
千福が丘自治会

自治会長　橋本　勝彦

事業推進部門　副会長　森田　康裕

令和３年度　

自治会書面総会(2021/9/1 付 事業推進部門細則

及び付則）への主な意見・質問への回答

少し遅くなりましたが、2021/9/1付　自治会書面総会事業推進部門細則及

び付則への主な意見・質問への回答をします。

（内容５ページ）
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2022/04/18　千福が丘　自治会

自治会書面総会(2021/9/1付 事業推進部門細則及び付則）への主な意見・質問への回答　　　　　　　　　　　

項目                               主な意見・質問 回答

用語

１．用語の意味・関係が、わかりずらい。
　・”各専門部の委員（第１条）”、”事業推進部門の委員（別表）”、”委員とメンバー（添付資料）”、
　　”事業推進部門役員（第６章）”など、”委員”、”メンバー”、”役員”という用語があるが、これらの
　　関係・包含関係が理解できない。明確な定義や統一が必要では。
　・用語統一。事業推進部門長＝部門長？、各専門部の部長＝専門部長？
　　　　　　　　　副部長＝副専門部長？、広報＝広報担当？、など
2．委員と役員の用語の使い分けが、不適切で混乱を招きます。
　　第２条・・・下記委員を置く　　　第３条　委員の任務は・・・　等
　　　　　　ここでの委員は、一般的には役員と呼ばれる役職
　　第１条　各専門部の委員は当年度の班長の全員が・・・
　　　　　　ここでの委員は、各部門の構成員と思われます。一般的には委員で良いと思います。　

１．混乱をきたす使い方をして申し訳ありませんが、
　　以下の規定で使っています。
　　役員：運営委員会出席者
　　　　　　　（部門長と各部部長の４名）
　　委員：事業推進部門会議出席者
　　　　　　　（各部の部長、副部長、広報、書記、会計）
　　メンバー：上記以外の班長
２．不適切な使い方は、次回改正時に修正します。

第１条
１．第１条１項、第１５条１項に公募を行うとありますが、
　　　いつ行うかうが明記されていないのはよいのか。

１．役員公募は新班長選出依頼書発行と同時です。
　　　次回改正時に明記します。

第２条

１．第２章第２条に委員を置くとあるが第６章ではそれまで事業推進部門にない役職の選出が
　　規定されている。役員の担当が明記されていない。（運営委員会役員）と表記されている）
２．事務局の広報部と事業推進部門の広報は何が違うのですか？
　　それぞれの部門に広報があるのですか？

１．上記の用語を参照下さい。
２．事務局の広報部は千福が丘通信発行やHPを運営。
　　各部の広報担当者は、広報部への各部情報提出や　
　　千福が丘通信の編集会議出席が役割です。

第３条

１．”専門部長は部門長を補佐し、”→これもあるだろうが、”専門部長は専門部を統括する”という
　　記載がない。（当たり前？）
２．第３章６項にある広報の任務について、事業推進部門として広報は各部門の活動・催し等の
　　情報を事務局へ提供する。となっています。これでは事務局へ情報を渡すだけで良いこととなり
　　自治会情報紙の継続発行は困難なものになってしまうと思われます。
　　情報紙の編集・発行について協力をする。

１．次回改正時見直します。

２．次回改正時見直します。

第５条

１．第１条で、”部門長と専門部長は第５条、第１５条による”と言いつつ、本条では”その他の委員”に
　　ついても言及している。（第１条の記載が違っている気がするが）
２．第５条の２→（１）委員が　を（１）当該委員が　とした方が分かりやすいです。
３．会則第５条２項によると、自治会には、事業推進部門、施設管理部門、企画部門、事務局部門が
　設けられています。つまり事業推進部門は、４部門のうちの１部門でしかありません。しかし内容を
　見ると、とても１部門だけが決める事ではなく、自治会全体として決めるべき事や、
　とても理解できない事が記されています。どういった感覚だろうかと。
４．他部門の部門長の任期は２年ではない可能性もあるという解釈で良いですか？

１．次回改正時見直します。

２．次回改正時修正します。
３．自治会は発足間もなく、全体制は完成していません。
　　当面は、事業推進部門の定常業務を進める必要が　
　　ある為、細則を発行しています。
　　他部門との関係は今後明確にしていきます。
４．基本的に２年です。

第7条

１．第２条～第１０条　各部門ごとにいちいち細則として明記する必要がありますか？
　　例えば、第７条は事業推進部門の委員になる事が前提の人が、輪番制で班長を決め、
　　他の部門の委員になる事が前提の人は、必ずしも輪番制で班長にならない可能性も
     あるという解釈でよいですか？

１．現時点での班長は、全て事業推進部門の配属となります。
　　ただし、今後他部門業務が明確になった段階で班長の
　　分担や班長以外の就任の可能性が議論されます。

第9条

・・・、２年目および次回の輪番制で当たる班長職は、・・・
　１．「２年目」とか「次回」とかは、誰が管理と承認をするのか？
　２．次回の次、すなわち「次々回」はどうなるのか、明記要。

１．各班で管理をお願いします。

２．次々回は元に戻ります。次回改正時追記します。
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第11条
１．自治会会則第１８条と重複していますが、なぜですか？
　　重複して条文化する理由を教えて下さい。

１．事業推進部門の会議体ですので、あえて重複化して
　　条文化しています。

第14条

１．千福が丘自治会会則第１４条５．に班長の文言が規定されているので、班長については
　　事業推進部門細則及び附則ではなく、自治会会則の方に記載すべきと考えます。
　　同様に、自治会費についても、自治会会則補足第２条に記載されているので、
　　事業推進部門細則及び付則への記述は不要と考えます。
２．自事業推進部門の役員は、公募もしくは班長から相談の上選出するとありますが、
    旧町内会の時にあった、輪番制は無くなったのでしょうか？　班長から相談の上選出は、
    決定ルールが曖昧なので決めた方が良いと考えます。
    また広報部、管理部企画部の役員は班長から選出されるのでしょうか？
　  これらの部の細則はいつ発行されますか？

1．現時点では、班長は事業推進部門配属の為、
　　事業推進部門細則に記載しています。
　　また、自治会費についても、事業推進部門で使用できる
　　金額が明確に規定されていますので記載しています。
　　今後自治会全体が明確になった段階で見直します。
２．班長選出は旧町内会と同様です。
　　現段階では、企画部門、管理部、広報部の役員は現班長
　　からの選出ではありません。今後、他部門が明確化された
　　段階で対応が討議されますが、時期は不明です。

第15条

１．・”事業推進部門役員”とは、”事業推進部門委員”のこと？（１のコメントと同じ）
　  ・この条項は、部門長と専門部長だけの話？（第１条だとそうだが）、それとも他の委員の事も含む？
　  ・”自治会運営委員会役員は、最小４名以上とする”　→唐突な文言で意味が理解できない

２．各部門ごとに役員の公募をするという解釈でいいですか？
　  例えば事務局を希望したければ、事務局部門の公募に応募すればよいのでしょうか？

１．役員は部門長と専門部長を示し、１５条はこの役員の
　　選出方法です。４名は部門長１人と専門部長３人を
　　示します。

２．基本的に、本細則は事業推進部門のみの適用です。
　　他部門は、基本的に自治会則に従いますが、相当する
　　細則があればそれに準じます。

第16条

１．第１６条５項では『会長及び運営委員会会が緊急を要する事項と判断した場合、・・・』
　　となっている。それでは、岸川さんは、これを『緊急を要する事項』と判断したのですか？
　　そんなはずは無いと思いますが。
　　また、運営委員会で、岸川さん以外の何人中何人が、どういった理由で、
　　『緊急を要する事項』と判断したのですか？

１．第１６条５項は自治会会則であり、本細則には
　　ありませんが、以下にコメントします。
　　→次期の班長や役員選出のために、i緊急を要する
　　　　事項と判断して進めてきています。

第18条 １．他部門の会計年度は、事業推進部門と違う可能性があるという解釈で良いですか？ 1．その可能性はあります。

第21条

１．第８章　会計監査の第２１条の１の「ただし、連続３ヵ年を限度とした」が「再任」にかかるように読め、
　　限度が無くなってしまう様に誤解されるのではないでしょうか？
　　　案）ただし、再任を妨げないが、連続３ヵ年を限度とする。

1．次回改正時に検討します。

第17条

１．第１７条は、事業推進部門として会費を集めるのではないから、不要と思います。
　　第１６条に自治会費４５００円／月のうちの５００円／月を充当する旨の記述で良いと思います。
２．第１７条１項に関して
　　振替金額の計算方法、計算の考え方が不明瞭なので、明確にして細則又は附則に明示して下さい。
３．第１７条５項
　新規の事業推進会員より3000円を加入費として徴収し、自主防災費用に充当する。
　が、突然出てきて理解できません。従来から徴収されていたものなのでしょうか？
　私の不勉強によるのか？
４．第１７条６．新築の区内会員より・・・
　①「更地に新築」と明記すべし。（更地とは建築履歴のない土地）
　②「区内会員」とは、「団地管理組合員」の事か。自治会は会費として強制加入させる事はできない。
　　　　　　　　　　　　　（会員でない者は支払い不要と明記すべし。）
５．第１７条６項に関して
　　負担金の対象者が「新築の区内会員」とありますが、対象者選定条件の考え方を教えて下さい。
　　　　（建替えも対象？）
６．すでに建設負担金を納めた会員が、家が古くなった等の理由で建て替えをしたら
　　　再度６万円を納めるという解釈でいいですか？
　　　また、災害等で家が壊れて新築する場合も同様ですか？　それってひどくないですか？
７．他の部門は一切の予算組ができないという解釈でよいですか？
　　予算組ができないのに、どのように活動するかを教えて下さい。
　　手弁当ですか？　他の部門は何のために存在するのですか？
８．事業推進会員とはなんですか？

１．次回改正時に検討します。

２．次回改正時に検討します。

３．本件は、従来から徴収しています。

４．区内会員とは旧町内会員の事です。
　　更地に新築は次回改正時に検討します。

５．建替えは対象ではありません。

６．建替えは該当しません。更地に新築の場合です。

７．施設管理部門には予算がありますが、企画部門と
　　事務局部門には現在の所、予算はありません。
　　今後活動内容とリンクし、予算と分担を決めていきます。

８．事業推進部門の会員です。（旧町内会会員）
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第27条

１．会費等の重要事項の改定があった場合でも、総会で議決することなく、住民以外の賛否を
　　問うことなく、決定できるという解釈でいいですか？　ひどくないですか？
２．現在の自治会は規約に則して活動しているのでしょうか？
　　規約が採決されないまま、何を基準にかつどうしているかが分かりません。
　　自治会の発足に対し、決め方はどうあれ賛成多数が多かったのも事実でしょう。
　　だったら、活動のベースとなる規約が出来るまでは以前の「町内会」と「管理組合」に戻し、
　　活動のベースとなる規約がすべて出来上がってから、無条件で自治会へ移行するとか、
　　やり方を考えたらどうですか
　　こんなくだらない議論をいつまでやっていても不毛です。何の生産性もなく、時間の無駄です。
３．なぜ、そんなに町内会と管理組合の統合にこだわるのですか？
　　なぜ２団体のままだといけないのですか？

１．今回の細則及び付則は、運営委員会の中で
　　何回か説明した上で、書面総会に書けています。
２．細部は改正の余地がありますが、会則に即して
　　運営しています。
　　自治会は、まだまだ未完成ですが、皆様の協力を
　　よろしくお願いします。

３．自治会は、旧町内会と旧施設管理組合の相互協力の
　　推進・調整と官公庁等への効率的な達成に資する事を
　　目的として実施しています。具体的には、市へ
　　区全体としての要望出ししていきます。

１．別表について
　　①第１条の２項の組織体制も表現すべきでは
　　②事業推進会計監査も表現すべきでは
　　③”各専門部の委員”の範囲も明示すべきでは（”事業推進部門の委員”の委員と同じ？)
　　④会計担当の記載があって、リーダーが無いのは？（格が違う？）
２．別表と添付資料（千福が丘自治会の組織図）について
　　①別表では”事業機能”、ここでは”活動内容”、また内容が微妙に異なる（どちらか一方で良いのでは）

１．別表
　①防災体制は、毎年防災安全部から発行されます。
　②今後検討します。
　③事業推進部門以外の他部門は別規定になります。
　④部全体会計取りまとめの意味で記載しています。
２．
　①今後活動内容に統一します。

添付資料

総会意見
回答

１．添付されている『４月の定期総会時の質問や意見への回答』について。
　　見事なものです。都合の悪い意見や質問には一切答えず、問題ない事項だけに、適当に回答。

１．誠意をもって回答したつもりです。

添付資料

組織図

１．組織図が明確でない。
２．区長が自治会長の下に書かれているが、上ではないか？
３．やはり区長さんと自治会長さんの役割が良く判らないので、通信で（Q＆Aコーナーでも）
　　説明してもらえるとうれしいです。
４．会計で事業推進が500円の収入とあるが、その他企画、施設管理、事務局の費用が不明確
５．法人（㈱）生活サポートとの関係、又委託業務の内容、費用を明確化、
６．会館の他組織への利用料の明細　（施設、生活サポート等）
７．細部に明確にしなければ、予算決算が分からなくなる。
８．細則は、規約を補うもの、規約との関係が明らかになる。
９．事務局、管理部の会計と事業推進部門の会計との関係は？
10．班長になった場合、委員として携わるのは、防災安全部、生活環境部、地域交流部の３つと
　　いう事でしょうか？

１．明確でない部分の指摘をお願いします。
２．区長は自治会長の上に記載されています。
３．別途検討していきます。

４．今後活動内容を明確化し費用配分を決めていきます。
５．委託内容と費用は随時協議中です。
６．明確にしていきます。
７．予算決算は細部まで明確化していきます。
８．それぞれに見直していきます。
９．今後明確化していきます。
10．現地店では、３部以外に事業推進部門付の
　　　会計、書記があります。

添付資料

委員とメン
バー表

１．添付資料（令和３年度、委員とメンバー）について
　　①”各専門部の委員”とは◎○△□◇の方？　△以上の方？　全員？
２．企画の活動メンバーはいないのか？
３．専門部長担当はいらない、各活動リーダーの上は事業推進部長が居れば良い。
　　①組織の簡素化をし、活動チームの充実を図る。
　　②尚、事業推進部長の代行は、自治会長とする。
４．区民は活動チームが身近で有り、期待しているので記載を明確にする。
　　　　a．リーダー（記載有り）
　　　　b．会計、広報はは活動チーム内で行う。活動の詳細はリーダーが一番掌握している筈なので。
　　　　c．チームのメンバーが不明なので明確にする。
　　　　我が班長が何チームに入っているのかが不明。メンバー名が分かれば日常において相談し易い。

１．委員は◎○△□◇を示します。その他はメンバー。

２．今後企画部門の活動が明確になり次第、
　　メンバーを決めていきます。
３．従来は組織が細分化され、業務負荷変動に対応できない
　　面があったので、３部に大ぐくり化しています。
    従ってそれらを取りまとめる専門部長は必要です。
４．次回以降、メンバーが分かるように工夫していきます。
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その他

①全般

１．この議案書で何を問うているのか主旨が理解できません。住民へのもう少し丁寧な説明を求めます。
２．もっと色々な考えを持った人を入れて内容を練った方が良い。至る所で考えが分からない所がある。
３．全体にもう一度見直しが必要と思います。
　旧町内会の規約を小改編するような文章が良いのではと思います。
　今まで、パブリックコメントなどコメントを書いてくれているキーパーソンに予めチェックして貰ってから
　議案決議に諮るのが良いのではと思います。
４．住みよい街づくりにお力を出して下さり、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
５．みんなが毎日安心して暮らせるようにお願いいたします。
６．以前は近所にスーパーがあり便利でしたが、多くのお店が閉店してしまい、とても悲しく感じております。
７．ゆっくり読ませて頂きました。大変ですね。（遅くなりました）

１．今回は、主に事業推進部門活動を規定する目的です。
２．次回以降検討します。
３．次回改定時に検討します。

４．５．６．７．
　　貴重なご意見、ありがとうございました。

その他

②事業
　　推進
　　部門
　　関係

１．業務用大型冷蔵庫とその前にあるロールカーテンの件
　（回答）No.2-5について、分担費用別途回覧になっていますので、次の事も一緒にお願いします。
　・大型冷蔵庫を購入する事になった経緯と理由、決定会議の内容、購入費用の予算と決算
　　現在の使用状況、購入前に住民に先に知らせなかった理由
　・ロールカーテンの必要性と付けた理由についても一緒に回覧して下さい。
２．会員の賛否を確認するには、千福が丘１丁目から４丁目の住民だけでなく、５００フォレストの所有者、
　千福が丘１丁目から４丁目の別荘所有者、５００クラブ、千福が丘小学校、住友金属鉱山、東急や
　その他の土地の所有者、空家の所有者、賃貸の大家、低地権所有者といった、全ての会員に
　例えば、或る市で市長選挙があり、都市部に２万人の有権者が住み、郊外に５人だけの有権者が
　住んでいｔる場合、『たった５人だけが選挙結果に及ぼす事はない。これら５人に選挙の案内書を
　送る必要はない』として、５人に送らなかった場合、その選挙はいかなる結果が出ても無効です。
３．町内会と管理組合が統合されて自治会ができ、その自治会の内の１部門でしかないと自分たちで
　　言っている、『事業推進部門』たる部門が、なにやら『自分たちは町内会だ』と言っているような。
　　他の３部門に失礼ですよ。
４．旧町内会と管理組合の統合について、未だ法的な問題の解決が見えない中、先行してこのような
　　規約が住民に承認されてしまった場合、後戻りできない状況に陥ってしまう事が懸念されます。
　　・早期に方向性を見出し、住民並びに組合員の皆様に説明、理解を求めるべきと思います。
　　・対応次第では責任問題になりかねません。2020.5.19付　今村氏の提起されたものがございました。
　　　よくまとまっているのと感じましたので添付します。ご一読ください。

１．別途回覧します。

２．事業推進部門の会費納入者での賛否確認としています。

３．他の部門も今後しっかり構築していきます。

４．今村氏の定期資料ベースで活動しています。

５．【町内諸事】の役割で、町内において植栽の手入れ状況を把握し、手入れ不十分の宅には手入れを
　促す書面送付を行っていると認識しています。しかし、町内を見渡すと、手入れをされていない宅が
　多々見受けられます。町内諸事の人数では既定の書面送付で手一杯、役割（仕事量）を
　こなせていないのではないかと、危惧しています。
６．私の班内にも、数年に至って植栽の手入れをしていない２件（住居と別荘）が存在しており、
　共に草ぼうぼうで庭木は伸び放題の状況です。道路へのはみだしは通行の邪魔になり、
　やぶ蚊も多くて非常に迷惑しています。
７．毎年、書面を受取っているはずだが、手入れをする気配が見受けられない【聞く耳を持たない不逞の輩】
　と言いたくなる人達には、手入れを促す書類の送付だけではなく、一歩踏み込んだ対処が必要では
　ないかと思います。町内諸事に留まらず、自治会全体の事案として、取り組んで頂きたいと願います。

５．６．７
　現体制の中での活動は継続していきますが、
　自治会全体としての方針や、市とのコンタクトを
　検討していきます。
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その他

③自治会
　　活動
　　関係
    

１．千福が丘メイン道路（バス道路）の街路樹について
　　１年前に（公園南側）街路樹の剪定後、新芽が出ず枯れたのではないかと思われます。
　　新しく、植樹したらどうかと提案いたします。
２．班長・副班長の数を増やすなら、班構成の組み換えを求めます。
　　２０世帯で２、３人にすると、数年で順番が回って来るため、反対します。
３．自治会の活動ご苦労様です。
　　事業推進部の活動が住民の住み良い環境に繋がるようにして頂きたいと思います。
　　また、今だけではなく、１０年後、２０年後も考えた活動内容にも取り組む必要があると思います。
　　例えば１０年後、住民は高齢化が進み、家族でも問題になっている老老介護になるのではと
　　心配しています。個人的には年をとっても各自が自立して楽しく生活が出来る形を作れると
　　良いと思います。今の時代に溶け込んでいる（スマホやパソコンが使える）様にするなども
　　一つの考え方だと思います。
４．会費免除のお願いについて
　　現状戻れる状況（住める、老い）にはなく関係、売却等考えている。具体的な処分が決まらなければ
　　免除の対象とはならないのでしょうか？経済的にも負担の為、ご高配の程よろしくお願いいたします。
５．連絡先として、自治会の電話番号を記入しておいて頂けると助かります。
　　　ex. 封筒の裏などに
６．４号議案　予算案
　　HP運営費はレンタルサーバー　6600円/年　、ドメイン使用料　3000円/年　
　　一般会計雑支出　10万円となっていますが、HP運営費は　8000円/年程度、
　　アップロードは、担当者のボランティアです。

１．現在、市と検討中です。

２．自治会活動が軌道に乗ったら検討します。

３．今後の課題については、ご提案の項目も含めて
　　自治会の企画部門でしっかり活動していきます。

４．免除にはなりませんが、軽減策があるので
　　一度相談願います。

５．今後記入します。

６．情報ありがとうございました。今後の参考にします。

その他

④管理
　　組合
　　関係

１．安心という所では管理組合の汚水処理について将来の形について住民にしっかりと伝えて下さい。　
　管理組合の総会でも話をしましたが、今の運営方法では１０年後、２０年後は成り立たなくなるのでは
　との質問に対して、総会時（５月）に担当者から現状のままでは将来成り立たなくなるが、はっきりとした
　事はすぐには回答できない。との回答があった。５月の時点で現状をまとめて対応策を考えるとの話で
　あったがその後どうなったのでしょうか？
　単純に考えれば会費を上げるか、ある時期に会員からまとまった金額を大修理充当金を
　集めなければいけなくなるのではと心配しています。
　どちらにしてもすぐには出来ないので情報を住民（組合員）に知らせて下さい。
　＊現状をまとめた結果が２０年後も今の会費で運営していけるのであれば、その事を
　　組合員にお知らせください。以上よろしくお願いします。

１．施設管理部門に伝えておきます。
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