
 令和元年度 第 2 回役員会議事録  

 

日       時：令和元年 12 月 8 日（日） １５：００～１６：２５ 

場       所：高尾台町会会館 1 階ホール 

役   員   数：56 名 

出  席  者  数：45 名（本人出席 24 名 委任状提出 21 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、開会を宣言した。 

２．町会長挨拶 

  町会長 片岡 重人が挨拶を行なった。 

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、３丁目 元尾 秋子氏、１丁目 北村 静子氏の両氏が推薦され

承認された。 

 

４．議案審議 

１）令和２年度 防災委員選出について 

 説明：町会長 片岡 重人 

平成３１年度定例総会で、令和２年度より防災委員を各班から１名選出することが決議され

ております。決議された町会則では、「防災委員は、原則、班長を兼ねることはできない。また、

再任を妨げない。」となっておりますが、実際に各班で来年度の町会役員選考を行うにあたり、

班長から「別にもう一人出すのは無理」という意見が大半を占めていて、兼任で良いと明示し

て欲しいという意見が出ています。令和元年 11 月４日の第２０回防災会議では、「町会則・防

災方針を決めるのでなく、運用の問題」との意見がある一方、町会規を改定し兼任を明示する

意見、班長兼務と新たに防災委員を選出し 1 年毎に廻す、いずれかを選択する、等の意見が出

ております。いづれにしても役員会で諮って頂きたいとのことで、本日の議案としました。 

定例総会の決議事項でありますので、次回の定例総会で改定が必要か、それについて役員の

方で意見がありましたらお願いします。 



意見：高樹会 山原 伸二 

もう 1 回、説明をお願いします。 

 回答：町会長 片岡 重人 

班長と兼任で良いということ。前回はなるべく兼任しない、元々兼任はダメと書いてはない。

兼任すると班長さんの負担が増えるということで、別の人を防災委員として選出する方が良い

と定例総会で決議された。 

選考にあたり防災委員の活動は実際に何をするのかという話になった時、防災懇談会の企画

に参加し段取り等をするだけとなって、その程度なら班長兼任で出来る。それより別に防災委

員を選出する方が大変だから防災委員は班長兼任にしたい、という意見が大半を占めている。 

意見：相談役 橋場 健次 

班長兼任ということなのですね。兼任でもいい、ということでなくて。 

 回答：町会長 片岡 重人 

兼任でもいい、です。兼任する班長の仕事の中に防災委員の仕事が含まれるのではなくて防

災委員の仕事は別になります。で兼任でも良いという内示が欲しいということです。 

現時点で、防災委員を別に選出できる班は、それで良いとしているが、それもややこしいか

ら防災委員の仕事を班長の仕事に含めてしまうという案もある。それも含めて次回の定例総会

の案件として話し合って頂きたい。 

 質問： 

私は、伏見台校下防災会の役員をやっているが、それと高尾台町会の防災委員は関係ない組

織になるのか。 

回答：町会長 片岡 重人 

   伏見台校下防災会の役員は、現在、町会役員の充て職となっています。今回選出の防災委員

の職務ではありません。伏見台校下防災会の充て職になっている役員は全く別のものと考え、

当町会の防災委員は班長兼任で選考する方向で検討したい。 

伏見台校下防災会の役員は、災害発生時には担当になってもらわなければならないが、今は

充て職でそのままやっているので、それを普段の仕事として考えるのか、災害が起きた時だけ

だから、実際は災害が起きなければ何もやらなくて良いと考えるのかです。 

当町会の防災委員は、一月に一回集まって何かするようなことは決まっていない。やらなけ

ればならない役割は、当面、各丁目の防災懇談会の企画にあたり段取りすることになっている。

将来的に、毎月会議を開く形になるかは未定です。今のところそういう活動しかやらなくて良

いことで班長兼任の方向で話が進んでいる。 

 意見：高樹会 山原 伸二 

一番好ましいことを言えば、うちの班の防災を任してくれと言ってくれる人が居てくれたら

良い。だから班長兼任が必要ないという人が居たら出してもらえば一番良い。 

 回答：町会長 片岡 重人 

そういうことで良いと思います。班長兼任に限定してしまうと頑張って防災をやる人材が出



て来にくくなってしまう。班長兼任でも良いと直したらいいのではないか。 

決議された町会則では、「防災委員は、原則、班長を兼ねることはできない。また、再任を妨

げない。」となっております。目的としては、平時の防災活動を積極的に実行する人材を増やし

て行くことです。防災知識を持った人を増やし各班に１名はいることが目的になっています。

どんな災害が起きても、全員がそれなりの知識を持って行動ができると平時の防災活動が効果

的に働く、という趣旨から防災委員を設置しようとなったのです。 

防災士に関しても、広く防災士資格を取得する人を募集し各丁目から出て頂いていますし、

将来的に各班に１人の防災士というところまでなれば一番良い結果だと思います。 

 意見：相談役 荒木 善彦 

今の班長は、忙しい思いをしている。この上またそういう考えがあるということを言うと、

うちの班は、班長がするから私らは出なくていいね、ということになってしまう。防災委員は

班長がするものだという方向に行く。防災委員がたくさんいて各班から出るという趣旨から離

れてしまうのではないか。班長も大変でないかなと思う。 

 回答：町会長 片岡 重人 

班長からは、防災委員を別に選出するのは厳しいという意見が大半を占めている。こちらか

ら提案するわけではない。 

 意見：相談役 橋場 健次 

役員をたくさん選考するのに班長が責任を負う。役員がたくさんいるので大変。誰かが何か

をしなければならない。その上また防災委員で、選ぶのが大変やということで、班長の人選が

難しくなって結局やむに已まれず、私がやりますということになるのだろう。 

 回答：町会長 片岡 重人 

その意見が大半を占めている。班長は毎年替わるし、防災委員の任期は１年ですのでずっと

続けていかねばならないことは無い。今年の班長としては、次の班長と役員を選んでいて、も

う 1 人選ぶのは無理という意見で、何とか町会則を変えてもらえないかという申入れです。 

 意見： 

昨年、班長をした経験から言うと、特に防災の仕事はしなかったが、その辺の活動はしっか

り参加できたと思っています。今後、防災をしっかりやっていくことを考えたら、兼務は将来

的に難しいと思います。スタートラインとして暫定的に兼務は賛成。 

将来しっかりやるということを考えたら、兼務はちょっと不安に思う。だから、例えば主は

防災委員、副は班長と将来されても良いかと思います。 

 回答：町会長 片岡 重人 

ありがとうございます。今年の班長にしてみれば、うちの班から防災委員を別に出すのは難

しい。今後、班の再編、ブロックの作り直しが言われているが、それを行った後で、別に防災

委員を選出してもらえばという感じです。 

今言ったように、将来またその話を少しずつ膨らませていく。3 年役員をさせてもらって思

うのは、一足飛びにやるのは難しい。一旦、後退するかのように思われるかもしれないが、入



口を広くするというか、参加人数を増やすというか、いろんなものに出て来て頂けるよう提案

するか、防災会議だけで集まって来て欲しいということが難しいというのもあります。 

ただ毎月、役員・班長連絡会に殆どの班長が出て来られているので、その時に 10 分、20 分

頂いて防災の話をするという提案は、役員・班長連絡会の中で話はさせてもらいました。班長

の別個の仕事が増えるのでなくて、定例の連絡会の中に防災の話を織り込んで見識を広めて頂

くことで良いのではないかとも話をしています。 

今年、来年に関しては、原則兼ねるのではなく、原則兼ねて良いというのにします。言葉は

選ばなければならないが、具体的には原則兼ねて良いとして選考を進めて行った方が良いとい

うのが、令和元年１１月４日の防災会議で、参加された班長の意見をもとに話し合ってまとま

った内容です。役員会を通して来年の定例総会に向けて、言葉を変えることに承認をいただけ

るかどうかということなのです。 

（特に発言無し） 

 説明：町会長 片岡 重人 

前回の定例総会とは言葉を変えて、班長兼務に直すような形で資料を作りますので、よろし

くお願いします。細かいところは、防災会議や班長の意見を含めて検討し、具体的にどういう

作業、どういった内容にするか、検討して作成します。 

   次に皆さんに考えて頂かなければならないのは、防災委員を兼務すると班長も役員になると

いう形にするのか、あくまで班長は班長であるということにするのか、ということも出て来る

が、その辺はどう思われます？ 

   （難しいね、の声） 

先ほど説明したように将来別にするけれど、次回は防災委員のほとんど班長兼任になるであ

ろうということを前提にして話しているのですが、防災委員兼務ですから班長全員を役員にす

るのか、しないのかということです。 

 意見：総会計 川原 利治 

町会則で町会役員として防災委員が明記されている。今の話では兼務で良いということなる

と兼務でない人も出て来る可能性があるから、防災委員としては役員である。班長兼任であっ

ても役員として防災委員をしてもらわなければならない。だから役員と考えればよい。ただ役

員会に出席するかどうかは別の話。 

 説明：町会長 片岡 重人 

現時点でどの会議に参加するとかが決められていないので、兼務であるかそうでないかを問

わず防災委員は役員会に出席できない、そういうのでいいですか。 

   （はい、の応答） 

 

防災委員関連の細かいところは、防災会議で詰めていきたいと思います。防災会議参加者は、

よろしくお願いします。 



２）除雪体制について 

  説明：除雪部長 新城 虎栄 

10 月 27 日に高尾町農業組合長・高山さんと総務・田中さんに同席して頂いて、空地に雪

を入れて良いという許可を頂いて来ました。毎年町会長が行かれていますが、私も行って来

ました。同じ空地でも、畑とか農地でも入れてほしくない所があるので、各丁目の除雪委員

に依頼して、場所把握のため現地視察を実施して頂きました。 

    11 月 5 日にホンダテクニカル金沢に除雪機の点検を依頼し完了しています。町会会館横

倉庫にロータリー式 1 台・ユキオス 1 台、第 1 倉庫にロータリー式 1 台、第 2 倉庫にユキオス

1 台、第 4 倉庫にロータリー式 1 台を格納してあります。実質、ユキオス 2 台は積雪 30 ㎝を

超すと間に合わないが、5 台とも稼働可能かということを確認しオイル交換も実施しました。 

   11 月 15 日に東京海上保険で保険契約を行い、運転者保険 3 百万・5 名、対人 3 千万、対物

5 百万で完備しまた。 

   12 月 1 日に 8 名の参加で運転講習会を行い、エンジンのかけ方、どういうことが危険か体

験。実質触ったことのない人が動かすには危険だと思いました。アスファルトの見える時は、

上下の動きがないが、40 ㎝以上降ったら力の入れ方が分からなくなる。機械に慣れた人ならで

きる。サラリーマンでは無理かな。回転するローターが怖い。借りる時は充分注意してやって

ください。 

   町会長と私が除雪機のキーを持っているので、申し込みがあればお持ちします。 

   除雪車に来てもらうのは 30 ㎝以上、私と町会長が状況を見て依頼します。先の大雪の時は

５~６社を回って除雪を依頼したが殆ど受けてもらえなかった。今回は三洋建設に頼んではあ

るが、県や市の第 1 次路線、第 2 次路線が優先する為、一般の路線に入る時間がない様子。 

  大雪が降ると「何で出て来られない。」と言われるが、自分の家の前は自分で除雪することがベ

ース。1 週間も 2 週間も来られないことが多々ある。怠慢している訳ではない。三洋建設と城

北建設に依頼はしているが、回れないことが十分考えられる。 

一休さんにお願いしたが、怪我のこと、壊したことの問題でお断りされた。バローにも難し

いと言われた。雪が降った時には出来るだけ行動するが、ご協力をお願いします。 

   除雪をするとペットボトル等が田んぼに入ってしまう。高尾町からの苦情となりますので、

雪が融けた 3 月には、拾って回るが協力して欲しい。 

 意見：高樹会 山原 伸二 

雪が降った時の通学路の確保を皆さんにお願いしたい。すぐにやれる態勢を何とか出来ない

か。機械でなくスコップで、通学路が雪で埋まっていたら、踏まれる前の早いうちに除雪作業

を行って頂きたい。子どもは難儀して車道を歩いてしまう。有志を募ってやってもらえないか。 

 回答：除雪部長 新城 虎栄 

私が有志を集めて、朝やったらどうかというご質問ですか。 

 意見：高樹会 山原 伸二 

要望です。 



 意見：除雪部長 新城 虎栄 

なかなか難しいと思う。 

 意見：町会長 片岡 重人 

大通りは県が担当。2018 年の大雪の時は、歩道はやってくれなかった。そうでもない時に少

しでも、という考えでよろしいですか。 

 意見：高樹会 山原 伸二 

時間を掛けなくても、柔らかいうちは出来るですよ。 

 意見：町会長 片岡 重人 

一足飛びに出来ないが、そういう方向で話はしてみる。役員・班長連絡会とかにしてみます。

若い人にも、集まって何かやりたいと数名はいるが、出て来ない。仕方ないですね。やらない

という意見は言いたくない。声掛けはしていく。見守りの方も声を掛けてはいるが、なかなか

ウンと言っていただけない状況にある。 

 意見：除雪部長 新城 虎栄 

2018 年に小・中学校の前の歩道を県が除雪機を持って来て、やったのか。 

 回答：町会長 片岡 重人 

大通りに関しては、県がやることになっている。 

 意見：除雪部長 新城 虎栄 

1 次路線ということですね。 

 回答：町会長 片岡 重人 

そうです。３丁目の眼鏡の加賀さん、除雪機を持っているので、頼まれたらやりますよと言

っていただいている。 

 意見：高樹会 山原 伸二 

自分の家の前は自分でやって頂く。その他にも田があり、空き地があり、空き家がある。そ

れを含めての提案です。 

 意見：除雪部長 新城 虎栄 

雪が降ると雪をやる所が無い。子供にも 1 次路線を通らずに裏道を通る、親が教育していか

ないと。子どもを甘やかして、轢かれたりして怪我したら損。 

   我々は仕事を持っていて出られない。問題はあるが、出来るだけのことはしていかなければ

ならない。 

 意見：相談役 荒木 善彦 

大学生が町会との除雪の協定を結ぶとの話を聞くが、金沢工大の方はあまり聞かない。高尾

台にも金沢工大生がたくさんいる。午前中の授業の無い時、学生さんにチョットやってもらう

ようなことを何処へ言っていけばいいか。 

 回答：町会長 片岡 重人 

大学です。 

 意見：高樹会 山原 伸二 



金沢工大の理事さんが高尾台においでる。 

 回答：町会長 片岡 重人 

野々市市は金沢工大にお年寄りの所の除雪ボランティアを募集している。金沢市としては無

いみたいで、地域で声を掛けてお願いするしかないと思います。 

理事長さんがおいでるので、一度話してみたい。 

 意見：相談役 荒木 善彦 

学生も勉強するのも大事だが、世の中のために尽くすのも大事でないかなと思う。 

 回答：町会長 片岡 重人 

今の除雪をしてもらう人を探す一環で、金沢工大のアパートもあるので、一度学生課か何処

かに行って話をしてみます。また報告させてもらいます。 

 意見： 

除雪の時に雪のやり場に困った。捨ててもよい場所の回覧を行ってもらえないか。 

 回答：除雪部長 新城 虎栄 

各丁目の除雪委員は、排雪場所の地図を持っている。除雪車のオペレータが来て、勝手にや

るのでなく、町会から除雪委員が付いて、誘導して指示を出す。オペレータは何処へ排雪する

か知らない。空いていても入れていけない所もある。たまに畑に秋口に大根を栽培する方が居

る。雪で冷えすぎて春先に収穫出来なくなるので、止めてくれと言われる。誰もが分かること

でなく、除雪委員がチェックしていることで出来る。除雪車が来て勝手に出来ることではない。 

 意見： 

私たちが人海戦術でやる時に、捨て場に困るので、場所が分かればよい。 

 回答：除雪部長 新城 虎栄 

地図を回覧するのは難しいですけど、それなら言って頂ければ、各丁目の除雪委員が場所を

分かっているのでお知らせします。回覧するのは、毎年状況が変わるので難しい。回覧して前

はよかったのにと言われてもトラブルになる。除雪車を入れるケースではあまりないと思うが

手作業でやる分にはそれ程問題にならないのではないか。過去に除雪車が出たことは少ないし、

業者とのやり取りも経験がない。 

 回答：町会長 片岡 重人 

面倒でもそういう時には、除雪委員に尋ねて頂くということでよろしいですか。非常時にな

った場合、町会会館の方に取りあえず掲示ということもあってもいいかなと思いますが、それ

で良いですか。 

  （ハイ、お願いします。の応答） 

 

３）班の再編成について 

  説明：町会長 片岡 重人 

班の再編成に関してですが、これも大変な問題だが、意見がかなり出てきています。 

ただ一足飛びにすぐ考えてやろうかというものでもない。班長にヒアリングしてみると、本当



は２０軒位あるが、実際は５~６軒で班長を回している班もあります。２~３年に 1 回班長・役

員をやらなければならない状況もあるということも聞いている。とりあえず班長・役員をしな

い人がいるから班を再編成してという意見が出てくる。そういうことも含めて、町会に入って

いるのであれば、多分何かしらのお声掛けして、やって頂けるようになれば一番よいのですが、

それでも実際に世帯が減って高齢の方ばかりになってきて、現実に町会に出て来られない状況

もある。何をどう考えても町会活動に出て来られないという意見も増えていると聞いています。 

まず、１年なら出来るのか、2 年なら出来るのか、班内でヒアリングをかけて、再編成をやっ

てみませんか、という声掛けから始めて、班の再編成を検討するという提案です。 

早急に班の再編成をやりますということではありません。班によっては、もう５~６人しか

動かないけど、もう分かっているしその方が無理に頼まなくて良いのでいいわという班もある。

人数が少ないからダメではなくて、そういう風に回している班もあるから、そういう所の検証

も含めて、今後どうするかという検討を開始したいと思っている。それについて、役員会には

町会の長い方も、新しい方もいらっしゃるので、意見をお願いします。 

 意見： 

該当の班で、うちの班は少ないし隣の班に入ってもらえれば良いし、隣の班もそうするかと

いうことを班同士で話をして決められるなら良いが、町会からこの班は少ないから隣の班と一

緒になれとは言えるわけではない。 

 説明：町会長 片岡 重人 

町会が主導ということでなくて、班主導でやって頂くしかない。班主導でやっていくことに

関して町会がお手伝いしますから、先ず考えてみてくださいということです。町会としては、

どんどんやって下さいね、後はこちらで金沢市と調整するとか、そういう事やりますので、と

いうことが言えるか言えないかという立場を明らかにしたい。今までは、勝手に増やしてとか、

減らして大変やという意見しか出ない。ここ何年かは班長から再編成の話はずっと出てきてい

るが、その話を受けて具体的に整備しますよということは表明していない。最終的に別に面倒

だからやりたくないと言う人はいないとは思うが、そんな簡単ではないという話をアドバイス

として言う人はいても、やらなくて良いとの話もない。皆さんの意見はどうですか。 

 意見： 

班の世帯数が多いから分けるという話はあるか。 

回答：町会長 片岡 重人 

両方あります。再編成だからといって、別に合併することだけを話しているのではないので。 

 意見： 

どちらが多い？ 

 回答：町会長 片岡 重人 

これも班の方のやり方があったりするし、班員数が増えても回覧はルートを増やせば、班長

自体の手間は増えない。最初に 1 軒に持って行くか、2 軒に持って行くかの手間が増えるだけ

で、班に人がたくさんいても回覧だけに関してはそういう話になります。全戸個別配布になっ



てくると自分で回らなければならないので、多過ぎると大変となってくる。 

（町会費の集金が大変の声が出る） 

  お金の話も出ましたけど、このご時世ですから、振込だと入って来ないから未だに集金してい

る。私も長らく班長をしていないので分からないけど、どうですか。振込ではお金が入って来

ないし、いかん。それとも振込の方が楽やと、そんな意見は出ていませんか。どうですか。 

 意見： 

昨年度は出ていませんでした。快く納めてもらった。 

 回答：町会長 片岡 重人 

こういうご時世ですから、振込オーケーとかで手間を減らすとか、いろいろそういう意見を

含めて再編成の話し合いを積極的に受ける、ということです。 

   班再編成と役員を選ぶブロックも含めての再編成を積極的に検討します。 

   （反対意見はなく、同意） 

 

 ４）その他 

   （審議事項はなかった。） 

 

４．報告事項 

 １）予算執行状況について 

 説明：総会計 川原 利治 

例年のことですが、11 月に中間監査を受けております。監査委員の吉野さんに報告をお願い

します。 

 報告：監査委員 吉野 健一 

11 月 23 日に当会館で監査を行いまして、適正に処理されていることを確認しました。 

 説明：総会計 川原 利治 

ありがとうございます。次に、慶弔費は、会則により香典以外については役員会の承認を受

けると規定がありますので説明します。主に神社への神饌料、それから正月元旦祭の初穂料、

御神酒の代金、後は盆踊り大会の高尾よろまい会への花代、以上の支出となります。これは予

算の時にお話した例年通りの支出であって、特に新たな慶弔費の支出はありません。 

例年通りの支出につきまして、ご承認をお願いします。 

 説明：町会長 片岡 重人 

慶弔費につきまして、毎年変わっていないということですが、ご意見ありましたら。 

   拍手をもって承認を。 

   （異議なしと拍手で承認される） 

 説明：総会計 川原 利治 

お手元に資料はないが、年度途中の予算執行状況について、口頭で説明をさせて頂きます。 

収入の方につきましては、班長さんが頑張って集金頂いている集金分は、予算額を超えてい



る集金額が集まっています。それから主に不動産会社から入って来る振込分については、毎月

振込とか、半年払いがあります。これは順調に入って来ている状況です。 

   支出の方につきましては、今年度の一番大きな支出であった当会館の照明の全館ＬＥＤ化の

工事が既に終了しています。見た目分からないかもしれませんがこの部屋の照明も全部ＬＥＤ

となっています。金額的には、予算の範囲内で工事を終了しています。 

   後は例年通り、バーベキュー大会も開かれましたので、ほぼ予算内の支出で終わっています。

後の大きなものといたしましては、新年会です。皆さん是非参加をお願いします。あと大きな

支出は除雪です。大雪が降るか降らないかで支出が全然違ってきますので、全く降らないのも

いろんな面で不都合がありますが、あまり先の大雪のようなことがない程度に降ってくれれば

と願っています。支出として以上です。 

 説明：町会長 片岡 重人 

何か会計の面で、ご質問ありましたらどうぞ。 

  執行状況も順調ということなので、これで予算の報告の方は終わりたいと思います。 

 

２）その他 

 説明：町会長 片岡 重人 

前回の役員会の時に、定例総会で出た質問の返事はどうなっているのかというのがありまし

たので、それの答えを報告したいと思います。 

   連絡方法に関して、町会の方でスマホを購入してあります。当初はショートメールでの連絡

という形を言っていましたが、皆さんＬＩＮＥをやっている方も多いということで、希望され

る班長には、ＬＩＮＥでの連絡を入れている。もし役員さんでＬＩＮＥオーケーだという方に

は、言って頂ければＬＩＮＥで連絡を入れられるようにしたいと思っています。 

   １・３丁目間（3 丁目のゴミ置き場の所、高尾との境目の所、筍集荷場から真っ直ぐ来た所）

の交通事故多発交差点について、対策を講じて欲しいという質問がありましたが、既に道路に

「止まれ」が表示されており標識もあります。しかし、お向かいの方に話を聞いたら、ちょっ

とした接触事故が多い。示談にすることが多いので、警察に届けが出ていない。警察に聞くと、

警察では事故発生が無い扱いになっている。特別に何かというのは、という話でした。 

   １丁目の光明寺前通学路は、この間、標識を書いて頂きました。 

   ２丁目・高尾台中学校前地下道は、電灯が切れ、非常サイレンが鳴らない不具合があったが、

金沢市に報告して改善されました。 

   緊急時の高尾台中学校の放送が聞こえないという意見ですが、伏見台町会連合会でも話が出

ているが、現状は町会からの要望で、放送の回数を増やしてくれとかスピーカーの位置をずら

してくれというのは、難しい状況です。町会の要望を、伏見台町会連合会、伏見台校下防災会

を通じて提案して頂くという働きかけしていけば、スピーカーの数を増やしてくれそうだと思

ったりします。関連で、未だ発想の段階だがミニＦＭ放送ラジオ局とかで町会会館から発信で

きる方法もあるのでないかという意見も出ています。これは検証段階に至っていない状況にな



っています。 

   スクールサポート隊の方は、役員・班長連絡会で参加を声掛けしてはいますが、今のところ

参加の申し出はありません。 

 

５．その他 

１）各部・委員 活動報告 

 婦人部委員 浜野みのり 

7 月 27 日の納涼盆踊り大会は、台風の為に翌 28 日に延期となった。踊り手 18 名参加して、

楽しくさせて頂きました。 

8 月 3 日伏見台サマーフェスタ、14 名の踊り子さんからは、今年も楽しく参加できたとご意

見頂きました。 

9 月 29 日社会体育大会では、本部の景品渡しを担当しました。 

10 月 20 日伏見台公民館主催の文化祭では、リサイクル品販売を担当しました。昨年よりも

品物の提供は少なかったが、売り上げは好調に伸びたとのことでした。 

12 月には、公民館の清掃をして今年の活動は終了となります。 

 体育委員 金井 誉 

本年は、ソフトボール大会、ソフトバレー大会に有志が集まって頂き、通常通り行わせて頂

いた。残念ながら上位に入賞は出来なかったが、皆さんに交流を深めて頂いた。ご協力ありが

とうございました。ソフトバレー大会では、特に男性の方、女性の方、子どもの応援を頂いて

和気あいあいと楽しく参加出来た。来年も沢山参加して下さい。 

   社会体育大会も雨が心配されたが、スタート時点で晴れて、大きな事故も無く、滞りなく出

来ました。感謝しております。どうもありがとうございます。 

 防犯委員 村山 和夫 

月 2 回の防犯パトロール、校下を車 2，3 台で回っている。防犯の防災会議が 2 月に 1 回あ

りました。 

 公民館委員 南部 聡 

9 月 29 日に社会体育大会、10 月 20 日に文化祭、それぞれ無事終了しました。1 月 12 日に

成人式があって、今年度の活動が終わります。 

 美化委員 川縁 博 

10 月 12、13 日の秋祭りに備え、禅が峰神社の清掃に参加。雨で足下悪く、中の方を清掃し

たが、虫、ネズミ、クモの巣などなかなかの汚れであった。大変でした。神社の清掃は中々体

験できないのでご利益あるかもしれません。 

   11 月 7 日に 1 丁目 2 班から資源ゴミを入れるカンネットの交換の依頼があった。12 日に市

より借用し、交換した。 

   違反ゴミの報告とか、その処理についての相談、ゴミステーションの当番の件についての相

談が美化委員の方に相次いでおりまして、それぞれ各丁目の美化委員が班長と協力して対策に



あたっている。 

   1 丁目 9、10 班のステーションでも、分別されていないゴミが出された。当番の立ち会いが

無いため、特定できない。持ち帰って班長とお世話頂いた。先般主人と見張ったところ、前日

に持ち歩いているのを見かけた。呼びかけて注意した。近くのアパートの住人か分からないが、

アパートの人のゴミ出しはどうなっているのか。 

 回答：町会長 片岡 重人 

アパート、マンションに関しては備え付けのゴミ捨て場を利用する。無いアパートもあるが、

町費が家賃に含まれている所がある。いろいろな方式があって、そこはステーションに出すこ

とは可能です。 

町費を払っている、いないを確定出来ていない所がある。今までやっていなかったのは何故

かというと、聞いて回ると逆に集め難くなるという意見もある。改善して確定させれば、役員、

当番を回せるのだが。 

家賃に含まれているのに、不動産屋が払っていない所もあるようです。要は入居案内に書い

てあるのに払い込みしていない不動産屋があるらしいです。アパートの人に声掛けし難いとこ

ろはあるだろうが、声掛けするのが一番良い。 

 子ども会連合委員 杉宮 奈緒子 

7 月 6 日七夕飾り作り、公民館にて子ども 9 名大人 5 人の参加がありました。 

7 月から 8 月、夏休みラジオ体操、計 13 日で行った。 

8 月 10、11 日、のと交流キャンプ、5 名参加ありました。 

8 月 25 日、親子でするラジオ体操と校庭の草むしり、子ども 23 名、大人 20 名の参加があ

り、プール横の草むしりをした。 

9 月 8 日秋の交通安全運動マスコット作り、公民館で子ども 2 名、大人 2 名の参加あり。 

社会体育大会に召集係、審判係各 1 名で参加しました。公民館文化祭では、カレー販売と後

片付けを行いました。 

11 月 3 日秋のニュースポーツフェスティバルが小学校体育館で、子どもから大人まで不特

定の参加となっています。 

11 月 10 日ドッジビー大会が小学校体育館で、2 チーム 8 名が混合チームで参加。Ａチーム

6 位、Ｂチーム 3 位と結果が出ました。 

12 月 1 日ピンポン玉ロケット作り、三世代交流として公民館にて行われた。子ども 16 名、大

人 13 名、全体で約１２０名が参加。 

12 月 25 日のクリスマス会は小学校体育館で、48 名参加の予定です。 

高樹会会長 山原 伸二 

4 月 18 日に温泉旅行に行きました、粟津温泉です。20 名近くの参加がありました。 

高樹会の大半の方が校下の老人会に入っています。いろんな行事が盛んです。 

 

 



 ２）今後の日程について 

① 役員・班長連絡会     １２月１５日（日） 

② 役員・班長連絡会       １月２６日（日） 

③ 高尾台町会 新年会      ２月  ８日（土） 

④ 第 7 回防災懇談会       ２月  ９日（日） 

⑤ 役員・班長連絡会       ２月２３日（日） 

⑥ 高尾台町会 定例総会     ３月１５日（日） 

  

６．閉会 

  閉会宣言 

 

 

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 12 月 8 日（日） 

 

認可地縁団体 高尾台町会 令和元年度 第２回 役員会 


