会の報告
由井地区田中会長より新連合会長の件状況報告
14．その他
(1) 新事務局職員紹介
(2) 自動販売機放火の件・・八王子消防署
(3) 「こども安全ボランティア」腕章貸与の件
(4) 老人会減少防止の件・・・西部第三地区連合会長
（5）緑町地内強奪事件について・・・南部地区連合会長
(6) 渡辺良治 副会長・浅川地区連合会長・・退任挨拶
田中泰慶 監事・由井地区連合会長・・退任挨拶

平成 25 年 4 月 9 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）「社協だより」募金報告に関するお詫び・・・・・・・・八王子市社会福祉協議会
（2）「市長と語る」開催日程の件・・・・・・・・・・・・・政策審議室公聴担当
2．平成 25 年度町会自治会長名簿作成の件
3．平成 25 年度年間計画の確定について
4．平成 24 年度決算及び平成 25 年度予算案（財源確保問題を含む）について
（1）平成 25 年度予算試算表により各項目詳細説明。
（2）平成 24 年度決算収支分析表により補足説明・・・田中監事
4．役員選考委員会の件
（1）役員選考規程に基づき委員を決定した。
5．加入促進ハンドブックの件・・・事務局長
6．専門部関係
（1）総務部
① 定期総会の件
② 新任町会長研修会の件
② 事業報告及び事業計画の件
（2）事業部
（3）広報部
7．都町連報告
8．出向者人事の件

年度替わり及び町自連役員交代による交代について

9．出向者報告の件
（1）八王子市まちづくり審議会報告・・・田中監事
（2）八王子市都市計画マスタープラン検討委員会報告・・・田中監事
（3）八王子市社会福祉協議会第 4 回理事会報告・・・田中監事
10．その他
（1）

新事務局職員紹介

