定例常任理事会 会議録
平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月
平成 28 年 3 月 8 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）新加入連合会・・・・・・・・・・・・・・・鑓水尾根協議会紹介
（2）
「純心桜まつり 2016」開催について・・・・・・・・・・・・・東京純心女子大学
（3）
「日赤社資」募集の処理方法について ・・・・・・・・・・・・赤十字奉仕団
（4）100 周年記念事業のポスターについて・・・・・・・・・・・・記念事業課
（5）平成 28 年度「健康保健センターの施設利用と事業について」
・・・・・・八王子市保健所(健康づくり担当)
2.「鑓水尾根協議会」加入の件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
3. 平成 28 年度「地域の底力再生事業助成」ガイドブックについて・・冨貴澤事務局次長
4. 第 3 回市長と三役会の懇談会報告、添付文書により説明・・・・・・・・前野事務局長
5. ホームページリニュ－アルに伴う規程等改正の件・・・・・冨貴澤事務局次長
6. 専門部の報告及び提案について
（1） 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室部長
① 第５回定期総会に向けて⇔定期総会日程・5 月 29 日（日）17 時
② 平成 28 年度「新設町会」に対する備品整備特枠設定について
予算編成について新設町会対象に援助制度が追加新設される
対象・・・・11 町会
（2）事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永部長
①

町自連研修会について⇒平成 28 年 2 月 24 日（水）
生永副会長・・・・・・お礼の挨拶

②町自連研修会経過報告・動員数集計表・決算報告・・・前野事務局長
（3）広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・栗本部長
① 「町自連だより 30 号」恩方地区の特集について
② 町自連だより 31 号」中央地区の特集について
③ホームページリニュ－アルの件・・・・・・・・・・・・・冨貴沢事務局次長
（4） 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬部長
①「加入促進」の取組みについて→不動産業者との契約が完了
②新任町会長研修会開催・・・平成 28 年 6 月 18 日（土）
③ 組織部部会開催・・・・・・平成 28 年 4 月 11 日（月）午前 10:00
④町会自治会運営ハンドブックについて・・・・・・冨貴澤事務局次長
7. 都町連の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
①

2 月度都町連常任理事会の報告

②

3 月度都町連常任理事会の報告・・・・・・・・・・前野事務局

8.出向者報告
（1）八王子市学園都市文化ふれあい財団諮問委員会報告・・・高橋由井地区会長
（2）平成 27 年度第 4 回八王子市食育推進会議報告・・・・・・高橋由井地区会長
（3）八王子市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進懇談会・・・栗本由木地区会長
（4）八王子市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会委員・・・・田中事務局次長
（5）平成 27 年度第６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委員・・・・田中事務局次長
（7）平成 27 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
（8）保護司推薦委員会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・

高橋由井地区会



八王子市の保護司の定数は 154 名、現在 147 名（内 3 名は 3 月に退任）



八王子市の構成施設（男・女）2 ヶ所の紹介。



推薦者の名簿より審議し下恩方の 1 名が保護司就任の承認。

9.地区連合会報告及び課題について
①

浅川地区 → 梅まつりについて

②

加住地区 → 桜まつりについて（手づくり甲冑でのパレード）

③

横山北地区→ 3/16 高尾防犯の女性部（100 名）の研修会実施
防犯カメラ設置の推進（高尾警察談）について
3/27（春の交通安全市民の集い）開催について

④

西部第二地区→地域のコミュ二ティのため新たな住民との交流を図る
場を設け町会に対する理解と親睦を深める
（結果、楽しく有意義な時間となりました

10.その他
①

世帯数に対する考え方と届出についての意見交換

②町会の加入者(マンション等集合住宅の住居者数と管理組合)について
事務局(冨貴澤事務局次長


自治会活動保険が 5 月に切り替となりますので町会長の変更に伴う
世帯数についても届出数が会費及び保険料請求の算定の基本となります
八王子市と町自連への届出に差が無いようお願います

平成 28 年 2 月 9 日(火)
1． 関係機関の要請・依頼事項
(1) 南多摩医療圏「緊急医療救護所」設置及び運営訓練について・東京医科大学八王子ｾﾝﾀｰ
(2)「町会・自治会のごみ」処理方法について・・・・・・ごみ減量対策課
(3)「市民フォーラム」
「市長と語る」の開催について・・・・・・総合経営部広聴課
(4)「介護予防・日常生活支援」のサロン支援について・・・・福祉部高齢者いきいき課
2，東京都「地域の底力再生事業助成」利用について・・・・東京都都民生活部地域活動推進課
3， 第 3 回市長と三役会の懇談会について

4．専門部の報告及び提案について
(1) 総務部・・・福田副部長
1 月 19 日部会を開催し検討したが、自主財源の増加は難しい、支出削減と補助金の
増額を目指す事と方向付けをした、地区連合会内の町会自治会の加入を図る。
5 月定期総会までに支出を精査し予算編成をしたい。
(2) 事業部・・生永部長
① 町自連研修会
(3) 広報部
① 町自連だより 29 号及び 30 号の件
② ホームページ「町自連」リニューアルの件・・冨貴澤事務局次長より
(4) 組織部
① 加入促進の取組み
②

鑓水尾根協議会の町自連へ加入の件の中間報告・前野事務局長より説明・報告

4， 出向者報告
(1)多摩都市モノレール八王子ルート整備促進協議会
第 1・2 回検討部会報告・・・・・・・栗本副会長
(2) 八王子市ごみゼロ社会推進協議会報告・・・・・・・・山崎監事
(3) 八王子市市民参加推進審議会報告・・・・・・・・・・田中事務局次長
5．地区連合会報告及び課題について
(4) 高橋由井地区連合会長
平成 28 年度よりみなみ野二丁目町会 98 世帯が由井地区連合会へ新規加入予定。
自治会活動保険加入が目的。

6．その他
(5) 「まちむら」132 号配布
(6)

町自連ロゴマーク作成の記事が「読売新聞」1 月 27 日掲載コピー配布。

平成 28 年 1 月 12 日(火)
1． 関係機関の要請・依頼事項
(1) プロバスケットボール「東京八王子トレインズ」ボランティア協力の申入れ
・・・・・ＴＨＴマネジメント事務局
(2)「確定申告」のポスター掲示及び回覧の協力依頼・・・・・・八王子税務署総務課
(3)「市長選挙」ポスター掲示依頼・・・・・・・・・・・・・・選挙管理委員会₍
(4)「生活習慣病予防の教室」の回覧依頼・・・・・・・・・・・大横保健福祉センター
(6)「屋外消火器」の設置基準の見直しについて・・・・・・・・防災課

(7)「全国都市緑化はちおうじフェア」基本計画について・・・・・都市緑化フェア準備室
2．町自連のロゴマークの経過報告 ・・・・・・・・・・・
3．
「地域の底力再生事業助成」制度について・・・・・・・

冨貴澤事務局次長
冨貴澤事務局次長

4．専門部の報告及び提案について
（1）総務部 ・・・・・・・・・・小室部長
①平成 28 年度備品整備助成制度について
予算編成について新設町会対象に援助制度が追加新設される
②自主財源の拡充について
③町自連の定期総会日程（5 月 29 日）
（17 時・エルシ―）
(2) 事業部 ・・・・・・・・木住野副部長
① 町自連新年懇親会（平成 28 年 1 月 9 日‣土）
会場＝エルシ―（出席 107 名）
※新年懇親会収支決算報告・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長


決算書に対し理事会に於いて拍手をもって承認される

②町自連研修会開催について平成 28 年 2 月 24 日（水）
会場＝いちょうホール


本日封筒にて持ち帰り用資料用意
内容（入場整理券・町会へのご案内・名簿・ポスター）



整理券については当日忘れることの無いよう注意願います

※東京防災の冊子を使用しますので当日、必ず持参してください
(2) 広報部・・・・・・・・・・栗本部長
 「町自連だより 29 号」元八王子地区の特集について
「町自連だより 30 号」恩 方 地区の特集について
 ホームページ「町自連」リニュ－アル
 地区担当者について推薦のない町会については当面連合町会長名を
登録、担当者が決定し事務局にご連絡をいただき次第名簿の差し
替えますので決定するまで研修会には連合会長の出席を願います
(４) 組織部⇔「加入促進」の取組み・・・・・・・・成瀬部長
「加入促進」の取組みについて→不動産業者とのタイアップ検討
新任町会長研修会・・・・・平成 28 年６月 18 日（土）
新しい加入促進ハンドブックを研修資料に使用
※本日役員会終了後、部会を開催詳細について決定
加入促進ハンドブックについて

5．出向者報告
平成 27 年度第 5 回高齢者福祉専門分科会報告・・・・・・・田中事務局次長

八王子市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱等の制度と今後の予定について
報

告

１、地域密着型サービス事業所の新規指定について
２、平成 27 年度地域密着型サービス随時募集における応募事業者の審査結果について
３、八王子市高齢者在宅サービス指定管理者について
その他
6. 地区連合会報告
 西部第一地区（中嶋会長）
・・・地域の防犯対策について
夜間に 15～16 歳頃の若者が公園にたむろ
町会会館の網入ガラスの破損、放火
ガラス瓶を割り砂場に差し込む
・交番に相談し見回り強化依頼
防犯課にも相談防犯カメラも設置
※助成金等の相談についても検討願いたい
答⇒相談の管轄について、都、市、警察、防犯か事務局からも確認する
 浅川地区（串田会長）
・・・研修会 2 月 24 日の動員数について
答え⇒世帯数についての 0.7％
7．その他
※いちょう祭り河瀬会長急逝について（通夜 1/14・告別式 1/15）
 町自連事務局(冨貴澤事務局次長)
・八王子市の概要（平成 27 年度版）配布について
・クローズアップ現代（テレビ放映）の件について
インターネット→町内会（検索）→ユーチューブ（25 分番組）
内容全て見ることが可能
・ＡＥⅮ・・・・・・コンビニ設置について
・市制 100 周年記念バッチの販売協力について

平成 27 年 12 月 8 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）
「確定申告」のポスター掲示及び回覧の協力依頼・・・・・・八王子税務署総務課
（2）
「医療刑務所」跡地利用問題について・・・・・・・・・・・都市計画部都市総務課
（3）
「平成 28 年度交通災害共済」募集の協力依頼・・・・・・・・市民部市民生活課
（4）市制 100 周年記念事業について・・・・・・・・・・・・・・ 総務部記念事業課
2.「町会等運営ハンドブック」について・・・・・・冨貴澤事務局次長より報告。
3. 町自連ロゴマークの経過報告・・・・・・冨貴澤事務局次長より報告。
4. 専門部の報告及び提案について

（1）総務部・・・・・・・・・・・・小室総務部長
① 自主財源の増強について
(2) 事業部・・・・・・・・・・・・生永事業部長
① 役員研修会報告
② 新年懇親会について
③ 町自連研修会の件
④ 後期パソコン研修会募集結果報告・・・・冨貴澤事務局次長より報告。
(3) 広報部・・・・・・・・・・・・栗本広報部長
① 地区広報担当者選任の件
② 町自連だより 29 号の件
③ ホームページ「町自連」リニユーアルの件・・冨貴澤事務局次長より報告。
(4) 組織部・・・・・・・・・・・成瀬部長
① 「町会等運営ハンドブック」の件
② 「加入促進」の取組み
5．都町連の報・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
① 12 月常任理事会報告
② 都「地域の底力再生事業助成」担当課が町自連常任理事会定例会に来訪の件
6．出向者報告

①

第 3 回八王子市社会福祉協議会 児童福祉専門部会
児童福祉施設等認可部会報告・・・・・・・栗本副会長

②

第 5 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)

浅川地区串田会長
①「ＮＨＫのクローズアップ現代」録画の件はその後如何か。
② 民生児童委員の定年延長の件、その後如何か。

(2)

東南部地区遠藤会長
① ＪＲ八王子駅西の陸橋の交通規制と現在の交通標識の見にくい、警察にも投
げかけているが良い回答がない。

(3) 南部地区小泉会長
「運営ハンドブック」決算書(例)の内容確認(計算違い等)の事。
(4)

西部第二地区鈴木会長
① 甲州街道の西八駅入口、の信号と交通方式の変更が 12 月 1 日より変更になっ
たが非常にわかりにくい、事故発生の危険もある。

※ 加住地区大澤会長より
②・③の問題について警察協議会のメンバーであり、協議会に出席し八王子警察
質問をし、１月定例会にてその結果を報告します。
(5) 横山北地区生永会長
交流事業補助金利用で春日部市防災関連施設視察を実施した。

平成 27 年 11 月 10 日(火)
※交代役員の紹介及び議題追加について・・・・前野事務局長
（1）西部第一地区連合会長
新・中嶋廣一（元本郷町会）・・・・旧・馬場總和（元本郷町一丁目町会）
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）
「民生・児童委員」平成 28 年度末一斉改選について・・・・・・

福祉政策課

（2）
「口座振替促進ポスター」掲示協の協力依頼・・・・・・・・・・・・納税課
（3）
「年末年始のゴミ・し尿などの収集」について・・・・・・・・・ごみ減量対策課
（4）
「地域密着型サービス事業所」運営推進議委員推薦の件・・・・・高齢者いきいき課
（5）生活自立支援制度の周知について・・・・・・・・・・・・・・・生活自立支援課
（6） マイナンバー制度の通知について・・・・・・・・・・・・・・・市民課
2.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
(2) 事業部・・・・・生永部長より報告
①

役員研修会について

②

新年懇親会の件

③

町自連役員研修会について

(3) 広報部・・・・・・・・栗本部長より報告
① 地区広報担当者の選任名簿提出の件
②「町自連だより 29 号」の件
③ ホームページ「町自連」のリニュ－アルについて・・・冨貴澤事務局次長
(4) 組織部・・・・成瀬部長より報告
①「町会等運営ハンドブック」の編集途中経過報告
②

加入促進の取り組みについて

3．都町連の報告・・・・・・・冨貴澤事務局次長
（1） 東京都町会連合会常任理事会報告について
（2） 全国自治会連合会創立 30 周年記念、
①平成 27 年度石川県金沢市大会 10 月 27 日(火)開催について
出席者・・町自連より、秋間会長・小室副会長・福田会計
・前野事務局長・富田樫沢事務局次長・5 名にて参加
②創立 30 周年特別功労感謝状受賞、秋間会長が受賞した。
4．出向者報告
（1）27 年度第 4 回高齢者福祉専門部会報告・・・・・田中事務局次長
（2）27 年度第 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
詳細は添付文書参照の事。

5．地区連合会報告
（1）由井地区連合会（高橋会長）⇒11/8 防災訓練実施報告・緑化フェアの件
（2）元八地区連合会（福田会長）⇒10/17・18 北条氏照まつり開催の件
（3）加住地区連合会（大澤会長）⇒センターまつり実施・11/21 防災訓練実施
・緑化フェアの件
（4）恩方地区連合会 (今泉会長) ⇒11/13・14 夕焼け農場にての一泊研修会の件
（5）横山北地区連合会（生永会長）⇒11/21・22 いちょう祭り開催・緑化フェアの件
（6）浅川地区連合会（串田会長）⇒11/21・22 いちょう祭り開催・緑化フェアの件
（7）西部第二地区連合会(鈴木会長)⇒10/25 防災訓練実施報告・いちょう祭り開催
・緑化フェアの件
（8）由木地区連合会（栗本会長）⇒10/18 地区運動会開催報告・緑化フェアの件
（9）西部第三地区連合（戸田会長）⇒いちょう祭り開催の件・本日追分交差点西側歩
道橋開通（来年東側歩道橋開通予定）の件
（10）中部地区連合会（小室会長）⇒八王子駅北口周辺緑化フェアの件
（11）南部地区連合会（小泉会長）⇒緑化フェアの件
（12）西部第一地区連合会（中嶋会長）⇒10/4 秋の総合体験フェア実施の件

6．その他
(1) ＡEⅮのコンビニ設置については早速、市に申入れを行い
柏市の調査を行うとの回答を得ました現在その後の返事待っている所ですが
引き続き内容等検討行きたいと思っています

平成 27 年 10 月 13 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）
「八王子市・J:COM」防災情報サービスについて・・・・・・防災課、J:COM
（2） 「木下サーカスむさし村山公演」招待券配布の件・・・冨貴澤事務局次長より説明。

2．規程の一部改正（設備整備補助事業に関する）の件・・・冨貴澤事務局次長より説明
3．専門部報告及び提案について
（1）総務部・・小室部長より報告・説明。
① 平成 28 年度町会自治会設備整備補助事業の件報告
添付の平成 28 年度設備整備提供事業申請一覧表により報告・説明。
（2）事業部・・・生永部長より報告・説明。
① 役員研修会の件
② 町自連研修会の件
③ 後期パソコン研修会募集について
（3）広報部・・・栗本部長より報告。

① 地区広報担当者選出の件
② 町自連だより 28 号の件
（4）組織部・・・冨貴澤事務局次長より報告・説明。
①「町会等運営マニュアル」及び「加入促進」の取組み
4. 都町連報告・・・冨貴澤事務局次長より報告・説明。
(1) 都町連常任理事会報告
5. 出向者報告
(1) 第 3 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
(2) 27 年度第 3 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
6. 地区連合会報告
(1) 由井地区連合会・・・田中事務局次長(高橋連合会長代理)
連合会主催の「防災フェスタ」11 月 8 日片倉つどいの森公園にて開催。
(2) 西部第二地区連合会・・・・鈴木連合会長
10 月 25 日第 5 小にて６町会合同の防災訓練開催。
(3) 加住地区連合会・・・内田（加住地区連合会長代理）
11 月 21 日、加住中校庭にて防災訓練実施。
(4) 横山南地区連合会・・・渡辺連合会長
9 月 18 日、千葉君津 ＪＦE スチール見学、研修旅行実施。
(5) 元八地区連合会・・・福田連合会長
10 月 18 日北条氏照まつり実施。
(6) 浅川地区連合会・・・串田浅川地区連合会長
10 月 11 日 浅川地区運動会実施。
(7) 恩方地区連合会・・・今泉副会長
10 月 12 日 恩方地区運動会実施。
7. その他
(1) 26 年度「自治会活動責任賠償保険」保険金支払い状況表・・冨貴澤事務局次長より
報告
(2) コンビニ店へのＡＥＤ設置場所について要望

平成 27 年 9 月 8 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）
「八王子古本まつり」及び「八王子版ハロウィーン」の後援依頼・・・実行委員会
（2）
「全国都市緑化はちおうじフェア」について・・・・・・・都市緑化フェア準備室
（3）
「夢街道八王子駅伝」のボランティアの依頼の件・・・・・・・実行委員会
（4）
「国勢調査」の周知について・・・・・・・・・・・・・・ 総務部統計調査課
2．
「マイナンバー制度」について・・・・・・・・・・市民部市民課・共通番号制度管理課
3．
「地区連合会交流事業補助金」申請の件・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長

4．平成 28 年度町会自治会設備整備支援補助事業の件・・・・冨貴澤事務局次長
平成 27 度「町会自治会設備整備備品提供事業」募集要綱
5．東京都「地域の底力再生事業助成」制度活用で申請書提出・・冨貴澤事務局次長
平成 27 年度地域の底力再生事業助成金交付申請書参照・説明
6．専門部関係
（１）総務部・・・小室部長
（２）事業部・・・生永部長
・27 年度前期パソコン研修会受講生募集状況報告（18 名の応募あり）
・役員管外研修会⇒平成 27 年 11 月 17 日(火)・18(水)
・町自連研修会⇒平成 28 年 2 月 24 日(水)
（３）広報部・・・栗本部長
・町自連だより 28 号 10/15 号発行
・広報担当者の選任及び報告についての依頼
（４）組織部・・・成瀬部長
「町会等運営マニュアル」作成の進捗状況説明。
7.都町連報告
（1）東京都町会連合会常任理事会報告・・・・・・・・・・・富貴澤事務局次長
8． 出向者報告の件
（1）第 3 回八王子市民参加推進審議会報告・・・・・・・・・・田中事務局次長
（2）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
（3）27 年度第１回認知症高齢者ネットワーク会議報告・・・・・田中事務局次長
（4）27 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
（5）八王子市市民参加推進審議会（三鷹市視察）報告・・・・・ 田中事務局次長
（6）八王子市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進懇談会報告・栗本由木地区連合会長
（7）八王子市社会福祉審議会児童福祉専門分科会報告・・・・・栗本由木地区連合会長
（8）八王子市社会福祉審議会・児童福祉専門部会児童福祉施設等認可部会報告
・・・・・・栗本由木地区連合会長
（9） 第 37 回八王子市ごみゼロ社会推進協議会（27 年度第１回）報告・・山崎監事
（10） 第 38 回八王子市ごみゼロ社会推進協議会（27 年度第２回）報告・・山崎監事
（11） 「夢街道八王子駅伝」支援部会報告・・・・・・・・・・・・・小室副会長
9．地区連合会報告
（1）横山北地区（生永地区連合会長）
・・・第 36 回いちょう祭りポスターの配付依頼
（1） 元八地区（福田地区連合会長）
・・・・北条氏照まつりについて
（2） 浅川地区（串田地区連合会長）
① 浅川地区大運動会 平成 27 年 10 月 11 日（日）開催
② 高尾 599 ミュージアムの開館（無料）の案内（平成 27 年 8 月）
③ 京王線高尾山口駅温浴施設開設について(平成 27 年 10 月利用可)
（3） 由井地区（高橋地区連合会長）
・・・防災訓練実施
平成 27 年 11 月 8 日(日)・・・・・・/防災フェスタ・防災訓練実施

10．その他
（1）前野事務局長より 平成 27 年 2 月 25 日の朝日新聞記事の紹介
島根県雲南市の取組み「地域自主組織推進会議」
「住民参加と行動の場に」について
（2）秋間会長より
「各種団体協力会長会」立上げの紹介

平成 27 年 8 月度常任理事会は休会

平成 27 年 7 月 14 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) 不動産街頭無料相談会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東京都宅地建物取引業協会八王子支部
(3) 救命講習の参加者募集ポスター掲示依頼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・八王子消防署救急係
(4) 「全国都市緑化はちおうじフェアー」ポスター掲示依頼・・・・・・・・・・・・・都市緑化フェアー準備室
(5) 「防犯ボランティア保険」補足説明の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生活安全部防犯課
（6） 「平成 27 年度国勢調査」広報用ポスター掲示及び回覧の依頼・・・・・・・総務部統計調査課
2.「平成 27 年度町会自治会長名簿」貸与の件・・・前野事務局長
(1) 協働推進課より 平成 27 年度町会・自治会長名簿を配布します。
(2) 名簿を基に市内町会自治会を連合団体別に集計分析した名簿について説明。
3. 平成 27 年度町自連会費請求の件・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
4. 自治会活動賠償責任保険の 27 年度加入状況・・・前野事務局長より報告。
5．平成 27 年度町会自治会設備整備支援補助事業の件・・・・冨貴澤事務局次長より説明。
6．規程改正の件・・・・・・・・冨貴澤事務局次長より説明。
7．個人情報保護の方針について・・・・・・・・冨貴澤事務局次長より説明。
6 月開催の新任会長及び役員研修会にても論議された個人情報保護方針について、
都・国のホームページから抜粋した物を添付文書のようにまとめた。
8．平成 27 年度地区交流事業申請の件・・・・・・・・・・前野事務局長より報告。
9．専門部関係
(1) 総務部・・・廣元前総務部長より報告。
① 新任会長及び役員研修会の報告。
(2) 事業部・・・・・山崎前事業部長欠席のため、事務局長より説明・報告
① パソコン研修会 27 年度前期募集について。
② 町自連研修会会場予約の件
(3) 広報部・・・・成瀬前部長欠席のため前野事務局長より報告。
町自連だより 27 号印刷中、発送は今週末から来週初めとなる予定、掲載内容の紹介。
(4) 組織部

現在、まだ未活動のため報告はなし。
10．都町連報告・・・・冨貴澤事務局次長より報告
(1) 定期総会報告
(2) 7 月常任理事会報告
11．出向者報告
(1) 第 1 回保護司候補者検討協議会報告・・・・・・・・・・・・・・・・高橋由井地区連合会長
(2) 平成 27 年度第 1 回ボランティア活動推進協議会報告・・・・高橋由井地区連合会長
(3) 平成 27 年度高齢者福祉専門分科会報告・・・・・・・・・・・・・・田中事務局次長
(4) 第 17 回八王子市まちづくり審議会報告・・・・・・・・・・・・・・・・田中事務局次長
(5) 平成 27 年度第 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
(6) 環境マネージメント監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大澤加住地区連合会長
(7) 環境審議会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田東部地区連合会長
12．地区連合会の報告
(1) 原田川口地区連合会長より報告
① 楢原町への消防署建設計画、完成は平成 30 年度予定。
② 圏央道西八王子ＩＣの起工式出席、完成 28 年秋予定。
③ 都南西建事務所と川口地区との話合いを 6 月 19 日に行った
松枝橋の架け替え・高尾街道拡幅・秋川街道の整備等について。
（2） 大澤加住地区連合会長より報告
都の都市農業展示会を加住小中校にて 8 月 4・5 日に開催する。
(３) 串田浅川地区連合会長より
① 地区ホームページ更新について
② 地区内町会長の中でホームページに詳しい人がいるので更新を短時間でできるので
検討して欲しい。
13．その他
(1) 多摩モノレール八王子ルート推進協議会発足の報告・・・・秋間会長
会長は市長、副会長は田辺商工会議所会頭、監事として秋間が就任
集まった署名を生かす方法を検討し早く要望するよう努力する。
(2) 北島三郎「高尾山」自費制作に対するお礼のコンサートが開かれる。

平成 27 年 6 月 9 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
（1）
「社会福祉協議会の会員募集」協力依頼と新人事の紹介の件・・八王子市社会福祉協議会
（2）八高連より「救急医療情報」
・・・・・・・・・・・・・・・八王子消防署警防課救急係
（3）保健福祉センターの事業説明とＰＲの件・・・・・・・・・保健福祉センター
（4）年金福祉機構の個人情報漏えいの件・・・・・・・・・・・・広聴課
（5）
「市長と語る」について・・・・・・・・・・・・・・・・・広聴課

（6）夢街道駅伝大会の日程について・・・・・・・・・・・スポーツ振興課
2. 平成 27 年度町会・役員名簿の件・・・・・・・・ 前野事務局長
6 月度より、役員会⇒常任理事会（正式名称）と訂正
3．定期総会の件
(1) 懇親会の会計報告・・・・・・・・・・・・・・・・・富貴澤事務局次長
(2) 新会則（会則・規程集）等の配布・・・・・・・・・・富貴澤事務局次長
4.「平成 27 年年度町会自治会の行事予定表」提出のお願い
5.専門部関係
(1) 平成 27・28 年度専門部の構成について
（2）総務部⇔新任役員研修会は旧総務部で担当する
(3)事業部・・山崎部長
(4)広報部・・成瀬部長
(5)組織部・・・・新規に立ち上げる予定につき準備を進めております
６．平成 27 年度地区交流事業申請の件・・・・・・・・前野局長
７．都町連の報告・・・・

富貴澤事務局次長

常任理事会報告
８、出向者報告、
（1）八王子市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進懇談会・・栗本由木地区会長
9．地区連合会報告
（1） 椚田一丁目町会第 41 回運動会５月２４日実施・・・渡辺横山南地区会長
（2） 東部地区防災訓練６月７日実施・・・・・・・・・・上田東部地区会長
地域の底力活用
（3） 医療刑務所（28 年・昭島に移転）跡地の活用の件・・遠藤東南部地区会長
（4） 南部地区総会開催６月７日・・・・・・・・・・・・・小泉南部地区会長
10, その他
（1） 町会・自治会連合会の 27 年度年間行事計画表について・・前野事務局長
（2）今年度事務局の夏季休業
８月 13（木）14（金）15（土）3 日間、
（3） 11 月の役員研修会の件・・・・・冨貴沢事務局次長
（4） 八王子まつり協賛金の件

平成 27 年 5 月 12 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1) 「八王子まつり」啓発活動協力の件・・・・・・・・・・・・八王子まつり実行委員会
(2) 「平成 27 年度木造住宅耐震化普及啓発事業」の件・・・・・八王子商工会議所
(3) 「八王子屋外広告物条例」制定の件・・・・・・・・・・・・まちなみ景観課
(4) 介護サービス事業（地域密着型サービス）の運営推進会議について・・高齢者いきいき課

2．平成 27 年度地区連合会長名簿の件・・・事務局長より
3． 定期総会に向けて
(1) 事業報告の件
(2) 決算報告及び監査報告
(3) 事業計画(案) について
(4) 予算(案) について
(5) 会則・規程等改正の件
(6) 総会及び懇親会の出欠状況 報告
4．専門部関係
(1) 総務部・・・・・・廣元部長
総会の件
① 役員選考委員会報告
② 臨時役員会開催、
③ 新任会長及び役員研修会の件
(2) 事業部
(3) 広報部・・成瀬部長
5．平成 27 年度地区交流事業申請の件
6．都町連の報告


4 月常任理事会報告



「東京防災隣組」第 4 回認定団体の決定について



27 年度地域防災学習交流会の概要



27 年度「地域の底力再生事業助成」の募集について



総務大臣あて「要望書」全国自治会連合会への助成制度及び叙勲に於ける全国自治会連合
会の推薦枠の拡大について。

7．出向者報告
(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
（2） 27 年度第 1 回八王子市食育推進会議報告・・・・・・高橋由井地区連合会長
8．地区連合会の報告
(1) 子安町の新興宗教の会館建設について、
(2) 子安町の町会で町会長が 3 人体制となり、役務分担する、市への届けは１名と届ける。
(3) 由井地区で、兵衛一丁目町会が町自連へ新規加入となる。
9．その他
(1) 自治会活動責任賠償保険、平成 26 年度保険金支払い状況。
(2) 「多摩都市モノレール八王子ルート」署名について

平成 27 年 4 月 14 日(火)

1．関係機関の要請・依頼事項
(1)「古本まつり」への後援依頼について・・・・・・・・古本まつり実行委員会
(2)「学生天国」のポスター掲示のお願い・・・・・・・・・学生天国実行委員会
(3) 人事異動の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・協働推進課国久主査
(4) 平成 27 年度「市長と語る」の実施について・・・・・総合経営部広聴課
(5) 都市計画マスタープランの改定・・・・・・・・・・都市計画部土地利用計画課
2．「多摩モノレール八王子ルート」署名について
3．平成 27 年度地区連合会会長名簿作成の件
4．定期総会に向けて
（1）事業報告の件
（2）決算報告と監査書報告の件
（3）事業計画と予算について
(４） 会則・規程など改正の件
八王子市町会自治会連合会会則・規程改正（案）について
（5）役員選考委員選出の件
5．専門部関係
(1)

総務部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・廣元部長
定期総会

平成 27 年 5 月 31 日 (日)

(2) 事業部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山崎部長
(3) 広報部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬部長
6. 出向者報告の件
（1）平成 27 年度第 1 回八王子市社会福祉審議会報告・・・・田中事務局次長
（2）平成 27 年度第１回八王子市社会福祉審議会報告・・・・田中事務局次長
（3）平成 27 年度第１回高齢者福祉専門分科会報告・・・・・田中事務局次長
（4）第 16 回八王子まちづくり審議会報告・・・・・・・・・田中事務局次長
（5）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
（6）第 1 回社会福祉審議会報告・・・・・・・・・・・・・・栗本由木地区連合会長
（7）八王子市社会福祉審議会・児童福祉専門分科会報告・・・栗本由木地区連合会長
（8）第 4 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報告
・・・・・水野浅川地区連合会長
7．地区連合会の報告
（1）栗本由木地区連合会長
鑓水第二団地・脱会事情説明。
（2）大澤加住地区連合会長
滝山桜まつり盛況のうちに終了の報告
滝山観光駐車場開場（29 台）の紹介

