回覧

平成 29 年 7 月 16 日
総務部

自治会会員各位

平成２9
平成２9 年度Ｂ地区茅ケ崎自治会
第 4 回役員会議事録

・日時：平成 29 年 7 月 16 日(日) 10：00 ～11：50
・定数 34 名中、出席 27 名、委任状 7 名、欠席 0 名、定数の 2/3 以上の参加
自治会規約第 11 条により成立
・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞー 坂上防災支援隊長、豊原市境問題対策委員、中尾・伊藤民生委員出席
記
1. 宇尾野会長挨拶
・6/25 集会所押入れ整理清掃 不用品等処分して 物が半減できた
・6/30 市行政との情報交換会 介護保険法制定 国の給付制度から市町村の総合事業
として開始 市町村格差が生ずる為 市に要望書提出 要支援者の施設利用は
藤沢市内施設については 茅ヶ崎市指定として 当面利用可とする
・災害時避難行動支援者名簿の取り扱いについての説明会に参加 ２月*８月民生委員に
配布
・集会所のあり方検討会第１回会合参加 集会所の使用について討議
・7/2 感震ブレーカーについて説明会実施 現在回覧中 今年度設置申し込み数 50 個
・集会所補修工事終了 市から補助金入金 業者に支払い完了
・7/22 滝の沢地区夏祭り 7/23 は小出コミセン祭り 多数の御参加をお願いします
・9/3 10:00 より 環境学習会を集会所にて開催予定
・8/5 小出コミセン市民集会開催予定 将来計画について
・検討事項 公園等の掃除用具入れ物置 公園内設置許可でる(1 坪) 使用方法等要検討
2. 大和副会長挨拶
・建築協定申請書の届出
4/1~7/21 現在 0 件 最近 2 件打診あり
建築協定に関する相談 何でも申し出てください
・市境問題 7/1 第 2 回市境問題協議会開催 F 地区自治会館 当自治会参加 8 名
協議会長からの経過報告と 8/7 茅ヶ崎市長との会見前打合せ 4 名参加予定
次回協議会は 8/25 10:00 より F 地区自治会館にて開催予定
・滝の沢自治会長連絡会 夏祭り分担最終チェック お互い頑張りましょう
・6/18 第 1 回集会所あり方検討委員会 集会所の補修 集会所の整理 防災等について
3. 古川副会長挨拶
・7/8 滝の沢小学校避難施設運営委員会出席
9/18 8:00～12:00 防災訓練計画説明 B 茅ヶ崎自治会は衛生班担当
4. 各部からの連絡 報告
総務部からのお知らせ
・今回自治会用各部表示と各自名札 及び夏祭り用各自名札を製作
自治会用は会議都度 使用 回収しますのでよろしくお願いします

・7/22 夏祭り緊急連絡網 及びタイムスケジュール コピー配布 内容説明
会計からのお知らせ
・6 月以降の途中入居者 2 世帯増
・集会所の補修工事終了に伴い 工事費の支払い完了 総費用 約 100 万円
B 藤沢との分担割合及び市からの補助金を差し引き負担金 約 27 万円
緊急事態積立金から計上する
環境衛生部からのお知らせ
・福祉部より 子供会 ラジオ体操 流しそうめん大会に伴い 公園の雑草除去
樹木剪定の依頼 市緑地課に連絡した
・公園近くの街区住民より 緑道 街路樹の剪定依頼を受け 市に連絡した
(街区委員へのお願い) 上記事項及び害虫駆除等の依頼があった場合 市職員が
直接その住民へ 状況確認の電話をする事の了解を取ってほしいとの事です
防災部からのお知らせ
・8/20 大庭地区図上訓練 1 名参加予定
・6/30 小出地区自治会連合会防犯会議出席 銀行協会を語るオレオレ詐欺が多発
被害 茅ヶ崎 53 件 寒川 10 件 200 万相当/１件 茅ヶ崎で 1 億円超の被害
・7/1*7/9 2 日間 防犯リーダー研修会出席 リーダー認定を受ける
地震災害として 津波災害 高さ想定 茅ヶ崎 7.9 藤沢 10.7 鎌倉 14.4m
大規模火災の地域は 茅ヶ崎駅から南エリア 戦前の木造家屋密集地域
家屋 家具の倒壊に依る圧死が多い 倒壊防止 自助行動 初期消火等必要
避難は家屋全壊 半壊世帯であり 在宅避難が基本
・先日防災備品の予算請求書を渡しましたが 本日回収します
広報部からのお知らせ
・夏祭り模擬店長会議報告( ジュース店担当 )
安全と衛生面には特に注意する事
滝の沢地区夏祭り実行委員会のタイムスケジュール説明
8/20 次年度への引き継ぎ及び反省会
昨年度２件怪我あり ヤケド 1 件 頭部打撲 1 件 注意お願いします
ゴミの分別は実行委員の指示に従う事
・ジュース販売 9 種類 300 本 役員用 40 本 イオンより購入
体育部からのお知らせ
・滝の沢小学校プール開放 ７*８月 ５日間 注意事項等回覧済
・8/20 ペタンク大会 7/31 迄参加者受付
・10/15 第 39 回地区レクリェーション大会 応援席が決定した
B 茅ヶ崎は裏門入ってすぐの所です
福祉文化部からのお知らせ
・7/13 小出地区社会福祉協議会主催 歌体操後の 楽々ひろばへの参加
・6/23 夏祭りおもちゃ販売の打合せと準備
・夏祭り模擬店長会議報告(おもちゃ担当)
広報部報告の他に 模擬店手伝い者の住所 氏名を届け出る事
昨年怪我発生の為

総務部集会所担当からの検討事項
・集会所トイレ掃除と備品補充等の問題
集会所担当か 環境衛生部か 備品も含め B 藤沢との関係
5. 民生委員からのお知らせ
・子供安全サポーター腕章 地域住民で子供見守り 直接小学校に届出で登録
茅ヶ崎 B 地区は登録が多い 子供達の安全確保の為 登録をお願いします
6. 防災 減災への取り組み
坂上防災支援隊長 第４回 地震時における通電火災防止のための
感震ブレーカー普及について
(プロジェクターにて説明)
以 上

