定例常任理事会

会議報告

令和 3 年 3 月～令和 2 年 4 月
令和 3 年 3 月 9 日(火)

感染症拡大防止のため中止 書面送付

1．関係機関の要請・依頼事項
(1) 「第 1 回南大沢古本まつり」について【資料Ⅰ－1－(1)・(2)】
・・・・・・八王子古本まつり実行委員会
(2) 消費生活フェスティバルの開催について【チラシ等】
・・・・市民部消費生活センター
2．新型コロナウイルス感染症対策について
(1) 新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
・2/ 3(水) 東京都の死亡者 32 名(過去最多更新)、全国の死亡者 120 名(過去最多更新)
・2/ 8(月) 八王子市、新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催
「緊急事態宣言」の期間延長（2/8～3/7）に伴う市の対応
・2/10(水) 東京都の死亡者 25 名、全国の死亡者 121 名(過去最多更新)
・2/26(金) 大阪府、兵庫県、京都府、愛知県、岐阜県、福岡県の 6 府県「緊急事態宣言」
2/28(日)で解除
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県については、3/7(日)まで継続
感染者数の高止まり状態
・3/ 5(金) 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の首都圏 1 都 3 県に発出中の「緊急事態
宣言」について、3/7(日)の期限を 3/21(日)まで２週間再延長
・3/ 5(金) 八王子市内の感染状況 累計 2,487 名
2 月に入り、一日の感染者数は落ち着きを見せていましたが、1 か月の合計
数で見ると 11 月よりも多く、感染者数は下げ止まりの状態が続いており、
予断を許さず、極めて重く受け止めなければならない状況となっている
40 歳代以下の感染者の増加が他の年代と比べて多く、感染経路は、職場内、
家庭内、会食が目立っている
入院 65 名、宿泊療養 12 名、自宅療養 47 名、死亡 36 名 退院等 2,327 名
※更なる不要不急の外出自粛
※感染防止の基本は、
「3 密を避ける」
「換気」「マスク着用」
「手洗い励行」
「消毒」
(2) 新型コロナウイルス・ワクチンの接種について
・3/1 八王子市新型コロナワクチン接種コールセンター開設
電話番号 0120-383-183 受付時間 9:00～17：00
・対象者（ファイザー社製ワクチン） 市内に住民票を有する 16 歳以上の方
・接種開始時期 65 歳以上の高齢者対象の接種について、国の方針に従い、4/12(月)の
週から順次開始予定(4 月中は供給量少ないため、予約が取りにくい)
・接種場所 日曜日に小・中学校の体育館、平日は、公共施設や民間施設会場予定
（八王子市役所本庁舎、学園都市センター、石川市民センター、
イトーヨーカドー南大沢店、イーアス高尾、高尾の森わくわくビレッジ）
複数のワクチン承認後は、医療機関での接種開始予定
・接種順位 国の定めた接種順位に基づき実施する予定

① 医療従事者、②高齢者、③基礎疾患を有する方、④高齢者施設等従事者
⑤それ以外の方
※詳細は、市のホームページや広報はちおうじなどで提供するとともに、個別通知案内
(3) 東京都新型コロナウイルス感染拡大防止普及啓発事業助成金について
・12/28(月) 東京都新型コロナウイルス感染拡大防止普及啓発事業助成金の案内
・ 1/12(火) 当該助成金の取扱い(留意点)について・・質問 1～10（回答）
当該助成金の活用について(アンケート調査)
※調査結果は前月報告済
・ 1/15(金) 当該助成金の取扱い・・質問 11～12（回答）
・ 1/21(木）当該助成金の取扱い・・質問 13～15（回答）
・ 1/27(水）当該助成金の取扱い・・質問 16～17（回答）
・ 2/ 5(金）当該助成金の取扱い・・質問 18（回答）
3．令和 3 年度八王子市町会自治会関係の予算について【資料Ⅱ－2】
・令和 3 年度八王子市町会自治会関係予算要望及び予算概要
3/31 までに市議会で可決された場合において、4/1 で確定
※公衆街路灯ＬＥＤ化予算については、現状把握調査後に検討
4．定期総会について
(1) 役員選考委員会について【資料Ⅱ－3－(1)】
・役員選考委員の選任について、2/15 常任理事の同意があったことから、次の 7 名の
常任理事により、2/24(水)役員選考委員会を開催
（役員選考委員）
市街地 3 名 飯田(西部第二）、長谷部(西部第三）
、田邊(南部）
周辺部 4 名 田中(由木）
、伊藤(横山北）
、野崎(元八)、小池(北野）
・会長職及び監事職 3 名の候補者選出、ご本人の同意を得る
・3/9(火)役員会にて会長職及び監事職 3 名の候補者を委員長報告
※書面承認事項 3/16(火)までに「書面承認書」を提出
(2) 令和 2 年度事業報告、令和 3 年度事業計画(案)について【資料Ⅱ－3－(2)専門部別】
・総括(事務局)、総務部、広報部、事業部、組織部、生活安全部
～令和 2 年度事業報告、令和 3 年度の事業計画(案)～（別紙のとおり）
内容の確認をお願いします。なお、内容について、追加、修正などありましたら、
3/24(水)までに各部長を通して、事務局まで提出をお願いします。
事業報告及び事業計画(案)は、4/13(火)開催の役員会で確定します。
5．会則及び規程の改正について
(1) 会則の改正について【資料Ⅱ－4－(1)－①～④】
第 3 条 構成・運営及び専門部の章立て 8/12(火)開催の臨時常任理事会承認済み
文言の整理追加
第 7 条 役員の選出方法の明確化、監事の選出の対象者拡大
第 9 条 常任顧問追加
※書面承認事項 3/16(火)までに「書面承認書」を提出
(2) 会計規程の改正について【資料Ⅱ－4－(2)】
一般会計及び特別会計の明確化

※書面承認事項 3/16(火)までに「書面承認書」を提出
6. 専門部報告
(1) 総務部
・役員選考委員会 2/24(水)10:00 開催
・定期総会開催日程 5/30(日) 16:00～ 八王子エルシィ
※新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、書面表決の場合あり
(2) 広報部
・町自連だより第 50 号 4/15 発行 元八地区特集
広告協賛 レギュラー58 万円、準レギュラー9 万円、地区連合会 57 万 5 千円
計 124 万 5 千円
記事内容 調整中
・町自連だより第 51 号 7/15 発行 恩方地区特集
(3）事業部【資料Ⅱ－5－(3)】
・備品整備
令和 3 年度要望分抽選 2/16(火)14:00 事業部長立ち合いのもと協働推進課実施
当該事業に係る市の予算・・450 万円から 350 万円へ減額
抽選の結果 要望 35 団体（加入 24 団体、未加入 11 団体）
選考 21 団体（加入 18 団体、未加入 3 団体）713 点 予算の範囲内
※1.選考結果は、八王子市から備品提供選考結果通知書で通知されます
なお、助成額については、要望額に対し、20 万円以内で採択されます
※2.備品提供は、要望年度の翌年度に、自治総合センターのコミュニティ助成事業
（宝くじ助成）が正式決定後再度、備品提供決定通知書で通知されます
(4）組織部
・加入促進キャンペーン（未加入団体及び管理組合取扱を含めた検討）
令和 3 年度は、取組みの内容を変更することで、調整中
・新任会長及び役員研修会
令和 3 年 6 月 19 日（土）14：00～16：00 市役所内会議室予定
※新型コロナウイルス感染症拡大状況により、資料送付の場合あり
(5) 生活安全部
・特になし
7. 都町連報告
・都町連 本部役員会 2/8(月)及び 3/3(水)オンライン会議
・東京都地域の底力発展事業助成金を活用した取組(多文化共生)
各団体にチラシ 100 枚、ティッシュ 500 個が配布され、
※地区連合会にチラシ 4 枚、ティッシュ 16 個配布
8. 出向者報告
(1) 第 3 回ボランティア活動推進協議会(書面開催報告)【資料Ⅱ－7－(1)－①～④】
・・・・・・今 前東南部地区連合会長
(2) 第 3 回社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会(書面開催報告)【資料Ⅱ－7－(2)①～③】
・・・・・・・・・・・田中事務局次長
(3) 第 7 回高齢者計画・介護保険事業計画策定部会(書面開催報告)【資料Ⅱ－7－(3)①～②】

・・・・・・・・・・・田中事務局次長
9. 地区連合会報告
(1) 佐戸浅川地区連合町会長
高尾梅の郷 観梅ウォークの開催 3/8(月)～3/21(日)【チラシ】
10.その他
事務局報告
(1) 東京都地域の底力発展事業助成
令和 3 年度ガイドライン及び事例集 2/15 各町会自治会等へ事務局より発送
(2) 国勢調査の実施に伴う東京都知事からの感謝状受領
2/15 付感謝状「八王子市町会自治会連合会」
(3) 町会会館に対する AED 設置に関するアンケート調査について
1 月期常任理事会で説明の AED 設置について、令和 3 年度配備にあたって、
配備基準に基づき、想定される町会会館を有する町会自治会等にアンケート送付
(4) マイナンバーカードの交付申請について
地方公共団体情報システム機構(J‐LIS)は、令和 2 年 12 月から順次、マイナンバーカ
ードをお持ちでない方(一部郵送の対象外の方あり)に、令和 3 年 3 月末日までに到着す
るよう、交付申請書を郵送している。
(5) 地域づくり・中学校区別ワークショップについて（市・未来デザイン室）
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言発出により、開催日程等変更
4・5 グループ(第六中・第七中・横山中)(打越中・中山中・いずみの森義務教育)
第 1 回 3/7(日) ⇒ 4/4(日)

令和 3 年 2 月 9 日(火)

第2回

4/4(日) ⇒ 6/27(日)

感染症拡大防止のため中止 書面送付

1．関係機関の要請・依頼事項
(1) みんなの町の清掃デーについて【資料Ⅰ－1－(1)(2)】・・・資源循環部ごみ減量対策課
2．新型コロナウイルス感染症対策について
・1/ 7(木) 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県に「緊急事態宣言(1/8-2/7)」発出
・1/ 8(木) 八王子市、新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催
「緊急事態宣言(1/8-2/7)」発出に伴う市の対応
・1/12(火) 感染症対策本部会議の情報提供(メール・FAX)
・1/13(水) 大阪府、兵庫県、京都府、愛知県、岐阜県、福岡県、栃木県の 7 府県に
「緊急事態宣言(1/14-2/7)」追加発出
・1/15(金) 八王子税務署、税理士の無料申告相談

感染症拡大防止のため中止

・1/15(金) 八王子市内の感染者 59 名/日(1 日当たり過去最多)
・1/26(火) 八王子市内の感染者 2011 名(2000 名の大台超え 1/26 14 名)
・1/28(木) 東京都の死亡者 20 名(過去最多)、全国の死亡者 113 名(過去最多)
・2/ 1(月) 八王子市内の感染状況 累計 2,132 名
感染経路は、20 代・30 代(感染経路不明多く)、その他(家族・友人・会社
関係等多く)、20 未満(全て家庭内)、死亡者は全て 70 以上、自宅療養死亡無
入院 58 名、宿泊療養 30 名、自宅療養 242 名、死亡 32 名 退院等 1,770 名

・2/ 2(火) 東京都の死亡者 23 名(過去最多更新)、全国の死亡者 119 名(過去最多更新)
・2/ 2(火) 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、京都府、愛知県、
岐阜県、福岡県の 10 都府県「緊急事態宣言(-3/7)」延長
※不要不急の外出自粛
※感染防止の基本は、
「3 密を避ける」「換気」
「マスク着用」
「手洗い励行」
「消毒」
3. 定期総会について
(1) 令和 3 年度地区連合会長の名簿作成【資料Ⅱ－2－(1)】
・継続、退任の確認
※地区連合会長(町会長)退任の場合は、速やかに連絡をお願いします。
(2) 役員選考委員会委員選任
・役員任期満了に伴う会長、監事の選出のため、役員選考委員会設置
・規程に基づき、三役以外の常任理事から 7 名の役員選考委員選任
小室総務部長及び前野事務局長において、役員選考委員(案)を調整
市街地 3 名 飯田(西部第二)、田邊(南部)、長谷部(西部第三)各常任理事
周辺部 4 名 田中(由木)、伊藤(横山北)、野崎(元八)、小池(北野)各常任理事
本人意向確認・承諾
・役員選考委員会開催（日程未定）
、3/9(火)常任理事会にて、会長、監事候補報告
※役員選考委員(案)の同意をお願いします
異議のある場合は 2/15(月)までに事務局へ連絡をお願いします
なお、期限以降は同意の取り扱いとさせていただきます
(3) 各専門部の事業報告及び事業計画の原案作成
・各専門部の部長原案調製 2/24 原稿提出
・今後の予定
3/9 常任理事会説明 3/24 修正原案提出 4/13 常任理事会 最終原案説明・承認
4. 公衆街路灯ＬＥＤ化について
・2/2(火)

第 2 回協働推進課と総務部正副部長との意見交換実施

内容については、後日、送付予定
5. 新型コロナウイルス感染拡大普及啓発事業助成について【資料Ⅱ－4】
・地区連合会別取組状況
調査報告 270 団体(未報告 77 団体)
申請決定 135 団体、申請計画 21 団体、躊躇 23 団体、申請見送 91 団体
6. 地区交流事業について【資料Ⅱ－5】
・令和 2 年度地区交流事業助成報告
事業申請 4 団体
事業実績

313,600 円

3 団体

196,501 円

(申請後中止 1 団体 準備経費充当)

事業中止 15 団体 新型コロナウイルス感染症拡大防止
7. 専門部報告
(1) 総務部
・定期総会開催日程 5/30(日) 16:00～ 八王子エルシィ
※新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、書面表決の場合あり
(2) 広報部

① 町自連だより第 50 号 4/15 発行 元八地区特集
② 町自連だより第 51 号 7/15 発行 恩方地区特集
(3）事業部
・町自連研修会(2/17)
12/18(金)、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止決定
※講師資料の取得がかなわず、代替として東京都ガイドライン 1/22 送付
・備品整備
※令和 3 年度要望分

2/16(火)14:00 抽選

(4）組織部
・加入促進キャンペーン（未加入団体及び管理組合取扱を含めた検討）
令和 3 年度取り組み検討
(5) 生活安全部
・特になし
8. 都町連報告
・都町連 本部役員会 1/20(水)オンライン会議
9. 出向者報告
(1) 第 2 回日本遺産「桑都物語」推進協議会総会【資料Ⅱ－8－(1)】
・・・・・・・・・・尾嵜副会長
(2) 第 3 回再犯防止推進計画策定懇談会【資料Ⅱ－8－(2)～(4)】・・・・・尾川監事
10. 地区連合会報告
・特になし
11.その他
事務局報告
(1) 東京都地域の底力発展事業助成
令和 3 年度ガイドライン及び事例集 2/5 東京都より受領予定
到着次第仕分け後、各町会自治会等へ事務局より郵送予定
(2) 地域づくり・中学校区別ワークショップについて（市・未来デザイン室）
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言発出により、開催日程等変更
① 1・2 グループ(第二中・川口中・楢原中) (南大沢中・宮上中・鑓水中)
第2回

1/17(日) ⇒ 3/14(日)

② 3 グループ(長房中・陵南中)
第2回

1/31(日) 14:00 ～ 16:30 長房市民センター
⇒ 2/28(日) 9:30 ～ 12:00 市役所本庁舎

③ 4・5 グループ(第六中・第七中・横山中) (打越中・中山中・いずみの森義務教育)
第1回

2/7(日) ⇒ 3/7(日)

第2回

3/7(日) ⇒

4/4(日)

(3) 在宅一人暮らし高齢者実態調査（社会福祉協議会ボランティアセンター）
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施時期変更 4 月 ⇒ 6 月予定
(4) まちむら 152 号 2020 年 12 月発行 配付
(5) 日本遺産「桑都物語」推進協議会
「日本遺産 桑都物語」ピンバッチ作成、配付

令和 3 年 1 月 12 日(火)

感染症拡大防止のため中止 書面送付

1．関係機関の要請・依頼事項
(1) コンビニエンスストア等設置用ＡＥＤについて
・・・・・・・医療保険部地域医療政策課
2．新型コロナウイルス感染症対策について
・12/17(木) 東京都「年末年始コロナ特別警報」発出
・12/25(金) 市長が防災行政無線により外出自粛等の呼びかけ
・12/31(木) 東京都における感染者 1,337 名
・ 1/ 2(土) 4 都県知事、新型コロナ感染状況悪化や医療体制の逼迫などを踏まえて、
「緊急事態宣言」の発出を速やかに検討するよう国に要請
・ 1/5(火) 東京都、
「緊急事態行動」を要請
「20 時以降の不要不急の外出は控え「ステイホーム」で」
「3 密は絶対に避け、必要な外出も短時間で」
「不要不急の都県境をまたぐ移動は自粛して」
・ 1/ 6(水) 東京都における感染者 1,591 名
・ 1/ 6(水) 八王子市内の感染状況
累計 1,453 名 12 月の感染者 500 名超え
感染経路は、20 代・30 代で調査中・不詳が多くなっている
入院 50 名、宿泊療養 48 名、自宅療養 193 名、死亡 16 名 退院等 1,146 名
・ 1/ 7(水) 東京都における感染者 2,447 名
・ 1/ 7(木) 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県に「緊急事態宣言(1/8-2/7)」発出
※感染防止の基本は、
「換気」
「3 密を避ける」「マスク着用」「手洗い」「消毒」
3．定期総会について
(1) 各専門部の事業報告及び事業計画の原案作成
・日程 2/24 原稿提出 3/9 役員会説明 3/24 修正原稿提出 4/13 最終原稿説明承認
各専門部の部長におかれましては、原案の調製をお願いします。
(2) 令和 3 年度地区連合会長の名簿作成
・継続、退任の確認
地区連合会長(町会長)退任の場合は、速やかに連絡をお願いします。
なお、退任で後任者が内定している場合は、後任者の情報をお知らせください。
4. 公衆街路灯ＬＥＤ化について
12/25(金)、協働推進課と総務部正副部長との意見交換実施
5. 町自連研修会について
12/18(金)、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止決定
講師へ 資料の提供について申し入れ(防災課経由)
6. 新型コロナウイルス感染拡大普及啓発事業助成金について
・12/23(水)、東京都から助成制度の新設の通知
・12/24(木)、協働推進課より、全町会自治会等へお知らせ
・事業内容 感染防止チラシ作成し、東京都啓発シールと併せて各戸配布

除菌シート・スプレー等の啓発品購入、配布
感染防止対策を施しながら普及啓発を行うための物品購入
※助成金について、地区連合会内の町会・自治会での活用をお願いします
7. 町会会館用地取得にかかる助成制度について
・12/8 付け文書 協働推進課提出 補助制度及び用地確保について要望
8. 専門部報告
(1) 総務部
・定期総会開催日程 5/30(日) 16:00～ 八王子エルシィ
※新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、書面表決の場合あり
(2) 広報部
① 町自連だより第 49 号 1/15 発行 浅川地区特集
② 町自連だより第 50 号 4/15 発行 元八地区特集
（3）事業部
・特になし
（4）組織部
・令和 2 年度東京都地域の底力発展事業助成実績報告 12/15 提出
・令和 3 年度加入促進の取り組み検討
（5）生活安全部
・出向者報告 参照
9. 都町連報告
・1/20(水) 都町連本部役員会オンライン会議開催
・1/21(木) 新年懇親会 中止
10. 出向者報告
(1) 地域公共交通活性化協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前原会計
(2) 日本遺産推進協議会

文化・教育部会・・・・・・・・・・・・・・尾嵜副会長

(3) 第 4 回自防連役員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・尾嵜副会長
(4) 第 1 回市民参加推進審議会・・・・・・・・・・・・・・・・・田中事務局次長
11. 地区連合会報告
・特になし
12. その他
事務局報告
(1) 除菌シート配付
東京都生活文化局 都民生活部 地域活動推進課より、12/22 除菌シート受領
町会自治会 5 袋

347 団体分 地区連合会毎仕分け 年末配付

(2) 夢街道駅伝競走大会
2 月第二日曜日 中止
(3) オリンピック聖火リレーへのボランティア協力について
10 月常任理事会説明
沿道の地区連合会に対してオリンピック・パラリンピック推進室から協力依頼
浅川、横山北、西部第二、西部第三、中部、東南部、南部の各地区
南部地区については、セレブレーション会場も依頼

(4) 地域づくり・中学校区別ワークショップについて
37 中学校区ワークショップ日程
12/6(日) ～ 6/20(日) 各市民センター 各中学校区別に 2 回開催
第 4 グループ 2/7・3/7 開催 会場変更 台町市民センター⇒教育センター
横山中、第六中、第七中
(5) 令和 2 年度及び令和 3 年度年間計画表
常任理事会等開催日程、専門部開催日程、事業スケジュール
(6) 2021 祝日変更
来年夏の東京五輪開・閉会式に合わせて祝日を移動する改正特別措置法が、
11/27(金)の参院本会議で成立
海の日 7/19(月)⇒7/22(木)
山の日 8/11(水)⇒8/8(日)

8/9(月)振替休日

スポーツの日 10/11(月)⇒7/23(金)
(7) 防犯カメラ設置・維持管理等に関する質問への回答

令和 2 年 12 月 8 日(火)
１．関係機関の要請・依頼事項
(1) 避難所運営訓練について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防災課
(2) 令和 3 年度交通安全共済(ちょこっと共済)加入促進ポスター掲示について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・市民生活課

(3) 避難行動要支援者にかかる「地域支援組織」の設立促進について・・・・福祉政策課
(4) 獣害対策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・獣害対策課
(5) 公衆街路灯 LED 化について・・・・・・・・・・・協働推進課・道路交通部管理課
２．新型コロナウイルス感染症対策について【事務局】
・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
新型コロナウイルス感染症に係る 12/6 現在の八王子市感染状況を説明
感染者 824 名(内訳入院 29 名、宿泊療養 38 名、自宅療養 75 名、死亡 7 名、11 月だけで
234 名、12/6 迄で 92 名、12/4 だけで 28 名)、市も様々な対応を行っている
11/26 八王子市からの情報、資料『感染リスクが高まる「5 つの場面」
』が出ており、感染
予防の周知徹底をお願いしたい、また、12/4 八王子市からの情報の注意点(マスク・手洗
い・換気等)を説明
３．町自連研修会について【事業部】
・・・・・・・・・・荒井事業部長、西田事務局次長
令和 3 年 2 月 17 日(水)14:00～16:00 いちょうホール
テーマ 「多発する風水害時における避難所の運営、あり方」
～感染症と向き合い、私たちがやるべきこと、できること～
講師 危機管理教育研究所

危機管理アドバイザー

国崎 信江 氏

『令和 2 年度 町自連研修会開催要綱』に基づき、説明
開催の可否については、次回(1 月 12 日)の常任理事会までに決定する
４．町会・自治会等加入促進キャンペーンについて【組織部】
・・・・・・・・・・佐戸組織部長、西田・冨貴澤事務局次長
５月から実施の「町会・自治会等加入促進キャンペーン事業」が、多文化共生社会づくり

のチラシ等配布、オリンピック・パラリンピック気運醸成活動のチラシ配布も含め無事終
了、協力御礼、今月中に東京都に実績報告、のぼり旗の効果等に対する意見もあり、来年
度は、防災を絡め事業内容を検討して行きたい
「令和 2 年度 地域の底力発展事業助成対象事業報告」を説明
東京都より加入促進事業に係る報告書作成にあたり、町自連にも取材の要請あり
≪報告≫ 資料にないが、中央部地区では 35 世帯の加入があったので報告する
５．町会会館用地取得にかかる補助制度について(要望)【中央地区・事務局】
・・・・・・・・・西山中央地区連合会長、冨貴澤事務局次長
11 月の常任理事会で中央地区より民有地に立っている町会会館の用地取得の相談があり、
11/14 中野西三町会から中央地区連合会に対し、補助制度設置の要望書提出、これを受け
11/21 同地区連合会より町自連に要望書が提出
『要望書 町会会館用地取得にかかる補助制度について』の内容説明、市に要望書作成
三役会でも意見のあった「用地の確保」について、一部文言は追加、
要望書提出を承認事案として付議した結果、本件は承認された。
６．専門部報告
(1) 総務部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長
① 新旧役員歓送迎会 12 月 8 日(火)中止、退任役員に記念品贈呈
② 新年懇親会 1 月 9 日(土)中止
③ 本日部会開催 議題 令和 3 年度定期総会資料
(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 49 号(1/15 号 浅川地区特集) 発行
コロナ禍における避難所運営第二弾がメイン
広告協賛 地区 21 件/79 万円 計 32 件/135 万円
② 町自連だより 50 号(4/15 号 元八地区特集) 発行
広告協賛 地区目標 60 万円
(3) 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荒井事業部長、冨貴澤事務局次長
① 令和 3 年度町自連研修会 令和 4.2.16(水) 会場いちょうホールの確保
(4) 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐戸組織部長、冨貴澤事務局次長
① 加入促進 のぼり旗は作成しない、防災をキーワードに検討したい
未加入団体加入促進 広報部長との協議 11/12 今後は組織部を中心に広報部が
協力しながら部会で検討して行く
≪質問≫ 加入促進では「マンション」の取扱いについて前回の会議で意見しているが、
その後の進捗を聞きたい
⇒ マンションへの取扱いを含めて検討していく
(5) 生活安全部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・尾嵜生活安全部長
自主防関連 2/17 町自連研修会 防災課と共に協力 12/10 役員会で討議(協力内容)
７．都町連・全自連報告
(1) 令和 2 年度 12 月東京都町会連合会常任理事会報告(令和 2 年 12 月 2 日)
東京都の賞味期限が近付いた備蓄品の無償提供の案内(1/6 申込締切)
11/27 多摩地域の町会・自治会連合会情報及び 1/21 都町連役員新年懇親会 中止
８．出向者報告

(1) 第 3 回八王子市障害者地域自立支援協議会・・・・・・・・・・・・・・・尾川監事
令和 2 年 11 月 19 日（火）14：00~16：00 市 801 会議室 内容説明
(2) 第 2 回八王子市再犯防止推進計画策定懇談会 ・・・・・・・・・・・・・尾川監事
令和 2 年 11 月 20 日（金） 14：00~16：00 市 801 会議室 内容説明
(3) 第 5 回八王子市住宅マスタープラン策定懇談会(書面開催)・・・・・・・荒井副会長
(4) 第 2 回八王子市高齢者あんしん相談センター運営部会 ・・・・・・田中事務局次長
令和 2 年 11 月 27 日（金）15：00~17：00 市職員会館第 1 会議室

内容説明

９．地区連合会報告
(1) 佐戸浅川地区連合会長
11 月 21 日(土)浅川地区・コロナ禍における避難所運営第二弾 資料に基づき説明
(2) 関根加住地区連合会長
滝山城築城 500 年記念事業イベントの紹介(12 月 1 日～) 資料に基づき説明
情報提供
消防署の救急データには、居住者の表札がない住宅は入力されていないので、救急
要請では救急車が迷う恐れがあり留意のこと
(3) 前原恩方地区連合会
12 月 6 日(日) 役員交流会 本年は町会長を対象に、地域福祉推進拠点「恩方」から参加
いただき、防災研修会を開催、情報提供として、恩方地区の町会で生産した「ゆず」60 ㎏
ほどを市立の小中学校に提供し、給食食材として活用した
(4) その他
池田中央部地区連合会(会長代理)
防犯カメラの維持管理経費について、前回設置した町会の状況について質問したが、
その後どうなったか
⇒

町自連にデータがないため、現在調査している。次回の常任理事会で報告したい

10．その他(事務局)、
(1) 令和 2 年分確定申告
令和 2 年 1 月回覧文書 配布
(2) 地区連合会長
野崎元八地区連合会長の状況 3 回の手術を経て本日永生病院に転院
(3) 地域づくり・中学校区別ワークショップについて
37 中学校区ワークショップ日程 12/6(日)～6/20(日) 各市民センター
各中学校区別に 2 回開催
(4) 八王子市新年賀詞交歓会 1/4(月)

11/19 中止案内

(5) 八王子防犯協会 2021 カレンダー受領、配布
(6) 事務局電話 追加設置分も代表電話(673-4680)でかかる
(7) 事務局 12/29(火)～1/4(月)まで年末年始等休業
(8) 家庭用住宅火災報知器 町自連として関与なし(名刺は町自連訪問時に交換しただけ)
一時避難場所と避難所について

指定緊急避難場所（一時避難場所）
・市立の全小学校・中学校

(八王子市のＨＰより抜粋)

【別紙】

・市内の全都立高校
・高尾の森わくわくビレッジ（東京都八王子市川町）
・デジタルハリウッド大学（東京都八王子市松が谷） 等
地震や火災などが発生したときに、様子を見るため、とりあえず避難する場所で、
正確な情報を得て、地域ぐるみで防災活動を行う拠点になります 。また、広域避難
場所へ避難するときの結集拠点となります。市立小中学校、都立高校などを指定し
ています。
指定避難所（避難所）
・市立の全小学校・中学校
・市内の全都立高校
・市民センター 等
災害が発生した場合や発生する可能性が高まった場合に、市民の安全を確保する役
割や被害が復旧されるまで、住家を失った市民等が臨時に生活を行う場としての役
割を持つ施設です
指定緊急避難場所（広域避難場所）
大地震が発生したときに発生する延焼火災や有毒ガスなどの危険から身を守るための場
所です。大規模公園や大学のキャンパスなどを指定しています。
１.浅川河川敷（長沼橋付近から上壱分方小学校付近）（補足）風水害時を除く
２.富士森公園 （東京都八王子市台町 2-2 ）
３.陵南公園 （東京都八王子市長房町・東京都八王子市東浅川町）(※）風水害時を除
４.小宮公園 （東京都八王子市大谷町・東京都八王子市暁町二丁目）
５.清水公園（東京都八王子市楢原町・東京都八王子市犬目町）
６.工学院大学（東京都八王子市中野町 2665-1）
７.首都大学東京 （東京都八王子市南大沢 1-1）
８.中央大学 （東京都八王子市東中野 742-1 ）
９.東京工科大学 （東京都八王子市片倉町 1404-1）
10.東京薬科大学 （東京都八王子市堀之内 1432-1）
11.創価大学 （東京都八王子市丹木町 1-236）
12.拓殖大学 （東京都八王子市館町 815-1）
13.明星大学（東京都八王子市日野市程久保 2-1-1）
問い合わせ先
生活安全部防災課 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目 24 番 1 号
電話：042-620-7208 ファックス：042-626-1271

令和 2 年 11 月 10 日(火)

１．関係機関の要請・依頼事項
(1) 令和 2 年分確定申告について・・・・・・・・・・・・・・・・八王子税務署総務課
令和 2 年分の確定申告について、
「八王子税務署からのお知らせ」の回覧依頼(11 月末送付
予定)、本年から八王子駅南口総合事務所内特設会場は廃止すること、また、受付は入場
整理券方式とすること、税務署駐車場は 2/1～3/31 は使用できないこと、1 月配付の回覧
依頼については、決定されていない事項もあり、現状の時点での案として説明
≪質問≫ 八王子駅南口総合事務所の活用をしないとのことだが、これまで利用者も多いこと
から、来年度以降、総合事務所が活用できるよう再考願いたい。
⇒ 感染症予防や税務署の移転が落ち着いたことなど、様々な理由により活用廃止が
決定した。市民にはこの点を含め申請場所のＰＲに努める
≪質問≫ 税務署の駐車場が使えないとの説明であったが、常に使うことが出来ないのか
⇒ 税務署内の駐車場に限りがある、特に確定申告時には、多くの来所者により甲州
街道の渋滞が想定されることから、八王子警察署から車での来所の対応について、
強く要請があり、確定申告の時期（2/1~3/31）に限り、駐車場の利用を停止した
≪質問≫ 説明資料にある未確定とした日時などはいつ頃確定するのか
⇒ 未確定事項については年内には確定する予定である、また、1/15 の市広報に掲載
するので、町会内への周知は年明け 1/15 以降でお願いしたい
≪質問≫ 整理券対応との説明であったが、遠方から出向いても、その日に対応できなければ、
再度、足を運ぶことになる、電話やＰＣなどで事前に予約などできる体制は作れな
いか
⇒ 国税庁、国税局として、現在予約に関するシステム改修などを行っている、こう
した方法はベストであると考えているが、詳細は不明である
≪質問≫ 確定申告の開始前に申請することができるのか
⇒ 確定申告の戻りは 2/16 以降を想定しているが、感染症対策の観点から 2/1 以前
でも受付を行うので早めの申告は可能である
(2) 年末年始のごみ・資源物・し尿の収集等について・・・・資源循環部ごみ減量対策課
令和 2 年度年末年始のごみ・資源物・し尿の収集等について、チラシを 11 月中に送付す
るので回覧を願いたい、
「粗大ごみ持ち込み(予約制)」について、受付時間を午後 7 時まで
対応
ごみ・資源物収集に関するアンケート調査結果の概要説明
令和 3 年の収集カレンダーは、12/1～15 配付で、令和 4 年 3 月までの 15 ヵ月間を掲載し
たもので配布する
≪質問≫ 年末年始のごみなどの収集に関するポスターを掲示板に掲出したい、ポスターの作
成、配布は可能か、また、最近マスクのポイ捨てが多いので対応などを考えてもら
えないか、併せて、資源物収集に関するアンケートの調査の結果に、収集車の稼働
状況も調査、公表したらどうだろうか
⇒ 今年度のポスター作成配布に時間がかかること、既に、町会配布用の準備などが
終わっているため、今年度は難しいが、次年度以降にポスター作成を図っていき
たい、マスクのポイ捨てへの対応として、広報やチラシで呼びかけているが、
引き続き啓発に取り組んでいく、収集車の稼働などを含んだ、調査結果の報告を
考えていく

≪質問≫ 資源物の新聞などの売り払い収入額を知りたい
⇒ 令和元年度では、約 7,890 千円であり、古紙全体の収入は約 92,637 千円
（※常任理事会終了後、事務局報告）
(3) 口座振替促進ポスター掲示依頼について・・・・・・・・・・・・・・税務部納税課
市税・国保税の口座振替の利用推進、キャッシュレス納付(LINE Pay・Pay Pay（12/1～)、
クレジット納付(来年 2/1～、手数料発生)）の拡充のポスター掲示依頼、令和元年度市税
収入状況の説明(現年度と滞納繰越をあわせた収入率は 98.7%となり、納税への協力御礼
≪質問≫ 口座振替の効果とクレジット納付では手数料について聞きたい
⇒ 効果としては、納入促進が図れ、滞納額が減少していること、キャッシュレス
納付では手数料不要だが、クレジット納付では手数料が発生する
(4) 公衆街路灯 LED 化について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・協働推進課
8/11 公衆街路灯 LED 化に向けた現状把握の中間報告、LED 化調査に向けた委任状 463
団体より協力頂いた、調査業者の決定段階で、(6 社の中から優先権を持つ業者と詰めてい
る)11 月中に契約、3 月末に向けて、公衆街路灯、道路照明等の調査に入る(ｽｹｼﾞｭｰﾙ若干
遅れている)
≪質問≫ 調査後の事業計画、見込を聞きたい
⇒ 予定では来年 3 月末を目途に、業者から提出される調査データを市全域の地図に
落とし込み、不明な街路灯に対して調査をかける、4 月以降に町自連に報告と
調査への協力依頼を行いたい、当初考えていた令和 3 年度中の取扱いは難しいと
考えている、この間の新規で設置する街路灯の経費に対し、これまで同様に新年
度の予算要求をしている
≪質問≫ 地区ごとでの調査の順番について聞きたい
⇒ まだ順番までは計画していないが、まず防犯灯、公衆街路灯を行い、次に、道路
照明ということで考えている、調査会社、作業内容、作業員体制など決まった
段階で報告したい
≪質問≫ 調査では町会、自治会の立ち合いが求められるのか
⇒ 立ち合いは不要と考えているが、不明な街路灯がある場合には協力を求めること
がある
２．獣害対策について【総務部】
・・・・・・・・・・・小室総務部長、西田事務局次長
11 月 5 日(木)13:00～15:10 町自連事務所にて、八王子市(獣害対策課長、農林課長(前獣害
対策担当)と行った打合せの内容を報告、市から、現在、課題に対する対処を検討してい
るとの説明があり、町自連として、市担当部署へ今後のアクションプランを 11 月中に
作成の上、12 月の役員会で説明依頼
３．市長と三役との懇談会について【総務部】・・・・・小室総務部長、西田事務局次長
10 月 20 日(火)10:00～11:00、市役所本庁 3F 特別会議室
メインテーマ「誰もが安心して暮らせるまちづくり・地域づくり」、サブテーマ「命を守
る施策」
「地域づくりでの連携強化」
「町自連等への支援」で開催した、懇談会の内容を
資料「令和 2 年度 市長と町自連三役との定期懇談会(要旨)」に基づき報告
４．役員研修会について【事業部】
・・・・・・・・・・荒井事業部長、西田事務局次長
10 月 28 日(水)14:00～16:00 八王子エルシィ
テーマ『
「地域づくり」と町自連～教育と福祉政策』で研修会を開催した、研修会の内容

を資料「令和 2 年度 町自連役員研修会報告書」に基づき報告
５．町自連研修会について【事業部】荒井事業部長、西田事務局次長
令和 3 年 2 月 17 日(水)14:00～16:00 いちょうホール
市防災課と打合せを行い、テーマ 『「多発する風水害時における避難所の運営、あり方」
(仮称)～感染症と向き合い、私たちがやるべきこと、できること～』とし、講師は、危機
管理教育研究所 危機管理アドバイザー 国崎 信江 氏へ依頼したこと、三役会での意見
により生活弱者(障がい者等)が避難した場合の対応を含めた内容とすること、対象者は、
三密を避ける意味で定員 802 名に対し、400 名以内(各団体 1 名程度)とし 12 月に募集す
ることなど、資料『令和 2 年度 「町自連 研修会」研修企画(案)』に基づき説明、本日の
常任理事会の後で、事業部・生活安全部の合同部会で詳細を決定
６．町会・自治会等加入促進キャンペーンについて【組織部】
・・・・・・・・・佐戸組織部長、西田事務局次長
加入促進等キャンペーンにつきチラシ・ポスター・のぼり旗の配布・掲示の活動への御礼
東京都の補助事業に対する成果報告のため、加入実績・写真等の報告をお願いしたい
オリパラ気運醸成チラシの送付(別便)が、他の資材より先に到着したため、混乱が生じた
事へのお詫び、あわせて、のぼり旗、ポスターにつき、新しいものへの取り換えをお願い
したい
７．令和 2 年度地区交流事業について・・・・・・・・・・・・・・・・西田事務局次長
資料「令和 2 年度 地区連合会交流事業補助金 申請及び予定表」に基づいて説明
恩方地区連合会 当初、管外視察を地区町会長研修会に変更し申請

12/6(日)

浅川地区連合会 当初、運動会で承認 避難所運営訓練に内容変更

11/21(土)

常任理事会にて承認、交付決定
８．専門部報告
(1) 総務部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長
① 新旧役員歓送迎会
12 月 8 日(火)18:00～ 八王子エルシイ、今回は新旧役員・三役を対象に開催する
(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 49 号(1/15 号 浅川地区特集) 発行
年末年始を跨ぐため年内校了により、1 月常任理事会で配布出来るよう準備、
広告協賛 28 件/123 万(レギュラー10 件、53 万(1 件は地区に移動(1 万⇒10 万)、
地区 17 件/67 万、事務局 1 件/3 万)、追加 2 件各 3 万本日申込書受領
(3) 事業部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荒井事業部長
なし
(4) 組織部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐戸組織部長、冨貴澤事務局次長
① 未加入団体加入促進

組織部中心に皆さんの知恵をお借りしながら進めて行きたい

参考資料「地区別未加入団体一覧(八王子市登録地縁団体)」に基づき説明、 未加入で
あっても加入の町会に入っているマンションもあり
(5) 生活安全部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・尾嵜生活安全部長
① 11 月 4 日(水) 八王子交通安全協会 正副会長会議報告
12 月 1～7 日 東京交通安全キャンペーン 16 号極楽寺前でゆずの配布を行う
９．都町連・全自連報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西田事務局次長

(1) 令和 2.11 月都町連常任理事会 11 月 4 日(水)13:50～東京都消費生活総合センター
都町連常任理事会報告書に基づき報告
(2) 令和 3 年度東京都予算等都知事要望 11/6(水)11:00～11:15 都庁
(3) 都町連加入促進 西多摩地区連合会説明 11/13(金)16:00～ 瑞穂町役場
(4) 都町連 多摩地域情報交換会 11/27(金)13:00～15:00 八王子ホテルニューグランド
10．出向者報告
(1) 第 1 回八王子市環境審議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荒井副会長
令和 2 年 10 月 16 日（金）14：00~16：00 市 801 会議室 資料に基づき説明
≪質問≫ 国が先般、2050 年までに温室効果削減の考え方を示したが、この考え方は、
環境審議会の計画に含んでいるのか
⇒ 国が示す前の計画であるため、含まれていない
(2)第 6 回八王子市社会福祉審議会障害者専門部会計画策定部会 ・・・・小池常任理事
令和 2 年 10 月 30 日 大横保健福祉センター 資料に基づき説明
(3)第 2 回ボランティア活動推進協議会 ・・・・・・・・・・・・・・今 前常任理事
令和 2 年 10 月 30 日 八王子市役所第六委員会室 資料のみ
(4)八王子市市民参加推進審議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・田中事務局次長
市長から諮問を受けていた答申を 11/25 に行う
(5)八王子市高齢者計画・第 8 期介護保険事業計画策定部会 ・・・・・田中事務局次長
12/15～1/14 パブコメ実施、概要版を付けるよう提案
(6) 第 4 回八王子市物の堆積等に起因する不良な生活環境の改善に関する審議会
・・・・・・・・・・山﨑監事
11/9 開催、口頭説明、2019 年 20 件中 12 件の不良(ごみ屋敷)判定、2020 年度 18 件中
10 件、また、2 件の強制代執行を実施、かかる経費 50 万強を相手方に請求する予定
11．地区連合会報告
(1) 佐戸浅川地区連合会長
11/21(土)コロナ禍における避難所シミュレーション Part2 浅川小 9:00～12:00
室内テント、パーテーション設置、水害時の車の避難 イーアス高尾と防災課で調整中、
浅川地区にも手伝い要請あり
(2)長谷部西部第三地区連合会長
マンション建設に伴う町会加入やごみ置き場(出し方)の問題あり
(3) 池田中央部地区連合会長代理
西部第三地区同様、マンション関連の加入では不動産会社と個人の契約段階で、町会
加入に際し、条件を付した説明をされている様子、加入した個人からの問い合わせが、
あり苦慮している、細かな条件内容は不明である
12．その他(事務局)
≪意見≫ 市長と町自連三役との懇談会について、三役以外の常任理事が参加し、意見を述
べることは可能か、特に、町会内での課題に対して意見を述べたい
⇒ 懇談会の開催にあたり、事前に常任理事からの意見などを募っており、その際
に意見を提出願いたい、出席して意見を述べること自体を阻害することはない
が、まず、意見内容を確認したうえで、検討したい
（1）地区連合会長

10/22 連絡 野崎元八地区連合会長 バイクで転倒し骨折、現在小田原市立病院入院
11/2

2 度目の手術、リハビリ中、当面会議には代理が出席する

（2）地域づくり・中学校区別ワークショップについて
37 中学校区ワークショップ事前ヒアリング実施 10/19(月)～11/10(火)
37 中学校区ワークショップ日程 12/6(日)～6/20(日) 各市民センター
各中学校区別に 2 回開催
（3）国勢調査
9/14(月)～10/７(水) 総務部統計調査課より協力御礼
（4）八王子いちょう祭り
11/1(日)～30(月) テーマ「楽しく、元気に歩こう！いちょう並木」
新型コロナウイルス感染症 拡大防止に関する啓発活動
「祝・日本遺産認定」事業 「霊気満山

高尾山 ～人々の祈りが紡ぐ桑都物語」

(5) 災害ヘルプカード
八王子国際協会発行
(6) 多文化共生
防災ガイドブック (英語・中国・ハングル)
防災チラシ 2 種類

(日本語・英語/タガログ・中国/韓国・ベトナム/ネパール)

(7) 電話回線増設 役員のみのお知らせ 緊急時のみ使用 11/12 開通
(8) 事務局 12/29(火)～1/4(月)まで年末年始等休業

令和 2 年 10 月 13 日(火)
１.関係機関の要請・依頼事項
(1) 東京 2020 聖火リレーについて・・・・・・オリンピック・パラリンピック推進室
(2) 新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組について
・・・・・・・・・総合経営部 新型コロナウイルス感染症対策担当
(3) JR 八王子駅周辺地区の景観づくりについて・・・・・・・・・・・まちなみ景観課
２.地域づくり・中学校区別ワークショップについて・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
37 中学校区別ワークショップ参加者が各地区連合会調整にて確定
今後 11 月に未来デザイン室より各参加者にヒアリングの実施連絡がある
ワークショップは、令和 2 年 12 月～令和 3 年 7 月予定 全 2 回程度
各参加者は「地域」の代表という位置づけで検討をお願いしたい
３.市長と三役との懇談会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長
10 月 20 日(火)10:00～11:00、市役所本庁 3F 特別会議室
テーマ「誰もが安心して暮らせるまちづくり・地域づくり」、小テーマは「命を守る施策」
「地域づくりにおける町自連と行政との連携強化」「町会・自治会、町会自治会連合会へ
の支援」として、市長と懇談を行う旨説明、次回の常任理事会で具体的内容を報告
４.役員研修会について・・・・・・・・・・・・・・・荒井事業部長、西田事務局次長
10 月 28 日(水)14:00～16:00 八王子エルシイ
テーマ『
「地域づくり」と町自連～教育と福祉政策』
10/15 に未来デザイン室と最終調整、事前に提出した質問事項の中から、事前質問(意見)

として、市へ提出した、1.地域づくりと学校に再編について、2.地域づくりと行政の効率
化、3.地域づくりの範囲と「地域づくり推進会議」に対する回答、考え方を聞きながら、
意見交換を行う
５.町会・自治会等加入促進キャンペーンについて・・西田事務局次長、冨貴澤事務局次長
加入促進・多文化共生・オリパラ関連のチラシ・ポスター・のぼり旗・ポール等を配付
オリパラ関連のチラシは、別途町会等へ発送
ポスターの掲示：来年 3 月までの掲示をお願いしたい、丈夫な加工をしているが破損等の
場合は申出をお願いします
キャンペーン実施に伴う報告：11 月 30 日(月)様式添付(写真データも添付を)
地区連合会別各配布物数は明細添付(各団体分も)、ポールについては予備含む、のぼり旗
を追加で必要な場合申出をお願いします
≪意見≫ 加入促進キャンペーンに伴い、のぼり旗やポールが配布されるが、北野地区では、
これ以上は、不要との意見もあり、今後、加入促進を行ううえで、再考願いたい
⇒ いろいろな意見があるので、こうした意見を参考に今後加入促進の方策を考える
６.令和 2 年度地区交流事業について・・・・・・・・・・・・・・・・西田事務局次長
「令和 2 年度 地区連合会交流事業補助金 申請及び予定表」に基づいて説明
今年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、事業中止の地区が多い、事業内容・時期
など変更も複数地区あり、なお、来年度については要請に基づき市に要望済み
７.専門部報告
(1) 総務部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長
① 市長と三役との懇談会

説明済み

② 新年懇親会 中止決定済み 招待者(38 団体等)宛に中止の連絡を今日付けで行う
(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 48 号(10/15 号 中央部・本町地区特集) 発行
前号よりスーパーアルプス市内全 14 店舗に各 50 部配布
今号より文化施設・体育館等計 10 箇所に各 100 部配布、広告協賛 計 99 万
② 町自連だより 49 号(1/15 号 浅川地区特集)広告協賛動き出している、地区目標 60 万
新型コロナで広告協賛厳しい状況、紹介を是非お願いしたい
(3) 事業部 ・・・・・・・・・・・荒井事業部長、西田事務局次長、冨貴澤事務局次長
① 町自連研修会
2/17(水) いちょうホールで予定、テーマは昨年の台風 19 号の検証の意味で水害
対策を中心に国崎講師(一昨年の講師)の講演を検討、今後、生活安全部・防災課
も交え内容検討して行きたい、会場は定員 700 名の 2 分の 1 程度となり会長等 1 名
の参加で実施する方向である
② 令和 3 年度設備整備支援(備品提供) (資料) 要望 35 団体、総額 740 万
市の予算シーリング(27%カット)もあり満額確保出来るか未定
(4) 組織部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬組織部副部長
① 加入促進キャンペーン チラシ等の配布をよろしくお願いしたい
(5) 生活安全部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・尾嵜生活安全部長
① 自主防災団体連絡協議会第 3 回役員会( 9 月 16 日)の説明(報告資料)
８.都町連・全自連報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・秋間会長、西田事務局次長

10 月７日、東京都宛提出予算要望の各会派事務局に協力依頼、各会派への要望書提出、意見
交換時では、各会派ともコロナ禍における避難所で必要と考えられる備品の提供に強い関心
があった
９.出向者報告
(1)第 4 回八王子市住宅マスタープラン策定懇談会・・・・・・・・・・・・荒井副会長
令和 2 年 9 月 18 日 書面開催 資料に基づき説明
(2)第 41 回八王子いちょう祭り役員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・荒井副会長
令和 2 年 10 月 1 日 資料に基づき説明
(3)第 1 回八王子市再犯防止推進計画策定懇談会・・・・・・・・・・・・・・尾川監事
令和 2 年 10 月 2 日(金) 八王子市役所 801 会議室 資料に基づき説明
(4)第 6 回八王子市市民参加推進審議会・・・・・・・・・・・・・・・田中事務局次長
令和 2 年 9 月 15 日(火) 生涯学習センター 第 7 学習室 資料に基づき説明
(5)令和 2 年度第 5 回八王子市高齢者計画・介護保険事業計画策定部会・田中事務局次長
令和 2 年 10 月 6 日(火) 労政会館 第 4 会議室 資料に基づき説明
10.地区連合会報告
(1)前原恩方地区連合会長
「はちとぴ」No。46「恩方」特集掲載の紹介(資料)
(2)西山中央地区連合会長
地区の町会の事例 借地上の会館が老朽化、建替えに伴い、地主から土地買取依頼あり
町自連として何らかの要求が可能かの依頼に対し、種々の意見交換等あり。中央地区では
代替えとなる公共用地もないため、対応策に苦慮している
≪相談≫ 土地の購入資金を確保するため、市が保証人となり銀行から借り入れできるか
⇒ 市が、保証人になることはない、以前同様の事態がおき、銀行などに相談したが、
話はまとまらなかった、都市公園などの一部を市から借りうけ、町会会館を建設
した町会もあるが、まとまった公共用地の確保が難しい場合などでは、前例もな
いため、何かいいアイデアを持ち寄るしかない
(3)池田中央部地区連合会長代理
新型コロナ感染予防の観点からの町会等の回覧をどうしているか
防犯カメラ設置後の維持管理費の照会に対し、種々の事例紹介等あり。
⇒ 回覧は、行政などの情報を速やかに住民へ提供する手段のひとつであり、回覧をやめ
ることは難しいこと、割愛できるものなど精査するなど、町会内で話し合うことが重
要
(4)浅川地区連合会(冨貴澤事務局次長 代行)
コロナ禍の避難所運営訓練 7/25 に実施、パーテーションがなかった等の課題があり、
第 2 回目として、11/21(土)9～12 時浅川小で課題を踏まえた訓練を実施
(5)荒井川口地区連合会長
美山地域におけるバス停の屋根設置の種々の問題点の紹介
11.その他
(1) 東京五輪・パラリンピック聖火リレーに係る新聞記事 9/29(秋間会長掲載)
(2) 東京都功労者表彰 10/1 自治功労 3 名受賞
小室 崇司 町自連副会長

平塚 忠勇 前 横山北地区連合会長
森

泰男 元 東部地区連合会長

(3) 新型コロナウイルス感染症 10/9 現在 445 名 引き続きマスク・手洗い等励行を
(4) 夢街道駅伝 9/25 中止決定
(5) 高齢者インフルエンザ予防接種 65 歳以上等は今年度に限り無料(10/1 広報掲載)
(6) AED のコンビニへの配置 今年度計画 詳細について後日報告
(7) まちむら 151 号 配付 ご参考に
(8) 館清掃事業所内新型ｺﾛﾅクラスター発生 9/30 より再開、協力の御礼(市ごみ減量対策課)

令和 2 年 9 月 8 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1) 木造住宅耐震化普及啓発事業「耐震お助け隊」について・・・・・八王子商工会議所
(2) 「一人暮らしの高齢者世帯」調査について・・・・・・社協・ボランティアセンター
(3) 高齢者安否確認調査(仮称)について ・・・・・・・・・・・・・・高齢者いきいき課
(4) 新型コロナウイルス感染症に伴う固定資産税等軽減措置について・・資産税課/納税課
(5) 獣害被害への取り組みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・獣害対策課
(6) 高齢者インフルエンザ予防接種について・・・・・・・・・・・保健所・健康政策課
(7) 大規模水害時における緊急避難先としての都営住宅共用部分の使用について・防災課
(8) ごみ・資源物収集に関するアンケートについて・・・・・・・・・・ごみ減量対策課
２．地域づくりについて・・・・・・・・・・・・・・未来デザイン室、冨貴澤事務局次長
資料「地域づくりと長期ビジョンの今後の取り組みについて」に基づき、
「地域づくり推
進事業」及び「長期ビジョンの策定」の事業概要、連携実施について説明
令和 2 年度の地域づくりは、2 つの中学校区をモデル地区として、課題解決に取り組み、
事業連携として、中学校区ごとに「地域課題」と「将来のあるべき姿」について検討する
「ワークショップ」を開催する
資料「中学校区別ワークショップ参加者の推薦について(依頼)」に基づき、中学校区毎に
開催されるワークショップ(令和 2 年 12 月～3 年 7 月、各中学校区全 2 回程度)への参加
者を町自連として推薦して貰いたい旨依頼あり、参加する地域で活動する団体は町自連の
他、学校運営協議会、民生委員児童委員協議会、青少年対策地区委員会の 4 団体
推薦は中学校区別に関係する地区連合会(複数ある場合は調整)から事務局に 9/18(金)まで
にお願いしたい
≪質問≫ 事務局で示した割り振りで、複数の町会が関連する中学校区をどう取り扱うのか
⇒ 事務局で示した割り振りはわかる範囲で示した。複数の町会が関連する箇所は、
地区連合会長間で調整され、1 中学校区から 1 名の推薦と、地区連合会長は出来
るだけ参画されるよう調整願いたい。
≪質問≫ 事務局で示した割り振りは住所を基準としたのか。実際には他の近隣中学校へ入学
した児童も多く、居住地と児童の登園先が異なっているため、推薦が難しい
⇒ 児童の登園先ではなく、中学校区域にある町会の中から、委員を 1 名推薦しても
らい、地域づくりに尽力してもらうという考え方である
≪補足≫ 4 団体から推薦される方と市は事前ヒアリングを行い、今後の会議の進行などを決

める。地域によっては推薦者が任期途中で交代・変更される、或いは推薦人数を増
やすなどあると思うが、ヒアリングを通じ、様々な問題への対処を願いたい
３．市長と三役との懇談会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長
10 月 20 日(火)10:00～11:00、市役所本庁 3F 特別会議室
資料「令和 2 年度 市長と町自連三役との定期懇談会について」に基づき、議題「誰もが
安心して暮らせるまちづくり・地域づくり」として、テーマは「命を守る施策」
「地域づく
りにおける町自連と行政との連携強化」「町会・自治会、町会自治会連合会への支援」と
して懇談会を行う旨説明(報告)。なお、事前質問については、前回提案説明後、石井副会
長から、地域に設置された消火器の取り扱いなどへの質問があったのでこれを加えて、
内容の確認をいただき、本日付で八王子市へ依頼する
４．役員研修会について・・・・・・・・・・・・・・・・荒井事業部長、西田事務局次長
10 月 28 日(水)14:00～16:00 八王子エルシィ 3F
資料「令和 2 年度 役員研修会のご案内」に基づき、テーマを『「地域づくり」と町自連～
教育と福祉政策』として、(1)地域づくり推進基本計画(2)地域づくりとは何か(教育と福祉
政策)(3)地域づくりの課題ほか、について研修する旨説明。市の未来デザイン室からも研
修資料(～地域づくりについて～(案))が来ているので事前に目を通し、質問等があれば
9/25(金)までに事務局までお願いしたい
申込締切も 9/25(金)、各連合会で必ず 1 名参加(連合会長欠席の場合は代理出席)
５．令和 2 年度地区交流事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・西田事務局次長
「令和 2 年度 地区連合会交流事業補助金 申請及び予定表」に基づいて説明
西部地区第二地区連合会 合同防災訓練 中止
浅川地区連合会 市民大運動会は来年度へ延期、別事業を検討(事前了解でお願いしたい)
川口地区連合会 当初 8 月→10 月中旬、一部事業内容変更予定(了解願いたい)
横山南地区連合会 管外研修会 中止
令和 3 年度申請予定届 18 団体提出 八王子市に補助申請
６．専門部報告
(1) 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長
① 新年懇親会 1/9(土) 八王子市の新年賀詞交歓会(1/4)が中止決定のため中止。
② 掲示板設置等補助金執行状況
令和元年度 63 団体、249 万→2 年度(8/28 現在) 65 団体、626 万(予算 1 千万)、受付中
(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 48 号(10/15 号 中央部・本町地区特集)
コロナ禍で協賛広告厳しい状況、目標 100 万に対し残り 18 万。
他の連合会でも紹介頂ける先があればお願いしたい。
② 町自連だより 49 号(1/15 号 浅川地区特集)地区特集 2 巡目、早めに動き出している
(3) 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荒井事業部長、冨貴澤事務局次長
① 町自連研修会 2/17(水) いちょうホールで予定、内容未定だが、例年の防災或いは介護
の関係で検討していきたい、参加は感染症防止の観点から、1 町会、1 名で考えている
② 設備整備支援(備品提供) 令和 3 年度についてスケジュール等説明
8/18 都から市（協働推進課）に申請要望の書類が届き、8/26 市から申請の対象となる
町会等へ通知を発送、11/11 申込締切、1 団体 20 万円の範囲で机、椅子など提供する

もの、今後市は申請を取りまとめ、都へ要望するとともに市の予算編成へ計上、来年 2
月中旬から 3 月上旬にかけ、都及び市の予算確定をもって対象団体を決定する。備品の
搬入は、令和 3 年 7 月中旬を予定。
③ 自治会活動賠償責任保険 令和元年度事故記録・保険金支払い状況説明
支払実績 25 件 281 万(最高額 187 万、テント運搬による圧迫骨折) 未加入団体は加入を
(4) 組織部・・・・・・・・・・・・佐戸組織部長、西田事務局次長、冨貴澤事務局次長
① 加入促進キャンペーン
・加入促進活動(のぼり旗、ポスター、チラシの作成) 東京都承認、印刷発注済み
・多文化共生社会づくり ごみの出し方ポスター、チラシ(英語版) 東京都承認待ち
・オリパラ気運醸成チラシ 市長・会長のコメント等調整中、東京都等承認後発注
・上記のぼり旗(ポール含む)、ポスター、チラシ等 10/13(火)常任理事会時配付予定
(5) 生活安全部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・尾嵜生活安全部長
① 自主防災団体連絡協議会 次回役員会 9/16 開催後報告(10 月役員会)予定
② 秋の全国交通安全運動「ルールを守って交通安全！」 9/21～30
７．都町連・全自連報告・・・・・・・・・・・・・・・・・小室副会長、西田事務局次長
(1) 令和 2 年度 東京都地域活動に関する検討会(第 1 回)報告 令和 2 年 9 月 2 日(水)
八王子市は浅川地区連合会の避難訓練の事例を紹介、議題のテーマ①コロナ禍における
町会・自治会の取組、②町会・自治会における災害(風水害)時の取組につき、それぞれ事
前のアンケート概要、集計結果資料を配付、参考にしてほしい
(2) 令和 2 年度 9 月東京都町会連合会・常任理事会報告 令和 2 年 9 月 2 日(水)
「地域の底力発展事業助成」では、コロナ禍を受け事業を自粛した団体が多く、現段階
で、昨年に比して 313 件、111,091 千円減額となっていること、コミュニティの活性化
を支援する新財団が設立されることなど、報告書に沿い、会議に付した事案、議案など
報告、10 月の都町連常任理事会は、会場確保が困難なことから休会とすること、東京都
への施策及び予算への要望を正副会長で行うことなどの提案、これを承認した
８．出向者報告
(1) 中心市街地活性化協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・河西会計
令和 2 年 8 月 19 日(水) 市議会全員協議会室 資料に基づき説明
(2) 八王子市・障がい者地域自立支援協議会 全体会(令和 2 年度第 2 回) ・・・尾川監事
令和 2 年 8 月 11 日(火)八王子市役所 801 会議室 資料に基づき説明
(3) 八王子市高齢者計画・介護保険事業計画策定部会(令和 2 年度第 4 回)・・田中事務局次長
令和 2 年 8 月 26 日(水) オクトーレ 12F 第 1 セミナー室 資料に基づき説明
(4) 八王子市高齢者あんしん相談センター運営部会(令和 2 年度第 1 回)・・・田中事務局次長
令和 2 年 8 月 28 日(金) 市職員会館第 1 会議室 資料に基づき説明
９．地区連合会報告
(1) 荒井川口地区連合会長
防災課に「出前講座」を依頼し、9/15 に防災ガイドブック等の勉強会を開催予定
10．その他
(1) 東北部地区連合会 1 団体脱退 (都営石川団地自治会 602 世帯)
以前より、自治会運営でもめ事が続き、脱退の情報が入っており、地区連合会長が入り、
調整継続、今年度、自治会長交代・判断により脱退

(2) 令和 2 年度町自連会費の納入 8/26 で完納(東北部は脱退より請求対比 12,460 円減)
(3) 「日本遺産認定記念パネル展」開催の案内 10/3～31 「まち・なかｷﾞｬﾗﾘｰﾎｰﾙ」(中町)
(4) 八王子市総合防災ガイドブック(第 2 版)
9 月より各戸配布、事前に目を通し災害時に対応を願いたい
⇒ コロナ禍での感染症防止に関する記載は、内容が脆弱であるが、全般的に一度目を通し、
いざという時に活用されることが重要である。

令和 2 年 8 月 11 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1) 防災訓練の受付に際しての確認事項について ・・・・・・・・・・・・八王子消防署
(2) 八王子市総合防災ガイドブック(第 2 版)の全戸配付について ・・・・・・・・防災課
(3) 国勢調査について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・統計調査課
(4) 新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた対応について・・・・保健所 健康政策課
(5) 公衆街路灯 LED 化について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・協働推進課
(6) 「木下大サーカス立川公演」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・事務局
2．新型コロナウイルス感染症拡大防止について・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
「東京都感染拡大防止ガイドブック 2020」を市の全面協力により印刷、7 月 20 日に
全町会・自治会に送付済み
会議も出入口の消毒・検温、パーテーション設置、換気を条件に開催
3．市長と三役との懇談会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長
10 月 20 日(火)10:00～11:00、八王子市役所内 3 階 特別会議室
懇談会(案)に基づき、目的、テーマ、スケジュール、主旨を説明
次世代へつなげる第 2 ステップとして、テーマを「誰もが安心して暮らせるまちづくり・
地域づくり」とし、このテーマに基づき「市民の命を守る施策」
「地域づくりにおける行
政と町自連の連携強化」
「町自連の組織体制への支援」を中心に意見交換を図る、三役か
らの意見等を集約して、9 月の役員会で取り纏め、市に提出する
4．令和 2 年度町自連会費について・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
町自連の会費については、
「八王子市町会等事務交付金交付申請」5/1 現在の世帯割額の世
帯数に基づき、6/1 現在の「町会・自治会長名簿」の世帯数で請求。今年度はコロナ禍で
市が 6 月中の提出の指導している経過を確認、今年度は納付を柔軟に対応したい
「町会・自治会長名簿」の世帯数によることは町自連の保険の名簿省略にも繋がっており、
今年度限りの特例措置とする。
5．会則及び規程改正について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
(1) 八王子市町会自治会連合会会則改正案
地区連合会長は現役の町会長等とする旨の明確化(地区連合会長が町会長等を辞任した
場合の取扱いを含む)ほか、専門部の章立て及び文言を整理
地区連合会の規程改正の必要性からこの時期での改正案の提案をすること
会則改正については、来年度の総会で議案として提案すること
(2) 分担金規程改正案
現金納入の追加及び 5 月 1 日基準日によることの明確化

≪質問≫ 第 3 条第 3 項で、辞任した地区連合会長は、後任の地区連合会長を選任し、次期
総会までその職務を担うとあるが、どういう意味か
⇒ 役員の任期は 2 年としている。実際には 3 月、4 月に辞任するケースが多いた
め、直近の総会までの約 1,2 か月だけの間、後任の地区連合会長が担うには、
負担が大きい。前任者は、直近の総会までその職を担い、後任者は総会をもっ
て交代をするという考え方を明文化したもので、実際には、これまでも同様の
考え方で対応している。常任理事の 2 年任期とした場合は、1 年以上町会長等
の職にないものが町自連役員を担うことになるため、交代の時期は、任期では
なく、総会までとしたもの。
※会則及び分担金規程の改正について、常任理事会において承認
ただし、会則については来年度の定期総会において議案として提案
6．令和 2 年度地区交流事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・西田事務局次長
「令和 2 年度 地区連合会交流事業補助金 申請及び予定表」に基づいて説明
・今回は西部第 2 地区(合同防災訓練)が申請、交付決定したい
※常任理事会において承認
・令和 3 年度予定届申請は本日(8/11)締切、取り纏め後、八王子市に翌年度の補助金要望
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当初計画を変更（中止）する団体もあるが、
防災訓練など、内容を変えて事業を検討する場合には、事前に事務局まで相談願いたい。
7．専門部報告
(1) 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長
①新年懇親会 1/9(土)は、 八王子市の新年賀詞交歓会(1/4)が中止決定につき、中止とする。
(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 47 号(7/15 号 横山北地区特集) 発行済み
スーパーアルプス レギュラー広告化、47 号より、市内 15 店舗に町自連だより配付
② 町自連だより 48 号(10/15 号 中央部・本町地区特集)
コロナ禍で協賛広告は厳しい状況だが、該当の地区は目標額を確保願いたい
③ 町自連だより業者変更 47 号～、ヒラツカ印刷社→桑都興業(印刷・配送業者も変更)、
苦情等一切無し
④ 地区広報担当者の選任を必ずお願いしたい
町会長等の氏名を事務局で最新状態に変更、 町会長等の氏名に齟齬が生じ問合せの
事例もあり、日々地区の情報発信をお願いしたい
新規選任後は報告をお願いしたい、操作研修は随時実施
(3) 事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荒井事業部長、冨貴澤事務局次長
① 役員研修会 10/28(水) 八王子エルシイ
地域づくりをテーマに学校区・福祉拠点に絞ったテーマで、現在担当部署と詳細は
詰めている、9 月の役員会で報告予定。質問事項を取り纏め市に提出、当日研修会を
開催したい。
② 町自連研修会 2/17(水) 開催の方向だが未定
③ 設備整備支援(備品提供)
令和 2 年度 29 団体決定、7/21 納入終了、
令和 3 年度についてスケジュール(東京都から市に令和 3 年度要望(コミュニティー

助成)の通知→市から該当町会等へ 8/下旬案内送付→町会自治会から要望書の提出、
受付 9 月中旬締切→市から東京都に要望書の提出→市は要望に基づき予算要求 250
万＋200 万＋α(要望との差額)、1 月末予算内示→抽選による選考、選考結果通知
令和 3 年 2 月中旬→東京都助成決定通知→申請書提出、助成決定、備品提供 6 月
下旬)説明
(4) 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西田事務局次長
① 加入促進キャンペーン
・加入促進活動(チラシ、ポスター、のぼり旗等の作成) 発注済み
・多文化共生社会づくり ごみ関連のチラシ(英語版)原案出来上り、業者との調整予定
・オリパラ気運醸成活動 チラシ、ポスター…会長の体調優れず対談中止、市長・会長
のコメント他のものに変更
・上記チラシ、ポスター、のぼり旗等 9 月下旬納入、10/13(火)常任理事会時配付予定
10 月以降全市的な取組みとして加入促進キャンペーンを行う、写真等協力依頼
(5) 生活安全部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・尾嵜生活安全部長
① 自防連関連 7/6(月)役員会 前回報告済み、2 月の研修会は町自連共催で研修会(立川防
災施設見学等) 個別要望、枠オーバーは抽選、 次回役員会 9/16 開催後報告
(10 月役員会)予定
8．都町連・全自連報告
会議は開催なく報告なし
「令和 3 年度東京都の施策及び予算に対する「要望書」
」に基づき要望内容説明
9 月の都町連常任理事会で検討後、東京都へ予算等要望予定
9．出向者報告
(1) 第 1 回日本遺産推進協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・尾嵜副会長
令和 2 年 7 月 30 日(木) 市役所議会棟 3 階 第 3・4 委員会室 総会報告
東京都内初認定「霊気満山 高尾山 ～人々の祈りが紡ぐ桑都物語」
リーフレット・うちわ配付
(2) 八王子市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進懇談会・・・・・・・・・荒井副会長
令和 2 年 7 月 27 日(月)(書面開催) 資料に基づき説明
(3) 八王子市住宅マスタープラン策定懇談会(第 3 回) ・・・・・・・・・・・荒井副会長
令和 2 年 7 月 31 日(金) 市役所本庁舎 8 階 802 会議室 資料に基づき説明
(4 ) 第 1 回ボランティア活動推進協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・今 前常任理事
令和 2 年 6 月 30 日(火) (書面開催) 資料のみ
(5) 第 4 回八王子市市民参加推進審議会 ・・・・・・・・・・・・・・・田中事務局次長
令和２年 7 月 4 日(火) 生涯学習センター(八王子クリエイトホール) 資料に基づき説明
10．地区連合会報告
(1) 佐戸浅川地区連合会長
新型コロナウイルス感染症に伴う避難所運営シミュレーション 7/25(土) 実施
(2) 飯田西部第二地区連合会長
獣害対策につき、地区の町会内の空き家に現れたハクビシンを町会で数回駆除した
ケースあり、畑での駆除は費用補助あり、住宅の場合は対象外、市の負担補助に
対する相談

⇒ 【事務局】9 月の常任理事会での報告を含めて、既に 8/12 に市の担当部署（獣害対策
課）と打ち合わせる予定があり、本件を伝え、今後の方策を考えたい
≪意見≫ 町自連として、昨年、市へ要望書を提出している経過もあり、事務局だけで市と
調整することなく、役員を入れた中で、調整をはかるべき、三役会でも要望を
出す必要があるのではないか。
≪意見≫ 市長と三役の懇談会のテーマにある「命を守る施策」として、獣害による命の
危険性などを加味するべきである。
⇒ 三役会でも同様の意見があり、獣害に関する事案を加えていく
11．その他
(1) 大横町消防署跡地活用

7/21 持回り決裁で秋間会長名で要望書に署名押印

(2) 令和元年度町会自治会長名簿返却の件 未返却の場合は出来るだけ早めの返却を依頼
(3) 八王子市新年賀詞交歓会 1/4(月)

持回り決裁で中止決定

(4) 市広報 8 月 15 日号の折込 海洋プラスティックごみ削減特集号
美しい八王子をつくる会 会長として小室副会長の談話掲載
(5) まちむら 150 号 配付 町会運営の参考に
(6) 事務局夏季休業 8/13(木)～15(土)

8/13(木)～16(日)事務所閉鎖 8/17(月)から通常業務

令和 2 年 7 月 14 日(火)
1．関係機関の要請・依頼事項
(1) 令和 2 年度清掃デー中止・・・・・・・・美しい八王子をつくる会(ごみ減量対策課)
資料（6/29 付お知らせ）に基づき、清掃デーの中止及び町会内清掃活動に対する物資の
提供について説明。
8/15 広報はちおうじ特集号 海洋プラスチックごみ削減 小室副会長への取材記事を掲載
※事務局より
・前野事務局長より秋間会長の手術・術後経過等報告あり
・.出席者の健康状況（体温、体調）を確認後、会議開催
・今年度新地区連合会長(南部・横山北・加住)3 名の紹介及び挨拶
2．新型コロナウイルス感染症拡大防止について・・・・・・・・・・・西田事務局次長
2/27～5/29(計 23 回) 新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する情報提供(詳細 6 月配付)
今回配付資料「地域で活動をする団体の皆様へ 活動の注意点」
「活動の再開・継続における
チェックポイント」
「令和 2 年度の熱中症予防行動」町会等の会合で活用を
「東京都感染症拡大防止ガイドブック」八王子市で印刷、各団体に配布予定
3．令和 2 年度地区連合会総会資料の提出依頼・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
各町会等の会費の照会を受けた場合などは各々の団体に聞いて貰っているが、参考資料と
して地区連合会の動きを把握する意味から、提出をお願いしたい。
4．令和 2 年度町自連役員体制について・・・・・・・・・・・・・・・・前野事務局長
配付資料「役員名簿(部外秘)」
「個人別出向状況」について取扱い留意事項・内容説明
5．令和 2 年度町会自治会長名簿貸与について・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
「令和 2 年度町会・自治会長名簿」(6/1 現在、変更分差し込みあり)の貸与、変更届により
随時更新、最新の内容は事務局又は協働推進課へ照会、個人情報管理の厳守・目的外利用の

禁止・外部提供の禁止、令和元年度の名簿の速やかな返却、の連絡・依頼。
6．令和 2 年度町自連会費について・・・・・・・・・・・・・・・・冨貴澤事務局次長
・令和 2 年度町会自治会長名簿により、世帯数(6/1 現在)×＠20 円にて会費請求
・地区連合会宛に請求書(町会等個別明細付き)
・今年度 348 団体、117,245 世帯、2,344,900 円(昨年度対比▲2,335 世帯、▲46,700 円)
・分担金規程により、8 月末までに納入、出来る限り現金の持込を推奨(郵便振込手数料削減)
・来年度に向け、各加盟団体の未加入世帯及び各地区の未加盟団体の加入促進をお願いした
い(浅川・恩方・加住を除く)、鑓水尾根地区脱退(1200 世帯)を除いても、約 1000 世帯減
少している
・分担金規程の改訂を予定(来年度：
「郵便振替」⇒「現金」を加える)
≪質問≫ 令和 2 年 6 月 1 日現在の名簿に記載した会員数で、その後変更した場合の取
り扱いはどうなるのか、また、既に単位町会から会費を預かっている場合の取
り扱いはどうしたらいいか
⇒ 基準日のとらえ方で、単位町会ごとに違いが生じているが、会費の請求では、
6 月 1 日現在の名簿に記載した会員数としている
7．令和 2 年度地区交流事業について・・・・・・・・・・・・・・・・西田事務局次長
「地区連合会交流事業補助金 申請及び予定表」に基づいて説明
・今回は 5 団体が申請、交付決定としたい、事業中止決定した団体あり、今後については、
必要に応じ認定していくため、事業の見込みが立った段階で、早めに事務局に相談して貰
いたい。事業終了後の交付決定はできないので留意してほしい
・令和 3 年度申請予定書（様式第 1 号）は 8/11 締切、取り纏め後八王子市に補助金要望
8．専門部報告
(1) 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小室総務部長
①定期総会議事録(署名人署名済み分)配付 質問があれば事務局へ出して貰いたい
②市長と三役との懇談会 延期 7/3(金)⇒10/20(火) 10 時開始、市特別会議室、内容検討中
③新年懇親会 1/9(土) 八王子エルシィ 詳細未定
(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 47 号(7/15 号 横山北地区特集) ほぼ順調、配布遅れる見込み
広告協賛レギュラー10 社 50 万、地区 16 社 55 万、スポット 2.7 万、計 107.7 万
②町自連だより 48 号(10/15 号 中央部・本町地区特集) 本号で地区特集一巡
広告協賛レギュラー11 社 54 万、地区目標 60 万、その他含め 120 万程度確保が目標
広告協賛については、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、取りにくい状況だが、
宜しくお願いしたい。
≪質問≫ この状況下では協賛金が集まりにくい。目標額に達しない場合どうしたらよ
いか。カラー印刷、発行部数などを見直し、歳出を抑える考えはないか
⇒ これまでも厳しい環境の中尽力いただいている、たとえ目標額に到達しなく
とも、年間を通じた収支で考えること、発刊までの常任理事会で、進捗を報
告する中、解決策を考えるなど、歳出抑制は必要だが、これまでの形態は変
更せずに進めたい。
その他 町自連だより業者変更 47 号～、HP 操作研修会は随時受付、地区広報担当者の
選任を必ずお願いしたい(町会長等の氏名を事務局で最新状態に変更)

(3) 事業部・・・・・・・・・・・荒井事業部長、冨貴澤事務局次長、西田事務局次長
①役員研修会 10/28(水) 14 時～16 時、八王子エルシイ
7/3 に未来デザイン室と打合せ、八王子市内で「地域づくり」の勉強会を予定、研修は
小テーマに絞った意見交換などを考えており、詳細は未来デザイン室と調整中、開催に
あたり可能な限りで 3 密を避けた環境を確保すること、また、
「地域づくり推進のため
の公共施設再編方針策定」の会議に参画している尾嵜副会長に、事業部と一緒に協力し
て今回の研修を開催しようとしている点を了解頂きたい。
②町自連研修会 2/17(水) いちょうホール(会場確保) 内容未定(コロナ動向をみながら)
会場の定員(800 名程度)に対し、町自連加盟の 348 団体の町会長等を対象と考えている。
③令和 2 年度自治会活動賠償責任保険 資料に基づき説明
加入団体 235 団体(昨年度比 2 団体増、元年度途中加入 1、2 年度新規 7、更新せず 6)
途中加入可能(20 日締、翌月 1 日加入) 各地区別の加入状況も配付、参考に
④備品整備 令和 2 年度 29 団体決定、納入 7/21、市から連絡
3 年度は 8 月下旬に東京都から市に通知、
市から各団体に案内(過去 5 年以内は非該当)、
申込期間 10 日ほどしかないため事前の準備をお願いしたい。
(4) 組織部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成瀬副部長、西田事務局次長
①「運営ハンドブック 2020」を新任研修会用資料として作成、市内全 573 団体に送付
②加入促進ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 東京都地域の底力発展助成事業を活用(交付決定)、今年度は次の 3 つ
の柱で行う
・加入促進活動(チラシ、ポスター、のぼり旗等の作成) いちょう祭り会場での PR なし
・多文化共生社会づくり 外国人の生活に密着したチラシ・ポスター作成
・オリンピック・パラリンピック気運醸成活動 大会の 1 年間繰延に伴い来年 3 月まで
に実施するものが対象、1964 年東京オリンピックを回顧し、来年度への期待を持た
せるよう、市長との対談をチラシにまとめ配布したい
(5) 生活安全部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・尾嵜生活安全部長
①第 2 回自防連役員会 令和 2 年 7 月 6 日(月) 市職員会館会議室
資料に基づき報告(出向者報告を兼ねる)
9．都町連・全自連報告
(1) 都町連常任理事会・・・・・・・・・・・・・・・・石井副会長、西田事務局次長
石井副会長が会長代行で出席、資料に基づき説明
・犯罪お悩み相談開設の件
・オウム真理教の解散・撤退並びに観察処分の更新に向けた署名について
・八王子市「運営ハンドブック 2020」作成、配布の件
(2) 全自連 広島県福山市大会 今年度は中止し、来年度に繰延
(3) 東京都多文化共生社会づくり「Life in TOKYO Your Guide」冊子をリニューアル
日本語版配付 6 言語あり 取寄せて地区連合会長に配付予定(組織部会で検討)
10．出向者報告
(1) 第 3 回八王子市高齢者計画・介護保険事業計画策定部会・・・・・田中事務局次長
令和 2 年 7 月 8 日(水)オクトーレ 12F 第 1 セミナー室 資料に基づき説明
(2) 八王子市住宅マスタープラン策定懇談会・・・・・・・・・・・・・・荒井副部長
書面開催 第 4 次住宅マスタープラン答申 9 回予定⇒7 回に縮小 経過概要説明

10 月下旬目途素案作成、12 月～1 月パブコメを予定
11．地区連合会報告
(1) 小池北野地区連合会長
北野天満社 木の枝の行政代執行、強制伐採の経緯説明 6/20～21 伐採費用 1250 万
（国 150 万、市 1100 万）のほか処分経費は、当事者へ請求される
(2) 野崎元八地区連合会長
北條氏照まつり 今年度中止決定
(3) 関根加住地区連合会長
滝山城跡 日本遺産の構成文化財に位置づけされたこと
来年大石定重の築城 500 年、滝山城跡文化協会が市と共催でイベント開催(10 月以降)
12．その他
(1) 大横町消防署跡地活用に関する署名 秋間会長より連絡、書面起こし、西田事務局次長代読
(2) 8 月役員会 8/11(火)三役会 11 時～、常任理事会 13 時 30 分～開催
(3) 会則の改正(連合会長の明確化) 8 月の役員会で議題として提案
(4) 日本遺産認定(6/19)「霊気満山高尾山～人々の祈りが紡ぐ桑都物語」リーフレット配付
(5) レジ袋の有料化(7/1～) マイバッグの利用を
(6) 八王子いちょう祭り 11 月頃 イベントは行わない いちょう並木を楽しみながら歩く
(7) 事務局夏季休業 8/13(木)～16(日) 事務所閉鎖 8/17(月)～通常業務
(8) 新型コロナウイルス感染症拡大防止
飛散防止パーテーション・アルコール消毒用足踏みスタンド・体温計用意
(9) 協働推進課より公衆街路灯の LED 化に係る調査依頼の同意書提出を依頼
地区連合会傘下の団体に対して、未提出の場合は同意書の提出をお願いして欲しい
≪質問≫ 公衆街路灯の同意書の件、国勢調査について、今後どのように対応していくのか
知りたい
⇒ 公衆街路灯の調査について市からの説明では、現在、調査会社の選定にむけた
準備、プロポーザル方式による業者選定を行い、10 月下旬を目途に調査委託契約
を締結すること、年度内に調査を完了させたいとの意向があった
国勢調査については、9 月中旬以降調査員が訪問するが、相手方と接触のない
インターフォンを通じ説明、回答はメール、郵送など 3 通りの予定であること、
詳細は 7/15 発行「町自連だより 47 号」に掲載した
≪要望≫ 新型頃ウイルス感染症に関した情報提供を受けているが、実際に会議を含め、
どのようなことに留意したらいいのか、現状がどうなっているのか、不安な面も
あるので、関係部署から直接説明を聞く機会を設けてもらいたい
⇒ 要望の主旨に沿えるよう、常任理事会へ説明員の出席などにつき、市の保健所
などへ相談する。

令和 2 年 6 月 9 日(火)

感染症拡大防止のため中止 書面送付

1．関係機関の要請・依頼事項
(1) 「八王子まつり」中止について・・・・・・八王子まつり実行委員会（ふれあい財団）
(2) 「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

(3) 新型コロナウイルス感染症を広げないための活動の注意点
・・・・・・・八王子市健康部(八王子市保健所)健康政策課
2. 新型コロナウイルス感染症拡大防止
(1) 情報提供経過報告 5/8 ～ 5/29
【情報提供(経過)】
(2) 緊急事態宣言
4/7(火)「緊急事態宣言(7 都府県)」5/6(水)まで
4/16(木)「緊急事態宣言(全都道府県)」拡大
5/4(月)「緊急事態宣言」5/31(日)まで延長
5/14(木)「緊急事態宣言」一部解除
47 都道府県のうち 39 県解除、8 都道府県継続
5/21(木)「緊急事態宣言」一部解除
8 都道府県のうち 2 府 1 県解除、1 都 3 県・北海道継続
5/25(月)「緊急事態宣言」解除
(3) ソーシャルディスタンスの励行
【
「新しい生活様式」の実践例】
(4) 八王子市、2/26(水)公共施設利用休止及びイベント等開催中止 3/15(日)まで、
3/12(木)同上 3/22(日)まで延長、3/17(火)同上 3/31(火)まで再延長、
3/25(水)同上 4/12(日)まで再延長、4/3(金)同上 5/6(水)まで再延長、
4/28(火)同上 5/31(日)まで再延長
5/25(月)公共施設利用 6/1(月)から順次再開
3. 令和 2 年度町自連役員新体制について
(1）地区連合会長名簿（配布用、個人情報）
・地区連合会長
① 南部地区 中代会長（上野町一丁目町会）⇒ 田邊会長（上野町三丁目町会）
② 横山北地区 平塚会長（船田町会）⇒ 伊藤会長（長房町会）
③ 加住地区

内田会長（谷野町会）⇒ 関根会長（丹木町会）

・三役
①

監 事

浅井監事（鑓水尾根地区）⇒尾川監事（由井地区）
、

【令和 2 年度役員引継ぎ名簿】
(2) 地区連合会長名簿
【令和 2 年度町自連役員名簿(配布用)】
(3) 専門部運営組織及び人員配置
【令和 2 年度町自連専門部の運営組織及び人員配置】
(4) 年間計画・事業スケジュール
【令和 2 年度年間計画・事業スケジュール】
4. 定期総会について
(1) 第 18 回定期総会（書面表決）
・5/1 定期総会書面表決書及び資料送付
・5/25(月)地区内の書面表決書を地区連合会長集約 5/28(木)事務局提出
・6/9(火)結果報告

【令和 2 年度第 18 回定期総会(書面表決)結果 町会長等宛】 配付依頼
・書面表決書・意見等 回答
【定期総会・書面表決書による町会自治会から寄せられた意見等】
(2) 平成元年度末退任町会長感謝状受賞者芳名簿
・4 年以上町会長退任 5/12 提出 26 名
・6/9(火)常任理事会 地区連合会長経由感謝状送付
【令和 2 年度感謝状受賞者芳名（令和元年度末退任者)

町会長等宛】 配付依頼

5. 令和 2 年度八王子市町会自治会関係予算要望について
(1) 掲示板設置事業補助制度の継続要望 5/12 付 5/19 提出
※継続の方向で検討
(2) 防犯カメラ運営事業補助金の新設要望 5/12 付

5/19 提出

※令和 2 年度八王子市町会自治会関係予算内で対応の方向
6. 令和 2 年度東京都地域の底力発展事業助成交付申請について
・
「町会・自治会等加入促進キャンペーン」交付申請

2,000 千円（予算 2,050 千円）

・内容
(1) 加入促進(のぼり旗・ポール含む、ポスター、チラシ作成)
(2) 多文化共生社会づくり(ポスター、チラシ作成)
(3) オリンピック・パラリンピック気運醸成(チラシ作成)
・実施期間 令和 2 年 5 月～12 月 キャンペーン 10 月～11 月
・6/1(月)事前相談完了、6/2(火)申請書送付、7 月上旬交付決定
7. 規程改正について
・地区連合会規程改正
鑓水尾根協議会が、協議会運営上の都合により、5/31 をもって脱退
【改正案】 ※常任理事会承認事項
・八王子市町会自治会連合会会則について
地区連合会長の選任の明確化
【改正案】 ※協議 後日の常任理事会での承認、定期総会での議案審議、議決
8. 新任会長及び役員研修会
・6/20(土)14:00～16:30 八王子市役所 801.802 会議室
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止
・新任会長へ運営資料として、
「町会自治会運営ハンドブック 2020」を 6/下旬送付
参考としてその他の町会等にも送付（実質 全町会送付）
・問い合わせ対応 事務局、市協働推進課、各市担当所管課
9. 市長と三役との懇談会について
7/3(水) 14:00～15:00 市役所 市長公室
地域づくり推進事業、公衆街路灯ＬＥＤ化、掲示板設置事業補助制度、
防犯カメラ運営事業補助制度ほか
10. 令和 2 年度地区交流事業について
(1) 第 2 回 7 月～8 月実施予定事業 5/29(金)申請締切
※申請なし 南大沢連絡協議会令和 2 年度申請断念
(2) 令和 3 年度申請予定届

8/11(火)必着

6/9(火)常任理事会提案、決定

11. 専門部報告
(1) 総務部
・定期総会
議事録作成
・新年懇親会 1/9(土) 18:00～ 八王子エルシィ
(2) 広報部
・町自連だより第 47 号

7/15 発行 横山北地区特集

・町自連だより第 48 号 10/15 発行 中央部・本町地区特集
・町自連だより（取材・編集・印刷・配送）業者変更調整
・HP 操作研修会 随時対応に変更
(3) 事業部
・自治会活動賠償責任保険更新
5/19(火)更新・新規案内送付 6/18(木)正午まで
・備品整備 令和元年度要望分 ６月末納入予定（八王子市）
令和 2 年度要望

8 月下旬案内（八王子市）
必要とする団体は事前に準備のこと

・役員研修会 10 月下旬 研修会開催
・町自連研修会 2/17(水) 14:00～ いちょうホール
(4) 組織部
・町会自治会等加入促進キャンペーン 加入促進活動

10 月上旬

(5) 生活安全部
・自主防災団体連絡協議会報告
12 都町連報告
・6/3(水)

R02.6 常任理事会 中止

・6/18(木)

令和 2 年度定期総会（書面表決） 都町連会長表彰令和 3 年度繰延

・令和 2 年度全自連全国大会 広島県福山大会開催 11/12(木) 11/13(金)
13. 出向者報告
14. 地区連合会報告
15. その他
・財務会計システム
・令和 2 年度町会長名簿配付 7/14(火)役員会
6/1 現在、令和元年度町会長名簿返却・引換
・令和 2 年度町自連会費請求 7/14(火)役員会
八王子市への届け出の令和 2 年度事務交付金申請世帯数
・役員歓送迎会 未定

令和 2 年 5 月 12 日(火)

感染症拡大防止のため中止 書面送付

1．関係機関の要請・依頼事項
(1) 八王子まつり開催日程・・・・・・・・・八王子まつり実行委員会（ふれあい財団）
2．新型コロナウイルス感染症拡大防止

(1) 情報提供経過報告 4/8 ～ 5/7
(2) 国、4/7(火)「緊急事態宣言(7 都府県)」5/6(水)まで、
4/16(木)「緊急事態宣言(全都道府県)」拡大、
5/4(月)「緊急事態宣言」5/31(日)まで延長
(3) 感染症拡大防止のため、出勤抑制 7 割及び接触機会 8 割削減 外出自粛
(4) 人との接触を 8 割減らす、10 のポイント
(5) 東京都、ステイホーム週間 4/25～5/6
(6) 八王子市、2/26(水)公共施設利用休止及びイベント等開催中止 3/15(日)まで、
3/12(木)同上 3/22(日)まで延長、3/17(火)同上 3/31(火)まで再延長、
3/25(水)同上 4/12(日)まで再延長、4/3(金)同上 5/6(水)まで再延長、
4/28(火)同上 5/31(日)まで再延長
３．令和 2 年度八王子市町会自治会関係予算要望について
(1) 掲示板設置事業補助制度の継続要望
・市長との懇談会及び町自連要望書に基づき、令和元年度補助制度新設
(市では 2 か年度限定事業の位置付け)
・令和元年度、事業実施にあたって、基準額や補助対象など要綱等の改善要望提出
・令和 2 年度改正要綱に基づく事業実施
・対象件数 2,500 件を超える掲示板があり、翌年度以降の事業の継続を要望
※【常任理事会承認事項】
(2) 防犯カメラ運営事業補助金の新設要望
・防犯カメラ設置(防犯課から移管) 12,034 千円（1/6 負担）
・防犯カメラ維持管理(新規) 628 千円（1/6 負担）
東京都補助制度を活用した保守費用、修繕経費の補助
・東京都において、共架料、電気料を補助する運営事業補助制度新設（1/6 負担）
・東京都補助制度を活用する共架料、電気料に係る市補助制度の新設要望
※【常任理事会承認事項】
4．令和 2 年度地区連合会長名簿について
・南部地区連合会長

中代会長 → 田邊会長（上野町三丁目町会会長）

・横山北地区連合会長

平塚会長 → 伊藤会長（長房町会会長）

・加住地区連合会長

内田会長 → 内田会長 留任

・鑓水尾根地区

５月末にて町自連退会

・令和 2 年 6 月 監事 1 名交代 候補 尾川常任理事（由井地区連合会）
5．定期総会について
(1) 第 18 回定期総会（書面表決）
・4/9(木)臨時三役会において、議案調製
・4/16(木)常任理事会書面表決により、議案確定、定期総会資料の印刷・製本
・4/30(木)定期総会資料納品、各町会自治会等へ書面表決書添付の上、5/1 送付
・5/25(月)地区連合会内の書面表決書を地区連合会長集約 5/28(木)事務局提出
・5/末結果報告
(2) 平成元年度末退任町会長感謝状受賞者芳名簿
・4 年以上町会長退任 5/12 提出、6/9 常任理事会 地区連合会長経由感謝状送付

6．令和 2 年度東京都地域の底力発展事業助成交付申請
・第 2 回 6/5 までの相談受付 6/12 申請締め切り

7 月上旬交付決定予定

・
「町会・自治会等加入促進キャンペーン」交付申請

2,000 千円（予算 2,050 千円）

・内容
(4) 加入促進(のぼり旗・ポール含む、ポスター、チラシ作成)
(5) 多文化共生社会づくり(ポスター、チラシ作成)
(6) オリンピック・パラリンピック気運醸成(チラシ作成)
・実施期間 令和 2 年 5 月～12 月 キャンペーン 10 月～11 月
※【常任理事会承認事項】
東京都との事前相談を基に作成、本申請の段階で軽微な修正が生じる場合があります。
7．新任会長及び役員研修会
・6/20(土)14:00～16:30 八王子市役所 801.802 会議室
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止
・新任会長へ研修資料として、運営ハンドブックを送付
参考として、その他の町会等にも送付（実質 全町会送付）
・問い合わせ対応 事務局、市協働推進課、各市担当所管課
8．令和元年度地区交流事業申請受付
・令和 2 年度申請可能団体、元年度に申請予定届提出の 19 団体
・令和 3 年度申請予定届 8/11(火)

事務局必着

・令和 2 年度申請受付 ※事前申請可
第 1 回 5 月～ 6 月事業実施予定 4/30(木) 事務局必着 5/12 常任理事会提案・決定
※申請なし
9．専門部報告
(1) 総務部
・市長と三役との懇談会 7/3(水) 14:00～15:00 市役所 市長公室
地域づくり推進事業、公衆街路灯ＬＥＤ化、掲示板設置事業補助制度、
防犯カメラ運営事業補助制度ほか
(2) 広報部
・町自連だより第 46 号
4/15 発行 横山南地区特集
・町自連だより第 47 号
7/15 発行 横山北地区特集
(3) 事業部
・自治会活動賠償責任保険

5 月末更新・新規案内

7/1 更新

令和元年度実績 234 団体
・備品整備 令和元年度要望分 ６月末納入予定（八王子市）
令和 2 年度要望

8 月下旬案内（八王子市）
必要とする団体は事前に準備のこと

・役員研修会 10/27(火)・28(水)・29(木)の内の 1 泊 2 日
・町自連研修会 2/17(水)
(4) 組織部

・町会自治会等加入促進キャンペーン、新任会長及び役員研修会
(5) 生活安全部
・特になし
10．都町連報告
・5/13(水)

R02.5 常任理事会 中止

・6/18(木)

令和 2 年度定期総会（書面表決） 都町連会長表彰令和 3 年度繰延

11．出向者報告
12．地区連合会報告
13．その他
・内閣府地方分権改革・提案募集
都市公園内町会会館設置 小門町町会、散田本町町会
・町自連会費 6 月請求
構成団体世帯数
・令和 2 年度町会長名簿
6/1 現在 配付予定、令和元年度名簿返却・回収

令和 2 年 4 月 14 日(火)

感染症拡大防止のため中止 書面送付

1．関係機関の要請・依頼事項
(1) 「第 22 回八王子古本まつり(5/2 ～ 5/6)」のお知らせ
・・・・・・・・はちおうじ古本まつり実行委員会
(2) 獣害被害の対応について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・獣害対策課
(3) 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会について
・・・・・オリンピック・パラリンピック推進室
(4) 地域福祉推進拠点について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福祉政策課
(5) シェアサイクル実証実験について・・・・・・・・・・・・・・・・交通企画課
(6) 「地域づくり」と「長期ビジョン」の今後の取り組みについて
・・・・・・・・・・・・・・・・未来デザイン室
(7) 立地適正化計画について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・土地利用計画課
(8) 健康フェスタについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・健康政策課
(9) みんなの町の清掃デーについて ・・・・・・・・・・・・・・・ごみ減量対策課
(10)「日赤活動資金募集」協力依頼 ・・・・・・・八王子赤十字奉仕団・福祉政策課
(11) 市長と語るについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・広聴課
(12) ごみ・資源物の排出抑制のお願い・・・・・・・・・・環境部ごみ総合センター
2. 新型コロナウイルス感染症拡大防止
(1) 情報提供経過報告 2/27 ～ 4/8
(2) 3 つの密（密閉空間、密集場所、密接場面）を避けて行動
(3) 感染症防止の基本は、
「手洗い」
「マスクの着用 咳エチッケト」
3. 令和 2 年度八王子市町会自治会関係予算について
(1) 連合会補助 13,553 千円

(2) 地区交流事業補助 1,900 千円

(3) 設備整備 4,500 千円

(4) 事務交付金 44,700 千円

(5) 公衆街路灯設置 11,420 千円

(6) 公衆街路灯維持管理 136,871 千円

(7) 集会施設整備 78,000 千円

(8) 防犯カメラ設置(防犯課から移管) 12,034 千円

(9) 防犯カメラ維持管理(新規) 628 千円

(10) 加入促進活動(新規) 5,000 千円

(11) 掲示板設置等(充実) 10,000 千円
4. 令和 2 年度地区連合会長名簿について
令和 2 年 6 月～ 監事 １名交代
南部地区連合会長 中代会長 → 田邊会長（上野町三丁目町会会長）
加住地区連合会長 内田会長 → 調整中
鑓水尾根地区

５月末にて町自連退会

5. 定期総会について
(1) 役員選出【第４号議案】
① 役員選考委員会報告
3/16(月) 役員選考委員会(委員長-小池北野地区連合会長) 監事 1 名選考
監事候補 尾川 由井地区連合会長
(2) 令和元年度事業報告・令和 2 年度事業計画（案）について
① 令和元年度事業報告【第１号議案】
（主な前年度との変更点及び取り組み）
・総括

事務局常勤職員増員、地域づくり推進事業、獣害駆除対策、東京 2020
オリンピック・パラリンピック、新型コロナウイルス感染症拡大防止、

・総務部 公衆街路灯ＬＥＤ化
・広報部 広告協賛の増
・事業部 役員研修会 「新潟市 地域づくり」
町自連研修会「防災講演会

天気の見方と異常気象、地球温暖化」

・組織部 加入促進キャンペーン
・生活安全部 台風 19 号アンケート集約
② 令和 2 年度事業計画（案）
【第５号議案】
（主な前年度との変更点及び取り組み）
・総括

地域づくり推進事業、地域課題の取り組み（獣害駆除対策ほか）
、
東京 2020 オリンピック・パラリンピック、新型コロナウイルス感染症
拡大防止、

・総務部 新年懇親会（事業部より移行）、公衆街路灯ＬＥＤ化
・広報部 地区特集取り組み継続
・事業部 自治会活動賠償責任保険（総務部より移行）
、設備整備支援補助金
(備品提供)活用（総務部より移行）、町自連研修会
・組織部 加入促進キャンペーン 地域の底力発展事業助成制度活用
・生活安全部 防災・防犯・交通等関係組織の連携強化
(3) 令和元年度決算報告・監査報告、令和 2 年度予算（案）について
① 令和元年度決算報告【第２号議案】
・収入 町自連だより広告協賛 530 千円増
・支出 地区交流費 5 団体中止 258 千円減、研修費 講師公務対応減、
事務費 事務所公共料金次年度精算減、人件費 社会保険料改定増、

都町連全自連経費 全自連全国大会(宮崎市)参加増、慶弔費 実績、
備品設備費 事務局パソコン動作不良に伴う更新増、市補助返還金
② 監査報告【第３号議案】
4/7 監査実施
③ 令和 2 年度予算（案）
【第６号議案】
・収入 市連合会補助 1,753 千円増
・支出 地区交流費 19 団体 1,900 千円、研修費 講師謝礼増、
事務費 事務所公共料金対前年度増、人件費 事務局員増員分平年化、
都町連全自連経費 全自連全国大会(福山市)参加増、慶弔費 実績勘案、
備品設備費 事務局パソコン更新増
(4) 定期総会案内（書面表決）
当初 5/31(日) 16:00～ 八王子エルシィ

定期総会・懇親会

3/18 参加者を絞り込む形で検討、懇親会取りやめ方針
3/30 状況判断により定期総会書面表決に移行検討
4/7

令和 2 年 4 月期常任理事会(4/14)開催中止、臨時三役会(4/9)開催

4/9

臨時三役会 常任理事会及び定期総会 書面表決方針決定

4/16 定期総会資料書面表決結果集約
4/16 印刷発注 4/30 納品
5/上旬 各町会へ資料・書面表決書送付
5/25 地区連合会長 書面表決書集約、5/28 事務局提出、5 月末 結果報告
(5) 令和元年度末退任町会長感謝状受賞者芳名簿
4 年以上町会長退任 5/12 提出、6/9 常任理事会 地区連合会長感謝状送付
6. 令和 2 年度地区交流事業申請受付について
(1) 交付申請受付
第 1 回から第 5 回まで 提出期限(月末)、翌月常任理事会付議・承認
(2) 申請予定届
令和 3 年度予定届 提出期限 8/11(火)
7. 専門部報告
(1) 総務部
定期総会
(2) 広報部
① 町自連だより第 46 号 4/15 発行 横山南地区特集
広告協賛 地区 74 万円 レギュラー41 万円 スポット 15 万円 計 130 万円
② 町自連だより第 47 号 7/15 発行 横山北地区特集
③ 令和 2 年度以降地区特集
（3）事業部
① 自治会賠償責任保険 5 月下旬案内
（4）組織部
① 新任会長及び役員研修会 6/20(土) 延期する場合あり
② 令和 2 年度東京都地域の底力発展事業助成申請
（5）生活安全部

8. 都町連報告
・3/4(水)

R02.3 常任理事会 第 3 回東京と地域活動検討会 中止

・4/8(水)

R02.4 常任理事会 中止

・5/13(水)

R02.5 常任理事会 中止

・6/18(木)

令和 2 年度定期総会（書面表決）

9. 出向者報告
10. 地区連合会報告
11. その他
・市長と三役との懇談会 7/3(金) 14:00～15:00
・町会自治会世帯数の取り扱い
6/1 現在の市への報告基準、自治会活動保険、町自連会費
・親切会推薦 6 月、各地区連合会にて 1 件以上推薦
・まちむら 149 号配付

