
平成２６年度三郷市自主防災組織連絡協議会 

総 会 資 料 

 

日 時  平成２６年 ６月 ７日（土） 

午後２時～ 

会 場  三郷市文化会館２階大会議室 

 

 

＜次第＞ 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 来賓あいさつ 

 

４ 議 題 

 (1) 平成２５年度事業報告及び収支決算について 

監査報告について 

 

 (2) 役員の改選について 

 

(3) 平成２６年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

 

(4) 会則の一部改正について（事務局の部課名変更） 

  

 (5) 三郷市自主防災組織補助金について（別紙参照） 

 

５ 報告・連絡 

 

６ 閉 会 

 

＜第二部＞ 

 災害対策における三郷市の取り組みと地域との連携について 

（三郷市危機管理防災課） 
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期　　　日 事　業　名 実 施 事 業 内 容

Ｈ25年　4月 24日
 指導者ネットワーク役員会
（第１回）

　指導者ネットワーク活動計画について

　　　　4月 26日  役員会（第１回）
　新旧役員の紹介、部会担当について、総会及び活動事例発表会
  準備等についての協議

　　　　4月 27日  普通救命講習会
　指導者養成講座修了者を対象に実施
　心肺蘇生法とＡＥＤの取り扱いについての講習　参加者２６名

　　　　5月 22日
 指導者ネットワーク役員会
（第２回）

　指導者養成講座指導員について各地区への割り振り、全体会の
　内容についての協議

　　　　6月  1日  総　　会 　会場：三郷市文化会館２階大会議室　参加者１０４名

　　　　6月  1日  活動事例発表会(会員対象）
　総会後、『さつき平ブロックでのブロック企画事業実施の経緯
　について』をテーマにさつき平１－３－１自治会自主防災会中
　嶋暁氏による講演を実施

　　　　6月  8日
 上尾市自主防災連合会連絡
 協議会基調講演

　上尾市自主防災連合会連絡協議会総会後に実施。上尾市より依
　頼があり、「災害に備えた地域づくり」をテーマに当協議会の
　菊地副会長が発表。

　　　　6月 16日
 指導者ネットワーク訓練
 養成講座事前打合せ

　自主防災訓練指導者養成講座参加予定の指導者打合せ

　　　　6月 30日
 自主防災訓練指導者養成
 講座（１回目）

　「自分たちの街は自分たちで守る」を合言葉に、救護、初期消
　火、救出について各自主防災会での自主訓練を目的として開催
　（消防・防災総合庁舎で実施　５５名受講　２０名修了

　　　　7月 15日
 石川県輪島市自主防災組織
 連合会研修会講演

　総務省消防庁からの依頼により、石川県輪島市での自主防災組
　織連合会発足に伴い、当協議会の設立の経緯や活動内容に関す
　る講演を行う。当協議会設立時から役員を務めていた、指導者
　ネットワーク藤井副代表が発表。

　　　　8月 30日  第１回講演会部会 　部会長の選出、講演テーマ及び講師の選定

　　　　8月 30日  役員会（第２回）
　総合防災訓練企画運営協力（役割分担）について、各部会につ
　いて、ブロック情報交流会について

　　　　9月  2日
 防災功労者防災担当大臣
 表彰

　当協議会の活動が、防災思想の普及又は防災体制の整備面での
　貢献したとして認められ受賞。中村会長が出席し、古谷防災担
　当大臣より、表彰を受ける。会場：合同庁舎第５号館講堂（東
　京都千代田区霞が関）

　　　　9月  7日  普通救命講習会
　指導者養成講座修了者を対象に実施
　心肺蘇生法とＡＥＤの取り扱いについての講習　受講者２８名

　　　　9月 11日
 指導者ネットワーク役員会
（第３回）

　三郷市総合防災訓練の運営協力について、10/27全体会につい
　て、第２回指導者養成講座について

　　　 10月  6日  三郷市総合防災訓練
　会場:瑞沼市民センター　三郷市総合防災訓練にて、指導者
　ネットワークと共に、各種体験コーナーや訓練で運営協力を行
　う。

　　　 10月 27日
 指導者ネットワーク全体会
 (中止)

　台風２７号の影響により、事業中止

　　　 10月 31日  第１回広報部会 　部会長選出について、編集方針について

　　　 11月 10日
 指導者ネットワーク訓練
 養成講座事前打合せ

　自主防災訓練指導者養成講座参加予定の指導者打合せ

平成２５年度事業報告
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　　　 11月 13日  第１回ホームページ部会 　部会長選出について、更新内容の検討

　　　 11月 17日  ブロック情報交流会
 （さつき平ブロック）
　クラブハウス　参加者２２名

　　　 11月 24日
 自主防災訓練指導者養成
 講座（２回目）

　「自分たちの街は自分たちで守る」を合言葉に、救護、初期消
　火、救出について各自主防災会での自主訓練を目的として開催
　（消防・防災総合庁舎で実施）４９名受講　１７名修了

　　　 11月 28日  第２回講演会部会 　講演会のスケジュール、準備品、アンケート内容について

　　　 11月 28日  役員会（第３回）
　各部会からの進捗状況報告について、ブロック情報交流会につ
　いて

　　　 12月 12日  ブロック情報交流会
 （東和西ブロック）
　コミュニティセンター和室　参加者３２名

　　　 12月 13日  会報の発行 　会報（第１７号）を52,000部作成し、市内全世帯に配布

Ｈ26年  1月 15日
 指導者ネットワーク役員会
（第４回）

  第２回指導者養成講座の総括、第３回指導者養成講座について

　　　　1月 25日  ブロック情報交流会
 （みさと団地ブロック）
　みさと団地中央集会所　参加者２０名

　　　　2月  1日  ブロック情報交流会
 （東和東ブロック）
　鷹野文化センター　参加者２６名

　　　　2月  7日  ブロック情報交流会
 （早稲田ブロック）
　丹後上会館　参加者２１名

　　　　2月  9日
 指導者ネットワーク訓練
 養成講座事前打合せ

 ※荒天のため中止
　 自主防災訓練指導者養成講座参加予定の指導者打合せ

　　　　2月 21日  ブロック情報交流会
 （彦成ブロック）
　彦成地区文化センター　参加者３３名

　　　　2月 23日
 自主防災訓練指導者養成
 講座（３回目）

　「自分たちの街は自分たちで守る」を合言葉に、救護、初期消
　火、救出について各自主防災会での自主訓練を目的として開催
　（消防・防災総合庁舎で実施）５８名受講　２０名修了

　　　　2月 25日  役員会（第４回）
　防災講演会について、予算執行状況について、次年度総会日程
　について、次年度事業計画について

　　　　3月  1日  ブロック情報交流会
 （早稲田団地ブロック）
　文化会館　参加者１６名

　　　　3月  2日  BOSAIスタンプラリー協力
　ららぽーと新三郷にて実施されたBOSAIスタンプラリーで水消
　火器体験、煙体験、簡易担架作成のブースを設け来場者へ指導
　を行う。当協議会役員、指導者ネットワーク会員参加、協力

　　　　3月  8日  防災講演会
　「あなたの命を守る地域とのつながり」を演題に実施。講師は
　災害危機管理アドバイザー和田隆昌氏。会場：文化会館小ホー
　ル　来場者２６７名

　　　  3月 14日
 指導者ネットワーク役員会
（５回）

　第３回指導者養成講座について、平成２６年度年間活動計画に
　ついて

※ ブロック情報交流会　参加者合計１７０名

※ 自主防災訓練指導者養成講座　３回実施　延１６２名受講

平成２５年度事業報告



                         Ｈ２５年度  情 報 交 流 会 実 施 状 況

地域名(ブロック） 実施日 会　場  団体数 出席数 担当役員

 さつき平 １５ ２２名

 テーマ 事務局
 １　災害時要援護者対策について（生活ふくし課）
 ２　さつき平自主防災連絡会より 高　橋
 ３　指導者ネットワーク代表より 　　  
 ４　各自主防災会の活動状況紹介 加　藤　

 東和西 １９ ３２名

 テーマ 事務局
 １　各自主防災組織の活動状況と今後の活動について
 ２　台風２６号での被害状況と対応について 高　橋
 ３　避難所開設、運営マニュアルについて
 ４　役員の選任について 久　保
 ５　自主防災会リーダー研修のご案内について 　

 みさと団地 １１

 テーマ 事務局
 １　役員の選任について
 ２　各自主防災会の活動状況について 高　橋
 ３　避難所開設、運営マニュアルについて
 ４　自主防災会リーダー研修のご案内について 篠　田

 東和東 ２３ ２６名

 テーマ 事務局
 １　台風２６号での被害状況と対応について
 ２　役員の選任について　　　　 高　橋
 ３　各自主防災会の活動状況について
 ４　事例発表：鷹野１丁目八木郷町会自主防災会 久　保
 ５　避難所開設、運営マニュアルワークショップ経過報告
 ６　自主防災会リーダー研修のご案内について

 早稲田 １３ ２１名

 テーマ 事務局
 １　各団体の活動状況と今後について
 ２　避難所開設、運営マニュアルについて 高　橋
 ３　役員の選任について
 ４　自主防災会リーダー研修のご案内について 　 加　藤

 彦 成 １７ ３３名

 テーマ 事務局
 １　各団体の活動状況と今後について
 ２　避難所開設、運営マニュアルについて 秋　田
 ３　役員の選任について

篠　田
 ５　自主防災会リーダー研修のご案内について

 早稲田団地 ９ １６名

 テーマ 事務局
 １　各団体の活動状況と今後について
 ２　避難所開設、運営マニュアルについて 高　橋
 ３　役員の選任について
 ４　自主防災会リーダー研修のご案内について 加　藤

　　　   （参加者　　１７０名  １０７団体)

２月２１日（金）
彦成地区文化
センター 大会議室

　※ 会議内容は「平成２５年度三郷市自主防災組織連絡協議会ブロック情報交流会報告書」を参照

中村会長
本間幹事

３月１日（土）
三郷市文化会館
２Ｆ視聴覚室

三澤幹事
野﨑監事

 ４　埼玉県自主防災組織リーダー養成講座での事例発表：彦川戸町会自主防災会

２月７日（金）
丹後上会館
会議室

宮田幹事
西山幹事

１月２５日（土）
みさと団地中央
集会所　小会議室

２０名
村上幹事
菅原会計

２月１日（土）
鷹野文化センター
会議室

菊地副会長
加藤幹事
中田監事

１１月１７日（日） クラブハウス２階
塩崎幹事
中嶋幹事

１２月１２日（木）
コミュニティー
センター２階
和室

齊藤副会長
田村幹事



　　　　 　（単位：円）

予算額 決算額 比較(予算-決算) 説　　　　　　明

625,000 625,000 0 5，000円×125団体

400,000 400,000 0 市補助金  (定額)

35,000 0 △ 35,000
ネットワーク全体会参加費
500円×70人※台風により中止

240,307 240,307 0 前年度繰越金

93 131 38 預金利息

1,300,400 1,265,438 △ 34,962

　　　　　　（単位：円）

予算額 決算額 比較(予算-決算) 説　　　　　　明

１ 事務費 130,000 140,163 10,163

30,000 29,328 △ 672 事務用消耗品等

85,000 99,035 14,035 切手、はがき(会議通知及び事業案内用等)

15,000 11,800 △ 3,200 リーダー研修参加者交通費

２ 会議費 41,000 29,098 △ 11,902

31,000 24,450 △ 6,550 資料、会議費、会場使用料

10,000 4,648 △ 5,352 資料、会議費

３ 事業費 1,108,000 808,276 △ 299,724

583,000 453,965 △ 129,035

講演会 220,000 194,159 △ 25,841 講師謝金、会場費

視察研修 0 0 0 講演会実施年度のため

ブロック情報
交流会事業

33,000 27,535 △ 5,465 会場費、会議費

自主企画事業 50,000 0 △ 50,000

指導者養成講座 150,000 137,806 △ 12,194 食材、資材、賞状額等

指導者ネット
ワーク事業

100,000 94,465 △ 5,535 ブロック事務費、会議費、賞状、賞状額

普通救命講習 30,000 0 △ 30,000

100,000 64,575 △ 35,425 スモークリキッド購入費、スクリーン修繕費

200,000 190,000 △ 10,000 印刷代(A4判4ﾍﾟｰｼﾞ  52,000部)

125,000 67,600 △ 57,400 啓発品購入費

100,000 32,136 △ 67,864 サーバーレンタル費

４ 予備費 21,400 0 △ 21,400

1,300,400 977,537 △ 322,863

1,265,438円（収入合計）‐977,537円（支出合計） ＝ 287,901円（収支差引額）
　　　　平成２６年３月３１日
　　　　三郷市自主防災組織連絡協議会
　　　　会 　長　  中 　村　 智　 英

３  参加負担金

平成２５年度三郷市自主防災組織連絡協議会収支決算書

 収入の部

科　　　目

１  会　　　費

２  補　助　金

２備品費

４  繰　越　金

５  雑　収　入

収 入 合 計

 支出の部　　　

科　　　目

１事務用品費

２通信運搬費

３旅費

１総会費

２役員会費

１企画事業費

３会報発行費

４啓発費

５ホームページ費

支出合計

収支差引額287,901円は平成２６年度に繰り越します。





役　職 氏      名 任　期 ブロック  　　自  主  防  災  会  名

会　長  中　村　智　英
ナカ　  ムラ　　トシ　　ヒデ

② 彦　成 彦成２丁目町会自主防災会

副会長  菊
キク

　地
 チ

　靖
ヤス

　孝
タカ

① 東 和 東 東町みなみ町会自主防災会

副会長  齊
サイ

　藤
トウ

　公
コウ

　一
イチ

② 東 和 西 戸ヶ崎７丁目西町会自主防災会

会　計  菅
スガ

 原
ワラ

 み つ 子
 コ

① みさと団地 みさと団地二街区自主防災会

幹　事  土
ツチ

　屋
ヤ

　健
タケ

　雄
 オ

② みさと団地 みさと第六住宅自主防災会 ＊

幹　事  中
ナカ

  山
ヤマ

  正
マサ

  信
ノブ

② さつき平 ドミナンス自治会 ＊

幹　事  塩
シオ

  崎
ザキ

  雅
マサ

  一
イチ

① さつき平 テラウエスト２－２町会

幹　事  田
 タ

　村
ムラ

　　守
マモル

① 東 和 西 栄３・４丁目町会自主防災会

幹　事  石
イシ

　出
デ

　康
ヤス

　雄
 オ

② 東 和 東 鷹野５丁目町会寄巻自主防災会 ＊

幹　事  豊
トヨ

　田
 ダ

　正
セイ

　司
 シ

② 早 稲 田 三郷一丁目町会自主防災会 ＊

幹　事  西　山　忠　雄
ニシ　　ヤマ　　タダ　　 オ

① 早 稲 田 みどり町会自主防災会

幹　事  西
ニシ

  脇
ワキ

　正
マサ

  憲
ノリ

② 早稲田団地 三郷早稲田第７団地管理組合自主防災会 ＊

幹　事  本 間 紀 美 男
ホン   マ    キ    ミ 　 オ

① 彦　成 谷口北自主防災会

監　事  野
 ノ

　崎
ザキ

　貴
タカ

　志
 シ

① 早稲田団地 三郷早稲田第六団地管理組合自主防災会

監　事  中
ナカ

　田
 ダ

　　満
ミツル

① 東 和 東 市助町会自主防災会

   任　期　　①平成２５年　４月　１日　～　平成２７年　３月３１日

           　②平成２６年　４月　１日　～　平成２８年　３月３１日

          　　　　　

平成２６年度三郷市自主防災組織連絡協議会役員（案）

＊は、新たにブロックより選出された役員の方です。
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期　　日 事　業　名 説　　　　　　　明

Ｈ26年　4月 22日  役員会 　事業計画、予算策定及び新旧役員引継、総会準備

　　　　4月 25日 指導者ネットワーク役員会 　新旧役員引き継ぎ、活動計画

　　　　4月 26日  普通救命講習会
　３０名程度の指導者養成講座修了者を対象に実施
　心肺蘇生法とＡＥＤの取り扱いについての講習

　　　　5月 21日 指導者ネットワーク役員会 　指導員の割り振り

　　　　6月  7日  総会 　事業報告、決算、事業計画（案）、予算（案）承認

　　　　6月  7日
災害対策における三郷市の
取り組みと地域との連携に
ついて（事務局説明）

  会員対象（総会後に開催）

　　　　6月 15日
 指導者ネットワーク訓練
 養成講座事前打合せ

　指導者研修

　　　　6月 29日
 自主防災訓練指導者養成
 講座

　第１回　消防・防災総合庁舎で開催予定

　　　　7月  各部会 　各部会担当による協議

　　　　7月～  ホームページ更新 　ホームページ部会委員によるホームページ更新等

　　　　9月  役員会
　会費の収入状況について説明、総合防災訓練役割分担及び当日
の段取りについて

　　　　9月  6日  普通救命講習会
　３０名程度の指導者養成講座修了者を対象に実施
　心肺蘇生法とＡＥＤの取り扱いについての講習

　　　　9月 10日 指導者ネットワーク役員会
　第１回指導者養成講座の総括、第２回指導者養成講座につい
て、総合防災訓練役割分担及び当日の段取りについて

平成２６年度事業計画（案）
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　　　 10月  各部会 　広報紙、視察研修及び訓練、ホームページ更新等

10月　5日　  三郷市総合防災訓練 　運営協力等　（におどり公園）

　　　 10月～  ブロック情報交流会 　７ブロックで順次開催

　　　 11月  各部会 　会報校正、視察研修の内容打合せ等

　　　 11月  9日
 指導者ネットワーク訓練
 養成講座事前打合せ

　指導者研修

　　　 11月 23日
 自主防災訓練指導者養成
 講座

　第２回　消防・防災総合庁舎で開催予定

　　　 12月  会報の発行 　第１８号（Ａ４判４ページ）発行・全世帯配布

　　　 12月  役員会 　講演会打合せ・準備

Ｈ27年　1月 14日 指導者ネットワーク役員会 　第２回指導者養成講座の総括、第３回指導者養成講座について

　　　  2月  視察研修 　内容未定

　　　  2月  8日
 指導者ネットワーク訓練
 養成講座事前打合せ

　指導者研修

　　　  2月  8日
 指導者ネットワーク全体
 会及び懇親会

  全体会及び懇親会

　　　  2月 22日
 自主防災訓練指導者養成
 講座

　第３回  消防・防災総合庁舎で開催予定

　　　  3月  役員会   予算執行状況・来年度事業計画確認及び来年度総会について

　　　  3月 11日 指導者ネットワーク役員会 　第３回指導者養成講座の総括、翌年度活動計画について

平成２６年度事業計画（案）



　　　　 　（単位：円）
本年度予算

額
昨年度決算

額
比較(予算-決

算)
説　　　　　　明

625,000 625,000 0 5,000円×125団体

400,000 400,000 0 市補助金

105,000 0 105,000
視察研修参加費(1,000円×70人)
ネットワーク全体会参加費(500円×70人)

287,901 240,307 47,594 前年度繰越金

99 131 △ 32 預金利息等

1,418,000 1,265,438 152,562

　　　　　　（単位：円）
本年度予算

額
昨年度決算

額
比較(予算-決

算)
説　　　　　　明

１ 事務費 155,000 140,163 14,837

30,000 29,328 672 事務用品、消耗品等(紙代含む)

110,000 99,035 10,965 切手、はがき(会議通知及び事業案内用等)

15,000 11,800 3,200 交通費（リーダー研修含）

２ 会議費 41,000 29,098 11,902

31,000 24,450 6,550 資料、会議費、会場使用料

10,000 4,648 5,352 資料、会議費

３ 事業費 1,198,000 808,276 389,724

703,000 453,965 249,035

講演会 0 194,159 △ 194,159 視察研修と隔年実施

視察研修 260,000 0 260,000 バス代、昼食代

ブロック情報
交流会事業

33,000 27,535 5,465 会場費、会議費

自主企画事業 50,000 0 50,000 ブロック自主企画事業補助金

指導者養成講座 240,000 137,806 102,194 食材(アルファ米含む)、資材、賞状額等

指導者ネット
ワーク事業

110,000 94,465 15,535
研修費用、全体会会議費、
ネットワークキャップ購入費

普通救命講習 10,000 0 10,000 啓発品等

100,000 64,575 35,425 ｽﾓｰｸﾘｷｯﾄﾞ購入費、備品等購入費

220,000 190,000 30,000 印刷代 (A4判4ﾍﾟｰｼﾞ52,000部)

125,000 67,600 57,400 啓発品購入費

50,000 32,136 17,864 更新委託、サーバーレンタル等

４ 予備費 24,000 0 24,000

1,418,000 977,537 440,463

３  参加負担金

平成２６年度三郷市自主防災組織連絡協議会収支予算(案）

 収入の部

科　　　目

１  会　　　費

２  補　助　金

２備品費

４  繰　越　金

５  雑　収　入

収入合計

 支出の部　　　

科　　　目

１事務用品費

２通信運搬費

３旅費

１総会費

２役員会費

１企画事業費

３会報発行費

４啓発費

５ホームページ費

支出合計

　　　平成２６年６月７日
　　　三郷市自主防災組織連絡協議会
　　　会　 長　  中　 村　 智　 英



三郷市自主防災組織連絡協議会会則の一部改正について（案） 

 

 提案理由 

 

  １ 三郷市の組織改革に伴い、事務局が企画総務部安全推進課から環境安全部危機管

理防災課に変更されたため。 

 

 

   改正前 

 

  （事務所） 

  第５条 協議会の事務所は、三郷市企画総務部安全推進課に置く。 

 

 

 

   改正後 

 

  （事務所） 

  第５条 協議会の事務所は、三郷市環境安全部危機管理防災課に置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三郷市自主防災組織連絡協議会会則 

 

 

（名 称） 

第１条 本会は、三郷市自主防災組織連絡協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 協議会は、各自主防災組織の自主性を尊重し、相互の連絡調整を図ることにより、

その健全な発展と市民の防災意識を高め、地域の防災体制の確立に寄与することを目的

とする。 

 

（事 業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

 (1) 自主防災組織の充実強化に関すること。 

 (2) 自主防災組織相互の連絡調整に関すること。 

 (3) 防災思想の普及に関すること。 

(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

（会 員） 

第４条 協議会は、三郷市内で組織する各自主防災組織の代表者（以下「会員」という。）

をもって構成する。 

 

（事務所） 

第５条 協議会の事務所は、三郷市環境安全部危機管理防災課に置く。 

 

（ブロックの設定） 

第６条 協議会は、運営をより円滑に行うため、次のとおり、三郷市内の地域性に応じた

区域分け（以下「ブロック」という。）を設定する。 

⑴早稲田ブロック 

⑵早稲田団地ブロック 

⑶東和東ブロック 

⑷東和西ブロック 

⑸彦成ブロック 

⑹みさと団地ブロック 

⑺さつき平ブロック 

２ 各ブロックを構成する自主防災組織は、別に定める。 

 

（役 員） 

第７条 協議会に次の役員を置く。 

   会 長   １ 名 

   副会長   ２ 名 

   幹 事   ９ 名 

   会 計   １ 名 

   監 事   ２ 名 

２ 役員は、ブロックごとに定めた人数を選出し、会員の互選により定める。 

 



３ ブロックごとの役員の定数は、次の表のとおりとする。 

名  称 定  数 

早 稲 田 ブ ロ ッ ク ２名 

早稲田団地ブロック ２名 

東 和 東 ブ ロ ッ ク ３名 

東 和 西 ブ ロ ッ ク ２名 

彦 成 ブ ロ ッ ク ２名 

みさと団地ブロック ２名 

さつき平ブロック ２名 

４ 役員の任期は、２年とし、１年ごとに役員の概ね半数を改選する。ただし、再任は妨

げない。 

５ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 役員は、任期満了後も後任の役員が就任するまでの間、その職務を代行する。 

 

（役員の職務） 

第８条 会長は、協議会を代表し、会務を統括するとともに、会議の議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは予め定められた順位により、その職務

を代行する。 

３ 幹事は、会務の運営にあたる。 

４ 会計は、会計事務を処理する。 

５ 監事は、毎年度１回協議会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

 

（会 議） 

第９条 協議会の会議は、総会及び役員会とし、必要に応じて会長が招集する。 

２ 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決する

ところによる。 

 

（総 会） 

第１０条 総会は、会員をもって構成する。 

２ 総会は、毎年度１回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。 

３ 総会は、次の事項を審議する。 

 (1) 会則の改正に関すること。 

 (2) 事業計画及び事業報告に関すること。 

 (3) 予算及び決算に関すること。 

 (4) 役員の選任に関すること。 

(5) その他総会が必要と認めた事項。 

 

（役員会） 

第１１条 役員会は、第６条に規定する役員をもって構成する。 

２ 役員会は、次の事項を審議する。 

 (1) 総会で審議する案件に関すること。 

(2) その他役員会が必要と認めた事項に関すること。 

 

（会計年度） 

第１２条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 



（経 費） 

第１３条 協議会の経費は、補助金、会費その他の収入をもって充てる。 

２ 本会の会費は、一単位組織につき年額５，０００円とする。 

 

（その他） 

第１４条  この会則に定めるほか、特に必要な事項は、細則を定めることができる。 

   附 則 

 この会則は、平成９年３月１日から施行する。 

   附 則 

 この会則は、平成１０年６月１３日から施行する。 

   附 則 

 この会則は、平成１６年６月１９日から施行する。 

附 則 

 この会則は、平成１８年６月１１日から施行する。 

附 則 

 この会則は、平成１９年６月１０日から施行する。 

附 則 

 この会則は、平成２０年６月１５日から施行する。 

附 則 

 この会則は、平成２４年６月９日から施行する。 

附 則 

 この会則は、平成２６年６月７日から施行する。 

 

 

 

 

  

 



 

彦成ブロック 東和西ブロック 早稲田団地ブロック
谷口南町会 戸ヶ崎１丁目上町会 三郷早稲田第一住宅

谷口北 戸ヶ崎一丁目下町会 早稲田３－1

谷口西町会 戸ヶ崎２丁目東町会 三郷早稲田３－２

花和田町会 戸ヶ崎２丁目西町会 三郷早稲田第四住宅管理組合

彦江町会 戸ヶ崎２丁目南町会 三郷早稲田第五住宅管理組合

彦沢町会 戸ヶ崎３丁目上町会 三郷早稲田第六団地管理組合

番匠免町会 戸ヶ崎３丁目南町会 三郷早稲田第７団地管理組合

上口町会 戸ヶ崎４丁目町会 三郷早稲田第９団地管理組合

彦倉町会 戸ヶ崎５丁目町会 三郷早稲田第１０団地

彦野町会 戸ヶ崎美郷町会 三郷早稲田第１１団地

天神町会 戸ヶ崎角町町会 三郷早稲田３４・５９町会

彦川戸町会 戸ヶ崎６丁目町会 アミティ三郷早稲田団地

上彦名町会 戸ヶ崎７丁目東町会 クレド三郷早稲田

彦成一丁目町会 戸ヶ崎７丁目西町会

彦成２丁目町会 戸ヶ崎八丁目上町会 みさと団地ブロック
彦音町会 戸ヶ崎８丁目下町会 みさと第一住宅

上彦名ニュータウン町会 栄1丁目町会 みさと第二住宅

采女町会 栄２丁目町会 みさと第三住宅管理組合

栄３・４丁目町会 みさと第四住宅管理組合

東和東ブロック 栄５丁目町会 みさと第六住宅

市助町会 みさと団地自治会一街区

谷中町会 早稲田ブロック みさと団地二街区

新和１丁目町会 半田町会 みさと団地三街区

新和２丁目町会 エフローレ新三郷216自治会 みさと団地四街区

新和３丁目町会 みどり町会 みさと団地５街区

新和４丁目町会 丹後上町会 みさと団地六街区

新和５丁目町会 丹後下町会 みさと団地十街区

鷹野１丁目長戸呂町会 早稲田一丁目町会 みさと団地自治会十一街区

鷹野１丁目八木郷町会 早稲田つつみ町会 みさと団地自治会十四街区

鷹野２丁目町会 大広戸町会

鷹野東町会 仁蔵町会 さつき平ブロック
鷹野３丁目西町会 茂田井町会 さつき平１－２－１自治会

鷹野四丁目町会 幸房上町会 さつき平１－２－２自治会

鷹野五丁目鎌倉町会 幸房中町会 さつき平１－３－１自治会

鷹野５丁目寄巻町会 幸房下町会 ドミナンス自治会

東町上町会 三郷一丁目町会 さつき平１－４－１自治会

東町みなみ町会 三郷二丁目町会 さつき平１－４－２自治会

高州一丁目上町会 彦成５丁目町会 さつき平１－５－１自治会

高州１丁目下新田町会 北美町会 さつき平１－５－２自治会

高州１丁目仲町会 テラ・ウエスト２街区１号館

高州２丁目本町会 テラウエスト２－２町会

高州２丁目みどり町会 さつき平２－３－１自治会

高州３丁目東町会 さつき平２－３－２自治会

高州３丁目水里町会 タワーズⅠ

高州４丁目東町会 タワーズⅡ自治会

高州４丁目西町会 パークフィールドみさとテラ・ウエスト４街区３号館

テラウエスト５街区１号館自治会

テラウエスト５街区２号館

三郷市自主防災組織連絡協議会加入団体一覧
平成２６．４．１　結成団体１２５団体
（対象団体１３５団体、結成率９３％）


