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平成３０年度第２回町内会長会議議事録 

 
［１］ 日 時   平成３１年３月１７日（日） 
          午前１０時００分～１１時５０分 
 
［２］ 場 所   志木市民会館 ２階 ２０５会議室 
 
［３］ 出席者   合計４４名 
    

 役 員      町内会連合会長（柳瀬川）   竹前 榮二 

                    町内会連合会副会長（福住）  斉藤 昭弘 

                    町内会連合会副会長（久保）  谷岡 正吉 

                    町内会連合会副会長（羽根倉）池ノ内 茂生 

                    町内会連合会監事（城）    高橋 敏次郎 

                    町内会連合会監事（市場）   菊原 英之 

                    町内会連合会監事（館）    小林 時正 

                    町内会連合会会計（上木）   関根 正男 

 
町内会    寿町町内副会長        森下 冨士男 
      上町町内会長         高橋 恒夫 
      仲町町内会長         内野 由浩 
      仲町町内副会長        竹内 勝二 
      双葉町町内会長        木下 正雄 
      東町町内会長        獅子倉 久雄 
      大原町内会長         遠藤 靖之 
      中野町内会副会長       渡辺 政男 
      柏町内会長          嘉永 秀恒 
      大塚町内会長         大野 静雄 
      中道町内会長         髙野 行雄 
      西町町内会長         髙野 松夫 
      宗岡三区町内会長       大熊 克範 
      宗岡四区町内会長       堀田 和彦 
      宗岡五区町内会長       渡辺 進 
      宗岡六区町内会長       榎本 和敏 
      ニューハイツ町内会長     滝田 誠 
      志木ハイデンス町内会長    石田 勉 
      グリーンパーク志木町内会長  齋藤 武司 
      南の森壱番街町内会長     宮下 博 
      東の森壱番街町会長      野村 琢美 
      中央の森壱番街町内会長    髙橋 得治 
      中央の森弐番街町内会長    小柴 和之 
      中央の森参番街町内会長    川崎 和夫 
      シーズクラブ町内会長     田賀 千春 
 

（欠席町内会：愛宕町内会、城ヶ丘町内会、 
南の森弐番街町内会、東の森弐番街町内会、 
ガーデンプラザ町内会） 
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市関係者  副課長兼 

新庁舎建設推進室長     青木 裕一 
福祉課主幹         安井 智美 
長寿応援課主幹       奥田 和治 
健康政策課参事兼課長    今野 美香 
健康増進センター所長    金澤 嘉子 
健康増進センター主幹    杉田 明子 
都市計画課主幹       竹田 秀樹 
 

    その他   埼玉県防災学習センター   小川様 
 

事務局   参事兼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 

 

［４］ 内 容 (司会：関根町内会連合会会計)  

１ 開  会  谷岡町内会連合会副会長 

 

 ２ あいさつ  竹前町内会連合会長 

 

３ 埼玉県防災学習センター（そなーえ）からのお知らせについて 

    埼玉県防災学習センター（そなーえ）小川様より説明。（約１０分） 

    以下質疑があった。 

    質問：防災学習センターについて、以前研修を行った際、昼食場所が 

なく苦労した経緯がある。その点は改善されたのか。 

 回答：研修室を昼食場所として使用できるが、お弁当の注文について 

は各団体の方でしていただくこととなる。なお、届け先を防災 

学習センターにして頂ければこちらで受け取り可能である。 

※説明終了後小川様退席 

 

４ 町内会からの付議等(議長：内野会員) 

議長の選任について、出席会員の中から連合会長が選任してよいかを

計り「異議なし」の声あり。竹前連合会長より、仲町町内会長の内野会

員が選任される。 

 

 （１）町内会加入活動の手順の共有化について 

◇ 付議者（仲町町内会） 
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  仲町町内会副会長より付議の概要が説明される。 

◆（事務局） 

町内会加入促進マニュアルを参考にして頂きたい。加入促進時の

持参資料や Q＆A なども記載しているので参考にして頂きたい。 

また、実践で得たことをフィードバックしていただき、より充実

した町内会加入マニュアルにしていただきたい。 

 

◆（町内会連合会員） 

柏町内会では加入マニュアルを独自で作成している。必要であれ 

ば参考にしていただいてもかまわない。また、勧誘の際には、町

内会の組織図を含めた総会資料を渡し、活動内容等を理解してもら

っており、一定の効果があると感じている。 

 

 （２）赤ちゃん誕生時のお祝い金について 

◇ 報告者（市場町内会） 

  市場町内会長より報告の概要が説明される。 

    →質問なし。 

 

５ 町内会連合会からの報告・説明 

◇（町内会連合会役員） 

平成３１年度志木市町内会連合会定例総会について説明した。 

 

◆（町内会連合会員） 

以前から市内での総会実施の意見が出ているが、なぜ県外で実施

するのか。また、前回の臨時総会について議事録が公開されていな

いようであるが。 

 

◇（町内会連合会役員） 

実際に県外一泊で実施して欲しい旨の意見もあり、役員会で協議

した結果、今回は県外で実施することとなった。来年度以降につい

ても、都度協議をした上で決定するのでご理解頂きたい。 
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◇（事務局） 

     会議録は作成している。（連合会員に対して送付済み）公開につ 

いては確認し、未公開であれば至急公開することとする。 

 

◆（町内会連合会員） 

  委任状について、議案ごとに議決行使権ができる形にしていただ 

きたい。 

 

◇（町内会連合会役員） 

現状ではそこまで細かくすることは考えていないため、代理人の

選出にあたっては、自身の考えを反映させていただくよう、よく検

討のうえ選出していただきたい。 

 

◆（町内会連合会員） 

宛先が「議長宛て」になっているが、記入時点で議長が誰か分か

らないので「連合会長宛て」でいいのではないか。 

 

◇（町内会連合会役員） 

宛先については「連合会長宛て」に修正する。 

 

６ 市からのお知らせ 

 （１）新庁舎建設に伴う仮庁舎への業務機能の移転について 

    説明者：新庁舎建設推進室が説明する。 

    質問：市民会館、ふれプラが一時的に会議室利用できないとあるが、 

       代替案を検討して頂きたい。 

回答：出来るだけ皆様への影響が少なくなるよう代替案含めて検討

している。 

 

 （２）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 

    説明者：福祉課が説明する。 

    →質問なし 

 

  （３）災害発生時における町内会館の一時利用について 
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    説明者：福祉課が説明する。 

    →質問なし。 

 

 （４）志木市地域敬老会支援事業について 

    説明者：長寿応援課が説明する。 

    →質問なし。 

 

 （５）平成３０年度生活支援体制整備連絡会（第６回）の開催について 

    説明者：長寿応援課が説明する。 

    →質問なし。 

 

 （６）第５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に 

ついて 

    説明者：健康政策課が説明する。 

    →質問なし。 

 

（７）第５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に 

ついて 

    説明者：健康政策課が説明する。 

    →質問なし。 

 

（８）志木市自殺対策計画の報告について 

    説明者：健康増進センター 

    →質問なし。 

 

（９）交通安全協会の会員募集について 

    説明者：都市計画課 

    →質問なし。 

 

７ その他 

 （１）機構改革による担当の変更について 

   ◇（事務局） 

     平成３１年３月３１日に「地域推進室」が廃止となることから、 
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     担当が「市民活動推進課」に変更となる。封筒については、次回

増刷後から変更するのでご了承頂きたい。 

     →質問なし 

 

 （２）空き家対策についての進捗について 

   ◇（町内会連合会員） 

     空き家対策の進捗について教えて頂きたい。 

 

   ●（事務局） 

     担当課不在のため、申し伝える。 

 

 （３）仮庁舎中の駐車場について 

   ◇（町内会連合会員） 

     仮庁舎中の駐車場は確保しているのか。 

 

   ●（新庁舎建設推進室） 

     駅前仮庁舎については、一時間無料となる券の配布を考えている。

それ以降については実費負担でお願いしたい。 

 

 （４）市からの案内について 

   ◇（町内会連合会員） 

     市からの通知・紹介・ポスターなどについて、メールアドレスも

記載してほしい。記録を残しておきたいため、メールのやり取り

は必要であると考える。 

 

   ●（事務局） 

     承知した。事務局から市へ申し伝えることとする。 

 

 （５）防犯カメラ設置の進捗状況について 

   ◇（町内会連合会員） 

防犯カメラの設置について、進捗状況、今後のスケジュールを教

えて頂きたい。 
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   ●（事務局） 

新年度になったら入札により業者を決定し、皆様からいただいた

設置要望箇所をもとに現地調査等を行う。場合によっては設置箇所

の調整が必要となることもあるかと思われるので、その際はご協力

をお願いしたい。秋頃には市内全域への設置を完了したい。 

 

８ 閉  会  池ノ内町内会連合会副会長 

 


