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住みよい社会は　地域の絆から

　鎌ケ谷市自治会連合協議
会（自連協）の菅野でござ
います。
　世の中も少しずつ解禁ム
ードとなっていますが、政
府によれば現在はまだ、平
時への移行期間であり、基

本的な感染防止対策を継続する必要があります。
　自治会においては、地域のイベントについて、
実施内容の変更や開催の是非といった難しい判
断を迫られています。自連協としては、各自治
会の情報を共有し、なるべく統一的な行動をと
ることが、必要であると考えています。また、
コロナ禍で孤立を深めている人達について、改
めて地域の連帯を確認する必要があると考えて
います。感染防止対策をしながらの活動は、窮
屈かもしれませんが、コロナに負けずに皆さん
と一緒に頑張りたいと思います。
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情 報 ひ ろ ば ごみゼロ運動

久しぶりに「鯉のぼり62尾」を設置しました（貝柄山公園）
令和４年４月24日～５月６日

北初富第一自治会

集積所帰りでお疲れ様
道野辺第二区自治会

キャンドルナイト［６月17日］
（鎌ケ谷駅ロータリー）
鎌ケ谷駅前自治会

新設の軽井沢公園で披露［６月12日］
（旧給食センター跡）
軽井沢自治会

総会書面表決集計［４月24日］
（道野辺第一区自治会館）
道野辺第二区自治会

自主防災訓練初期消火［６月12日］
（貝柄山公園）
北初富第一自治会

拾ったごみは集積所へ
鎌ケ谷駅前自治会

さあ、きれいにしよう
富岡自治会

集めたごみは分別を
粟野自治会

皆さん一生懸命
新山町会

家族で参加しました
みどり自治会

ぼくらも手伝うよ！
新山町会

１．実施日：令和４年５月29日８:00～９:00
２．回収実績（単位：㎏）

令和４年度 令和元年度
回収量 14,820 13,790
ビン・缶 700 700
粗大 800 800
不燃 5,620 6,260
可燃 7,700 6,030
共催：鎌ケ谷市環境美化対策推進協議会・鎌ケ谷市
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災害にむけ　皆で学ぶ　共助の心

安全安
心のまちづくりをめざして
自連協定期総会自連協定期総会

（対面開催）（対面開催）

　鎌ケ谷市自治会連合協議会（自連協）の令和４年度
の定期総会を５月25日にきらりホールで実施しまし
た。代議員選出数60名（定数63名）、出席者数52名、
委任状８名で総会の成立要件である代議員の３分の２
を超え、総会は成立し、賛成多数により、議案（事業
及び決算報告、事業計画及び予算、規約の一部改正）
が承認されました。

決算報告：市補助金の変更について
【変更内容】市補助金4,700,000円から3,756,617円
【変更理由】コロナ禍で未執行となった予算に応じて返還したため

予算：繰越金、会議費、人件費について
令和４年度の予算については、通常の年度どおり計上することと
し、コロナの状況を見ながら、事業の実施方法に応じて執行する。
【繰越金】�コロナ禍で未執行となった予算により増額されたことに

よるもの
【会議費】�定期総会・自治会長会を対面会議で開催する際の感染症

対策費用として増額されたことによるもの
【事務費】�市の会計年度任用職員制度に合わせて、退職手当積立金

が増額されたことによるもの

規約の一部改正
　鎌ケ谷市自治会連合協議会では設立以来、社会の変化に合わせ
て規約の改正をしてきましたが、今回は新型コロナウイルス感染
症の感染対策として、やむを得ない理由で会議を招集できない場
合を考慮し、会議が書面開催で成立できるように見直しました。

月　　日 内　　容
５／25（水） 定期総会【対面会議】
５／29（日） ごみゼロ運動

６／１（水）「地区ふれあい員」の委嘱状交付【変更者のみ】
７／８（金） 自連協ニュース第132号発行
９／25（日） 市総合防災訓練
日程未定 第34回ふれあいラリー
11／10（木） 自連協ニュース第133号発行
11／15（火） 地区ふれあい員のつどい
１月予定 自治会長会
３／10（金） 自連協ニュース第134号発行

項　　目 事　業　計　画
役 員 会 ・理事会開催の前に開催
理 事 会 ・毎月１回開催（８月を除く）

総務委員会

・定期総会の企画、実施
・自治会長会の企画、実施
・規則、規約等の検討
・理事研修の企画、実施
・ふれあいラリー企画、実施
・他の委員会に属さない事項

環境委員会 ・ごみゼロ運動への参加
・研修会及び地区講習会

広報委員会
・自連協ニュースの発行
・ホームページの運営管理
・研修会等の開催

福祉委員会
・地区ふれあい員のつどいの開催
・鎌ケ谷市避難行動要支援者避難支援制度
・研修会及び地区交流会の開催

安全委員会 ・避難所運営委員会
・研修会及び地区研修会の開催

そ の 他
・近隣七市住民自治組織代表者会議
・市総合防災訓練に協力
・回覧、全戸配布【掲示板を活用】

令和４年度　年間事業計画

令和３年度　歳入歳出決算報告
歳　　　入 歳　　　出

項　　目 金　　額 項　　目 金　　額
繰　越　金 2,191,447 会　議　費 188,398
会　　　費 2,517,300 事　業　費 1,106,002
市 補 助 金 3,756,617 事　務　費 3,401,372
寄　付　金 0 渉外費・旅費 0
諸　収　入 8,705 積　立　金 200,000
広　告　料 0 理事活動費 3,036,000

市事務委託料 11,780,964 事務手数料 9,062,280
理事視察研修会費
（理事負担分） 0 次年度繰越 3,260,981

合　　　計 20,255,033 合　　　計 20,255,033

令和４年度　歳入歳出予算
歳　　　入 歳　　　出

項　　目 金　　額 項　　目 金　　額
繰　越　金 3,260,981 会　議　費 698,000
会　　　費 2,650,000 事　業　費 3,174,000
市 補 助 金 4,700,000 事　務　費 3,765,000
寄　付　金 1,000 渉外費・旅費 120,000
諸　収　入 26,000 積　立　金 200,000
広　告　料 220,000 理事活動費 3,036,000

市事務委託料 12,402,000 事務手数料 9,540,000
理事視察研修会費
（理事負担分） 253,000 予　備　費 2,979,981

合　　　計 23,512,981 合　　　計 23,512,981

会長挨拶（きらりホール）


