
日時 Ｈ30.7.17 19：00～ 日時 Ｈ30.7.17 19：00～
場所 八田第三自治会集会所 場所 八田第三自治会集会所

議長 内田　寛 書記 猪子 正人 議長 内田　寛 書記 猪子 正人

出席者 敬称略 出席者 敬称略
会長　　　内田　寛 1番組 田中 良一 2番組 下岡 真実 欠 3番組 孫　玉厚 欠 4番組 堀内　恭彦 会長　　　内田　寛 1番組 田中 良一 2番組 下岡　真実 欠 3番組 孫　玉厚 欠 4番組 堀内　恭彦

副会長　 猪子正人 5番組 黒沢 周子 6番組 原　貢 7番組 廣瀬　明美 8番組 松浦 裕子 副会長　 猪子正人 5番組 黒沢 周子 6番組 原　貢 7番組 廣瀬　明美 8番組 松浦 裕子

副会長　 　 平野貴之　欠 9番組 田中 勝雅 欠 10番組 須藤 博一 11番組 渋谷　裕子 12番組 田中 克幸 欠 副会長　 　 平野貴之 9番組 田中 勝雅 欠 10番組 須藤 博一 11番組 渋谷　裕子 欠 12番組 田中 克幸 欠

副会長 　 荒木正一 14番組 永冶 渉 無欠 15番組 田中 勝雅 欠 16番組 児玉 斉久 17番組 福井 敦治 副会長 　 荒木正一 14番組 永冶 渉 無欠 15番組 田中 勝雅 欠 16番組 児玉 斉久 17番組 福井 敦治

事務局長 藤井克之丞欠 事務局次長　　佐藤 賢次 欠 事務局次長　　大平 和也 欠 18番組 下田　政稔 無欠 19番組 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　 無欠 事務局長 藤井克之丞欠 事務局次長　　佐藤 賢次 欠 事務局次長　　大平 和也 欠 18番組 下田　政稔 無欠 19番組 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　 無欠

会計　　　大平 弘子 事務局次長　　平野　孝 欠 民生委員 内田かをり 会欠 会計　　　大平 弘子 事務局次長　　平野　孝 欠 民生委員 内田かをり 会欠

連絡有欠席＝欠・地域の別会議＝会欠・連絡無き欠席＝無欠 連絡有欠席＝欠・地域の別会議＝会欠・連絡無き欠席＝無欠

議 事 承認 議 事 承認

1. 事務委託料について 1. 事務委託料について
一戸あたり１１６円　　町数割２０８０円 一戸あたり１１６円　　町数割２０８０円
　地区の方から受け取りました。 　地区の方から受け取りました。

２． 平成３０年度防犯外灯の電灯料に対する補助金の交付申請について ２． 平成３０年度防犯外灯の電灯料に対する補助金の交付申請について
　申請期日：７月２０日（金）までに申請（申請済みです。） 　申請期日：７月２０日（金）までに申請（申請済みです。）

３. 日赤社費納入実績の報告 ３. 日赤社費納入実績の報告
　各町の募金状況が報告されました。(前年度に比べると大きく下がりました。) 　各町の募金状況が報告されました。(前年度に比べると大きく下がりました。)
　当町は、還付金使い道が不明な為、今年度は見送りました。 　当町は、還付金使い道が不明な為、今年度は見送りました。

４. 愛の資金納入実績の報告 ４. 愛の資金納入実績の報告
　例年通り変わらずの実績報告がありました。(当自治会は、38,504円納めました。) 　例年通り変わらずの実績報告がありました。(当自治会は、38,504円納めました。)

５. 連合自主防災の報告・連絡 ５. 連合自主防災の報告・連絡
　今年度の補助金決定がまだ、確定していない報告を受けました。 　今年度の補助金決定がまだ、確定していない報告を受けました。
　今年度懐中電灯をLEDに交換予定ですが、補助金確定次第購入します。 　今年度懐中電灯をLEDに交換予定ですが、補助金確定次第購入します。

６. まちづくり推進協議会からの連絡 ６. まちづくり推進協議会からの連絡
　今後の予定事業　盆踊り練習会(4回)7月28日八田第三自治会集会場東側空き地19:00～ 　今後の予定事業　盆踊り練習会(4回)7月28日八田第三自治会集会場東側空き地19:00～
　女子力ｱｯﾌﾟ講座(楊名時太極拳)7月21日AM10:00～羽津地区市民ｾﾝﾀｰ2Fﾎｰﾙ 　女子力ｱｯﾌﾟ講座(楊名時太極拳)7月21日AM10:00～羽津地区市民ｾﾝﾀｰ2Fﾎｰﾙ
　受援力　後援会　7月21日PM7:00～羽津地区市民ｾﾝﾀｰ2Fﾎｰﾙ 　受援力　後援会　7月21日PM7:00～羽津地区市民ｾﾝﾀｰ2Fﾎｰﾙ
　　　　　　講師：みえ防災市民会議議長　山本康史氏 　　　　　　講師：みえ防災市民会議議長　山本康史氏
　人権視察研修　7月22日　長野県阿智町　満蒙開拓記念館 　人権視察研修　7月22日　長野県阿智町　満蒙開拓記念館
　防災ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ体験学習第4回準備会議　7月28日AM10:00～羽津地区市民ｾﾝﾀｰ2Fﾎｰﾙ 　防災ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ体験学習第4回準備会議　7月28日AM10:00～羽津地区市民ｾﾝﾀｰ2Fﾎｰﾙ
　　　　　防災一座・松野博氏による講義「避難所について」「防災ﾏｯﾌﾟについて」 　　　　　防災一座・松野博氏による講義「避難所について」「防災ﾏｯﾌﾟについて」

７. センターからの連絡事項 ７. センターからの連絡事項
　不審者が多数出ていますので注意してください。見かけた場合は、 　不審者が多数出ていますので注意してください。見かけた場合は、
　警察若しくは、自治会までご連絡下さい。 　警察若しくは、自治会までご連絡下さい。

８. その他 ８. その他
　自治会防災の勉強会を9月にの後半の夜に開催します。 　自治会防災の勉強会を9月にの後半の夜に開催します。
　 例年の防災研修会は、１１月１７日（土）に行います。行先、福井防災ｾﾝﾀｰです。 　 例年の防災研修会は、１１月１７日（土）に行います。行先、福井防災ｾﾝﾀｰです。
　回覧板の台を新しい物にて、使用のお願いいがありました。 　回覧板の台を新しい物にて、使用のお願いいがありました。
　ごみ置き場の、かごの補助金申請が通りましたので順次変更していきます。 　ごみ置き場の、かごの補助金申請が通りましたので順次変更していきます。
　通学路の防犯カメラ設置に協力のお願いします。（来年度町内全域がｶﾊﾞｰ出来るように） 　通学路の防犯カメラ設置に協力のお願いします。（来年度町内全域がｶﾊﾞｰ出来るように）
　ﾌﾞﾛｯｸ塀の調査及び危険と思われる場合は、改善を設置者にお願いしたいと思っています。 　ﾌﾞﾛｯｸ塀の調査及び危険と思われる場合は、改善を設置者にお願いしたいと思っています。
※町内の交通マナーの指摘がありました。進路変更をする場合には　 ※町内の交通マナーの指摘がありました。進路変更をする場合には　
　必ず指示器を出して下さい。子供たちが、車の挙動確認ができない為危険です。　 　必ず指示器を出して下さい。子供たちが、車の挙動確認ができない為危険です。　

※組長会への無断欠席は、止めましょう。欠席の場合は、役員まで連絡を ※組長会への無断欠席は、止めましょう。欠席の場合は、役員まで連絡を
お願いします。 お願いします。

町内パトロールは、 ※次回組長会議は 8月20日（月）ＰＭ7：00～ 町内パトロールは、 ※次回組長会議は 8月20日（月）ＰＭ7：00～
　　　　会議終了後2班にて実施。 ※次回役員会議は 8月17日（金）ＰＭ8：00～ 　　　　会議終了後2班にて実施。 ※次回役員会議は 8月17日（金）ＰＭ8：00～
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平成30年度7月度組長会議議事録回覧 重要 回覧 重要


