第 51回 逗 子市 亀 が 岡 自治会 通常総会 議事 録 抜粋
平成

開催 日時 i平 成 27年 4月 19日

5月 10日

)1030〜

:亀 ヶ岡 自治会会館 2階

開催場所
出席者

(日

2フ 年

126年 度役員 10名 、顧問 2名 、27年 度新役員7名
他 63名 (班 長、一般会員)

一 委任状 539(全 773世 帯 中)計 82名

内容

所会長より
① 開会の挨拶 男」
②総会成 立 確認 豊 島役 員より定足数確認報告、778世 帯 中63名 出席、委任状 539。
亀が岡 自治会規約第 16条 により新 旧班長と会員(委 任状 )の 過半数をもって成立。
③会長挨拶

男1所 会長より

④議長選 出と初期選 出 参加者より立候 補 なきため荒井顧間を議長として選任。書記森 上役員 。
⑤議事
第 1号 議案

平成 26年 度活動内容報告 別所会長より活動内容 の報告 ………… 議案承認
平成 26年 度活動報告書 (配 布済み総会資料)参 照
平成 26年 度決算報告と監査報告 五 箇会計役員より報告 …………… 言
義案承認
平成 26年 度逗子市亀が岡 自治会決算報告と会館運営決算報告 (配 布済み総会資料)参 照
安東会計監査役員より監査報告 ……………… ……………………議案承認

第 2号 議案 平成 27年 度より会費値上げ案 吉 田副会長 より資料説明 …………… …議案承認
平成 27年 度 自治会費改定について(配 布済み総会資料)参 照
第 3号 議案 規約 一 部改 正の件 森 上事務局長 より報告 ……………… … … 下記追加で議案承認
亀が岡 自治会規約改正要 旨 1/1〜 2/2参 照
第 32条 (自 主防災組織 )を (自 主防災、防犯組織〉こ修 正 。
会費徴収方法等 の件 森上事務局長より報告 …………………… 議案承認
第 4号 議案 平成 27年 度新役員、会計監査員、顧問 選 出 紹介 (敬 称略 )
◇会長 ―吉田 三 郎
◇副会長― 木村 玲子

◇会計担 当役 員― 深 瀬 邦子

◇生活文化担当役員― 野島 涼 安田 米吉

◇事務局長― 祐成 秀雄

◇環境衛生担当役員― 山崎 康啓
◇防犯担 当役員― 佐 々木 美香

◇副事 務局長― 佐藤 千香
◇顧 間― 赤羽 宏之 荒井 清

◇防災担 当役員― 平井 宏明
◇ 会計監 査役 員一 五 箇 みよ子
… … …………… …………… …………… …………… …… ……………議 案承認
第 5号 議案 平成 27年 度 活動方針 (案 )吉 田新会長より説 明
平成 27年 度 自治会活動 方針 (案 )(配 布済み総会資料)参 照 … ………… ……議案承認

質疑応答①亀が岡公園の公園整備をしてほしい一逗子市緑政課に要望をあげます。
②回覧の在り方を再検討してほしい一今後‐ ムペース 掲示板のさらなる活用で回覧板は
1度 程度に肖
!減 する方向
③敬老の日のお祝い品についてお菓子を配布しているが、衛生上の問題などの観点から品物を
再検討したらいかがか。一多角的に再検討します。

第 6号 議案 平成 27年 度予算 (案 )吉 田新会長より説明
平成 27年 度逗子市亀 が岡 自治会運営予算 (案 )と 会館運営予算 (案 )(配 布済み総会資料)参 照
……………………………議案承認
第 7号 議案 防犯 カメラ導入計画 防犯 カメラ導入実行委員会赤羽顧 問より資料説明
防犯カメラ導入計画及び防犯カメラ設置案 (配 布済み総会資料)参 照
自治会会費 とは別会 計 (オ プション)で 設置検討を進 める。運用 マニュアル作成後、再度ランニング
コストを含め再度導入可否調査を会員全戸に実施し1/2の 賛成をもって実施すること。
………………………… …議案承認
質疑応答①亀 が岡公園 に防犯 カメラが計画されていないが追加して欲 しい。一 多数 の要請があり、
第 7号 議案 に追加承認 し、防犯カメラ設置検討場所を7ヶ 所を8ヶ 所にする。
②導 入 後 のランニングコスHま まかなえるのか― 検討 の上 わかりやすい資料を作成 します。
③近隣 自治会とも連携してはどうか― 報告

⑥議長退任
⑦閉会挨拶

1乎

びかけはしています。

荒井議長より宣言。平成27年 度 第51回 逗子市亀が岡自治会通常総会
第1号 議案〜第7号 議案すべて承認されました。
別所会長より
以上

