平成 24 年度（平成 24 年 4 月～25 年 3 月）役員会報告
役員会報告

24 年 4～25 年 03 月

平成 25 年 3 月 12 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）「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
（2）社会奉仕活動「カーブミラー清掃」ほか事業協力依頼の件・・八王子市シルバー人材センター
（3）日本赤十字社八王子地区社資募集への協力依頼の件・・・・・健康福祉総務課
2．平成 25 年度町会自治会長名簿作成の件・・・・事務局長
（1） 地区連合会単位、提出用用紙配布。
（2） 24 年度末退任会長名簿提出用紙配布。
3．専門部関係
（1）総務部・・・田中総務部長
① 定期総会の件
開催日 5 月 26 日（日）エルシーにて決定済みである。
町自連会費改定の件
小委員会にて検討する。
② 新任町会長研修会の件
開催日 6 月 22 日(土) 教育センター にて決定済み。
詳細については協働推進課と協議のうえ詰めてゆく。
（2）事業部・・・山崎事業部長
① 町自連研修会の件
来場者集計表により説明。・・・事務局長より説明
決算報告・・・事務局長より説明
4．都町連報告・・・事務局長
平成 25 年度「地域の底力再生事業助成」ガイドライインを配布したので活用の事。
予算１億円から１億 5 千万に増えた。
5．出向者報告の件
（1）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
（2）八王子市環境マネジメントシステム監査員報告・・・・・・・・小泉由木地区連合会長
6．地区連合会の報告
（1）原田川口地区連合会長
24 年度地域の底力再生事業助成金の受給を受けて、写真集「川口地区の今」作成
川口西部町会会館の土地を 500 万円で取得した。
（2）山本西部第三地区連合会長
西部地区 3 連合会と千人町地区の統合再編について 3 月 25 日市役所会議室に開かれ
るが当該地区連合会長は知らなかった。
⇒ 町自連の規約に基づき数年前より話が地区内より出ていた、今回地区内で具体
化してきたとの事、あくまでも地元の意向であり、多少の行き違いはあったか
も知れないが前向きに討議して欲しい。
（3）廣元北野地区連合会長

3月9日

長沼小地区内合同で子どもと高齢者中心の避難訓練を八王

子消防署北野出張所及び地元消防団の協力のもと実施。
（4）田中由井地区連合会長
所属の片倉台自治会館にエレベーター設置工事が終わり 1 月 15 日市長を迎えて完成
式典を行った。ＮＨＫ及び東京都からの取材も受けた。
7．その他
（1）事務局職員の件・・事務局長
（2）4 月 9 日の定例役員会開催時間を中学校入学式のため次のように変更する。
三役会 13 時 30 分から
役員会

15 時から 17 時

平成 25 年 2 月 12 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）「八王子音楽祭」回覧・ポスター協力依頼の件・・・・・ふれあい財団
（2）「子ども会に関するｱﾝｹｰﾄ調査」協力依頼の件・・・・・・児童青少年課
2．平成 25 年度地区連合会長名簿の件・・・事務局長
3．専門部関係
（1）総務部・・・田中総務部長
① 加入促進ハンドブックの件
（2）事業部・・・山崎事業部長
①

新年懇親会の件
 会計報告

②

町自連研修会の件
 当日役割分担について・・・事務局長

（3）広報部・・・平塚広報部長
①「町自連だより」の件
 18 号構成案及び作業日程案、説明。
4．都町連報告・・・・事務局長
5．出向者報告の件
（1）第 6 回八王子市地域包括支援ｾﾝﾀｰ等運営委員会報告・・・・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
6．その他
（1）自治会活動賠償責任保険の保険金支払状況について
（2）医療情報・安否確認、統一カード作製は事業部にて検討経過報告・・山崎事業部長

平成 25 年 1 月 8 日(火)

1．関係機関の要請・依頼事項
（1）「確定申告」に関する税理士による相談会の開設について・・・・・八王子税務署総務課
（2）民生・児童委員の任期満了に伴う後任の推薦について・・・・・・・健康福祉総務課
2．「オリンピック招致署名」の報告・・・事務局長

3．専門部関係
（1）総務部・・・田中総務部長
① 加入促進ハンドブックの件
（2）事業部・・・山崎事業部長を代行して事務局長より報告
① 新年懇親会の件
② 町自連研修会の件
（3）広報部・・・平塚広報部長
① 町自連だより 17 号について
4．出向者報告の件
（1）第 2 回認知症高齢者ネットワーク実務者会議報告・・・・田中監事
（2）八王子市まちづくり審議会報告・・・・・・・・・・・・田中監事
（3）第 63 回全関東夢街道駅伝競走大会第 2 回運営会議・・・山崎監事を代行し渡辺副会長
（4）八王子市市民参加推進審議会報告・・・・・・・・・・・・前野事務局長
5．その他
（1）市より駅伝の掲示依頼ポスター大きい、A3 版に抑えるよう要請して欲しい。
（2）八王子市市民活動支援センター
（3）まちむら 119 号配布。

広報紙特集号配布。

平成 24 年 12 月 11 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1） 「確定申告のお知らせ」回覧依頼ほか・・・・・・・・・・八王子税務署総務課
（2） 口座振替による納税促進活動について・・・・・・・・・・税務部納税課
（3） 「交通災害共済」加入促進ポスター掲示依頼・・・・・・・暮らしの安全安心課
（3） 「市民フォーラム・未来を語る」ほか・・・・・・・・・・政策審議室広聴担当
（4） 「地域包括支援センター愛称募集」の件・・・・・・・・高齢者支援課
（5） 八王子市が目指す中核都市について・・・・・・・・・・総合政策部都市戦略室
2．共催事業「悪徳商法被害防止啓発講演会」の報告
3．専門部関係
（1）総務部・・・田中総務部長
① 加入促進マニュアル作成について
（2）事業部・・・山崎事業部長より
①

役員研修会の件

②
③

町自連研修会の件
新年懇親会の件

決算報告・・・事務局長より

④ 後期パソコン研修会募集結果
（3）広報部・・・平塚広報部長より
①「町自連だより」トップページ「八王子の顔」について
② 町自連だより 17 号について・・・平塚広報部長
4．「オリンピック招致署名」報告
5． 都町連の報告
(1) 都町連研修会報告 12 月 2・3 日実施、秋間会長・前野事務局長出席。
(2) 都町連 12 月常任理事会報告
①

2020 年オリンピック・パラリンピック東京招致都民決起大会について

②

これからの安全・安心まちづくりを考えるシンポジウムについて

③
④

ヒヤリ・ハット調査について
地域の底力再生事業助成について

⑤

都町連新年懇親会について

6． 出向者報告の件
(1) 地域包括支援センター等運営協議会報告・・・・・・田中監事
(2) 八王子市社会福祉協議会理事会報告・・・・・・・・田中監事
(3) 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
7．地区連合会の報告
(1) 由井地区連合会報告・・・田中由井地区連合会長
(2) 南部地区連合会報告・・中島南部地区連合会長
(3) 元横地区連合会報告・・・秋間元横地区連合会長
(4) 秋間会長、11 月 30 日北野地区防災研修会に出席した。
8．その他
(1) 町自連会費値上げについて・・・町田元八地区連合会長

平成 24 年 11 月 13 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）口座振替による納税促進活動について・・・・・・・・・・・・・税務部納税課
（2）市街化調整区域及び八王子駅南口周辺まちづくりについて・・まちづくり計画部都市計画室
八王子南口駅周辺地区まちづくり方針に関するパブリックコメント
（3）年末年始のごみ収集について 回覧を 12 月 20 日前後に町会に配布予定
（4）「東京都子供見守りボランテイアリーダー育成講座」受講生募集
（5）商工会議所からのアンケートについて
2．共催事業「悪徳商法被害防止啓発講演会」参加のお願い・・八王子消費生活センター
3．「町会等地区連合会交流事業補助金申請書」2 次締切り結果報告
4．専門部関係
（1） 総務部・・・・田中総務部長
① 加入促進事業について
（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・・・・平塚広報部長
① 「町自連だより」17 号について
5．都町連及び全国自治会連合会大会の報告
（１） 署名の中間報告
（２） 地域の底力再生事業三次締切りの報告
（３） オリンピック・パラリンピックの署名活動の取組状況
（４） 東京都町会連合会宿泊研修会について
6．出向者報告の件
（1）八王子市都市計画マスタープラン検討委員会報告・・田中監事
（2）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

（1）11 月 29 日、由井地区連合会定例会開催報告・・・・田中由井地区連合会長
（2）横山北地区、10 月 21 日、防災訓練を無事に終了・・平塚横山北地区連合会長
8．その他
（1）11 月 17・18 日、陵南グランドを中心にいちょう祭り開催・・渡辺浅川地区連合会長
（2）新年懇親会のお知らせ・・・事務局長
（3）パソコン教室 24 年度後期 現在初級は定員ｵｰﾊﾞｰにつき、調整中。
（4）オリンピック署名中間報告
（5）犯罪被害者の人権問題の資料について
（6）不動産の無料相談所について
（7）産学共同・・学生のボランテイア活動について

平成 24 年 10 月 9 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1) 地域商業再生事業アンケート調査の協力依頼・・・・・・・・八王子商工会議所
(2)「第４回青年ライブステージ」の回覧依頼の件 (地域限定)・・生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ部学習支援課
(3) 全関東八王子夢街道駅伝競走大会の協力依頼・・・・・・実行委員会事務局
(4) 悪徳商法被害防止啓発講演会の協力依頼・・・・・・・・八王子市消費生活センター
2．オリンピック招致署名運動について
3．「町会等地区連合会交流事業補助金申請書」今年度申請締切りの件
4．専門部関係
（1）総務部・・・田中総務部長
① 町会・自治会加入促進ハンドブック検討状況について
（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・・・平塚広報部長
①
②

「町自連だより」16 号及び 17 号の件
地区連合会ホームページについて・・事務局長

5．都町連及び都議会自民党町会・自治会等振興議員連盟意見交換会の報告
（1）都町連常任理事会報告
（2）都議会自民党町会・自治会等振興議員連盟意見交換会の報告
6．出向者報告
(1) 第４回地域包括支援センター等運営協議会報告・・・・田中監事
（2）八王子市地球温暖化防止センター報告・・・・原田川口地区連合会長
7．地区連合会の報告
(1) 由井地区連合会定例会報告・・・・田中由井地区連合会長

平成 24 年 9 月 11 日(火)
1.

関係機関の要請・依頼事項

（１） 「赤い羽根共同募金」等への協力依頼
八王子市社会福祉協議会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（2） 「家庭の省エネ運動」夏季の実施状況と冬季の協力依頼・・・・温暖化防止センター・環境
政策課
（3）

「夜間パトロール実施状況に関するアンケート」について・・・・・くらしの安全安心課

（4） 「落書き消去活動サポーター育成講習会の開催」について・・東京都青少年・治安対策本部
2. 八王子社会福祉協議会授賞式の後援依頼・・・・八王子市社会福祉協議会
3． 救急講演会のお知らせ・・・・・八王子市高齢者救急医療体制広域連絡会
4．「町会等地区連合会交流事業補助金申請書」精査確認の件
5．専門部関係
（１） 総務部・・・・・・・・・田中総務部長
①

加入促進事業について
事業部・・・・・・・・山崎事業部長

（２）

① 役員研修会の件
② 町自連研修会の件：
③
（３）

平成２４年１１月１４日～１５日予定

新年会 平成２５年 １月１３日（日）に変更する
広報部・・・・・・平塚広報部長

① 「町自連だより」１６号の件
6．都町連の報告
（１）
（２）

「常任理事会」報告
オリンピック・パラリンピック２０２０年東京招致署名活動の件

（３）
（４）

個人情報保護制度について
地域の底力再生事業助成について

（５） 住宅火災による死者の発生防止対策へのご協力について
7．出向者報告の件
（１） 八王子市社会福祉協議会・理事会報告
8．地区連合会の報告

・・・・・・

田中監事

（１）
9．その他

「北条氏照まつり」について・・・・・・・・・・町田元八王子地区連合会長

（１）
（２）

あきんどクラブ（八王子市商店会の２・３世で作った会）よりの後援依頼の件
防犯パトロール実施のアンケートの報告を各地区連合会の対応について

（３）

シルバー人材センターのカーブミラーの清掃について

平成 24 年 8 月 14 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）「悪徳商法」被害防止のための講演会共催依頼・・・・・・・・消費生活センター
2．「地区交流事業補助金」修正及び追加申請の件
3．「パソコン研修会」前期開講の件
4．専門部関係
（1）総務部・・・・田中総務部長
24 年度町会自治会長研修会アンケート結果について。
（2）事業部・・・・山崎事業部長に代行して事務局長より説明。
① 役員研修会の件
② パソコン研修会の件
（3）広報部・・・平塚広報部長
① 町会行事予定を地区ホームページに反映させる件
② 町自連だより 16 号トップ記事、
「わが町八王子」掲載予定の変更の件。
③

「町自連だより」掲載の広告についての協力の件。

5．出向人事の件
八王子市都市計画マスタープラン検討委員会(新規)委員の依頼。
6．出向者報告
(1) 第 63 回全関東八王子夢駅伝競走大会第一回運営委員会報告・・・山崎監事
(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) 八王子市学童保育所指定管理者選定委員会報告・・・・・・・・・山崎監事
(4) 八王子市認知症高齢者ﾈｯﾄﾜｰｸ実務者会議報告・・・・・・・・・・田中監事
(5) 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
7．地区連合会の報告
(1) 元八「北条氏照まつり」の開催について・・・町田元八地区連合会長
8．その他
(1)「平成 23 年度町会自治会長名簿」回収の件
(2) 町自連自主財源の問題について
(3) 町自連定例会の休み月の設定について、会長より提案

平成 24 年 7 月 10 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」回覧依頼の件・・・・・・・・・東京都宅地建物取引業協会
（2）「電気料金」値上げのお願い・・・・・・・・・・・・・・東京電力㈱八王子支社
2．「平成 24 年度町会自治会長名簿」貸与の件
3．行政への要望事項に対する 6 月議会補正予算の結果と自主財源確保の問題
（1） 事務交付金について
世帯割 220 円 ⇒

250 円

（2） 集会施設整備補助金の改正
新築・増改築⇒補助基準単

30 円アップ／世帯
11 万円／㎡

⇒

平成 24 年度実施

14 万円／㎡

3 万円アップ

改修補助基準限度額 200 万円 ⇒ 400 万円
200 万円アップ
（3） 町会等公衆街路灯設置管理補助金の改正（町会管理の防犯灯）（ＬＥＤへの移行）
ＬＥＤ型設置補助率
1／2 ⇒
2／3
補助限度額 独立柱 29,000 円 ⇒ 38,000 円
共架柱 20.000 円 ⇒ 26,000 円
町自連が行ってきた交渉が実った。

9,000 円アップ
6,000 円アップ

尚、町自連の自主財源確保の必要性から、成果の一部から、町自連会費の値上げを実
施したいので検討してほしい。
4．「自治会活動賠償責任保険」の契約状況報告。
5．「地区交流事業補助金」申請の件。
6．町自連会費徴収の件。
7．「地区連絡費」支給の件。
8．専門部関係
（1）総務部・・・田中総務部長
① 町会自治会長研修会の件
（2）事業部・・・山崎事業部長
① 役員研修会の件
②

パソコン研修会の件

（3）広報部・・・平塚広報部長
① 広報紙「町自連だより」15 号の件
9．都町連の報告
10．出向者人事の件
11．出向者報告
地域包括センター等運営協議会報告・・・・田中監事
12．地区連合会の報告
元八地区連合会での活動報告・・・・・・・町田元八地区連合会長
13．その他
（1） 八王子まつり協賛金（1 地区＝1 万円）徴収。

平成 24 年 6 月 12 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
2．「会員募集」協力依頼・・・・・・・・・・・・・・・八王子市社会福祉協議会
3．「高齢者救急医療情報」キット配布依頼の件・・・・・八王子消防署・八王子市
4．定期総会後の体制について・・・事務局長より説明
（1）役員名簿更新の件
（2）懇親会決算報告
（3）年間計画の件
（4）専門部の分担確認
（5） 総会欠席者への資料配布と感謝状の配布
5．町会・自治会長研修会の件・・・田中総務部長
6．単位町会・自治会の年間行事計画の提出依頼の件・・・事務局長
7．「地区交流事業補助金」申請の件・・・事務局長
8．「自治会活動賠償責任保険」の件・・・事務局長
9．パソコン研修会の件・・・事務局長より
10．専門部関係
(1) 総務部・・・田中部長
(2) 事業部・・・山崎部長より
① 役員研修会の件
(3) 広報部・・・平塚部長
11．都町連報告・・・事務局長
12．出向者人事の件
地区連合会長交代者分の後任選出の件
13．出向者報告
(1) 5 月各出向先出席報告・・・今泉副会長
(2) 美しい八王子をつくる会、まちの清掃デー参加お礼・・・細井副会長
(3) 川の清掃デー9 月 2 日実施の協力依頼。
(4)「八王子まつり」協賛の各地区連合会 1 万円を例年のお願いする。
(5) 学童保育指定管理者選定委員会にての活動報告・・・・・・・山崎監事
(6) 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
14．地区連合会報告
(1) 都の地域の底力再生事業補助金の申請・交付状況・・・・・・加住地区連合会
(2) ロンドン五輪出場の中村美里を励ます会について・・・・・・渡辺副会長
(3) 国道 16 号拡幅工事について・・・・・・・・・・・・・成瀬中央地区連合会長

(4) 地区連合会ヒアリングの結果を踏まえ地区にて協議し活動を充実する
・・・廣元北野地区連合会長
(5) 緑町 3 町会で実施の運動会に都の助成金の申請の可能性について
・・・中島南部地区連合会長
(6) 福島県・宮城県に研修旅行を実施した・・・・・・・町田元八地区連合会長
(7) 元八王子

北条時代まつりを企画、都の助成金を申請、受理された。

平成 24 年 5 月 8 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）「環境フエティバル」の後援依頼と協力依頼・・・・環境フエスティバル実行委員会
（2）「家庭の省エネ」運動参加依頼の件・・・・・環境活動センター八王子 エコひろば
（3）カサド国際チェロコンクールについて・・・・・カサドチェロコンクール実行委員会
（4）生ゴミ資源化モデル事業のお知らせ・・・・・・ごみ減量対策課
（5）親切会表彰推薦依頼の件・・・・・・・・・・・協働推進課
（6）災害時要援護者避難支援の件・・・・・・・・・・・協働推進課・健康福祉総務課
2．定期総会の件
（1）平成 23 年度事業報告・・・事務局長より説明。
（2） 平成 23 年度決算報告
（3）監査報告・・・田中監事より
（4）会則改正及び規程改正・・・事務局長より
① 改正点を 現行と改正案対照表により説明。
② 事務局員職務規程改正 報告
（5）平成 24 年度事業計画(案)・・・事務局長より説明。
（6）平成 24 年度予算(案)・・・事務局長より説明。
3．東京都地域の底力再生事業助成応募の件
4．専門部関係
（４） 総務部・・・田中部長
① 地区連合会ヒヤリングの件
② 新任町会長研修会の件
（５） 事業部・・・山崎部長
（６） 広報部・・・平塚部長
5．都町連報告
6．出向者人事の件
7．出向者報告
8．地区連合会報告
平塚横山北地区連合会長より
新規加入自治会 1 団体あり、2 団体は 25 年度加入予定。
9．その他
（５） 地区交流事業募集の件
（６） 八幡上町町会

老人クラブ解散についての市長への質問書提出について
山本 西部第三地区連合会長

（７） カサドチェロコンクール協賛について

平成 24 年 4 月 10 日(火)

1．関係機関の要請・依頼事項
(1)「日本赤十字社八王子市地区社資」募集への協力依頼・・・健康福祉総務課
日赤八王子市地区八木委員長
(2) 人事異動の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市民活動推進部協働推進課
(3)「第２回あさかわ写真コンクール」チラシ配布依頼の件・・・・・水環境整備課
(4) 介護保険制度の説明会について・・・・・・・・・・・・・・・介護保険課
(5) タウンミーティングの件・・・・・・・・・総合政策部広聴広報室
2． 平成 24 年度年間計画の件・・・・事務局長
3． 平成 23 年度決算の件・・・・事務局長
4． 設立 10 周年について・・・・会長
5． 専門部関係
（１） 総務部・・・・田中部長
① 定期総会の件
② 地区連合会ヒヤリングの件
③ 新任町会長研修会の件
（２） 事業部・・・山崎部長
（３） 広報部
① 地区連合会ホームページの件・・・事務局長
② 「町自連だより」14 号の件・・・・平塚部長
6． 都町連報告・・・・事務局長
（1）「東京防災隣組」事業について
（2）交通安全対策に係る要望書の提出について
（3）地域の底力再生事業について
（4）大田区総合防災力強化検討委員会報告書の概要
7． 出向者人事の件
（1）行政よりの依頼は 1 件あるが、選任は会長に一任、決定後報告する。
8． 出向者報告
（1）第 10 回八王子市まちづくり審議会報告・・・・・・・田中監事
9． 地区連合会報告
（1）元八カルタ作成について・・・・・・・・・・・・・・・石川元八地区連合会長
（2）「時代まつり」の計画について・・・・・・・・・・・・・・石川元八地区連合会長
（3）圏央道高尾山インター3 月 25 日、開通について報告・・・・渡辺浅川地区連合会長
（4）高尾駒木野庭園オープンについて報告・・・・・・・・・・・渡辺浅川地区連合会長
（5）シルバー人材センターのカーブミラー清掃について・・・・木下東北部地区連合会長
10． その他
（１） 夜間パトロール用装備品の配布について

