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1．令和元年度 ⾃治会活動経過報告

１．組織活動
（１）役員、班⻑の選出
  ①役員、班⻑の選出⽅法をルール化し、平成２７年度から実施しています。
    役員、班⻑の選出については平成２６年５⽉に開催した⾃治会総会において「ボンヌー
   ル⻑崎⾃治会会則」を改正し、
    ①役員の任期については、⾃治会⻑、総務担当、会計担当、会計監査は⼆年
     間、副会⻑、各部の正副部⻑、児童部地区⻑、防災担当、会計補佐は⼀年
     間とする。
    ②⾃治会役員は前年度班⻑から選任する。（強制は出来ない）
    ③班⻑は各班、住⼾号数の順番に担当していく。
    となり、平成２７年度から実施されました。

  ②リサイクル担当
     リサイクル担当は⻑崎市として任期⼆年間と決められており、今年度（令和元年度）は
     任期２年⽬の年度でした。（任期Ｈ３０．７．１〜令２．６．３０）

   ③令和元年度役員の「ボンヌール⻑崎⾃治会会則」に基づく、班⻑からの選出
    令和元年度役員には平成３０年度の班⻑から２名の⽅に引き受けて頂きました。
     また、令和元年度の班⻑と兼務で１名の⽅に役員を引き受けて頂きました。
      総務担当は１年間⽋員のままでした。
  
   ④令和元年度班⻑の選出
     班⻑の選出につては１２班全班、住⼾号数の順番通りにスムーズに選出できました。
  
（２）役員班⻑会の運営について
    役員班⻑会は毎⽉定例（第１⽊曜⽇）で午後７時３０分から開催しています。
   会議の進⾏は担当の部毎に着席し、毎⽉発⾏している「⾃治会だより」で進めてきました。
    「⾃治会だより」には①市役所からのお知らせ ②上⻑崎地区⾃治会協議会の活動と⾏ 
   事③ボンヌール⻑崎⾃治会の各部活動 を中⼼に掲載して報告し意⾒を出し合いました。

２．各部活動
（１）総務担当
   ①総務担当役員は⽋員でしたが、毎⽉「⾃治会だより」を発⾏してきました。
    ⾃治会⻑が原稿を整理し、８班班員の協⼒を得て、パソコンで作成して頂きました。
    「⾃治会だより」は会議後、班回覧をしていますが、ボンヌール⻑崎マンションホームペ
    ージにも掲載してきました。
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   ②７⽉、R階とマンション⽞関ホールに七⼣飾りを飾りました。
    ６⽉に短冊を全世帯に配り、願い事を書いてもらう取り組みをしました。
    笹⽵は敷地内の⽵藪から男性の皆さんに切り出してもらい、婦⼈児童部と「あつまろう
    会」の皆さんの協⼒で短冊や折り紙作品を飾り付け、Ｒ階とマンション⽞関ホールに⽴
    てました。
   ③１⽉の新成⼈はボンヌール⻑崎は１名でした。

（２）厚⽣部
  敬⽼のお祝いと祝賀会の開催
   ①令和元年の年末までに７０才以上の６９名（昨年６５名）の⽅が敬⽼のお祝いの対象
      でした。全員にお祝い品としてお茶の葉とお菓⼦をお渡ししました。
   ②敬⽼祝賀会を９⽉１５⽇（⽇）にＲ階集会室で開催しました。
    ２６名の⽅が出席されました｡
     祝賀会の飲み物やﾋﾞﾝｺﾞｹﾞｰﾑ賞品の買い物は厚⽣部副部⻑と環境部⻑に⾞を出して
     もらいました。祝賀会当⽇は朝から、祝賀会出席の⽅々にも準備を⼿伝って頂き、役
      員、班⻑、有志の⽅々の協⼒を得て、スムーズに楽しく過ごすことができました。

（３）環境部、リサイクル担当
   環境部
     住⼈で実施する⾃治会⼤掃除は５⽉と１２⽉に取り組み、昨年度から⼤掃除の当⽇朝
     ８時３０分頃、⼤掃除のお知らせの⼀⻫放送をしています。
     年３回（５⽉、９⽉、１２⽉）⼤掃除を実施していますが、９⽉の⼤掃除については昨年
    度同様、⻑崎市シルバー⼈材センターに委託しました。
    ５⽉の⼤掃除の⽇の約３週間前に、草取りがしやすいよう除草剤を散布しました。
         また、⼤掃除の⽇は、⼤掃除の朝、マンシ ョン⼀⻫放送で参加の呼びかけをしてほし
     いとの要望が役員班⻑会で出され、昨年度５⽉の⼤掃除の⽇から⼀⻫放送を実施して
     います。５⽉の⼤掃除予定⽇は⾬のため、６⽉に実施しました。

   リサイクル担当
     ゴミ収集⽇の⽉曜⽇、⽊曜⽇には、ゴミ集積場の施錠開錠、ゴミ分別の指導、ゴミ集積
    場周辺の清掃に取り組んでいます。ガスボンベ、スプレー⽸、ライターはガスを使い切っ
   てから、他の燃やせないゴミと⼀緒にしないで、燃やせないゴミ袋に⼊れて出して下さい。
   住⼈の皆さんには毎⽉発⾏する「⾃治会だより」で市役所の指⽰に従ったゴミの分別を
   お願いしています。「分別」と「プラスチックゴミ袋を⼆重袋にしない」等を守り、「アルミ空
   ⽸」は資源物としてＲ階階段下の回収専⽤カゴに出すよう、ご協⼒をお願いします。

（４）婦⼈児童部
  資源物の業者出し、⼦どもまつり、七⼣、クリスマス、お正⽉の取り組み
   平成２６年度から「婦⼈児童部」として活動しています。
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   児童数は、令和元年度の新⼀年⽣１名を含め６名でした。
   年間を通して、資源物（古新聞、雑誌､段ボール、アルミ空⽸）を毎⽉第２⼟曜⽇午前
   ８時から業者トラックに積み込み作業を、役員､班⻑など７名前後でしてきました。
   ５⽉の⼦どもまつりには鯉のぼりをテニスコートに揚げ、横断幕をR階に揚げました。
    ⼦どもまつりには図書カードを児童６名にプレゼントしました。 
   ７⽉に七⼣笹飾りをＲ階とマンション⽞関ホールに飾りました。
   １２⽉のクリスマスにはR階にクリスマスツリーを飾りました。
    また、１２⽉末には正⽉飾りをＲ階に飾りました。

（５）防災担当
  ①「ボンヌール⻑崎⾃主防災組織」は平成２３年度⾃治会総会（H24.5.27）で結成が承認さ
    れ、平成２５年に⻑崎市⾃主防災組織として登録しました。
        「⾃主防災組織」は⾃治会役員、班⻑､管理組合役員で構成し、組織図をＲ階集会室に
     掲⽰しています。
     「防災資機材」については⻑崎市から平成２６年１⽉に配備され、Ｒ階エレベーター横倉
    庫に保管しています。また、集会室を避難場所として使⽤する時に使う⽑布が消防局か
   ら配布されましたので、集会室押⼊れに保管しています。

  ②「防災⼀⻫放送」の取組み
    今年度、「防災⼀⻫放送」を２回（９⽉、３⽉）取り組みました。
    放送は１１：００〜、１３：００〜 約３分間で、放送内容は

９⽉ ８⽇（⽇） .
   ① 台⾵の備えについて
３⽉１５⽇（⽇）
   ①⽕災の予防について
   ②新型コロナウイルスにかからないように、個々⼈の感染対策について
   ③４⽉に実施するマンション電気室の部品取替え⼯事時の注意事項について

   ③「ＡＥＤ」の使⽤講習会
    講習会は４⽉１１⽇（⽊）の新旧役員班⻑会で１９：００〜３０分間、実施しました。
    「ＡＥＤ」はＲ階集合郵便受けの場所に設置してあります。
     今まで幸いなことに､利⽤したことは１度もありませんが、何かの時に「ＡＥＤ」がＲ階に
    あることを思い出し、⼈を助けるために、各⾃使⽤できるようになっておきましょう。
     「ＡＥＤ」使⽤講習会は環境部⻑の宮⾕さんの協⼒を得て、毎年１回、４⽉の定例役員
    班⻑会前の３０分間で開催しています。

（６）会計担当
   ⾃治会会費の徴収・集計、募⾦の集計、領収証の発⾏、慶弔の⽀出、地域会費・催し
  のお祝い⾦等、⽀出及び決算が主な業務です。
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   ⾃治会会費や募⾦は班⻑が班員から集めます。班⻑には集計表として班員⼀覧表を渡
  しました。班毎集計と領収証の発⾏は会計担当と会計補佐を中⼼に取り組みました。
   毎⽉の定例役員班⻑会では⼀ヵ⽉毎の会計の主な収⽀状況について報告してきました。

（７）会計監査
     会計監査は年度内に２回実施しました。
   監査は「⾃治会会計」「児童部特別会計」及び「募⾦」について監査を実施しています。
   ５⽉に前年度分を、１０⽉に９⽉迄の半期分を監査しました。

３．地域活動について
①当⾃治会は上⻑崎地区⾃治会協議会の構成⾃治会です。
  毎⽉２⽇に上⻑崎地区⾃治会協議会役員会が開催され、出席してきました。
②安全パトロール、「上⻑崎⼩学校児童の同伴下校」を年度内３回（６⽉、１1⽉、３⽉）、当
  番⾃治会として割り当てられたましたが、３⽉は新型コロナウイルスの発⽣により中⽌され
 ました。
③８⽉に諏訪神社の⽒⼦になり、諏訪神社の催し、⻑崎市消防第７分団との交流、上⻑崎
 地区⾃治会主催の秋まつり、お盆の⽚淵４・５丁⽬舫い船へのお願い等、お祝いと参加を
 してきました。

  令和元年度活動内容（各部、地域活動報告）
総務部

１．「⾃治会だより」の作成 毎⽉
２．「七⼣」の短冊作成、R階とマンション⽞関ホールに笹飾り  ７⽉
３．⾨松カードの希望者への配布 １２⽉

厚⽣部
１．敬⽼祝賀、祝賀会の開催（６９名 祝賀会２６名出席）  ９⽉

環境部、リサイクル担当
１．毎週 ⽉、⽊曜⽇ ゴミの分別指導、周辺の清掃  年間
２．新旧役員班⻑会議で「AED」勉強会の実施  ４⽉
３．５⽉の⼤掃除前、除草剤の散布  ４⽉
４．定例⼤掃除３回実施
   ６⽉ ９⽇（⽇）※5⽉１９⽇（⽇）、６⽉２⽇（⽇）は⾬のため順延  ６⽉
   ９⽉２０⽇（⾦）⻑崎市シルバー⼈材センターに清掃委託  ９⽉
  １２⽉ １⽇（⽇） １２⽉
５．⻑崎市リサイクル推進員、⾃治会⻑研修会 １２⽉
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婦⼈児童部
１．毎⽉第２⼟曜⽇ 古新聞、雑誌、段ボール、アルミ空き⽸の業者出し 年間
２．⼦どもまつり 鯉のぼり、横断幕揚げ 図書カードプレゼント（６名）  .５⽉
３．上⻑崎⼩学校同伴下校 ２回（６⽉、１１⽉）※３⽉コロナウィルスで中⽌ ６⽉１１⽉
４．上⻑崎⼩学校通学路⼀⻫パトロール  ６⽉
５．七⼣まつり 七⼣飾り   ７⽉
６．上⻑崎⼩学校「遊びのつどい」 １１⽉
７．クリスマス クリスマスツリー飾り（R階） １２⽉
８．お正⽉飾り  １⽉

防災担当
１．休場バス停留所屋根の清掃を⻑崎市に依頼し、清掃して貰った。  ５⽉
２．マンション⽞関前から休場バス亭までの歩道の植え込みの剪定をしました。  ６⽉
３．防災⼀⻫放送の実施
   「台⾵の備えについて」  ９⽉
   「⽕災の予防について」「マンション電気室の機器の取替えのための停電  ３⽉
   について」「新型コロナウィルスの感染予防について（市役所からお願い）」

会計担当
１．定例役員班⻑会で１ヵ⽉の収⽀報告（主な収⽀） 毎⽉
２．平成３０年度⾃治会会計決算書作成  ４⽉
３．⾃治会会費の集計、領収証の発⾏ ４⽉〜６⽉
４．募⾦の集計、領収証の発⾏
  ①⽇本⾚⼗字社募⾦  ５⽉
  ②⾚い⽻根募⾦ １０⽉
  ③歳末助け合い募⾦ １１⽉
  ④諏訪神社募⾦ １１⽉
５．⾃治会会計半期決算書作成 １０⽉

会計監査
１．平成３０年度会計監査の実施  ５⽉
２．令和元年度半期監査の実施（４⽉〜９⽉） １０⽉

地域活動
 １．上⻑崎地区⾃治会協議会役員会（毎⽉２⽇） 年間
 ２．上⻑崎⼩学校通学路⼀⻫パトロール（⼦どもを守るネットワーク）  ６⽉
 ３．上⻑崎⼩学校同伴下校（年度内当番３回、内３⽉はコロナウィルスで中⽌） ６⽉１１⽉
 ４．諏訪神社 ※宮司さんが来館され、⽒⼦になってもらいたい旨の要望があり、 ８⽉
   班⻑会で了承され、８⽉に⽒⼦になりました。
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 ５．お盆⽚淵４・５丁⽬精霊船舫い船  ８⽉
 ６．諏訪神社 神社庁⻑崎⽀部総会・研修会、⽒⼦清祓い ９⽉１０⽉
 ７．くんち出し物庭先廻りの上⻑崎地区ふれあいｾﾝﾀｰ前広場で披露 １０⽉
 ８．上⻑崎⼩学校の校区敬⽼会との遊び １１⽉
 ９．上⻑崎⼩学校「あそびのつどい」（育友会） １１⽉
１０．上⻑崎⼩学校区通学路安全パトロール １１⽉
１１．諏訪神社⾨札、⼤祓の⼈形・⾞形の配布と寄付のお願い １１⽉
１２．⽚淵中学校校区内安全パトロール（⻘少年育成協議会） １２⽉
１３．⻑崎市リサイクル推進員研修会（リサイクル担当、⾃治会⻑） １２⽉
１４．⻑崎消防第７分団出初式祝賀会  １⽉
１５．上⻑崎地区⾃治会協議会新年会  １⽉
１６．⻄⼭交番「防犯ニュース」の発⾏・班回覧 年間
１７．済⽣会⻑崎病院の健康講座（毎⽉第３⼟曜⽇）の周知（班回覧と掲⽰） 年間
１８．上⻑崎ふれあいセンター（ニュースの班回覧） 年間
１９．⻑崎市⽚淵・⻑崎地域包括⽀援センター 認知症カフェ開催の周知 年間

（認知症カフェ毎⽉第１⽔曜⽇開催）
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     令和２年度 ⾃治会活動予定

１．組織活動
  今年度（令和２年度）は⼆年任期役員（会⻑、総務、会計、会計監査）の任期２年⽬で
   す。

 (１)部の組織
    部は昨年度に引続き、３部（厚⽣部、環境部、婦⼈児童部）で活動していきます。

 (２)班⻑
    役員班⻑会を毎⽉１回、第１⽊曜⽇の午後７時３０分から定例で開催します。
   班⻑は⾃治会活動の部のいづれかを担当し、部の活動を⽀援します。
   また、「ボンヌール⻑崎⾃主防災組織」の班のいづれかを担当し、災害発⽣時には防
  災活動を⽀援します。

２．各部活動
 (１)総務部
    「⾃治会だより」について
      ①⽉１回発⾏し、記事内容は⻑崎市からのお知らせ、上⻑崎地区⾃治会協議会
        の活動と⾏事及び当⾃治会の取り組みをお知らせします。
      ②毎⽉⽊曜⽇に開催する定例役員班⻑会で「⾃治会だより」を配布し、記事内容
      に沿って議事を進め、その後、班⻑は「⾃治会だより」を班回覧します。
      ③「⾃治会だより」はホームページにも掲載します。
   ７⽉にＲ階に七⼣笹飾りを飾ります。
  令和２年度の新成⼈（令和３年１⽉）は該当する⼈はいません。

  (２)厚⽣部
    今年度の敬⽼祝賀の⽅は７３名（昨年６９名）です。
   ９⽉に敬⽼祝賀会を開催します。お互いの交流の場として楽しいし時間にしていきま
  しょう。

  (３)環境部、リサイクル担当
  環境部
   ⼤掃除を５⽉、９⽉、１２⽉に実施します。
   ９⽉は⻑崎市シルバー⼈材センターに委託します。
   ５⽉は⺟の⽇の⽉であり、１２⽉は１年の締めくくりの⽉でもありますので、⼤掃除終
   了後、ジュースと共に⽸ビールも配ります。多くの住⼈の参加をお願いします。
     ⼤掃除の⽇は朝８時３０分頃、⼀⻫放送で⼤掃除をお知らせします。
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  リサイクル
       資源物の古新聞（広告紙）、雑誌、厚紙、段ボールはマンション⽞関前の専⽤の保管
      倉庫に各⾃⼊れて下さい。ドアは鍵は掛けていません。常時開けられます。
       アルミ空⽸はＲ階Ｂ棟外階段下の専⽤回収カゴに出すようお願いします。

  (４)婦⼈児童部
    今年度⼩学⼊学新⼀年⽣は２⼈です。  
   児童部は８⼈で、１年⽣２⼈、２年⽣１⼈、３年⽣２⼈、５年⽣１⼈、６年⽣２⼈です。
   ５⽉の⼦どもまつりには横断幕を張り、鯉のぼりを揚げました。
   今年、鯉のぼりが強⾵で3匹破れたので、新しく２匹（⿊８ｍ、⻘６ｍ）を購⼊しました。
   ７⽉には七⼣の笹飾りをマンション⽞関とＲ階に飾ります。
   夏休みの「ラジオ体操」は実施するかどうかを皆で決めます。
      マンションに季節が感じられる１２⽉のクリスマスツリーと１⽉のお正⽉飾りをＲ階に  
  飾ります。
   毎⽉第２⼟曜⽇に取り組んでいる資源物の業者のトラック積込みは役員班⻑の協⼒
  を得ながら実施していきます。

 (５)防災担当
  「防災⼀⻫放送」の取組み
    住⼈の安全、安⼼のために、３分程度の「防災⼀⻫放送」を９⽉と３⽉に実施します。
     ⻑崎市に⼤型台⾵が接近している時や、⼤型地震発⽣時にはその都度、対策に取
   り組みます。
  「ＡＥＤ」の使⽤講習会
    ４⽉の定例役員（新旧合同）班⻑会の⽇に開催します。

 （６）会計担当
   ⾃治会会費の徴収、各種募⾦の集計、領収証の発⾏業務を遂⾏し、毎⽉の定例役
   員班⻑会で１ヵ⽉の収⽀報告をします。
   収⽀の年度決算と半期決算の報告書を作成します。

 （７）会計監査
   年間２回の会計監査を実施します。

 ４⽉  令和元年度会計決算監査
１０⽉  ４⽉〜９⽉の半期会計収⽀監査

３．地域活動
  地域で、⼤⼈も⼦どもも安全で安⼼して⽣活できるよう、上⻑崎地区⾃治会の交流を
  深め、絆を強くし、お互いに協⼒し合いながら⽣活していきます。
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   令和２年度年間活動予定
    ボンヌール⻑崎⾃治会

年 ⽉         上⻑崎地区関係活動

令和２年 ⼩学⼊学新⼀年⽣（２）  上⻑崎地区⾃治会協議会役員会（２⽇）
４⽉  役員班⻑新旧合同会議、AED使⽤講習会(9⽇)  ふれあいカフェ上⻑崎中⽌

 資源物トラック積込み（１１⽇）  ⻑崎くんち中⽌を決定
 ⼦どもまつり横断幕張り、鯉のぼり揚げ（11⽇）   （新型コロナウイルス感染防⽌のため）

５⽉  令和元年度会計収⽀決算監査（３⽇）  上⻑崎地区⾃治会協議会役員会（２⽇）
 ⼦どもまつり鯉のぼり揚げ 図書ｶｰﾄﾞﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ（８） ふれあいカフェ上⻑崎中⽌
 資源物トラック積込み（９⽇）
 ⼤掃除延期（新型コロナ感染予防のため）
 令和元年度⾃治会総会中⽌、議案配布（10⽇）
 ⾃治会会費徴収（⼀世帯３，６００円）
 ⽇本⾚⼗字社募⾦、社員募集（延期）

６⽉  資源物トラック積込み（１３⽇）  ⾃治会協議会総会、福協上⻑崎中⽀部総会
 ふれあいカフェ上⻑崎中⽌
 ネットワーク⼀⻫パトロール

７⽉  七⼣飾り（マンション⽞関ホール、R階）  上⻑崎地区⾃治会協議会役員会（２⽇）
 資源物トラック積込み（１１⽇）  ふれあいカフェ上⻑崎（１⽇）

 リサイクル推進員研修会

８⽉  資源物トラック積込み（８⽇）  上⻑崎地区⾃治会協議会役員会（２⽇）
 盂蘭盆(精霊流し)、舫い船（１５⽇）  ふれあいカフェ上⻑崎（５⽇）

 ⽚淵４・５丁⽬⾃治会ふれあい夏祭り

９⽉  資源物トラック積込み（１２⽇）  上⻑崎地区⾃治会協議会役員会（２⽇）
 ⼤掃除実施（業者委託）  ふれあいカフェ上⻑崎（２⽇）
 敬⽼祝賀（今年７０歳以上７３名）、祝賀会開催  上⻑崎⼩学校同伴下校当⾃治会当番
 「防災⼀⻫放送」  ⽚淵３丁⽬⾃治会ふれあい秋祭り

１０⽉  ⾚い⽻根募⾦  上⻑崎地区⾃治会協議会役員会（２⽇）
 資源物トラック積込み（１０⽇）  ふれあいカフェ上⻑崎（７⽇）
 国勢調査の実施（調査員３名）  上⻑崎⼩学校育友会「あそびのつどい」
 半期会計監査

１１⽉  資源物トラック積込み（１４⽇）  上⻑崎地区⾃治会協議会役員会（２⽇）
 歳末助け合い募⾦  ふれあいカフェ上⻑崎（４⽇）
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 令和２年度年間活動予定
   ボンヌール⻑崎⾃治会

年 ⽉      ボンヌール⻑崎⾃治会活動        上⻑崎地区関係活動

令和２年  ⼤掃除実施  上⻑崎地区⾃治会協議会役員会（２⽇）
  １２⽉  資源物トラック積込み（１２⽇）  ふれあいカフェ上⻑崎（２⽇）

 クリスマスツリー飾り（１２⽇）
 新年⾨松カード配布

令和３年   正⽉飾り  消防第七分団出初式祝賀会（７⽇）
   １⽉  資源物トラック積込み（９⽇）  ふれあいカフェ上⻑崎（６⽇）

 上⻑崎地区⾃治会協議会新年会
 上⻑崎⼩学校同伴下校当⾃治会当番

２⽉  令和３年度⾃治会役員、班⻑選出  上⻑崎地区⾃治会協議会役員会（２⽇）
 資源物トラック積込み（１３⽇）  ふれあいカフェ上⻑崎（３⽇）

３⽉  資源物トラック積込み（１３⽇）  上⻑崎地区⾃治会協議会役員会（２⽇）
 「防災⼀⻫放送」  ふれあいカフェ上⻑崎（３⽇）
 令和２年度⾃治会役員班⻑活動費⽀払い  福祉協議会上⻑崎中⽀部の福祉施設⾒学会
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    ボンヌール⻑崎⾃治会 会則

第１章 総 則
第 １条 本会はボンヌール⻑崎⾃治会と称する。
第 ２条 本会の会員はボンヌール⻑崎の居住者を以って組織する。
第 ３条 本会の事務所はボンヌール⻑崎の集会室とする。

第２章 ⽬的および事業
第 ４条 本会は会員の親睦を図り⾃治会の発展に寄与し併せて社会に奉仕する。
第 ５条 本会は前条の⽬的達成のために次の事業を⾏う。

① 親睦及び融和の推進
② 社会福祉及び厚⽣の増進
③ 教育、⽂化及び体育の向上
④ 保健、衛⽣、防犯及び防災の普及徹底
⑤ 交通安全、⻘少年、⽼⼈及び地域社会への奉仕
⑥ その他、本会の⽬的を達成するために必要な事項

第３章 ⼊会および退会
第 ６条 1 本会に⼊会するには役員を経て会⻑に申し込むものとする。

２ 本会を退会するときはその旨を役員に届け出るものとする。

第４章 役 員
第 ７条 本会に次の役員を置く。

① 会⻑ １名  ② 副会⻑ ２名  ③ 総務 １名  ④ 会計 １名
⑤ 会計監査 ２名  ⑥ 会計補佐 １名  ⑦ 各部正副部⻑  ⑧ 各階班⻑

第 ８条 １ 本会の会⻑及び会計監査は会員の選挙または推薦により選出する。
２ 副会⻑、総務、会計、会計補佐及び各部正副部⻑は前年度班⻑から選任し、
 会⻑が、委嘱する。再任は妨げない。
３ 班⻑は各班より住⼾号数の順番で推薦し、会⻑が任命する。

第 ９条 本会の役員の任期は会⻑、総務、会計、会計監査は⼆年、その他の役員、班
⻑は⼀年とし、次期役員改選年度（平成２７年度）から実施する。
⽋員補充による役員は前任者の残存期間とする。

第１０条 役員の任務
１ 会⻑は本会を代表して会務を統括する。
２ 副会⻑は会⻑を補佐し、会⻑が事故ある場合はその代理を⾏う。
３ 他の役員は会⻑及び副会⻑を補佐して主たる業務を担当する。
４ 班⻑は役員相互の連絡及び取りまとめをなすと共に各部の事業に協⼒する。

第１１条 本会に相談役を置くことができる。
会⻑の推薦により役員の議決を経てこれを委嘱し、会⻑の相談に応ずるもの
とする。

第５章 会 議 
第１２条 本会の会議は総会、役員会、部会及び班⻑会とする。
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第１３条 １ 総会は毎年⼀回、会計年度終了後⼆ヶ⽉以内に開催する。
   但し、会⻑及び役員の過半数が必要と認めたときは臨時に開催することが
  できる。
２ 総会は会員の三分の⼆以上（委任状を含む）の出席を以って成⽴する。

第１４条 総会は次の事項を審議する。
１ 会則改正に関する事項
２ 事業年度の活動報告及び予算、決算に関する事項
３ その他 重要な事項

第１５条 役員会は毎⽉１回の定例会を⾏う。但し、会⻑が必要と認めたとき、⼜は役員
の過半数の請求があるとき開催する。

第１６条 部会は部⻑が必要と認めたとき開催する。
第１７条 班⻑会は必要に応じて会⻑が⽇程を指⽰し開催する。
第１８条 総会の決議は出席者（委任状を含む）の過半数の同意を以って決する。

第６章 事業年度および会計年度
第１９条 本会の事業年度及び会計年度は毎年４⽉１⽇に始まり翌年３⽉３１⽇に終わる。
第２０条 本会の経費は会費、寄付⾦及びその他の収⼊を以って充てる。
第２１条 本会の会費は⽉額３００円（年額３，６００円）とし、各班⻑がこれを⼀括して徴

収する。
第２２条 会費は必要に応じて変更することができるものとし、役員会に諮り、総会で審議

し決定する。
第２３条 本会に下記の帳簿を備え付ける。

① 会員名簿 ② ⾦銭出納帳 ③ 会議録 ④ 事業活動記録 ⑤ 備品録
⑥ 予算決算関係書類

付  則 １  会員の表彰及び慶弔は役員会でその都度決定する。
２  厚⽣部、環境部、婦⼈児童部の３部にする。
３  婦⼈児童部は児童地区⻑を１名選出する。
４  住⼈で実施する年２回の⼤掃除時に⽋席した場合は１回につき５００円を⾃
   治会が徴収する。（⽋席の場合は管理⼈室に持参すること。）
５  転⼊の場合は規定の書類に記⼊し、届けること。⾃治会会費やゴミ出し、古
   紙等資源物の出し⽅を記載した「住⼈の⽣活⼼得について」を⼿渡します。
６  転出の場合は⼀ヶ⽉前までに⾃治会（管理⼈室）へ書類を記⼊し届けること。
    （書類は管理⼈室に常備してあります。）
７  役員及び班⻑の報酬は年度末までに役員会において検討する。
８  ⼩学新⼀年⽣⼊学及び出産の祝⾦は３，０００円、新成⼈祝⾦５，０００円、
   ⾹典は１０，０００円とする。
９  その他

付  記 本会則は平成２６年５⽉２５⽇から適⽤する。
⼀部改正  平成２６年５⽉２５⽇
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  令和２年４⽉
  ボンヌール⻑崎⾃治会

   住⼈の⽣活⼼得について

1 新しく⼊居された⽅へ
家族票を管理⼈に提出し、⾃治会に⼊会をお願いします。⼊居されたら⾃治会⻑または
副会⻑、班⻑、両隣の⼈に⼊居の挨拶をされるようお願いします。

2 ⾃治会の年度と⾃治会会費
①⾃治会の年度は４⽉〜翌年３⽉です。総会は５⽉に開催します。
②⾃治会会費は４⽉〜翌年３⽉迄の⼀年分３，６００円（⼀ヶ⽉３００円）を⼀括して班⻑が
 徴収します。年度途中⼊居の場合は⼊居⽉〜年度末３⽉迄の会費を⼀括して収めて頂
 くことになります。

3 各種募⾦
年間を通じて⽇本⾚⼗字社募⾦、⾚い⽻根募⾦、歳末助け合い募⾦、諏訪神社寄付⾦
などがあります。その都度、回覧でお知らせしますので、ご協⼒をお願いします。

4 清掃
マンションの⼤清掃が年３回（５⽉、９⽉、１２⽉）あります。９⽉は業者に委託します。
清掃⽇の朝には「⼀⻫放送」で清掃をお知らせします。⼤清掃は住⺠の親睦を図る機会
です。是⾮参加をお願いします。不参加の場合は負担⾦５００円を管理⼈を通じて納めら
れるよう、お願いします。住⼾⽞関前通路と外階段は各班のその⽉の当番が清掃します。

5 ゴミ出しは決められた曜⽇と時間を守って、必ず分別し、ゴミステーションに出して下さい。
① 燃やせるゴミ（⻑崎市指定⾚袋） ⽣ゴミ、⾰製品など。

⽉曜⽇･⽊曜⽇  午前 ６：３０ 〜 午前 ８：００ 迄に
② 燃やせないゴミ（⻘袋）、プラスチックス容器（⻩袋）、資源ゴミ（緑袋）

⽊曜⽇  午前 ６：３０ 〜 午前 ８：００ 迄に
   資源ゴミ ：  ビール瓶、⼀升瓶など瓶類、⽸、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ（蓋はプラスチック）、
            鍋、釜、 やかん、フライパンなど
③ 資源物回収（新聞、折込広告チラシ､本、段ボール、厚紙､雑紙、アルミ⽸）

曜⽇に関係なく常時､マンション⽞関横⾮常階段下の保管庫に各⾃⼊れます。
   保管庫には鍵はかかっていません。
 ・ 新聞（折込広告チラシを含む）、本（紙箱、紙袋）、段ボールはそれぞれまとめて紐で
  くくって出して下さい。雑紙（紙箱など）は今年５⽉から、紙袋や無⾊透明のビニール袋
  に⼊れて出してもいいことになりました。奥から詰めて下さい。
 ・ アルミ⽸はR階⾮常階段下のプラスチック篭に、曜⽇に関係なく常時回収しています。
④ そのた（乾電池、蛍光灯、グロー球、電球、スプレー⽸、ガスボンベ、ライター）
 ・乾電池、蛍光灯はゴミステーション前の⾚い箱の中に⼊れます。
 ・グロー球と電球は蛍光灯ではありませんので、燃やせないゴミとして出します。
 ・スプレー⽸、ガスボンベ、ライターは中⾝を使い切って、この３つは⼀緒にして、他の燃
  やせないゴミとは別にして⻘のゴミ袋に⼊れます。
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⑤ 粗⼤ゴミ      申込時間は ⽉曜⽇ 〜 ⾦曜⽇  午前 ８：００ 〜 午後 ４：１５ 迄  
    各⾃で、⻑崎衛⽣公社（８４４−４５９９）に申し込みます。 ⼿数料が必要です。

⑥ 家電品（テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機）
  各⾃で下記へ連絡をお願いします。廃棄は有料です。

㈱ベスト電器サービス ０９５７−２６−７０４１

6 部会（三部会）
厚⽣部 敬⽼（１２⽉末迄に７０歳以上の⽅）のお祝いなど
環境部 ⼤清掃、リサイクル、ゴミ集積場管理
婦⼈児童部 ⼦どもまつり鯉のぼり揚げ、七⼣飾り、夏休みラジオ体操、クリスマ

ス飾り、お正⽉飾り、資源物回収・業者引き渡しなど

7 会 計 ⾃治会会費の徴収、各種募⾦の徴収・納⼊、領収証の発⾏、各部の
⾏事や活動に要した⽀出など、その⼿続きと記録、年度収⽀決算。
毎⽉の定例役員班⻑会で１ヵ⽉の会計報告。

8 防災組織 「ボンヌール⻑崎⾃主防災組織」を管理組合と合同で結成しています。
９⽉と３⽉に「防災⼀⻫放送」等取り組んでいます。

9 班⻑の役割
班は１２班あります。班の構成は１階〜１０階までは各階で班を構成しています。
１１階と１２階で１１班を、１３階と１４階で１２班を構成しています。
①班⻑は順番で⼀年間班⻑の役を務めることになります。
 原則として⽉⼀回、役員班⻑会に班の代表者として出席し、そこで配布された書類など
 を班の皆さんに回覧します。回覧は速やかに隣りに回し、回覧後の書類は班⻑が⼀年
 間保管します。回覧⽤の⼿提げ袋には翌⽉の役員班⻑会前に回覧書類を⼊れるので
 回覧終了後、⼿提げ袋に空きのバインダーを⼊れて、責任を持って管理⼈に戻します。
②⾃治会会費の集⾦
  年度始めに年度の４⽉〜３⽉までの⼀年分３，６００円を班の皆さんから集⾦し、管理
  ⼈室まで持って来て下さい。
③各種募⾦の集⾦
  指⽰された都度、募⾦⽤の封筒を班の皆さんに配布し、募⾦の⼊った封筒を回収し
  て管理⼈室まで持って来て下さい。
④その他、意⾒、相談などがあれば、その都度⼜は役員班⻑会の際に相談します。

10 その他
⾃治会の他、ボンヌール⻑崎管理組合があります。
管理組合の年度は１０⽉〜翌年９⽉までです。通常総会は１１⽉に開催されます。
同組合は管理費等を徴収し、マンション建物の維持管理を⾏なっております。
ボンヌール⻑崎の区分所有者は同組合の組合員になります。
管理費等の会計処理や清掃業務をマンション管理会社である㈱⻑崎ガードシステに委託
しています。

       以上
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