
 認可地縁団体 高尾台町会 令和元年度 第１回 役員会議事録  

日 時 ： 令和元年６月２３日（日）15：00～17：15 

場 所 ： 高尾台町会会館 1 階ホール 

役 員 数 ： 56 名 

出 席 者 数 ：   51 名（本人出席 25 名 委任状提出 26 名  出席者名簿別添 参照） 

成立定足数 ： 19 名(１/３) 

 

会 議 次 第 

１. 開 会 

委任状出席を含み、総役員数の１/３以上の出席者があり、町会会則第１５条に基づき役員会 

が正式に成立したとの報告のあと、司会総務・堀内 克之が開会を宣言した。 

２. 町会長挨拶 

町会長 片岡 重人が挨拶を行った。 

３. 議事録署名人の選出 

町会会則１６条により議長は町会長が就任し、議事録署名人の選出について諮ったところ、出席

者より議長一任の声があり、２丁目 輪島 隆二氏、３丁目 永山 順一氏の両氏が推薦され承認され

た。 

４. 議案審議 

１）バーベキュー大会 決算報告 

 総会計・川原 利治よりバーベキュー大会の決算報告がされた。 

５月１９日のバーベキュー大会につきましては、いろいろと協力ありがとうございます。今回は

昨年と違いましてお天気に恵まれ、無事開催することが出来ました。決済について説明しますので、

資料をご覧ください。先ずは収入の方ですが、参加者について説明します。大人が 313 人、中学

生が 24 人、小学生が 87 人、幼児が 55 人ということで、合計 479 人の参加でした。参加費は、大

人と中学生と小学生から 200 円をいただくことになっておりますので、参加費は集まった人数が

424 人×200 円で合計 84,800 円でございます。これは昨年度より大幅に増えたのですが、参加人

数は一昨年までの参加費 100 円だった頃は 500 人ほど参加していたので減少しております。毎回

の事ですが、北國新聞の高尾新町販売所より 2 万円の寄付を頂いております。よって収入合計は、

104,800 円となります。予算では、収入を 10 万円とみておりました。 

支出につきましては、内容がほぼ例年通りですが、カット野菜 117,670 円で、お肉の方が 327,434



円、焼きそば用の食材、焼肉のたれが 131,880 円、ウーロン茶、ビール以外の飲み物が 67,817 円

で、缶ビールは 71,490 円、その飲み物を冷やすための氷代が 17,964 円、それから紙皿、割り箸、

プレート、軍手、洗剤とかの消耗品で 49,698 円。そして参加したお子様にお配りした菓子袋の詰

合せ 300 円 1 袋の分 47,100 円。そしてバーベキューコンロを 10 台更新しました。これによりバ

ーベキューコンロは全部新品に代わりました。バーベキュー用の網や木炭が 48,350 円、そして子

どもたちのためのヨーヨーセットが 3,290 円、スタッフのお疲れさま会に 27,216 円ということで

した。金額の下に婦人部、美化など、この大会にご協力いただき大変ご苦労されました各部の名前

が書いてあります。で支出合計 957,979 円ということで、バーベキュー大会の予算は、支出の方で

110 万円をみてありますので、この予算内に収まっております。バーベキュー大会の決済について

以上です。 

２）３１年度定例総会の継続審議事項について 

町会長 片岡 重人より３１年度定例総会の継続審議事項を発議して欲しいとの依頼があった。 

 提案：相談役・永山 順一氏 

  定例総会で役員より報告のあった次の事項 及び 町会員より申出のあった事項に関して、継続

審議事項して役員会で取上げるべきではないか。 

  ① 役員より設置報告のあった町会役員・班長連絡用「スマートフォン」の運用状況 

  ② 町会員より検討依頼のあった町会役員・班長に連絡用携帯電話等貸与について 

  ③ ３丁目・２丁目間の交差点での交通事故に対する対応について 

  ④ 災害時等に高尾台中学から放送される災害情報放送の運用について 

  ⑤ スクールサポート隊に対する協力体制について 

１．町会スマートフォン導入・運用について 

説明：町会長 片岡 重人 

スマートフォンは無事に契約し、町会会館に配備しました。総務部長・堀内克之が保管し 

ショートメールによる役員班長連絡を行える体制になっています。 

２．町会役員・班長に連絡用携帯電話等貸与について 

 説明：町会長 片岡 重人 

定例総会で 3 丁目・金井氏から町会連絡用に携帯電話等を各役員・班長に町会が購入して配

布して欲しいとの意見に対する回答は検討しますとのことであったが、具体的に進んでおらず、

次回役員会に例えば役員全員に持たせることは無理なのか、どのような契約方法があるのか、

経済的合理性はどうなのか資料を提出して取上げます。 

3．2 丁目・3 丁目間の交差点での交通事故に対する対応要望について 

   説明：町会長 片岡 重人 

町会会館前面道路南にある３丁目・２丁目間の交差点で発生した交通事故に対して、３丁

目・出口氏より信号設置あるいは注意を呼び掛けて何とかしてほしいと要望がありました。そ



れに対して具体的回答が出来ませんでしたので、継続して連絡箇所を確認して、例えば、信号

をつける様に警察に要請する等の対応を打診した上で、対応方針を次回役員会に報告します。 

4．災害時等に高尾台中学から放送される災害情報放送の運用について 

 説明：町会長 片岡 重人 

相談役・荒木善彦氏より質問のあった災害情報放送に関する話は、町会から依頼して出来る

のか、本来どんなシステムになっているか調査中です。金沢市の放送に対する確認を取ります。

災害時広報に関しては、町会から依頼することに留まらず、災害時に町会としてどのように対

応するのかを防災会議等で検討していますので、継続的に取り組み内容をお知らせします。 

防災会議・防災勉強会でより良い方法として具体的に、防災関連でＦＭ放送局を作ったらいい

とかいろんな意見が出ていたので、この件も意見を出して頂いて、次回の時にもお知らせ出来

るようにしたいと思います。高尾台中学校から流れる放送が、町会の公民館行事などの連絡に

使えないかという話が出ましたが、その方も早急に確認します。 

  5．スクールサポート隊に対する協力体制について 

説明：町会長 片岡 重人 

     2 丁目・山原氏よりスクールサポート隊に協力して欲しいという話がありました。町会とし

てスクールサポート隊を支援するのにどのようか方法があるか検討し継続審議事項とします。

スクールサポート隊への参加に関しては、随時募集という形を取ります。 

意見：高樹会長 山原 伸二氏 

前にもやったが、あまり反応がない。ないけれどやらないより良い。 

3）その他の審議事項・報告事項 

１．1 丁目地内 高尾・光明寺さん～高尾台中学校に突き当たる道の交通事故について 

説明：町会長 片岡 重人 

1 丁目地内の該当道路は、自動車の交通量が多くて交通事故が多いことから、関連ある高尾

新町の町会長と相談のうえ、警察及び金沢市役所と協議しており、道路に大きく注意表示をす

るという事で話が進んでいます。これに関しては、6 月 30 日に 1 丁目副会長をはじめとして

対象の町会員、沿線の人たちに案内し話を聞く予定になっています。 

2．町内北陸鉄道バス路線について 

意見：相談役 荒木 善彦氏 

最近、町内の北陸鉄道バスの走行に関して感じることなのですが、細い道路にも関わらず結

構なスピードで走行し危険を感じます。道路に「徐行」と大きく表示するとか、以前は一休さ

んの前に大きな車両が分かるようにお知らせのパネルを立ててもらったことがあるが、現在は

錆びてどっちを向いているのか分からないようになっている。一休さんの前から高尾公園まで

一気にスピードを上げて行くので、危険だしあの辺の家の皆さんその度に地震かと思う振動を

感じておられる。北陸鉄道へもう少し慎重に運転してもらえないかと町会から申し入れして欲



しい。スピードを出さないような対策を講じて欲しい。 

回答：町会長 片岡 重人 

道路に字を書くというのは、市道の場合は金沢市の方の管理になりますので、そちらに申請

して書いていただく方向で今話を進めます。道路に立てる看板は、町内にある黄色の注意看板

は、中警察署長と高尾台町会となっているのですが、中警察署の許可を取って高尾台町会が立

てています。ポールを立てて看板となると、警察と公安委員会の許可を取って立てることにな

ります。今の話で高尾公園の方に向かっていく、北陸鉄路バスが通っていく道路が市道であれ

ば、ミラーを増やすという方法もありますし、飛び出しの場合は、例えば黄色の斜線をひいて、

いろいろ提案は出来ると思うます。北陸鉄道が一度は看板を作ってくれたのなら、またお願い

しに上がればいいかなと思います。 

意見：相談役 荒木 善彦氏 

振動に関しても町会として対応をお願いしたい。町内を北陸鉄道バスが通るということをあ

の辺りの人はあまり認識していなかった。道路に融雪装置をして明確な説明がないうちにバス

が通った。公共交通機関のことですから仕方がないが、バスが通る時の振動はあまりにも激し

い。バス路線は土台は砂利道で平にちょっと削って薄い舗装しかしてない。あんなでかいバス

が通るような舗装ではない。何処でもバスやトラックが通る時は揺れるが、あまりにも揺れる。 

意見：高樹会長 山原 伸二氏 

北陸鉄道へ申し合わせ事項としてやってもらえれば良い。あそこを通るバスは、空っぽのバ

スが通って行く。お客を降ろしてしまって、コースの最初の停留所へ行く道。何も急ぐ必要は

ない。ゆっくりゆっくり行ってくれと運転手の申し合わせ事項としてやってもらえれば、それ

でも結構効果はあるのでは。 

意見：１丁目会計 川崎 仁志氏 

三馬から高尾にかけてのバス路線も十数年前からバスが低床バスに代わってから、尚更地震

が起きた様な状態で、知り合いなど来られた方が、何事が起きたかという状態の揺れ方です。

それで金沢市の方へ三馬町会からも執拗に申し入れて頂きました。根本的に道路そのものの土

地改良をやってもらわないとたまらないと数年かけて工事が行われ、最近、高尾台中学校の交

差点まで改良が終わった状況です。荒木氏の前の通りも大型のトラック・バスが通るという想

定外で舗装されている状況なので、出来る事なら町会として、こういう状況を皆さんの意見を

聞きながら金沢市の方へ強い申し入れを行うことが必要だと思います。 

意見：地区委員 三谷 瞳氏 

私の家の前も安田医院からバローへ行く道で、やっぱり北鉄バスが通る度に揺れる。凄い速

さで行くので危ないです。 

意見：相談役 永山 順一氏 

光が丘のバス停で停まっていて、回送でこちらへ通るバスですね。回送ルートを大通り経由

に変更してもらう申し入れを北陸鉄道にすることで解決するのではないか。 



3. 冨樫分団消防車の負担金について 

説明：町会長 片岡 重人 

消防車負担金の事ですが、何年か前から話だけが出ているが、富樫分団の消防車が買替えの

時期２０２３年度に負担金が町会に来ます。まだ具体的な話は無いが、今年度初めの伏見台公

民館の集まりで富樫分団長より予告があったので、覚えて置いておいて頂きたい。 

 意見：相談役 永山 順一氏 

平成３０年度の総会議事録では、一世帯１,１００円、高尾台町会で６６万円を負担して欲し

いと依頼が来ていることが報告されている。富樫分団としては、その時に消防車と援護車の 2

台を入れ替える予定。設計は直近にならないと決まらないので購入費用はその時まで未定であ

るし、その時期にならないと金沢市からどれだけ補助金が出るかも決まらない。収支が未確定

なのに町会の負担分だけを先に確定させる案であったので決議に至っておらず報告のみで２

０２３年度に具体的に負担金を依頼するとの案内が来る内容となっている。その後の話では、

富樫校下の町会より伏見台校下の冨樫分団担当４町会の負担を軽くし依頼するとの話で終わ

っている。 

4. 高尾台町会会館 消防査察の件 

説明：総務部長 堀内 克之 

高尾台町会会館の消防査察が５年に１回なのですが今回ありました。５月１５日に消防署よ

り３人の方が、高尾台町会会館の立ち入り検査が行われました。設備についてはきちんと出来

ているということでしたが、防火管理者が不透明になっているので専任するように指導があり

ました。 

説明：町会長 片岡 重人 

審議事項として、防火管理者をどうするかということを提起します。現在は元町会長であっ

た中川嘉夫氏となっています。 

意見：相談役 永山 順一氏 

中川氏は、高尾台町会会館の定期防火点検を依頼している防災会社勤務であるころから防火

管理者を引き続き依頼しているのではないか。 

説明：町会長 片岡 重人 

今回その正式のものが出ていなかったので。 

   意見：相談役 永山 順一氏 

当町会は、総会資料にある会館消防計画で、半年に一度訓練を実施する規程となっている。

それに対して消防署は、年に１回実施報告書を提出するように文書が出ている。これに対して

回答を出していなかったので、防火管理者はどうなっているの？責任体制はどうなっている

の？毎年の報告が来ないから分からない、ということだろう。 

説明：町会長 片岡 重人 

提案として、役員会にはそういう現況を報告し、会館消防訓練をどうするのか。防火管理者



は選任者を置くとすると資格を取るのに時間と費用がかかるので、どうすべきか審議したい。

現状の役員では、総会計の川原氏が資格を持っている可能性はあるので確認して防火管理者に

なって頂くか検討しております。 

意見：１丁目会計 川崎 仁志氏 

  総会資料の消防計画の中に防火管理者は町会長とするとなっているが？ 

説明：町会長 片岡 重人 

防火管理者は、防火管理資格を必要とするので、町会長がなるとすると交代の都度資格を 

取得して頂くことになり費用負担も発生しますので審議事項として協議することにしたい。 

しかしながら町会長が替わる度に防火管理者資格を取って頂くのは現実的厳しいと思うので、

現在定期点検を依頼している会社の中川氏に依頼するか、頼むとなると年間いくら位費用が発

生するのか検討する必要はあります。町会員に自前で資格を取って頂いても、その人にずっと

続けて頂くのは現実的ではない様な気がします。 

意見：総会計 川原 利治氏 

町会会館防火規定を変更する必要がありますね。 

意見：相談役 永山 順一氏 

それに対する費用を節約しなければならないというものではない。次の役員会までに、こう

いうケースではいくらかかりますよと提示された方が判断できる。 

   説明：町会長 片岡 重人 

次回の役員会までに、甲種、乙種どちらを取らねばならないかということと、甲種でいくら、

乙種でいくら、外部に委託したらいくらというものを提示させて頂きますので、その時にご判

断いただければと思います。 

5. 予算執行状況 

総会計・川原 利治より予算執行状況がされた。 

先ず町会の予算の柱である収入の部の町会費についてお手元の資料を参考にご覧ください。

集金分は、各丁目会計、各班長のご尽力により収納率が 100％を超えています。振込分は収納

率が約 36％で、毎月払及び３か月払、半年払とありますが、予定通りに収納しており、町会費

につきましては、ほぼ順調に集まっている状況です。 

新規件数は、3 か月で 7 件の転入がありました。予算では 10 件相当を見ているが、ご存知

の通り企業局のサービスセンター跡に新しく空間も増えていて、予定通りになる見通しです。

町会費については以上です。 

予算全体につきましては、支出の方では特に皆さんにご報告しなければならない臨時の費用

はありません。例年通り進んでいます。今年支出の方で大きな項目は、町会会館照明のＬＥＤ

化工事ですが工事が半分終わった状態です。今月中には終了する予定です。 

6．各部・委員 活動報告 

三谷 地区委員： ６月２９日（土）にサポート隊の連絡会が、９時から伏見台公民館でありま



す。高尾台町会から５人おいでます。山原さんからお言葉を頂戴することになっていますので、

よろしくお願いします。中学校の地区委員会は６月１９日（水）に総会がありました。８月に

高尾と高尾台のお祭りが公園でありますが、その時に見回りサポートをすることになっており

ます。以上です。 

村山 防犯委員： 防犯に関しましては、伏見台地区でやっている月１回の防犯パトロールと月

１回防犯会議が行われています。以上です。 

川縁 美化委員： ４月から現在までですが、４月１３日（土）に１４日の春祭りに備えて、禅

ヶ峰神社の草むしりと清掃に美化委員３名全員で参加しました。 

 雑談の中で得た情報ですが、ある町会では神社係がいて参加しているということでした。 

   ５月は恒例のバーベキュー大会ですが、飲み物、氷の手配、食器、洗剤、スポンジ等を準備し

ました。昨年中止になって全員経験がないので、当日の流れがつかめずに不安があったが、当

日は班長の助けがあって出来る限りの準備をしたことで、当日は順調に進められたと思います。

後日行われたお疲れ様会で、今年は氷が不足したという話が出たが、天候にもよるので次年度

に申し送りします。 

   あと５月中旬頃にゴミステーションに違反ゴミが出ていることを役員班長連絡会で伝えたが、

市の方からも指摘されているということで、違反ゴミの警告ポスターを作って全ステーション

に設置したい、その準備を美化委員に依頼された。美化委員でポスターを５月中に作成したが、

どのように設置しようかということになって中断しています。現在町会長にどのように設置し

たらいいか検討をお願いしているところです。 

南部 子ども会連合会委員： 大きな行事として５月３１日（金）に提灯行列があって、皆様の

お手伝いが沢山あってありがとうございました。前日の段取りはうまくできたと思う。集合す

る時と行列中の不手際については、次年度お世話される方にしっかり引き継ぎしたいと思いま

す。６月２８日にホタル調査があり、１０名の参加を予定しています。７月６日に七夕飾り作

りがあり、８名の参加を予定しています。 

南部 公民館委員： 今年度は４月７日に公民館委員の定例会があり、校下の公民館委員の顔合

わせと今年度の行事の確認がありました。９月２９日に社会体育大会、１０月２０日に文化祭、

１月１２日成人式があります。 

眞田 婦人部長： ７月２７日（土）の高尾、高尾台の盆踊り大会の踊り手さんの方をと声掛け

させてもらっています。徐々に集まって来てはいますが、まだ浴衣の数に余裕があるので月末

の定例会で、お誘いのお声掛けをさせてもらおうと思っています。 

8 月３日（土）にはサマーフェスタが伏見台小学校グラウンドであります。こちらの方も併せ

て踊り手さんを募集しています。練習日も決まりましたので、今月の回覧物に回させていただ

きますので、よろしくお願いします。 

山原高樹会長： 高樹会です。伏見台老人会の方は色々ありますが、高樹会のお泊り会は４月と

１０月にやっていますが、４月の方は終わりました。そろそろ昼食会をやろうと思っています。 



7．今後の日程について 

   総務部長・堀内 克之より今後の予定が報告された。 

    今後の日程 

・６月３０日  役員班長連絡会 

・７月２１日  第１８回防災会議 ・第８回防災勉強会 

・７月２１日  役員班長連絡会 

・７月２７日  高尾・高尾台納涼盆踊り大会 

・８月 ３日  伏見台サマーフェスタ 

・８月２５日  役員班長連絡会 

・９月     防災倉庫棚卸事業 

・９月１５日  第１９回防災会議・第９回防災勉強会 

・９月２９日  役員班長連絡会 

8．その他 

質問：総務委員 

棚卸は毎年やっているが、今年は総務とＩＤＰＴの合同でやるのか。 

回答：町会長 片岡 重人 

棚卸に関しては、総務とＩＤＰＴの合同でする方向で進めます。ＩＤＰＴに関しては、参加

を募っているので出て欲しいです。棚卸に関連して、最近、地震がありましたが、高尾台町会

に関しては備蓄を増やすという話にまだ至っていないので、その辺も防災会議で話しながら役

員会、定例総会の方に上げていきたいと考えています。 

質問：相談役 清水 義博氏 

防災会議と一緒に勉強会をやるとなっていますが、参加依頼はどの様になっていますか。 

回答：町会長 片岡 重人 

勉強会の時は全員誰でも参加ＯＫで、と班長に伝えてあります。 

   申出：相談役 清水 義博氏 

今期一杯で相談役を退きたいと思います。来年は相談役としては参加しません。 

回答：町会長 片岡 重人 

わかりました。清水さんには、防災の方の活動がありますので、引き続き町会には関わって

頂けると思います。 

5. 閉 会 

５時１５分、司会総務・堀内 克之が閉会を宣言した。 

 

以上の決議を確認するため本議事録を作成し、これに記名押印する。 

令和元年 6 月２３日（日） 

認可地縁団体 高尾台町会 令和元年度 第１回 役員会 


