
平成28年度 通常総会

平成28年4月17日(日)

午前10時～12時

於 黒石団地区公民館

黒 石 団 地 区 自 治 会

http://kuroisidantiku.jp

（2016年度）



平成28年3月31日現在 自治会発足：昭和49（1974）年4月1日

発足時120戸
東　組 140 戸

西　組 168 戸

南１組 118 戸

南２組 117 戸

北１組 136 戸

北２組 109 戸

中　組 220 戸

計 1008 戸 平成元年 平成28年

(1989)

自治会加入世帯数 平成以後の推移
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１． 開　　会

２． 区長挨拶

３． 議長選出

４． 書記及び議事録署名人選出

５． 議　　事

（１）平成２７年度行事報告及び会計報告

（２）助成団体（ボランティア協議会）活動報告

（３）協力団体（公設消防団）活動報告

（４）監査報告

（５）質疑及び承認

（６）平成２８年度行事計画（案）及び会計予算（案）

（７）同上　質疑及び承認

（８）自治会運営規則の改正（案）

（９）同上　質疑及び承認

６． 役員改選

（１）退任役員、新役員紹介

（２）役員改選承認

７． 議長任務終了挨拶

８． そ の 他

９． 閉    会

平成２８年度　通常総会次第



定例役員会＋臨時役員会

合同班長会議（防護委員会）

班内会議

広報委員会：区報ふれあい発行

　　　　　　ホームページ管理

行事部・婦人部会

平成２７年度　行事報告

区分 行事内容 実施時期など

通常総会 4/12出席率64％(委任状含)

会　　議

11/29出席率61％(委任状含)

毎月1回開催＋10/18、3/19開催

7/19､11/8､12/12､1/24､2/28開催

各班で随時開催

47･48･49･50号＋臨時号発行

随時更新

区行事に合わせて随時､及び3月開催

公民館廊下掲示板整備

防犯灯新設・修理

（一部ＬＥＤに交換）

ボランティア協議会

自主防災組織発足準備会議

ゴミステーション整備

全国一斉美化作業

公民館清掃

黒石市民センター屋内外清掃

カーブミラーの清掃・点検

公民館のワックス掛け

公民館老朽設備等更新

年の瀬餅つき大会

成人式記念品贈呈

公民館キネマ上映会

どんどや

緑の羽根募金

赤十字社協力

社会福祉協議会

赤い羽根募金

第５回総合防災訓練

ＡＥＤ・発電機・備蓄倉庫整備

防災講座開催

黒石団地区夏祭り

敬老会

文化祭

パトロールセンター

夜間パトロール

夕暮れ時青パト団地内巡回

パトロールセンター速報配布

年末夜警

消防設備の点検整備

12/28～30開催(延161人参加）

3/1～3/9組別に実施､ﾎｰｽ格納箱住所表示

各組で9月に実施済み

6/1に実施済み

1F和室畳､掃除機､冷蔵庫､裁断機等更新

6/29に設置済み

修理73灯(ﾗﾝﾌﾟ交換71､器具交換1､ｽｲｯﾁ交換1)

LED化13灯(内､市補助8灯)､ﾎﾟｰﾙ交換1

8/5､9/12､3/12､3/26開催

5/24､6/21､7/18､8/23､9/23､10/11開催

中-6､公民館､黒石公園､南2-1､北1-2､東-4

各組班で6月に実施済み

各組班の輪番により毎月1回実施済み

7月･12月に実施済み

12/23開催

18名にクオカード贈呈

13回(毎月､及び5月連休）開催

1/11開催

　　　　　　 87,800円

　　　　　　410,000円

10/4陶芸教室､11/1ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾗﾌﾄ開催

公民館落雷被害修理(火災保険適用)放送設備･防犯ｶﾒﾗ･ｴｱｺﾝ･映写機器修理

環境・衛生

防犯関係

防災関係

区 行 事

福祉事業に協力

臨時総会（自主防災組織発足）

文化祭（文化事業）

　　　　　　391,300円

　　　　　　386,300円

3/6開催(安否確認率83％､白ﾀｵﾙ掲示)

AED 8/9設置､物置3/26設置､発電機保留

（総合防災訓練時班別ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成）

8/1開催(ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ:琉球國祭り太鼓)

9/21開催(87名ご出席､欠席者に記念品)

中止､40年史延期(防災組織発足に傾注)

消火栓･消火器･AED取扱い､炊き出し訓練

防犯パトロール隊により運営

当番制により毎月第3水～金3日間実施

当番制により毎週月～金下校時間帯に実施

10/22､11/12発行



【助成団体（ボランティア協議会）】

【協力団体（消防団）】

平成27年度　助成団体・協力団体活動報告

団体名 開催日・行事名 活動内容・結果

子ども会

 7/25 市子連スポーツ大会参加 ソフトボール：Bクラス優勝

（練習期間：5月～大会前日、毎週） ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ:ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟｸﾗｽ予選惜敗

 8/ 1 夏祭り参加

 5/17･8/9･11/15･2/14ﾘｻｲｸﾙ資源物回収 e-クラブと共催､ﾊﾝﾄﾞｷｬﾘｰ･ﾘﾔｶｰ回収

ﾎﾟｽﾀｰ作成･子どもみこし作成、練り歩き

 9/21 敬老会舞台出演 エイサー披露･お祝いﾒｯｾｰｼﾞ

12/23 ｸﾘｽﾏｽ会 ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｸｯｷﾝｸﾞ･お箸作り

 3/13 卒業を祝う会 ピザ焼き体験･陶器絵付け

御代志市民ｾﾝﾀｰ､6種目による体力年齢測定

東小へ寄付(1/7始業式にて感謝の言葉)

悠々クラブ

毎月第3土または日曜 誕生会･例会 誕生お祝い･活動報告･器楽演奏会

 6/23 日帰り旅行 久木野四季の森

11/ 9 市老連西合志健康福祉大会 老人憩いの家､区民バンド出演

 6/11 12/10市老連西合志体力測定

 年間 ベルマーク回収運動

防犯パトロール隊

毎週火･金曜  昼間パトロール 当番を決めて実施

毎週月～金曜 朝・夕方パトロール 当番を決めて実施

第３水･木･金 夜間パトロール 当番を決めて実施

 8/24 通学路草刈り奉仕 東小愛校作業

12/28～30 年末夜警 青パト隊による巡回

 8/ 1 夏祭り

 9/21 敬老会

会場周辺交通安全､来場者見守り

駐車場周辺交通安全見守り

ひまわりランチ

夏祭り実行委員会

 5/16 企画委員会 プログラム作成･舞台演出

 5/24～部会別計画推進､段取り 盆踊り･夜店･会場設営･抽選会

 8/ 1 第38回夏祭り メインステージ「琉球國祭り太鼓」

黒団40周年記念綱引き大会､黒石団地の歌

 3/ 8 福岡柳川お雛様見物 会員28名参加

くぬぎサロン

 5/19 熊本市動植物園 会員26名参加

 7/ 5 七夕飾り作り 会員18名、団地の子ども8人参加

10/13 日本舞踊観賞会 会員31名参加

開催中止

 3/ 6 総合防災訓練 要援助者安否確認、救助訓練

毎月第2、4水 調理宅配 利用者60名

（活動実績なし）

くまもと健康支援研究所､34名参加

 1/10 どんどや どんどや保存会を支援

公設消防として活動

（関係分のみ、公設としての活動は割愛）

文化祭実行委員会

巡回警備

12/28～30 年末夜警

消火器･消火栓ﾎｰｽ放水訓練指導 3/ 6 総合防災訓練

ひまわり倶楽部

団体名 開催日・行事名 活動内容・結果

 8/ 1 夏祭り

公設消防団

 年間 公民館ﾌﾟﾗﾝﾀｰ手入れ

 6/20 健康出前講座 



公民館地震対策 什器･棚置き備品等耐震対策(随時)

広報委員会：区報ふれあい発行 年4回定期発行､必要時臨時号発行

平成２８年度　行事計画（案）

区分 行事内容 実施時期など

会　　議

通常総会 ４月17日（日）

定例役員会 毎月1回開催､必要時臨役員会開催

合同班長会議（防護委員会） 年2回、及び必要に応じて開催

班内会議 年2回、及び必要に応じて開催

　　　　　　ホームページ管理 随時更新

行事部・婦人部会 区行事に合わせて開催､及び3月開催

助成・協力団体会議 必要に応じて開催

自治会組織改編ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(仮称)会議 4月～10月集中審議（必要時臨時総会）

環境・衛生

ゴミステーション整備 老朽化、利用者増等に対処

全国一斉美化作業 各組班で6月に実施

公民館清掃 各組班の輪番により毎月1回実施

ﾘｻｲｸﾙ資源物回収(e-クラブ･子ども会)

公民館利用促進､機能拡充 DVD貸出､ｶﾗｵｹ､地域の縁側検討(随時)

団地内交通安全対策 警告･注意表示、看板設置等(随時)

防犯関係

防犯灯新設・修理 修理　　70灯見込み

（一部ＬＥＤに交換） ＬＥＤ化　　10灯

学習会(防犯､悪徳商法､詐欺予防)

防犯パトロール隊により実施

専門機関と連携､ﾊﾟﾄｾﾝ速報発行(随時)

年4回

カーブミラーの清掃・点検 各組で9月に実施

防災関係

年末夜警 12/28～30予定(日程は見直す場合あり)

消防設備の点検整備 月1回、防護委員により実施

第６回総合防災訓練 3/5予定(日程は見直す場合あり)

備蓄品の選定､年度内公民館避難所対応

学習会(消火器、火災報知器設置推進) 専門機関､業者と連携

優先順により年度内

パトロールセンター運営

区 行 事

夏祭り（夏祭り実行委員会主催） ８月６日（土）

敬老会 9/21予定(日程､方法は見直す場合あり)

1月

文化事業（公募事業） 会員個人､グループによる開催支援

成人式記念品贈呈

年の瀬餅つき大会 12/23予定(日程、方法は見直す場合あり)

福祉事業に協力

緑の羽根募金  4月

赤十字社協力  6月

社会福祉協議会

公民館のﾜｯｸｽ掛け､設備等更新 ﾜｯｸｽ掛け4月､2F和室畳等更新(随時)

黒石市民センター屋内外清掃 7月･12月に実施

住民要望項目対策

 8月

赤い羽根募金 10月

文化事業（40年史） 公民館記録のデータベース化

黒石コミュニティ､市主催行事参加 会員個人､グループによる参加支援

どんどや ひまわり倶楽部協力、1月9日(成人の日)



（１）

（２）

（３）

（パトロールセンター）
自治会防犯活動のセンター機能として公民
館にパトロールセンターを置く。センター
長は防犯パトロール隊長が就任する。セン
ター長はパトロールセンターの機能の充実
を図り、年間計画及び活動予算を策定し、
防犯カメラの画像記録装置の操作を行なう
者（以下、操作者）を定めて、自治会役員
会の審議、承認を得るものとする。
２．防犯カメラの運用は「ガイドライン」
に従い、操作者の氏名は公表してはならな
い。
３．自治会役員、行事部員は、パトロール
センターの活動を、業務に支障がない範囲
において支援するものとする。

第8条～第14条

自治会運営規則改正（案）

条・項 現行 改正

改正理由

第5条
本項

（ボランティア協議会・自主防災顧問）

規約第１条第２項(2)(3)(4)(5)の目
的に関して、自治会の組織外の団体
として、子ども会、悠々クラブ、防
犯パトロール隊､夏祭り実行委員会､
文化祭実行委員会､ひまわりランチ､
くぬぎサロン及びひまわり倶楽部が
独立して活動し、ボランティア協議
会を構成する。自治会は規約の本旨､
目的を逸脱しない範囲において、別
表２に定める助成金を支出する。
（別表２：省略）

（助成団体・自主防災顧問）

自治会会員により組織された自主活動団体
が、規約第１条第２項(2)(3)(4)(5)の目的
に合致する活動を行なう場合､規約の本旨､
目的の範囲内において、助成金を支出する
ことができる。助成対象は１年間の活動実
績により､通常総会資料に団体名・責任者､
活動内容を公示し、支出額を予算案に計上
して総会の承認を得るものとする。助成金
の使途に対する監査は会計長、または自治
会監事が行なう。
（別表２：削除）

①自主活動団体の新たな発足や活動停止の度に条文を改正する無駄を省く。
②自主活動団体に対する自治会会員の関心を高め、会費投入の目的を会員に周知
　する（納得させる）だけでなく、それらの団体への加入促進に繋げる。

第7条

規定なし

条・項 現行 改正

改正理由
第7条に（パトロールセンター）を追加により、それ以後の条文番号を繰り下げ
る。

改正理由
パトロールセンターは２年に亘り団地周辺の防犯活動の拠点として機能してきて
おり住民に認知されている。活動を確実に継続するには規則化が必要である。

条・項 現 改

（右記） 第7条～第13条



【役員】 役職 行事部 婦人部

福岡　健彦 (中-1) 戸数 班長(防護委員)

1 22 秋田　泰司 横井　丸美 秋田加代子

阪口　隆利 (北2-5) 2 30 本田　裕貴 日置　隆則 青山加寿子

3 27 坂元　智一 花田　幸雄 坂元　ゆみ

山邉　尚幸 (東-3) 4 20 池田久美子 池田浩一郎 山口　睦子

直轄 5 21 柿本　賢治 坂田　佳春 中村　陽子

元田　義広 (南2-4) 1 6 19 亀山　勝利 富田　純一 大津由美子

1-1 25 畑　　末吉 上村淳一郎 持永　真紀

高良　利信 (北2-4) 1-2 10

2-1 32 小松　大悟 青山　加代 都田絵美子

時松　貴人 (東-1) 2-2 3 浜崎　晴美

4 16 藤原　済江 今坂　恵子 今坂　恵子

富田　健治 (西-4) 5 18 高下　祐一 旭田　幸治 上牧瀬知鶴

6 25 大薮　実郎 関　　嘉晃 内藤　文子

道下　健一 (南1-6) 7 21 迫　日登美 松本　成幸 倉田　直子

8 18 内田　智三 常石　英作 阿南　美香

古賀　　進 (南2-1) 1 32 新居　　誠 福岡　恵士 前田アケミ

2 25 高田　秀明 瀬口　正雄 青木由美子

塚本　正昭 (北1-4) 3 17 日野　弘子 加久　晴美 尾崎　敦子

4 19 前田　義廣 村口　康弘 高島美恵子

木下　偆春 (北2-5) 5 8 早稲本克己

6 17 櫻井　伸和 野口麻理子 深井　　円

莟　　政宏 (中-3) 1 32 福原　　修 東　　京子 池田　洋子

2 26 榎田　和昭 中原　　篤 石原　幸子

3 29 米村　智子 坂田東四郎 竹田美津代

【主事・部長・副部長・委員長】 4 30 楠田　公一 清水　浩幸 豊田　照子

塚野　周二 (南1-1) 1 21 丸山　　正 川口　泰雄 宮浦ノリ子

2 18 松本　拓也 豊野　勝司 春村　道代

林田　豊司 (北1-6) 3 16 島田　敬大 中島　嘉久 大原　豊子

4 13 松竹　扶野 松本　時江 松竹　扶野

愛敬　甫博 (北2-1) 5 30 平岡　健一 辻　　堅男 平岡恵美子

6 30 中田　好紀 瀬戸口隆之 中田　奈央

井福加代子 (北2-2) 7 8 木場　幸生

1 28 牧　　利美 愛敬　甫博 松田　明美

青山　智子 (西-2-1) 2 17 池田　裕一 小野寺弘治 登　　和子

3 20 大久保年昭 嶋本　正一 上田　房子

津留　健二 (東-6) 4 25 丸山　泰男 門田　正弘 三牧　　妙

5 19 清水　藤男 町田　恭二 本田　和子

【役職（副組長）】 1 28 新妻　敬司 長野　泰博 大藪　葉月

東 津留　健二 (東-6) 1-2 15

西 青山　隆幸 (西-2-1) 2 35 一安　和典 佐藤　智和 長谷部淳子

南１ 猿渡　政臣 (南1-6) 3 17 樋口　靖修 市川　賢治 石原　信子

南２ 榎田　和昭 (南2-2) 4 38 高城　昌典 井川　穀子 皆見　淳子

北１ 5 28 田添　親之 児玉　順子※ 田添有実子

北２ 清水　藤男 (北2-5) 6 26 石坂　　浩 志水　　豊 石垣　尚子

中 高城　昌典 (中-4) 7 33 中村伸太郎 太田　孝子 平島　裕子
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中
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【助成団体】

団体名 組-班 連絡先 主な活動内容

会　長 堀　　功一 西-5 090-4518-1291  夏祭りﾎﾟｽﾀｰ･みこし参加

副会長 岡本　珠美 東-3  敬老会舞台出演

会　計 柴田　裕子 西-6  ﾘｻｲｸﾙ資源物回収(共催)

会　計 芹田　久子 中-4  市子連スポーツ大会出場

会　長 東　　　司 南2-1 242-5287  誕生会･例会･自主研修

副会長 江口　陸男 南2-3 242-5323  会員親睦(旅行･食事会)

副会長 福岡　淑子 中-1  市老連行事参加

隊　長 児玉　琢磨 中-5 242-3740  ﾊﾟﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ運営

班　長 福原　　修 南2-1  年末夜警･防災訓練協力

班　長 高下　逸男 北1-6  夏祭り･敬老会安全警備

班　長 柴田　精三 北2-3  時間帯別ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

班　長 柚之原安男 中-2

委員長 池田　裕一 北2-2 242-1678  夏祭り企画推進

企画委員  夏祭り準備段取り

実行委員  夏祭り開催～片付け

代　表 奥原　達雄 東-3 242-2906  高齢者宅配弁当ｻｰﾋﾞｽ

調理担当  (申込者へ月2回)

宅配担当  配達時安否見守り

代　表 東　　雅春 中-7 242-1907  高齢者ふれあいｻｰﾋﾞｽ

民生児童委員  七夕飾り作り･親睦旅行

悠々クラブ役員  

会　長 軸丸　武治 東-4 242-1691  どんどや開催支援

副会長 西村　征三 北2-1 242-2932  (主催:どんどや保存会)

副会長 池田　裕一 北2-2 242-1678  健康講座、花壇、剪定

事務長 別府　　進 北2-2 242-1745  花壇、公園樹木剪定

【協力団体（消防団）】

団体名 組-班 連絡先 主な活動内容

合志市公設消防団 班　長 加久　正見 北2-2 090-5387-9994  消防設備維持管理

黒石団地班  年末夜警･防災訓練協力

【顧問・相談役（自治会運営規則分のみ）】

役　名 主な支援内容

南2-1 水野　勝巳 西-6 本田　啓修  消防設備保守指導

北2-2 池田　裕一 南2-4 日田　基之  年末夜警指導

東-5 本田　祐一 東-4 歳島　　武  防災訓練指導

相談役  区運営に関する助言

【公職・非常勤特別職（自治会関係分のみ）】

名前 組-班 連絡先 備　考

市議会議員 青山　隆幸 西-2-1 242-1667

東　　雅春 中-7 242-1907

倉野　昭宏 東-4 242-1629

島村　保夫 西-6 242-8650

松隈　敏彦 南1-3 288-1531

丸山クニ子 北2-4 242-2735

代表者等

子ども会

悠々クラブ

防犯パトロール隊
（ﾊﾟﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ）

夏祭り実行委員会
スタッフ

必要に応じて設置する

組-班・氏名

職　名

ひまわりランチ

くぬぎサロン
スタッフ

自主防災顧問

 自治会規約・運営規
 則等によらず、専門
 的に独立して活動さ
 れるが住民にとって
 直接、間接に関わり
 があるので、本人の
 承諾を得て掲載。

ひまわり倶楽部

代表者等

民生児童委員

スタッフ


