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第１号議案 ︓ ２０１９年度 事業報告の件

年月

2019年  （会計監査）

４月  定期総会　13日  2018年度事業報告、収支決算

 2019年度事業計画(案）審議、決定

 重点課題３項目  １．自主防災組織力の拡充

  ①人材の拡充（防災リーダー増員）と技術

      フォローアップ

  ②緊急時連絡網更新

 ２．会員相互の親睦を深める事業の推進

 〇2019年度会員名把握及び新組長決定

 〇自治会費集金年度初めに一括集金（５月）

 防災担当役員会  25日

 防災サロン  20日

５月  防災展示施設訪問及び役員会  県総合防災センター（厚木市下津古久280）

 防災サロン  18日  〇日赤社員増強運動（赤十字募金開始）

６月  安否確認訓練　 ９日  〇赤十字募金会費収納状況確認、納金

 防災倉庫点検 13日  はまかぜ公園の草取り及び倉庫棚卸

 親睦「じゃが芋掘り」　 18日  雨天中止、役員９名にて収穫、希望者へ販売

 防災担当役員会  27日

７月  トランシーバ交信訓練 11日  参加者20名で実施。

 〇会員名簿の作成・役員への配布

 防災サロン  20日  〇「みらまーる」バザーへの協力6日

８月  「海岸地区盆踊り」に参 17日  東海岸小学校グランドにて。

 消火ﾎｰｽ使用の放水訓練 24日  6番地37号小松崎様宅前,29名参加で実施。

総 会 資 料 - １

内容項目

年間を通して毎月行う事業

自治会・自主防災会
合同「定例役員会」

防犯パトロール

毎月第２週の木曜日開催。
なお、これ以外に「防災全体会」を年４回程度開催する。

昼・夜間・　毎月開催　　学童保護・災害時避難要支援者訪問
一般防犯・夜間パトロール

＊近隣互助による安全・

安心の街づくり

＊緊急時助け合える



年月

９月  ＡＥＤの使用訓練（３時間ｺｰｽ）  東海岸会館にて14名参加

　＜台風15号襲来＞ 9日  〇敬老対象者への祝い品贈呈271名

 防災サロン  21日

 自主防災会「まなび講座」 26日  海岸地区ｺﾐｾﾝにて「自然災害と損害保険」

 防災担当役員会  　26日

１０月  〇共同募金・年末助け合い募金開始

 海岸地区市民集会 5日  うみかぜテラスにて、北二10名参加

　＜台風19号襲来＞ 12日

 海岸地区まちぢから防災訓練　19 東海岸小体育館（雨天）にて

　参加総数約500名、北二38名

 推進協「わんぱくまつり」協力　 茅ケ崎小学校体育館にて

 秋の親睦「さつま芋掘り 27日  北二より33名参加

１１月  防災サロン  16日  〇共同募金・年末助け合い募金終了

 海岸地区社協事業参加 17日  「ふれあいの集い」開催

 親睦バス旅行の実施  30日  富岡製糸場・おぎのや・こんにゃくパーク・

 ガトーラスク工場見学。49名参加

１２月  新民生・児童委員着任  森永一裕さん、松下しのぶさん

 島田起久子さん、高橋京子さん退任

 防災担当役員会  19日

 防災サロン  21日

１月  防災倉庫棚卸・整備 11日  同時に、はまかぜ公園除草

 防災サロン  1８日

 役員・防災リーダー親睦新年会25 20名参加

 防災リーダー養成研修会　　27日 新防災リーダー：安岡秀樹さん・森永一裕さん

２月  〇小学校新入学児童調査（祝品贈呈用）

 避難行動要支援研修会に参加 1,3 ８名参加

 まちぢから主催「梅まつ 11日  協力・参加、北二８名

 防災サロン  15日  延べ　８回開催（於：高橋京子宅）、170人参加

 自主防災組織育成事業補助金 26日 防災対策課へ申請、補助金額30万円で決定

３月  〇小学校新入学児童祝品贈呈（１5名）

 〇定期総会開催準備、各種資料作成役割分担、

 防災全体会 （防災担当役員及び  〇次年度事業計画と課題の検討

防災リーダー出席） ２２日  〇事務引継ぎ（２１名）、離任組長拍車進呈

 2020年度組長選出と交代 ～31日

項目 内容

総 会 資 料 - ２







第３号議案 ︓ ２０２０年度 事業計画（案）の件

年月

2020年  （会計監査）

４月  定期総会　25日  2019年度事業報告、収支決算

 重点課題３項目  2020年度事業計画(案）審議、決定

 １．自主防災組織力の拡充

  ①人材の拡充（防災リーダー・普通救命講習

      修了者増員）と技術フォローアップ

  ②緊急時連絡網更新、緊急時連絡訓練

 ２．会員相互の親睦を深める事業の推進

 〇2020年度会員名把握及び新組長決定

 〇自治会費集金年度初めに一括集金（５月）

５月 役員会及び役員防災研修会  研修会テーマは「酒田大火」ＶＴＲ視聴

 〇日赤社員増強運動（赤十字募金開始）

 〇自治会費と赤十字募金の集金(５月１５日まで）

６月  〇赤十字募金会費収納状況確認、納金

 防災ﾘｰﾀﾞｰ研修  防災リーダー候補の選出、研修派遣

 安否確認訓練　 7日  全戸参加

 防災倉庫点検 11日  はまかぜ公園の除草及び備蓄機器定期整備

 親睦「じゃが芋掘り」　 13日  午前10時から林ファームにて。予備日１４日。

 防災全体会  2８日

７月  〇敬老事業準備（敬老対象者の調査）

 トランシーバ交信訓練 12日  〇会員名簿の作成・役員への配布

 〇「みらまーる」バザーへの協力

 自主防災会「まなび講座」 26日  海岸地区コミセンにて「防災リーダー更新講座」

８月  青少年育成推進協議会  〇夏休み「茅ヶ崎海岸の一斉清掃」

 「海岸地区盆踊り」に参加　 16日  東海岸小学校グランドにて。

 消火ﾎｰｽ使用の放水訓練  市防災対策課と消防署の指導。下旬の土曜

項目 内容

総 会 資 料 - ５

年間を通して毎月行う事業

自治会・自主防災会
合同「定例役員会」

毎月第２週の木曜日開催。
なお、これ以外に「防災全体会」を年４回程度開催する。

防犯パトロール
昼・夜間・　毎月開催　　学童保護・災害時避難要支援者訪問
一般防犯・夜間パトロール

＊近隣互助による安全・

安心の街づくり

＊緊急時助け合える



年月

2020年  〇敬老対象者への祝い品贈呈

９月  ＡＥＤ使用の救命講習会  東海岸会館にて　３時間コース

 防災全体会  27日

 〇共同募金・年末助け合い募金開始

１０月  海岸地区市民集会 3日  うみかぜテラスにて視聴・市幹部出席

 海岸地区まちぢから防災訓練　17日  東海岸小にて

 親睦「さつま芋掘り」 中旬土曜  午前１０時～　林ファームにて

 推進協「わんぱくまつり」協力  茅ケ崎小学校体育館にて実施

１１月  〇共同募金・年末助け合い募金終了

 トランシーバ交信訓練 12日  定例役員会開始前の時間

 海岸地区社協事業参加  「ふれあいの集い」開催（設営支援）

 親睦バス旅行の実施   日帰りバス旅行11月から翌年2月に予定

１２月  青少年育成推進協議会   〇防犯、安全、環境パトロール（茅小学区）

 防災全体会  27日

2021年  〇梅まつり実行委員選出

１月  防災倉庫棚卸・整備  同時に、はまかぜ公園除草

 役員・防災リーダー親睦新年会 

 防災リーダー養成研修会  候補選出：２名程度

２月  〇小学校新入学児童調査（祝品贈呈用）

 まちぢから主催「梅まつり」  11日  協力支援・参加

 自主防災組織育成事業補助金申請  防災対策課へ提出

３月  〇小学校新入学児童祝品贈呈

 〇定期総会開催準備、各種資料作成役割分担

 〇次年度事業計画と課題の検討

 防災全体会 （防災担当役員及び

防災リーダー出席） ２8日

 2021年度組長選出と交代 ～31日  〇事務引継ぎ、離任組長拍車進呈

総 会 資 料 - ６

項目 内容



第４号議案 ︓ ２０２０年度 収⽀予算（案）の件
自　2020年4月1日 至　2021年3月31日

収入 △収入源・支出増 （単位：円）

予算額 前年度予算額 増減△

1,470,000 1,500,000 △ 30,000

117,000 110,000 7,000

210,000 220,000 △ 10,000

47,500 47,500 0

23,000 25,000 △ 2,000

300,000 300,000 0

320,000 330,000 △ 10,000

ごみ集積協力料 84,000 － 84,000

2,000 2,000 0

2,573,500 2,534,500 39,000

1,616,135 1,644,985 △ 28,850

4,189,635 4,179,485 10,150

支出

予算額 前年度予算額 増減△

135,000 135,000 0

400,000 500,000 △ 100,000

40,000 50,000 △ 10,000

100,000 50,000 50,000

100,000 100,000 0

150,000 100,000 50,000

320,000 350,000 △ 30,000

120,000 150,000 △ 30,000

750,000 700,000 50,000

450,000 500,000 △ 50,000

環境指導員委託料 60,000 － 60,000

10,000 10,000 0

1,554,635 1,534,485 20,150

4,189,635 4,179,485 10,150

科目

会館管理運営分担金

広報等配布費

自主防災費

親睦・交流費

雑費

予備費

合計

慶弔費

事務連絡・諸費

運営費

事業活動費

交際費

会議費

市広報、社協配布手数料

市からの事務補助金

赤十字、共同募金事務

広報等配布手数料

会長事務委託量

募金協力金

総 会 資 料 - ７

科目

会費

運営交付金

735世帯相当

備考

親睦交流参加費

資源ごみ補助金

諸団体共同事業等

会館諸経費分担金

親睦会参加費予想額

資源ごみ売却還付金

市の支払い方法変更

合計

雑収入

計

前年度繰越金

総会費用含む

備考

祝金・香典

期末期首の繰越金相当

回覧印刷物等

役員行政事務委託料

防災特別会計へ振替

会員親睦行事



自　2020年4月1日 至　2021年３月３１日

収入 △収入源・支出増 （単位：円）

予算額 前年度予算額 増減△

300,000 300,000 0

750,000 700,000 50,000

0 0 0

0 0 0

1,050,000 1,000,000 50,000

支出

予算額 前年度予算額 増減△

40,000 50,000 △ 10,000

530,000 500,000 30,000

75,000 50,000 25,000

10,000 15,000 △ 5,000

10,000 15,000 △ 5,000

65,000 30,000 35,000

310,000 330,000 △ 20,000

10,000 10,000 0

1,050,000 1,000,000 50,000

0 0 0

1,050,000 1,000,000 50,000

 防災会議費

 防災事務印刷費

 防災事務委託費

 機材運搬費

           計

 次年度繰越金

 科         目

 防災整備補助金

 補助金

備         考

  合        計

 防災訓練費

 防災資機材購入費

 防災啓蒙活動費

 防災調査活動費

 自治会会計より

 市より補助金

総 会 資 料 - ８

 ガソリン・車代等

２０２０年度 ⾃主防災会収⽀予算書(案）

 防災会運営管理費

 防災雑収入

 前年度繰越金

  合          計

 科         目

備         考



１．東海岸北二丁目自治会の組織構成
地区 組数

第１地区 １５ 組

第２地区 １５ 組

第３地区 １４ 組

第４地区 １４ 組

第５地区 １５ 組

合　　計 ７３ 組

２．東海岸北二丁目自治会の組織運営
　役員会： 自治会長主催の定例役員会によって運営する。

原則として１回／月とし、必要に応じて課題や問題にかかわる

関連者のみの出席による臨時役員会を開催する。

　会議録： 議事録を作成し所定の期間保存する。

役員の職務と任期

　会　長： 自治会を代表し会務を統括する。

　副会長： 会長を補佐し会長事故の際、職務を代行する。

　書　記： 議事録等を作成し、所定の期間保存管理する。

　会　計： 会計事務と予決算管理を行う。

　会計監査： 会計監査を行う。

　地区委員： 自治会運営に関わり、組長との連絡事務を処理する。

　　　　以上の役員任期は、全役員２年であるが　後継者不在の場合は延長もあり得る。

　顧　問： 必要により要請する。

１４５
１３２
１６１
７２５

総 会 資 料 - ９

参考書類１．   東海岸北⼆丁⽬⾃治会の組織構成と運営
2020年4月1日

会員数（世帯数）

１４５
１４２

自 治 会 長

自治会副会長顧問

監査

（部会）

環
境
部
会

総
務
部
会
（
会
計
含

む

）

課題別対応部会（随時設置）

地区委員

組 長

会 員

計画班、訓練・備蓄実施班、

広報班

自
主
防
災
会(

＝
防
災
部
会
）

会 長（自治会長兼務）

副会長（自治会担当副会長兼務）

担当役員会

防災全体会
（防災担当役員＋防災リー

ダー）



参考書類 ２.       役員 ⼀覧表 

―現 行―               ―新 年 度― 
    （～2020年4月24日まで）     （2020年4月25日～2021年4月総会日） 

自治会              自治会 

会長  林 正明             会長   林  正明 

副会長 関口 尚良            副会長  関口 尚良 

    小泉 信三（退任） 

会計  柴田 壽美子           会計   柴田 壽美子 

監査  澤邑 由紀            監査   澤邑 由紀 

地区委員１地区 林  教子        地区委員１地区 林  教子 

 ２地区 安岡 秀樹            ２地区 安岡 秀樹 

 ３地区 川尻カツ江            ３地区 川尻カツ江 

地区委員４地区 武田 圭子            ４地区 武田 圭子 

 ５地区 稲葉 恵子（退任）        ５地区 鈴木 明美（異動） 

民生委員 中田恵利子            民生委員 中田恵利子 

  高橋 京子(～11月30日)         松下しのぶ 

  島田起久子(～11月30日)                 森永 一裕 
  松下しのぶ（12月１日～） 

森永 一裕（  〃   ）  
広報委員 小泉 悦子（退任）              広報委員 高橋 京子（異動） 

 

自主防災会（防災部会）        自主防災会（防災部会） 

自主防災会会長（防災部会会長）       自主防災会会長（防災部会会長） 

 林 正明（自治会長兼任）                林  正明 

   〃 副会長 （ 〃 副部会長）                〃    副会長（〃 副部会長） 
関口 尚良                            関口 尚良 

小泉 信三（退任）                        山口 潤二 

 山口 潤二      

会計・監査 （自治会兼任）             会計・監査 (自治会兼任) 
  担当役員 古谷 義一                担当役員：古谷 義一 

小澤 周一                     小澤 周一 

      中野 行代                     中野 行代 

       白井 愛子                          白井 愛子 

         高橋 京子                    高橋 京子 
川尻カツ江（異動）                   中田 雅敬 
鈴木 明美（異動）                   瀬川 豊代 
武田 圭子（異動） 
中田 雅敬 
瀬川 豊代 

総 会 資 料 －１０ 
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