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平成２８年度 第２回町内会長会議議事録 

 
［１］ 日 時   平成２９年３月５日（日） 
          午前１０時００分～１１時５５分 
［２］ 場 所   いろは遊学館 ３階 第一・第二研修室 
［３］ 出欠状況 

   出席町内会：３４町内会 
欠席町内会：３町内会 

東町町内会 
南の森弐番街町内会 
ガーデンプラザ町内会 

 
  市長         香川 武文 

   市民生活部長     高橋 良和 
     

説明者 
総務部参事 
兼防災危機管理課長  大熊 克之 

    環境推進課長     末永 隆宏 
    環境推進課副課長   樋山 博明 
    福祉課長       山崎  仁 
    福祉課主幹      塩盛 聡子 
    長寿応援課長     近藤 政雄 
    健康福祉部参事 
    兼健康政策課長    今野 美香 
    健康政策課主幹    平田 大輔 
    都市整備部参事 
    兼道路課長      細田 雄二 
 
    事務局 
    市民生活部参事 
    兼地域推進室長     野口 敏明 

地域推進室主幹    吉成 和重 

地域推進室主事補   田中 陽介 

    出席者合計      ４８人 

 

［４］ 内 容 (司会進行：町内会連合会大熊副会長)  

１ 開  会  町内会連合会清水副会長 

 

 ２ あいさつ  町内会連合会大木会長 

あいさつ  香川市長 
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３ 町内会からの付議事項及び情報交換会（議事進行：大木会長） 

（町内会長からの発議書による） 

（１） 【実績発表】野良猫による住民トラブルへの取り組みについて 

    城ケ丘町内会から次のように発表された。 

 

◇ 概要： 

野良猫に対する糞尿及び餌やりについて、住民間のトラブルが発生し

たため、“のらちゃんなくし隊”を組織し、補助金を活用し捕獲器を

１０台購入した。 

  結果として、野良猫は減少し住民間のトラブルもなくなった。 

  捕獲器については、貸出が可能なため、興味があれば連絡頂きたい。 

 

（２） 志木市町内会連合会役員会、町内会長会議議事録および役員会における 

県外視察過程の開示要請について 

     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。 

 

① 志木市町内会連合会役員会、町内会長会議の議事録についての開示を 

  要望する。 

     ◆(市民活動推進課) 

町内会連合会 HP にすべて公開した。今後の会議についても随時公開 

することとする。 

 

    ② 定例総会時および秋の県外視察の研修先について、町内会員への説明 

のために、視察目的・内容決定などの過程についての開示を要望する。 

   また、視察先については、事前要望や視察後の研修アンケートなどを

行い、連合会会員の意見を反映するべきではないか。 

◆(大木会長) 

行先・目的については役員会で決定している。 

研修先や見積もりについては複数の旅行社に依頼し、その提案された 

内容や金額等を確認協議し、業者を選定している。 

   県外視察研修の主な目的としては、防災面等をポイントに考えてお 

り、また、訪問先とのコミュニティ交流なども行先決定の要因として 

いる。 

   アンケートについては、バス車中や懇親会の会場などで役員が皆さん 

から意見を聞き、そのことをふまえ役員会で協議している。  
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     ◆(斉藤監事) 

業者任せの視察研修ではなく、役員会で検討・協議し決定している。 

ただし、アンケートについては徴収してもよいと考えられる。 

 

（３） 民生・児童委員選出方法についての市への質問 

     南の森壱番街町内会から発表し、以下質疑を行った。 

 

◇ 概要： 

民生・児童委員については、町内会推薦ということで、人員の確保に 

苦労している。 

民生・児童委員の兼務は負担が大きい上に今後の町内会長の選任にも 

影響するものと考えられるが、市としての意見を伺う。 

   また、民生・児童委員の選出について、町内会経由以外での方法に変 

更する事が出来ないか意見を伺う。 

     ◆(福祉課) 

民生委員・児童委員の後任については、退任する委員からの推薦を第 

一とし、それらを含め、町内会単位での推薦をお願いしている。 

民生・児童委員の兼務については、様々なご苦労をお掛けしていると 

認識している。 

また、民生・児童委員は、地域にとって大切な存在あるため、一番身 

近な町内会にご推挙いただくことがベストであると考えている。 

     ◇(南の森壱番街町内会) 

市で人材の確保は行っているのか。 

     ◆(市民活動推進課) 

市では、各委員会や協議会、審査会などの人材選出方法の一つとして、 

『「志民力」人材バンク』といった制度を設けている。 

今後は、担当課と活用を前提に協議を行っていきたい。 

 

４ 町内会長名簿等の公表について 

地域推進室から説明し、以下質疑を行った。 

 

◇ 概要： 

町内会長名簿一覧について、町内会連合会 HP へ掲載し公表したいと 

考えているが、意見を伺う。 

     ◆(中野町内会) 
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反対する。 

     ◆(柳瀬川町内会) 

賛成する。 

     ◆(中央の森弐番街町内会) 

なぜ公表する必要があるのか。 

     ◇(地域推進室) 

転入してきた方に対し、町内会への加入手続きなどをスムーズに進ま 

せるために開示したいと考えている。 

       後日、アンケートを送付させて頂くので改めて意見を伺いたい。 

 

 ５ 市からのお知らせ 

（１） 土のうＢＯＸの設置について 

防災危機管理課から説明し、以下質疑を行った。 

 

◆(柏町内会) 

設置場所について、いつ頃決定するのか。 

◇(防災危機管理課) 

各町内会から設置要望についてアンケートを取り、決定していきた 

い。 

◆(南の森壱番街町会) 

なぜ、土のうなのか。水のうとか別の案はないのか。 

◇(防災危機管理課） 

まずは土のうを設置し、効果について検証してまいりたい。 

◆(館町内会) 

昨年の台風で被害が出ているため、設置していただきたい。 

 

（２） 防災行政無線テレホンサービスの開設について 

防災危機管理課から説明し、以下質疑を行った。 

 

     ◆(柏町内会） 

放送内容が聞き取れない場所について改善してほしい。 

◇(防災危機管理課） 

状況は認識しているが、音量を大きくすると近隣にお住まいの方に迷 

惑をおかけするなど難しい状況にあるため、今後は電話で防災行政無 

線の内容が確認できるテレホンサービスを開設してまいりたい。 
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(３） 空き家の見守りについて 

環境推進課から説明し、以下質疑を行った。 

 

     ◆(城ケ丘町内会) 

ごみ屋敷についての対応は考えているか。 

◇(環境推進課) 

ごみ屋敷についての問題は理解しているが、個人の資産(ごみも資産) 

については、市は関与できない。 

 

(４） 志木市落ち葉銀行事業について 

環境推進課から説明し、以下質疑を行った。 

 

     ◆(シーズクラブ町内会） 

落ち葉の集積所について伺いたい。 

◇(環境推進課) 

市役所での集積を予定している。今後、集積所を拡大していくことも 

含めて検討している。 

     ◆(中央の森弐番街町内会) 

公共施設で行っている剪定業者などの利用は検討しているのか。 

◇(環境推進課) 

検討していない。 

     ◆(東の森壱番街町会) 

剪定枝までと書いてあるが、どれぐらいの太さまで大丈夫なのか？ 

◇(環境推進課) 

業者選定中のため、業者決定次第協議を行う。 

広報しきやホームページで情報提供を行う。 

     ◆(東の森弐番街町会) 

市役所まで持っていく必要があるのか。 

◇(環境推進課) 

持参いただきたい。 

 

（５） 家庭ごみ戸別訪問収集事業について 

環境推進課から説明し、以下質疑を行った。 

 

    ◆(羽根倉町内会) 

町内会に利用者情報を開示するのか。 
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◇(環境推進課) 

開示する予定はない。 

 

(６） 平成２９年度日本赤十字社埼玉県支部志木市地区協賛委員会の開催につ 

     いて 

福祉課から説明を行った。 

 

（７） 新しい総合事業のスタートと地域づくりについて 

長寿応援課から説明し、以下質疑を行った。 

 

    ◆(東の森弐番街町会) 

いろは百歳体操についての支援内容を伺いたい。 

◇(長寿応援課) 

立ち上げるまでのサポートを実施する。 

     ◆(東の森弐番街町会) 

事務費用についても支援してもられるのか？ 

◇(長寿応援課) 

支援はない。 

     ◆(柳瀬川町内会) 

指導員は、何人ぐらいいるのか？ 

◇(長寿応援課) 

約８０人いる。今後もサポーターの支援体制を続けていく。 

     ◆(柏町内会) 

参考までに、柏町内会では週２回実施している。 

◇(長寿応援課) 

サポーターがいなくてもＤＶＤなどで実施できるよう検討する。 

 

（８） 第３回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会 

開催について 

健康政策課から説明した。 

 

（９） 道路冠水対策について 

  道路課から説明した。 
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 ６ 町内会からのお知らせ 

   平成２９年度志木市町内会連合会総会及び視察研修について 

日程：５月１４日（日）・１５日（月） 

行先：山梨県富士吉田市の自治会連合会との意見交換会 

 

７ そ の 他 

① 「平成２９年度第１回志木市議会定例会」今後の日程について 

  常任委員会：３月６日(月)、７日(火) 

  一般質問：３月１０日(金)、１３日(月)、１４日(火) 

  閉会：３月１７日(金) 

 

② 「第２回志木コミュニティまつり」について 

  開催日時：平成２９年３月２６日(日) 午前９時３０分～(開会式) 

  開催場所：いろは親水公園 

開催内容：◇ふれあいステージ→大声コンテスト、八木節など 

     ◇ふれあい福市→手作りアートの販売 

     ◇親子ひろば→ポニーの乗馬やふれあい動物園 

     ◇いろはの渡し→和舟回遊 

     ◇２市２町の特産品の販売(館林市、深谷市、飯綱町、東庄町) 

     ◇模擬店、人力車の乗車、フリーマーケット 

     ◇「歩いて知ろう志木のまち！」→志木駅東口をスタートし、 

いろは親水公園がゴールのスタンプラリー 

◇いろは親水公園の「右岸ゾーン」、「中州ゾーン」、 

「左岸ゾーン」、「左岸ゾーンひろば」４つの愛称を募集 

          ◇村山快裁堂まつりと同時開催 

 

８ 閉  会  町内会連合会木下副会長 


