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第１号議案
平成26年度事業報告
期間： 平成26年4月1日～平成27年3月31日

１． 三役対応報告
［１］ 環境整備についての活動（関係機関への陳情等含む）
（１） 玉井公園、送電線下緑地帯等の整備
植栽剪定、公園周囲フェンスの補修ほか
（２） 地域内宅地の樹木、雑草の伐採、除草ほか 別府中央通り花壇の整備
［２］ 市役所、自治会連合会など関係機関の会議、行事への参加
［３］ 自治会事業の見直し検討
（１） 自治会会員名簿の改訂版発行
（２） 敬老会記念品贈呈方法の見直し
地区敬老会記念品と合わせて配布
（３） 納涼盆踊り大会会場設営の簡素化（やぐらの組み立て、解体に重機使用）
[４] 自治会館管理全般
玄関前出入り口の改修
[５] 餅つき大会の開催（12月21日）
[６] 各種募金の取り組み
〇緑の募金 47,746円 （埼玉県緑化推進委員会）
〇赤い羽根募金 45,631円 （日本赤十字社）
[７] 玉井地区敬老会参加
玉井中央自治会地区内対象者 185名（75歳以上）

２． 総務部報告
[１] 「自治会だより」の編集・発行
会員の相互交流、自治会の対外活動、専門部等の活動状況、会員の動静等についてお知ら
せするために原則的に毎月1回、年12回発行
[２] 回覧・広報・配布資料の仕分け作業実施
毎月末に熊谷市、公民館、警察、及び福祉団体等から会員宛に発行される回覧及び市報等
各種配布資料を仕分けし、各ブロック幹事に配布
[３] 自治会館の維持・管理及び会館利用者の受付業務の実施
毎週1～2回必要に応じて会館内外の点検を行い、会館の維持・管理・保全に努め、併せて
会館利用者の受付と利用代金の徴収を実施
自治会館利用回数 計363回 （有料215回 会議等使用148回）
また、会館コピー機の用紙の補充、文房具及び備品の管理を実施
［４］ 幹事会開催の設営及び準備作業の実施
毎月第2土曜日に開催された幹事会の設営準備と終了後の片づけ実施
［５］ 掲示板の維持管理
中央通りに設置されている掲示板の損傷復旧等点検・維持管理を実施

３． 文化部報告
［１］ 納涼盆踊り大会の開催
（１） 実施日
8月2日（金）、3日（土）の2日間
（２） 準備作業
・5月 実行委員会発足事前会議
・6月 実行委員会を発足
・7月 全体打ち合わせ会議 準備作業等の実施
（３） 大会当日
① 来場者数
天候に恵まれ例年以上の来場者
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② イベント
（４） 売 店
（５） 慰労会
（６） 収 支

収入
支出

福引き抽選会、〇×ゲーム、ビンゴゲーム、じゃんけんゲーム、仕掛け花火、
子供会の太鼓演奏・神輿巡行、フォークダンス、オ・ドーレ玉井宿等実施
子供会育成会、ニューグリーンクラブ、各専門部、ボランティア等により運営
大会関係者多数参加し、反省点等含め意見交換
単位（円）
主な内訳
予算
決算
売店売上
681,830
1,500,000
1,598,409
寄付金
625,000
自治会負担金
216,419
準備費・活動費
756,151
1,500,000
1,598,409
売店関係運営費
518,697

［２］ 日帰りバス旅行の開催
5月・部内会議で実施の決定
9月・行き先は東京浅草・築地方面とし参加者を募集
・9月20日（土） 44名の参加者にて実施
［３] 敬老の日記念品の贈呈
9月15日（日）に自治会会員の該当者全員に記念品（お菓子）を贈呈
[４] 玉井自治会連合会・玉井公民館行事への協力
玉井地区敬老会招待状を当自治会内対象者へ配布する作業に参加

４． 体育部報告
［１］ 自治会体育部主催行事
（１） 第12回グラウンドゴルフ大会の開催（ニューグリーンクラブ協力）
6月1日（日）別府沼公園グラウンド 参加者34名（男25名・女9名）
（２） ウォーキングツァーの開催（大型バス利用） 11月15日（土） 参加者 50名(男22名 女28名）
総開帳の秩父札所めぐりと秩父ミューズパークの散策 好天に恵まれ大成功
［２］ 公民館主催行事
（１） 第17回グラウンドゴルフ大会 ４月27日（日） 別府沼公園グラウンド
参加者約110名
玉井中央より40名参加うち3名が上位入賞
（２） 玉井小学校区連絡会・玉井公民館共催 第6回グラウンドゴルフ大会（10月5日）雨天で中止
（３） 春季・秋季球技大会（男性ソフトボール 女性ソフトバレーボール）
会場 玉井中学校
春季 5月25日（日）開催 参加者全体で124名 玉井中央参加者15名(男10名 女5名）
秋季 10月26日（日）開催 参加者全体で123名 玉井中央参加者16名(男11名 女5名）
玉井中央男女共単独でチームを編成し1勝するが決勝には進めず
（４） 第37回歩け歩け大会への参加と協力
27年3月1日（日） 玉井公民館～別府沼公園（往復）間で開催予定であったが、天候不順で
中止となった。

５． 交通防犯部報告
［1］ 防犯灯の維持管理
蛍光管及びグロー球等の取り換え 25灯 ・自動点滅器の取り換え 6基
防犯灯（ＬＥＤ）新設1灯
［２］ 団地内道路（道路標識含む）の点検及び補修
（１） 舗装補修 6ヶ所
（２） 一時停止標示板の補修４カ所
（３） 団地内道路停止ライン及び止まれ表示の補修５カ所
［３］ 納涼盆踊り大会関係
（１） 盆踊り期間中における警察官の巡回要請（熊谷警察署）
（２） 盆踊り期間中団地内道路の一部車両通行止め申請（熊谷警察署）
（３） 盆踊り期間の路線バス迂回要請（国際十王バス）
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［４］ 路上放置車両禁止の啓発
路上駐車禁止の運動を「自治会だより」を通じて啓蒙

６． 防火防災部報告
［１］ 防火防災に関する諸活動の実施
（１） 自治会内18ヶ所の消火栓及び消火栓標識を、毎月のパトロールにて点検、異常の有無を確認
（2） 火の用心夜間パトロールを、1月1回、2月2回、計3回、自治会三役、専門部長、幹事及び防火
防災部員にて実施
［２］ 防災訓練の実施
平成27年2月1日（日）午前9時30分から玉井公園にて、熊谷市危機管理監、熊谷消防署玉井
分署職員及び玉井消防分団員の指導のもと実施
訓練内容：今回はじめて玉井公園から玉井小学校までの避難訓練（往復）を実施、避難先の
玉井小学校体育館で三角巾使用の応急処置、毛布と竹による担架作成訓練、
ＡＥＤ使用の心肺蘇生の訓練を実施、また、閉会式会場の玉井公園でトン汁・おに
ぎりの炊き出し訓練を実施
［３］ 防災備品の整備拡充
防災倉庫内に保管中の資器材の点検、不足品の補充、不良品の整備を実施
また、市の助成金を活用し自治会役員用の防災活動用ユニホームを購入

７． 環境部報告
［１］ 公園・緑地帯の美化清掃の実施促進
（１） 会員による緑地帯清掃を毎月第３日曜日（1月、2月を除く）に実施
午前8時から実施するとともに、公園の清掃を各ブロック持ち回りで実施
（２） 各ブロック清掃区域地図の作成と掲示（10ヶ所）
（３） ボランティア（29名）の協力を得て、4月から１１月にかけて緑地帯の草刈り作業の実施
［２］ 側溝雨水マスの清掃、殺虫剤投入
（１） 公園および団地内道路側溝の雨水マス清掃（3月第3日曜日）
（２） 道路側溝雨水マスへの殺虫剤の投入（7月、８月）
［３］ 樹木の剪定等
（１） 市公園緑地課による緑地帯及び公園内樹木の剪定
（２） 緑地帯藤棚の剪定（自治会員個人のボランティアによる）
（３） 公園内高圧鉄塔周囲の低木撤去（公園緑地課に要請し実施された）
（４） 公園周辺の落ち葉の清掃
［４］ 環境美化推進員の活動
（１） ゴミ収集日におけるゴミ集積所の分別状況の確認（随時）
（２） ゴミ収積所清掃当番表の作成配布
（３） 年末年始のゴミ収集日以外における集積所の巡視
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〔２〕 第２号議案
平成27年度事業計画（案）
１． 三役対応
[１] 環境整備ほかについての関係機関への陳情、要請活動
[２] 市役所、自治会連合会など関係機関との連絡調整、会議、行事への参加等
[３] 各専門部との連絡調整、専門部に属さない事業への対応
２． 総 務 部
[１] 「自治会だより」の編集・発行
[２] 回覧・広報・配布資料の仕分け作業実施（毎月）
[３] 自治会館の維持・管理及び会館利用者の予約受付業務
｛４] 幹事会開催の設営及び準備作業
[５] 掲示板の維持・管理
[６] その他、各専門部に所属しない事項の受付
３． 文 化 部
[１] 納涼盆踊り大会の開催
[３] 敬老の日記念品の贈呈

[２] 日帰りバス旅行の検討と開催
[４] 玉井地区敬老会補助活動

４． 体 育 部
[１] 生き生き健康行事の計画と実施
（１）ウォーキングツアーの開催（第20回）
（２）グラウンドゴルフ大会の開催（第13回）
[２] 公民館行事への参加と協力
（１）春季・秋季の球技大会への出場
（２）春・秋グラウンドゴルフ大会への参加
（３）歩け歩け大会への参加とゲーム等の協力
５． 交通防犯部
[１] 防犯灯の維持管理 （ＬＥＤ化検討・実施含む） [２] 団地内の道路の点検
[３] 路上放置駐車禁止の啓発
[４] 道路標識等の点検
[５] 防犯に関する情報収集と広報活動
６． 防火防災部
[１] 防火防災に関する諸活動の実施
（１）防災訓練実施
（２）火の用心夜間パトロールの実施
[２] 防災備品の整備拡充
７． 環 境 部
[１] 公園・緑地帯の美化清掃の実施促進
（１）原則として毎月第3日曜日午前8時から実施（1,2月は除く）
（２）ブロック別清掃区域図の作成、掲示
（３）ボランティアによる緑地帯草刈り作業の実施
（４）公園周辺の落ち葉清掃（随時）
[２] 公園、団地内道路側溝雨水マス清掃（3月第3日曜日）
[３] シンボルゾーン周辺、自由広場、バレーコート等に除草剤散布
[４] 環境美化推進員業務
（１）ゴミ集積所の随時巡視とゴミ分別状況の確認
（２）ゴミ集積所清掃当番表の作成、配布
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