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平成２９年度第１回町内会長会議議事録 

 
［１］ 日 時   平成２９年６月２５日（日） 
          午前１０時００分～１２時００分 
［２］ 場 所   志木市民会館 ２階 ２０４、２０５会議室 
［３］ 出席者   合計７６名 
    役 員      志木市町内会連合会長 大木 勝臣 

                    志木市町内会連合会副会長 大熊 克範 

                    志木市町内会連合会副会長 清水 良介 

                    志木市町内会連合会監事 竹前 榮二 

                    志木市町内会連合会監事 谷岡 正吉 

                    志木市町内会連合会監事 斉藤 昭弘 

                    志木市町内会連合会会計 池ノ内 茂生 

 
町内会    ３３町内会(役員含む) 
欠席町内会：愛宕町内会、南の森弐番街町内会、 

中央の森壱番街町内会、中央の森弐番街町内会 
 

市長 香川 武文 
副市長 櫻井 正彦 
市民生活部長 高橋 良和 
 
企画部参事兼政策推進課長 松永 仁 
秘書広報課長 原田 隆一 
企画部参事兼人事課長 村山 修 
総務課長 菊池 一彌 
新庁舎建設推進室長 青木 裕一 
財政課長 松井 俊之 
課税課長 外立 健一 
総務部参事兼収納管理課長 芦野 伸二 
防災危機管理課長 篠崎 勉 
総合窓口課長 石田 孝之 
柳瀬川駅前出張所長 川幡 和広 
志木駅前出張所長 佐藤 浩之 
環境推進課長 末永 隆宏 
市民生活部参事兼産業観光課長 醍醐 一正 
福祉課長 山崎 仁 
長寿応援課長 近藤 政雄 
子ども家庭課長 中村 修 
健康福祉部参事兼健康政策課長 今野 美香 
健康増進センター所長 金澤 嘉子 
保険年金課長 榎本 章一 
都市計画課長 堀内 友貴 
都市整備部参事兼道路課長 細田 雄二 
都市整備部参事兼建築開発課長 浅見 一則 
上下水道部参事兼上下水道総務課長 渋谷 聡 
上下水道部参事兼水道施設課長 中森 福夫 
下水道施設課長 原田 謙二 



2 

 

議会事務局次長 藤 良一 
選挙管理委員会事務局長兼 
監査委員事務局長 大河内 充 
教育政策部参事兼教育総務課長 大熊 克之 
教育政策部次長兼学校教育課長 阿部 剛 
生涯学習課長 小日向 啓和 
教育サポートセンター所長 磯 真砂子 
教育政策部参事兼いろは遊学館長 前島 裕明 
柳瀬川図書館長 渡邊 八重子 
いろは遊学図書館長 樺嶋 秀俊 
 
説明者 

朝霞警察 山崎 幸大 
朝霞警察 橋本 康弘 
 
 事務局 
参事兼市民活動推進課課長兼 
地域推進室長            野口 敏明 
地域推進室主査 伊東 大祐 
地域推進室主事 田中 陽介 
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［４］ 内 容 (司会：大熊町内会連合会監事)  

１ 開  会  清水町内会連合会副会長 

 

 ２ あいさつ  大木町内会連合会会長 

あいさつ  香川市長 

 

３ オリンピック・テロ対策の協力依頼について        資料 １ 

   朝霞警察署警備課 山崎 幸大 様  橋本 康弘 様が説明する。 

   →質問なし。 

 

４ 町内会長と市課・所・室長との顔合せ           資料 ２ 

   町内会長（町内会名、氏名、所在）の自己紹介を行う。 

副市長、市民生活部長の自己紹介を行う。 

市課・所・室長（課名、氏名、業務内容など）の紹介を事務局が行う。 

 

５ 町内会からの発議等 

 （１）【市への質問】民家から道路にはみ出している植木の伐採について 

    大塚町内会から次のように質問された。 

◇ 概要： 

民家の植木が道路にはみ出している箇所があるが市としてどの

ように対処して頂けるのか伺いたい。 

◆（道路課）： 

伐採の依頼を定期的に受けている。状況に応じて、家主に了承を

得たのち、道路課で伐採する場合もある。 

 

 （２）地域のリタイア世代が子育て世代を手軽に支援できる体制の構築に 

ついて 

    城ヶ丘町内会から発議され、以下のような質疑を行った。 

◇ 概要： 

地域のリタイア世代に対して、ボランティアではなく、地域に貢

献し気軽に収入を得られるような仕組みづくりをすることはでき

ないか。 

◆（連合会監事）： 
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  気持ちは分かるが、連合会として何かできるような体制の構築は

難しいと考える。 

◆（市長）： 

  市としても重要な課題であると認識している。今後、検討してい

きたい。 

 

 （３）【情報提供】町内会の中にあるマンション世帯の町内会加入率減少 

    の抑止について 

    志木ハイデンス町内会から次のように発表された。 

◇ 概要： 

    志木ハイデンス町内会では、管理組合と協力し、町内会として存

在している。町内会未加入のマンションについて、アドバイス出来

る事もあるので、相談して頂きたい。 

◆（南の森壱番街町内会）： 

      町内会が存在しない大型マンション（プラウド志木など）につい 

て、連合会として町内会の設立斡旋などを検討していく必要がある 

のではないか。 

 

 （４）定例総会の運営について 

    志木ニュータウン南の森壱番街町内会から発議され、以下のような 

質疑を行った。 

◇ 概要： 

  議案書（総会資料）について、内容確認したいため、事前配布し

ていただきたい。 

       また、総会の出席率が低すぎると考える。委任状などで出席率を 

上げる必要があると思っているが、執行部の意見を伺いたい。 

◆（町内会連合会監事）： 

        事前送付の場合、手間や経費がかかるため、議案書については今 

まで通り当日配布とする。当日配布でも、朝に配布しているため、 

総会までの間に確認できると考える。また、役員の町内会では、事 

前配布をしていないことから、事前配布の必要はないと考える。 

総会の出席率については、連合会規約として「総会の議事について 

は、出席者の過半数で決し」とあることから、今まで通りでいいと 
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考える。 

◆（館町内会）： 

  館町内会でも総会資料は事前配布している。予め内容確認したい

と考えていることから、次回以降は是非事前配布をお願いしたい。 

◆（志木ニュータウン南の森壱番街町内会）： 

  「当日の朝に配布し総会までの間に確認できる」との回答である

が、個人の意見ではなく、町内会として意見・質問をしたいことか

ら、他役員含めて検討する時間がほしい。そのため、事前配布を実

施して頂きたい。 

◆（町内会連合会監事）： 

 現行通りの配布とさせて頂く。 

 

 （５）定例総会の志木市内での開催について 

    志木ニュータウン南の森壱番街町内会から発議され、以下のような 

質疑を行った。 

◇ 概要： 

  定例総会の開催場所について、市内開催をして頂きたい。一泊の

総会では、仕事・家庭の都合などで参加出来ない会員も沢山いると

考える。例えば、日曜日の午前中に市内で総会を実施し、午後から

一泊の研修に行くなど、不参加の会員についても配慮して頂きた

い。 

◆（町内会連合会監事）： 

 会員同士の交流を深める意味で、県外一泊での総会を実施してい 

る。今後も同様に開催を予定してまいりたいのでご理解頂きたい。 

◆（志木ニュータウン南の森壱番街町内会）： 

      総会を午前中に実施し、有志で午後から研修旅行に行っても交流 

は深められるのではないか。 

◆（町内会連合会監事）： 

  現行通り来年以降も同様の形での総会研修とさせて頂く。 

 

 

 （６）「定例総会および県外視察へ」の会員からの意見聴取の要望 

    志木ニュータウン南の森壱番街町内会から発議され、以下のような 



6 

 

質疑を行った。 

◇ 概要： 

  定例総会時および秋の県外視察先について、前回の町内会長会議

でも定義させて頂いたが、アンケートなどを取り、会員の意見を吸

い上げるような仕組みを作っていただきたい。 

 また、欠席者についてもアンケートを取り、欠席理由を分析し、出

席率を上げていく必要があるのではないかと考える。 

◆（町内会連合会会計）： 

 総会時のバス車内、懇親会の際などに意見を徴収しているため、 

アンケートについては、取る必要がないと考えている。 

また、欠席者へのアンケートについても、個人情報などの理由もあ

ることから、不要と考えている。もし、意見・要望がある際は、事

務局に相談いただければ、役員へ伝達するようになっているので、

ご相談頂きたい。 

 

６ 市からのおしらせ 

 （１）第３回ノルディック・ポールウォーキング全国大会の協力御礼につ 

いて 

    説明者：健康政策課長が説明する。 

    →質問なし。 

 

 （２）朝霞地区交通安全協会志木支部の支部員募集について 

    説明者：都市計画課長が説明する。 

    →質問なし。 

 

 （３）教育サポートセンター事業のご紹介について 

    説明者：教育サポートセンター長が説明する。 

    →質問なし。 

 

 

 

７ そ の 他 

市民体育祭の実施について、生涯学習課課長が説明する。 
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   →質問なし。 

 

 

８ 閉  会  竹前町内会連合会監事 


