定例常任理事会

会議報告

令和元年 7 月～平成 31 年 4 月
令和元年 7 月 9 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1) 八王子市内の犯罪状況について・・・・・・・・・・・・・・八王子警察署生活安全課
(2) 消費税の軽減税率について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・八王子税務署
(3) 「体験楽習フェア八王子 2019 in 高尾山」の件・・(公社)八王子観光コンベンション協会
(4) 「みんなの川(町)の清掃デー」の件 ・・・・・・・・・・・・美しい八王子をつくる会
(5) 「小学校の自由通学制の見直し」について・・・・・・地域づくり担当課・教育支援課
(6) 「無料不動産相談会」について・・・・・・・・・
東京都宅地建物取引業協会八王子支部（町自連事務局対応）
全日本不動産協会東京都本部多摩南支部（町自連事務局対応）
2．
「地区連合会総会資料」提出のお願い ・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
地区連合会の活動把握のため、毎年地区連の総会資料の提出を依頼、既に 6 か所提出あり
3．令和元年度 町会・自治会長名簿貸与の件・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
令和元年度町会・自治会長名簿(6/1 現在)貸与(発行までの変更差込みあり)
平成 30 年度名簿は、出来るだけ早いうちに返却のこと
4．令和元年度 町自連会費請求の件・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
令和元年度町会長名簿を基に、事務交付金請求世帯数×20 円で会費請求
地区連合会宛てに個別請求明細・郵便局の振込用紙を封筒で配付
354 団体、119,580 世帯(前年度 355 団体、120,923 世帯)に減少。
条例が制定されたこともあり、未加入の町会等の加入促進をお願いしたい。
町会毎の領収書発行も可能、郵便局の振込手数料が昨年 10 月値上げになっており、
町自連の会費確保のため、出来れば現金納入をお願いしたい。
5．令和元年度 地区交流事業申請結果について・・・・・・・・・・・・・西田事務局員
9～10 月実施分の申請 6/28 締切 7 地区、内容確認、要綱合致確認、承認をお願いしたい
(異議なし)
11～3 月実施予定分の申請 9/27 締切、10/8 常任理事会で審議予定
令和 2 年度分の申請予定届受付中、8/8 締切、本日現在 10 地区提出済み
元八地区連合会、6/16 伊豆の国市訪問、伊豆日日新聞（6/17）掲載の事例紹介
野崎常任理事から、具体的な内容の紹介あり
6. 専門部報告関係
(1) 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長、冨貴澤事務局次長
① 市長と三役との懇親会(7/17(水) 15:00～16:00 701 会議室)
市長と三役との懇談会について、これまでの経緯・実績(条例制定への要望、掲示板
補助金)の説明
本年議題：
「地域づくり推進事業」(公共施設の再編)について、八王子市補助金について
② 自治会活動賠償責任保険
5 月下旬～6/19 申込受付 町自連団体加入 20%割引 補償範囲も広め

233 団体(前年比 14 団体増、うち前年途中加入 9 団体、新規 5 団体)、保険料 9 百万超
事務手数料 49 万 自主財源の確保に繋がる
③ 備品整備 令和元年度 入札確定(落札額 390 万、60 万予算余…補欠救済の方向あり)
令和 2 年度 募集(東京都)8 月末 応募予定団体(新規及び 5 年経過)準備進めて欲しい
要望書を出す段階、抽選による選考であって交付決定でないことに注意
④ 新旧役員歓送迎会 本日開催 18:30～ 八王子ホテルニューグランド 出席 27 名
(2) 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石井広報部長、冨貴澤事務局次長
① 町自連だより 第 43 号(由木地区特集、7/15 号) 7/16 以降に発送予定
広告協賛：レギュラー10 社,47 万、地区 19 社,69 万 （制作経費 134 万かかる）
広告協賛額により、町自連負担が軽減されるので、広告協賛の確保に協力を
第 44 号(北野地区特集、10/15 号)、鑓水尾根地区も含める方向
広告協賛：レギュラー10 社,47 万、準レギュラー2 社,10 万、病院関連(単発)20 万
レギュラー広告：きぬた歯科交渉、その他も各地区で挙げて貰って交渉していく
② HP 操作研修会 7 月 24 日(水),25 日(木) 10:00～12:00,14:00～16:00 受付中
③ 地区広報担当者 前地区連合会会長担当も有り、変更必要、会長以外が望ましい
(3) 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荒井事業部長
① 役員研修会
11 月 26 日(火)～27 日(水) 新潟市(地域づくり 先進事例)26 日午後新潟市を訪問し、
意見交換することで進めている
② 新年懇親会
1 月 11 日(土) 次回 9 月詳細連絡予定
③ 町自連研修会
2 月 19 日(水) 防災講演会 テーマ(仮)「異常気象による八王子への影響」
講師候補 気象庁多摩地域防災対応支援チーム 防災調査官 他に研修テーマの候補が
あれば 7 月末までに出して欲しい
(4) 組織部・・・・・・・・・・・・佐戸組織部長、冨貴澤事務局次長、西田事務局員
① 新任町会長及び役員研修会 6 月 15 日(土)開催 111 団体,177 名出席
アンケートの集計結果についても説明
② 加入促進キャンペーン(東京都地域の底力発展事業助成)
ポスター、チラシ、のぼり旗、ポール、横断幕、手提げ袋、ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭの内容説明
本日の組織部会で決定の上、発注予定
(5) 生活安全部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・尾嵜生活安全部長
自主防災団体連絡協議会役員会 7 月 8 日開催：役員会の前に気象庁の研修あり
八王子地域の降雨状況の説明もあったがやや淡々とした内容だった
2 月 19 日の町自連研修を事業部・事務局とともに検討していくが、一般の人にも分かり
やすく、八王子に即した内容に調整していきたい
今後は部員間で今年度の事業展開について情報交換しながら計画を練り直したい
7．都町連報告
(1) 都町連定期総会及び会長表彰
6 月 20 日(木)議案全て承認 秋間会長が副会長で留任
都町連会長表彰 八王子 5 名

(生永・上田前副会長、石井副会長、大澤前常任理事、菅原元町会長)
(2) 東京都地域活動に関する検討会(第 1 回)7 月 3 日(水)報告
(3) 都町連常任理事会 7 月 3 日(水)報告
8．出向者報告
(1) 美しい八王子をつくる会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室副会長
今期より会長就任、6 月 19 日(水)第１回開催 23 連合会長が全員理事、年に数回の会議の
ため出席を願いたい
(2) 地域づくり推進のための公共施設再編方針策定懇談会・・・・・・・・・尾嵜副会長
6 月 28 日(金)第 2 回開催 地域づくり推進基本方針、八王子市の現状把握、意見交換
市側の考えと委員の思いがマッチしていない状況が続く 市側も所管によりズレ 次回
(7/24)に整理 懇談会の目標 公共施設の再編 or 地域づくり どちらが優先かはっきりして
いない 公共施設の 6 割を占める学校施設の統合・複合化等が主眼となっている感あり
9．地区連合会報告
(1) 加住地区
7 月 6 日(土)防災訓練実施 梅雨時のため小規模屋内限定の訓練（AED，ワークショップ
など） 評判良かった
(2) 恩方地区
7 月 20 日(土)恩方全体納涼盆踊り大会（恩方音頭がある）
その後 7～8 月に町会単位(10 ほど)
(3) 東部地区
6 月 28 日(金)新旧町会長歓送迎会(10 町会の内 3 町会が交替)
10．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
(1)「八王子まつり」パンフ印刷若干遅れ 12 日以降配布予定
実行委員会より、地区連合会長ほかにご案内
(2) 夏まつり等の催しにおける消火器を備える H26.8 都町連資料配布
(3) ペット散歩時の糞尿の苦情メール(HP)あり
保健所 生活衛生課 動物衛生担当で看板配付
(4) 8 月の常任理事会は休会 三役会のみ 8 月 6 日(火)15:00 開催で決定
(5) 事務局夏季休業 8 月 13 日(火)～8 月 15 日(木) 土日祝を含み 6 連休(8/10～15)
(6) 常任理事会の配布資料のページ振り 事務局で検討
※ 次第には会議で報告される事案を記載してほしい（書かれていないものがあり）との
要望あり

令和元年 6 月 11 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1) 「八王子まつり」ポスター等配布及び協賛広告代集金の件・・八王子まつり実行委員会
(2) 「八王子花火大会」の件・・・・・・・・・・・(公社)八王子観光コンベンション協会
(3) 「省エネチャレンジ 2019」について・・・・・・・地球温暖化防止活動推進センター
(4) 「八王子市社会福祉協議会」会員募集の協力依頼・・・・・・八王子市社会福祉協議会
(5) 2020 オリンピック・パラリンピックの件・・・オリンピック・パラリンピック推進室

(6) 「ごみ処理基本計画」の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ごみ減量対策課
(7) 「空き家問題」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・住宅政策課
(8) 「沿道集落地区」の魅力再生事業の件・・・・・・・・・・・・・・・土地利用計画課
(9) 「避難勧告ガイドライン」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防災課
(10) 地域づくり事業・小学校の自由通学制度の見直しについて
・・・・・・・・・・・・・都市戦略部地域づくり担当・教育支援課
(11) 街路灯の LED 化問題及び「広報はちおうじ」町会・自治会特集号について
・・・・・協働推進課
① 公衆街路灯の LED 化推進に向けた対応について
② 「広報はちおうじ」町会・自治会特集号について
2．令和元年度新体制について・・・・・・・・・・・・・前野事務局長、冨貴澤事務局次長
(1) 令和元年度町自連役員名簿 今年度 10 地区交替、紹介
(2) 八王子市町会自治会連合会役員名簿(部外秘) 個人情報を含むので取扱いに注意
(3) 令和元年度町自連専門部の運営組織及び人員配置
※各委員会等の出向人事は現在調整中、確定次第文書にてお示ししたい
(4) ①令和元年度町自連年間計画表説明
②令和元年度町自連年間計画・事業スケジュール説明
③令和元年度常任理事会等開催日程、専門部開催日程説明
3．市長と三役会との懇談会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西田事務局員
7/17(水) 15:00 ～ 16:00 市役所 701 会議室
議題 地域づくり推進事業(公共施設の再編)について、今までの経緯、提案内容について説明
小室副会長より改めて意見は事務局に提出(6/18 締切)願いたい旨申出あり
4．令和元年度地区交流事業申請結果について・・・・・・・・・・・・・・・西田事務局員
7～8 月実施予定 3 団体より申請書受付、例年行っている事業で書類内容も適正であるため
交付決定としたい(南大沢連絡協議会：今年度から)
加住地区実施予定時期 9 月⇒10 月に変更、横山北地区 11 月、前倒しの提出は可能
来年度の予告申請は 8/8 締切
5. 専門部報告関係
(1) 総務部・・・・・・・・・・・・・小室総務部長、冨貴澤事務局次長、西田事務局員
① 定期総会 定期総会議事録及び懇親会収支決算書に基づいて説明
② 自治会活動賠償責任保険
5 月 23 日に保険代理店より各町会宛案内(加入団体及び未加入団体 354 団体全て)、6/10
現在 120 団体申込(新規含む)、昨年申込 228 団体は全てフォロー
締切 6/19 正午、加入申込票の提出と保険料の納付が条件
③ 備品整備事業 令和元年度分より町自連から八王子市に事業移管し 3 月に補助金確定、
市の要綱・予算編成後 6/3 に 27 団体に通知(申請書及び施設利用承諾書の差換え分も
同封)発送、7 月までに納品、令和 2 年度分は 8 月に東京都が募集開始、通知から市の
取り纏めまでタイトなスケジュールになるため応募団体は準備を進めて貰いたい、要望
については決定ではないことに留意(抽選により選考されたあと東京都の補助金決定で
確定)
④ 掲示板設置助成 4/26 付で「掲示板設置事業補助金」等の案内が全町会等に発送済み、

1 団体あたり 4 万円、締切 8/30、250 団体(超えたときは抽選) 掲示板の材質などについ
て情報提供、情報共有。
(2) 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石井広報部長、冨貴澤事務局次長
① 町自連だより
第 43 号 由木地区特集(７/15 発行)
第 44 号 北野地区特集(10/15 発行) に変更。
鑓水尾根は、
町自連記事の枠にて対応予定。
② 町自連ホームページ操作説明研修会の開催 7 月 24 日,25 日各 10 時、14 時開始計 4 回
地区連の広報担当者の報告を依頼
(3) 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荒井事業部長
11 月役員研修会、1 月新年懇親会、2 月町自連研修会を担当、本日常任理事会のあと
部会開催しテーマ等検討していきたい
(4) 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐戸組織部長、冨貴澤事務局次長
①

新任会長及び役員研修会(6/15) 進行表に基づき時刻、役割を確認、参加申込状況説明

②

加入促進キャンペーン 地域の底力発展事業助成を東京都に申請済み、7 月上旬交付
決定の予定、事業開始 10 月上旬

(5) 生活安全部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・尾嵜生活安全部長
本日常任理事会のあと部会開催し事業計画の具体案を検討する
6．都町連報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西田事務局員
都町連 6 月度常任理事会 6 月 5 日(水) 詳細理事会報告、概要を説明
7．出向者報告
(1) 八王子市地域公共交通活性化協議会・・・・・・・・・・・・・・・・前原会計
令和元年 5 月 24 日(金)
(2) 八王子市社会福祉審議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田中事務局次長
令和元年 5 月 17 日(金)10 時～
(3) 地域づくり推進のための公共施設再編方針策定懇談会・・・・・・・・尾嵜副会長
令和元年 5 月 31 日(金)10 時～
尾嵜副会長が副座長、懇談会の目的：身近な中学校区を基本に地域における課題を共有し
ながら、市民と協働で検討を進め、地域づくりのための公共施設再編方針を策定するため
(4) 第 3 回八王子駅周辺交通円滑化対策検討懇談会・・・・・・・・・・・・山崎監事
令和元年 5 月 16 日(木)午前 10 時～
(5) 第 10 回八王子市中心市街地活性化協議会 ・・・・・・・・・・・・・・山崎監事
令和元年 5 月 16 日(木)午後 2 時～
(6) 八王子交通安全協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・内田常任理事
菅原会長の会長続投の報告
8．地区連合会報告
(1) 西部第一地区連合会
今年度初めて地区の総会を開催、規約制定、連合会の会合を 2 か月に 1 回程度開催し、
町自連常任理事会の報告を行う
(2) 元横地区連合会
6/8 第一小学校と共催で防災訓練を実施、約 200 名の参加
(3) 東部地区連合会

6/3 第四小学校で 10 町会による防災訓練を実施、約 450 名の参加、都底力助成利用
9．その他
(1) 次回 7/9 常任理事会において令和元年度の町会・自治会長名簿を配布予定
前年度の名簿は回収、連合会長交代の地区は前任の会長に確認し必ず持参ください
(2) 次回 7/9 常任理事会において町自連の会費請求
町会・自治会長名簿の世帯数に基づき、町自連会費を請求させていただく
(3) 「八王子市町会・自治会の活動活性化の推進に関する条例」に関するシンポジウム
7/7(日)14:00～、前回の常任理事会で参加協力依頼 6/21(金)締切
(4) 役員交代に伴う歓送迎会 ７月に開催予定(旧役員にもお知らせをお願いしたい)

令和元年 5 月 14 日(火)
１．関係機関の要請・依頼事項
(1) 「八王子まつり」協賛広告依頼 ・・・・・・・・・・・・・八王子まつり実行委員会
(2) ふれあい財団サポート会員募集の件・・・・(公財)八王子市学園都市文化ふれあい財団
(3) 「耐震お助け隊」の件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・八王子商工会議所
(4) 「家庭教育啓発リーフレット」回覧依頼の件 ・・・・・・・・・・・生涯学習政策課
(5) 「八王子けんこう体操」のお知らせ ・・・・・・・・・南大沢保健健康福祉センター
(6) 「2019 八王子環境フェスティバル」の件・・・・・・・・・・・・・・・環境政策課
２．
「八王子市町会・自治会の活動活性化の推進に関する条例」に関するシンポジウム開催の件
・・・・・・・・・・・・・・・・市民活動推進部協働推進課、冨貴澤事務局次長
条例を作っておしまいではなく、いかに知らせ理解して貰い、行動に移して貰うかが重要
6 月 1 日市広報特集で告知予定、記事内容に町会等にご協力頂いている
シンポジウム 日時・会場 ７/7(日)14 時～16 時 いちょうホール 大ホール
目的：条例の内容を町会・自治会の皆様に知って頂く、町会等に加入していない方にも
来て頂く、町会等の活動の取組事例を他の町会等でも取組んで頂きたい
内容：パネルディスカッション、条例の説明、加入促進活動の取り組み事例の紹介
条例の制定を町自連が働きかけた経緯もあり、市主催だが町自連も最大限の協力をしたい、
町自連研修会と同等の参加を、6/21 迄に地区連合会単位で参加者名簿提出
《質問》当日の町自連としての手伝いは⇒今後市と協議、何らかの手伝いが必要となる予定
３．令和元年～2 年度地区連合会長名簿作成の件・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
(1) 役員名簿 三役 4 月常任理事会で確認・内定し掲載、常任理事 個人情報集約中
(2) 専門部運営組織の人員配置 地区連合会長の 10 地区交代により各部長等の配置見直し
退任地区連合会長は当該新任地区連合会長の専門部配置を必ず引継してください
※関連して出向人事についても見直し中、新三役には相応の負担をお願いしたい
４．定期総会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
(1) 第 17 回定期総会 5/26(日) 八王子エルシイ 3 階 16:00～17:30(予定)
事務局・総務部 14:30、地区連合会長 15:00 集合 司会、議長、マイクは総務部が対応
事業報告：現行部長、事業計画：新部長が担当、役員席(改選後で入替あり)説明
(2) 懇親会 18:00～20:00 総会の速やかな進行に協力を
(3) 平成 30 年度末退任町会長感謝状受賞者名簿(在任 4 年以上) 対象者 24 名

５．令和元年度地域の底力発展事業助成申請の件・・・・成瀬組織部長、冨貴澤事務局次長
事業計画：加入促進キャンペーン
のぼり旗、ポスター、チラシ等の作製。町会自治会等における掲出等、不動産業界との
連携、八王子いちょう祭りの特設ブース等での掲出・配布、東京オリンピック関連の
展示コーナー設置による気運醸成 事業期間は、5/14(火)～12/10(火)
物品購入等変更点
のぼり旗用ポール(3 年ぶり)750 本、各町会等 2 本程度配布、ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ、手提げ袋
各 5000(ｸﾘｱﾌｧｲﾙ替り) いちょう祭り等で配布、横断幕 40 枚 公共施設等掲示、
ポスター3000 枚、チラシ 25000 枚 納品は 9 月末頃
《質問》ポールは増やせるか？⇒事務局手持ち分別途対応
６．新任会長及び役員研修会の件・・・・・・・・・・・成瀬組織部長、冨貴澤事務局次長
6/15(土) 14:00～16:30 八王子市役所 801・802 会議室
「新任」に拘らず参加可能、積極的な勧誘をお願いしたい
研修内容は、町会自治会運営等について、町会活動に関連する主な行政窓口について
今年度は従来同様、町会等毎の申込み受付(6/7 締切) (地区連合会長経由でも可)
来年度より参加申込みは地区毎に纏め。地区連合会長が把握出来る方向とする。
組織部・事務局 11:00、地区連合会長 13:00 集合、退任地区連合会長は、当該新任地区
連合会長に必ず引継してください
ハンドブックは町自連で用意、終了後回収、書き込み禁止
７．令和元年度地区交流事業申請受付について・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
(1) 交付申請
今年度申請できる団体は昨年度に予定届を提出した団体に限定
事業実施時期毎に締切等あるが事前申請は可能
(2) 来年度「予定届」の受付(締切 8/8)
※元八地区
事業実施 6/15,16(北條関連で韮山視察、申請書類提出済)本日常任理事会で承認
申請の実績のない地区連合会は是非活用して頂きたい
８．専門部報告関係
(1) 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長、冨貴澤事務局次長
① 設備備品整備事業の件
今年度から事業実施が八王子市に変更、市で申請・要綱作成等一からやり直し、
今暫く時間が掛かる。6 月末迄の納品申入れで市と調整中
② 自治会活動賠償責任保険の件
平成 30 年度 228 団体(354 団体中)加入明細添付、5 月下旬保険会社(代理店)より、
各町会宛案内(加入団体は更新、未加入団体は新規申込)、6/19 締切、加入申込と
保険料入金で 7/1 保険契約成立、途中加入も可能(月割り)、団体契約 20%引き
事務手数料 5%(30 年度実績 487 千円)、一般財源確保に貢献、加入検討を願います
③ 町会自治会活動活性化条例制定の記事、4/17 日経新聞掲載
(2) 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石井広報部長
① 第 42 号 西部第三地区特集(4/15 発行)
② 第 43 号 由木地区特集(7/15 発行) 地区連合会長交替、本日この後広報部会開催

年間広告の確保 42 号掲載先の紹介、きぬた歯科へ広告協賛交渉予定他
(3) 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田事業部長
役員研修会・新年懇親会・町自連研修会の事業が年度の後半に集中しており、
新体制確定次第早急に事業計画を進める必要あり
(4) 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬組織部長
新任会長及び役員研修会の件、加入促進キャンペーンの件とも 4 及び 5 で説明済
(5) 生活安全部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永生活安全部長
特になし
９．都町連報告
(1) 都町連 4 月度常任理事会 4 月 10 日(水)
① 東京防災学習セミナー 利用しやすいようコースを新設。6 月都公報掲載
② 都町連定期総会

6/20(木）京王プラザ新宿にて

③ 全自連宮崎大会

10/30(水)、31(木) 宮崎市にて開催

(2) 都町連 5 月度常任理事会 5 月 8 日(水)
① 2020 年国勢調査にむけ、インターネット普及と調査員の負担軽減策を講じる予定
② 都町連定期総会上程議案の説明
③ その他、八王子市町会・自治会の活動活性化の推進に関する条例説明
10．出向者報告
(1) 第 2 回八王子市市民参加推進審議会・・・・・・・・・・・・・・・田中事務局次長
平成 31 年 4 月 23 日(火) クリエイトホールにて
諮問事項「若い世代の市民参加の推進について」
ツイッター、Facebook などによる発信も必要では？市の情報発信に対する取り
組みに問題があるのでは？若い世代をどう取り込むかについて次回で論議する。
11．地区連合会報告
(1) 鑓水尾根地区連合会長
ベルテラッセ南大沢管理組合(4 年前加入)が 3 月末で脱会。今後の運営でも課題あり。
(2) 東北部地区連合会長
現在 14 団体が加入、地域で 5 団体が未加入、未加入の経緯等詳細には分からず、
加入を勧めていいかどうか？
避難所開設といいた災害対策を目的に誘いかけることも方法、加入を進めていきたい。
12．その他
(1) 今上天皇・皇后両陛下の御陵参拝 11 月に予定される 詳細が分かり次第お知らせ
(2) 市長と三役との懇談会 7/17(水) 15:00～地域づくり(公共施設・中学校区の再編)をテーマ
とする方向で 5 月中に課題を纏め、6 月の常任理事会で報告予定
(3) 町会長名簿 6 月に新名簿 現名簿と交換・配布、新名簿の世帯数に基づき町自連会費請求・
自治会活動賠償責任保険の名簿提出省略
(4)「くらしの便利帳」町会自治会数を確保し配布
(5) 東京 2020 オリンピックパラリンピック大会
①7/21 自転車リハーサル大会 南大沢(由木地区)で実施される。
②アメリカクライミングチームの事前キャンプ受入決定
(6) みんなのまちの清掃デー5/26(日)。

(7) 全国交通安全運動 5/11(土)～20(月)

平成 31 年 4 月 9 日(火)
１．関係機関の要請・依頼事項
(1) 「第 20 回八王子古本まつり」のお知らせ ・・・・・はちおうじ古本まつり実行委員会
(2) 「第 35 回福祉まつり」のお知らせ・・・・・・八王子市社会福祉協議会市民力支援課
(3) 外来生物(アライグマ、ハクビシン)の対策について・・・・・・・・環境部環境保全課
(4) 平成 31 年度(2019 年度) 「市長と語る」について ・・・・・・・・総合経営部広聴課
(5) 「くらしの便利帳」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・都市戦略部広報課
(6) 「ごみ屋敷条例」制定の周知について・・・・・・・・・・資源循環部ごみ減量対策課
2．令和元年度八王子市町会関係の予算説明・・・・・・・・市民活動推進部協働推進課
町会関連の条例の成立経過説明と御礼のあと、「平成 31(令和元)年度 町会・自治会活動
支援に係る主な予算」について説明
(1) 町会自治会連合会補助金 (2) 町会等地区連合会交流事業補助金 (3) 町会・自治会
設備整備支援事業補助金(補助金でなく市の執行の扱い) (4) 町会等事務交付金
(5) 公衆街路灯設置事業補助金

(6) 公衆街路灯維持管理補助金 (7) 集会施設整備補助金

(8) 町会・自治会活動支援事務費 (9) 掲示板設置補助金(新規)
《質問》街路灯の LED 化が終了した町会の掲示板の優先的補助は⇒出来る限りの対応をしたい
3．令和元年・2 年度地区連合会長名簿作成の件
10 地区連合会長が交代 該当の連合会は新会長の個人情報の提出をお願いしたい
東部、東南部、中央部、西部第二、西部第三、中央、由木、横山北、由井、北野
4．定期総会の件
(1) 役員候補選考の件・・・・・・・・・・・・・・・①尾嵜役員選考委員長②秋間会長
① 選考委員会報告 3/12 選考委員会開催、監事候補 1 名の追加提案、承認
② 会長候補報告

副会長候補及び会計候補の提案 、承認

秋間会長候補より副会長・会計の候補者提案経緯説明
(2) 平成 30 年度事業報告及び令和元年度事業計画(案)の承認の件・・冨貴澤事務局次長
3/12 常任理事会の質疑、3/25 までの意見集約により、追加、削除、修正を行った
新元号発表を受け、平成 31 年度から令和元年度への一括変更を行った
総括、各専門部について変更点の詳細説明、一部修正依頼等あり、4 月中旬までに連絡
(3) 平成 30 年度決算報告及び令和元年度予算(案)承認の件・・・・・・・前野事務局長
・平成 30 年度決算報告
収入の部

事務所移転に伴う補助金、広告料の増

支出の部

事務所移転による費用が大きく増加した他、事務費・広報費(町自連だより
配送料増)、全自連東京大会参加による増加、事務職員退職減など説明

・監査報告・・・・・山崎監事
4/2(火)、秋間会長・会計 2 名・事務局立会いのもと監事 2 名にて、監査を実施、
監査の結果、関係帳簿、通帳、現金、伝票すべて適正に処理されていると認定、報告
・令和元年度予算(案)
収入の部 市補助金減(事務局増員による増、設備備品皆減による減、30 年度事務所移

転分の減)、広告料の増加ほか細目説明
支出の部 事務局員増員・臨時職員常勤化ほかによる増、設備備品皆減による減ほか
細目説明、カットできるものはカットした
《質問》全国大会の交通費の計上は ⇒ 例年は都町連に計上、昨年度は役員交通費に計上
《質問》役員研修の参加費の計上は ⇒ 収入は特別会費、支出は研修費に計上
《意見》繰越金が毎年度減少、支出のカットや広告料収入の増加も難しい状況が窺え、
来年度は連合会の財政基盤をどうするか検討する必要があるのでは⇒30 年度は
全自連の参加者増加の影響が大きい、令和元年度の経費の一層のカットも厳しい、
広告料の増加を見込む中レギュラー広告が見込める先の紹介をお願いしたい
《質問》一般広告(地区連合会)とレギュラー広告の比率は ⇒ レギュラー41 万、準レギュラ
ー10 万、一般広告で 50～60 万をお願いしたい
《質問》広報費が 30 年度増、今年度さらに増加の理由は⇒ 配送料の増加、30 年度 2 回分
から今年度は 4 回分、10 月以降消費税引上げ、三役会でも広報費の見直し(競争
入札)など意見が出て、今後臨時役員会等で町自連だよりのあり方を検討して
いきたい)
※事業報告から予算(案)までの議案、承認
(4) 規程の一部改定の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
事務局員の通勤用自動車駐車細則、事務局員の通勤交通費細則、地区連合会規程の改正
(5) 総会の案内について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
平成 31(令和元)年 5 月 26 日(日) 八王子エルシィ 総会 16:00～ 懇親会 18:00～
各町会長宛て別途文書配付、町会配付枚数を確認してください
総会出席の有無及び委任状は、5/12 (日)までに地区連合会長にて集約をお願いします
事務局には 5/14(火)までに提出、懇親会の出席取消しは 5/20(月)まで、以後の取り消しに
ついては会費の負担をお願いします、必ず地区連合会長が集約して下さい
(6) 平成 30 年度末退任町会長名簿作成の件（在任期間 4 年以上）
・・冨貴澤事務局次長
退任町会長について通算を含み、在任期間 4 年以上感謝状贈呈のため名簿の提出を 5/7(火)
までに事務局必着でお願いします
《要望》在任期間 4 年未満でも対象にならないか ⇒ 連合会長名で感謝状贈呈のケース複数
あり、同様の対応でお願いしたい、今後の検討事項とする
5. 専門部報告関係
(1) 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長
「八王子市町会・自治会の活動活性化の推進に関する条例」成立、7 月シンポジウム
設備整備備品提供事業について 補助金でなく市の予算執行に変更(取り纏めは町自連)
(2) 広報部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石井広報部長
第 42 号 西部第三地区特集(4/15 発行)、協賛広告の内容の説明
第 43 号 由木地区特集(7/15 発行) 連合会長交替による引継を遺漏なく行う
各地区連合会長の協力の下、レギュラー広告の拡充を図っていきたい
(3) 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田事業部長
特になし
(4) 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬組織部長
新任町会長及び役員研修会(6/15)の詳細を本日部会で検討

(5) 生活安全部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生永生活安全部長
特になし
6．出向者報告
(1) 平成 30 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
平成 31 年 3 月 19 日(火)
(2) 八王子市交通安全対策協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・内田常任理事
総会(5/26)において会長の交替が行われる予定
7．地区連合会報告
(1) 内田加住地区連合会長
滝山城跡桜まつり 4/6(土)実施報告とお礼
(2) 筋野西部第二地区連合会長
3/14(木)千人同心にゆかりのある日光市に研修旅行(千人町一丁目、二丁目、三・四丁目
各町会、千人同心ゆかりの団体総勢 41 名)
8．その他
(1) 天皇・皇后両陛下の御陵参拝(4 月 23 日)の件・・・・・・生永横山北地区連合会長
国道 16 号、20 号を通って公式参拝の予定、国旗小旗を配布して歓迎したい
詳細が公表され次第各地区連合会長に連絡、各町会等への周知徹底をお願いしたい
(2) 都町連常任理事会報告 今月が 10 日、次回 2 回分を報告
(3) まちむら 145 号の配布 ご活用ください
(4) 「地域の課題解決入門講座」のチラシの配布(町会数分) 各町会等に配布してください
(5) 東京五輪音頭 2020 の DVD の配布(各連合会 4 本) ご活ください
(6) 町会の世帯数の取り扱いについて 6/1 時点の市への報告数字で統一してください
(自治会活動保険、町自連会費請求等で使用)
(7) 親切会の推薦 6 月、各地区連合会１件以上の推薦をお願いします
(8) 八王子地域合同学園祭「学生天国」(5/12 開催)今年は隣接の地区連合会に個々にあたり
ます

