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平成２５年１１月度役員会・班長会 

議事報告 

開催日：平成２５年１１月１４日（木）  

１． 長崎市広報報告  
（１）「ペイジー 口座振替受付サービス」の周知について・・・回覧参照(表・裏) 

長崎市に支払う税金等の支払いについて、本年１０月より金融機関に加えて、長崎市収納

課の窓口で、より簡単に手続きができる「ペイジー 口座振替受付サービス」が開始された。 
（２）「空き家実態調査」の実施に伴うご協力について 
①調査期間：平成２５年１１月１１日（月）・１８日（月） 平成２６年３月１０日（月） 
②調査区域：長崎市内全域 
③問い合わせ：長崎市中央消防局 警防１・２課 電話８２０‐０１１９ 

（３）平成２６年正月用「新生活門松カード」（２枚１組５０円）の各自治会への頒布につい

て 
   ※毎年、当自治会は自治会費用で購入し、希望世帯へは無料配布しています。 
（４）第４５回市民防火のつどい 
   平成２５年婦人防火クラブ長崎地区大会が開催された。 
    平成２５年１１月７日（木） １０：００～１５：００  長崎市公会堂 
     表彰・防火宣言・講演・避難訓練・アトラクション 
 

２．上長崎地区自治会協議会報告  

（１）保環連 （長崎市保健環境自治連合会）について 
①平成２５年度先進都市視察研修会報告 
・期日 平成２５年１０月１７日（木）   
・福岡県三潴郡大木町  人口総人数 １４，６０２人   世帯数 ４，７３５世帯 
・福岡県南部筑後平野の中央部、水郷柳川に隣接した農業の町 面積１８．４３平方㎞ 
・特産は苺・アスパラガス・シメジ・えのき・花ござなど、住民と行政によるまちづくりが進んで

いる 
・おおき循環センター“くるるん” 
様々なゴミを資源として循環させる新しい考え方で建設に至った“くるるん”は従来

型のごみ処理のみを行う施設（迷惑施設と呼ばれたりする）とは大きく違う、町の

人々の暮らしに身近な存在のバイオマスプラントです。 
・循環のまちをつくる具体的な取り組み 
 ◎ごみを出さない（ゼロウエイスト）まちづくり 
 ◎バイオマスの利活用(生ゴミ・し尿・浄化槽汚泥をエネルギーと有機肥料に)、廃食用油
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が軽油代替燃料（ＢＤＦ）に 
 ◎再生可能エネルギーの普及(太陽光発電の普及、小中学校全校に設置) 
 ◎分ければ資源（資源物の２５分別） 
 ◎不要なものを必要な人へ橋渡し（リユースプラザ 平成２４年度 2,899点  648,980円） 
 ◎古紙、古布の出し方 
買取り金額 １Ｋｇ当り   新聞：３円  段ボール：３円  雑誌：２円  古布：０円 

    リサイクル事業報奨金   新聞：４円  段ボール：４円  雑誌：４円  古布：６円 
 ◎プラスチック総合リサイクルシステムへ 
   ケミカルリサイクル（油化）、ＲＰＦ(固形燃料)、マテリアルリサイクル 
 ◎紙おむつリサイクルスタート(再生パルプ、外壁材) 
 ◎バイオガスシステムのフロー（バイオガスは発電・熱。液肥貯蔵タンク６，０００ｔ／年。 
  メタン発酵槽 中温湿式３７℃ ２２日間） 
 
・佐賀市エコプラザ（佐賀市 165,000 人の人々が暮らしている） 
 ◎清掃工場のしくみ 
  ○イ受 入  れ：集めてきたごみは重さを計ってからごみピットに投入する。 
  ○ロ焼   却 ：ごみは８５０℃以上の高温で燃やすのでダイオキシンの有害ガスが発生

しない。 
○ハ排ガス処理：排ガスはとても熱いので、ボイラーや減温塔で冷やす。排ガスに混ざっ

ている有害なものはバグフィルタできれいにして外には出さない。 
○ニ余 熱 利用：排ガスの熱を利用して蒸気を作り、この蒸気で発電する。 
○ホ灰溶融設備：焼却して残った灰を、１，３００℃以上の温度で溶かした後、水で冷やし

てガラスの砂のようなスラグにする。スラグは無害で、もとの灰の約２分

分の１の体積になる。 
◎佐賀市 リサイクル工場 ： 紙類、ペットボトル、不燃ごみ、不燃粗大ごみなどを再資化 

 するためにごみを選別する工場。 
◎佐賀市健康運動センター： 佐賀市清掃工場から発生する熱エネルギーや電力を利用。 
◎エ コ ロ ジ カルポンド ： 生態系に配慮して整備された池で、子どもたちの環境学習  

     の場。 
  
②平成２５年度第３回常任理事会及び懇親会の開催について 
  日 時： 平成２５年１１月１８日（月） １５：３０～１７：４０ 
  場 所： ホテルセントヒル長崎 
  内 容： ◇常任委員会  平成２５年度ながさき自治振興推進大会について 
                   １３都市保健環境連合会連絡会の開催について 

◇意見交換会  専門部会より提出された議題について 
◇懇  親  会  １８：００～２０：００  個人負担 
     

（２）防犯協会について 
チカン発生のチラシを掲示しています。 
   

（３）社協について 
①第３１回長崎市社会福祉大会が開催された 
  日 時：平成２５年１１月１３日(水) １３：３０～１６：００ 
  場 所：長崎市民会館文化ホール 
  参加者：上長崎地区自治会協議会より出席 
②歳末たすけあい募金について 



 
3/５ 

  会計より取組み説明〈目安額一世帯１００円、当自治会の締切り１２月１日（日）〉  
（４）育成協（片淵中学校区青少年育成協議会） ・・・特にありません。 
（５）安全ネット（上長崎小学校区子供を守るネットワーク）  

同伴下校 １１月１１日（月） １４：４５  担当自治会 ： ボンヌール長崎、夫婦川 
                                   片淵２丁目東部、木場 

１２月２４日（火） １２：００  担当自治会 ： 片淵２丁目西部、フォレスト西山 
片淵４・５丁目、西山１丁目 
 

（６）神社関係（郷土催し物） 
①１０月１４日（月）、１５日（火） 伊良林若宮稲荷大祭 
②１０月１９日（土） 桜馬場傳八稲荷神社大祭 
③１１月 １日（金） 長崎市戦没者追悼式 
④１１月１０日（日） 金比羅神社秋季例大祭 
⑤１１月１６日（土） １０：００ 平和祈念仏舎利奉安式 
⑥１１月２３日（土） １１：００ 西山神社秋季例大祭（西山１丁目自治会 祝金５，０００円） 

 

（７）消防団（第７分団）  ・・・欠席のため報告なし 
（８）上長崎小学校関係  ・・・特にありません 
（９）片淵中学校関係  ・・・特にありません 
（１０）上長崎地区自治会協議会青年部・婦人部  ・・・特にありません 
（１１）上長崎地区他の自治会活動  ・・・特にありません 
 
（１２）済生会長崎病院について（お知らせ）  
①広報誌「ほほえみ」第３６号２冊きています。集会室に置きます。 
②「第３回済生会長崎病院 いきいき健康フェア」の開催・・・ポスター回覧参照 

 

（１３）上長崎地区ふれあいセンターについて（報告） 
①上長崎地区ふれあいまつり実行委員会が開催された 
  日 時： 平成２５年１０月１５日（火）１９：００～２１：００ 
  場 所： 上長崎地区ふれあいセンター 第３研修室 
  参加者： 実行委員、井原協議会会長および自治会長 
  議 題： 上長崎地区ふれあいまつり成功のために 
         各自治会よりスタッフ名簿を次回１０月３０日(水)実行委員会に提出 
 
②第６回上長崎地区ふれあいまつり実行委員会が開催された 
 日 時： 平成２５年１０月３０日(水)１９：００～２１：００ 
 場 所： 上長崎地区ふれあいセンター 第３研修室 
 議 題： 事業計画の修正について 
       班別打合せ(最終チェック) 
        

③上長崎地区ふれあいまつりが開催された（雨天決行、後曇り） 
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 日 時： 平成２５年１１月１０日（日) １０：００～１３：００  場所： 上長崎公園 

３．ボンヌール長崎自治会各部報告  

（1）厚生部 ・安全パトロール（報告 ）  
①違反広告巡回の実施、違反広告物は０。 １０月２５日（金）  
②安全パトロールの実施  
  ボンヌール長崎自治会の同伴下校     １１月１１日（月）  １４：４５  

 

（２）環境部 ・リサイクル担当  
   ①１２月 １日 （日 ）定例大掃除を予定しています。（掲示済み）  

本年度の締めくくりです。多数の参加をお願いします。  
   ②リサイクル推進員よりお願い  

・毎回お願いしていますが、プラゴミの袋（黄色）に入れるときはスーパーの袋に

入れずにプラゴミ袋（黄色）に直接入れてください。  
・アルミ缶は資源ごみの袋に入れず、住居棟Ｂ１の階段下の指定場所に入れて

ください。  
・アルミ缶、スチール缶の水気はキチンと切ってください。  
・アルミ缶やスチール缶でタバコの吸殻の入ったものは燃やせないゴミに出してく

ださい。  
・蛍光管入れには蛍光灯だけを入れます。電球やグローランプは蛍光灯では

ないので入れないで、燃やせないゴミに新聞紙などに包んで入れてください。  
    

 （３）婦人部  
長崎市主催の西山木場ウォーキング〈１０月１９日 (土 )〉に当自治会から１３名参
加しました。小雨が降る中スタートしましたが、終わる頃にはお天気になり、気持

ち良く歩く事ができました。参加をして頂いた方々おつかれ様でした。  
次回は「来年春にお花見」の希望がありました。婦人部で検討します。  

 
（４）あつまろう会   
１０月は外出をして楽しみました。  
マンション建物内の火災報知スイッチと消火器の位置  

を確認し、外階段を下って経路の確認もしてみました。  
１１月は体操の指導を受ける計画をしています。  

 
（５）児童部  
１１月９日（土）８：００から、 廃品回収の業者トラックへ積込  
み作業を行いました。３０分程度で終わりました。ご協力ありがとうございました。  

 

（６）防災担当 （報告） ・・・報告なし  
（７）地区体育 ・青年部担当  ・・・報告なし  
（８）会   計    別紙により報告  
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（９）会長  
１０月１１日（金）１３：３０～１５：５０ 消防局５階講堂防災体験ひろば（８階）で  
防災に関する研修会を受けました。  
講演：「自主防災組織の結成及び活動について」  

    ◎自主防災組織がなぜ必要か。  
      自分たちの生命、身体を守るため。  
      自分たちの地域は自分たちで守ろう。  
    日頃から防災啓発を定例行事の中に取り込んだ自治会運営が重要。  
   ◎地域防災マップづくりの実施 。  
      防災危機管理室又は消防署が実施。  
      ・地域の地図、その他必要文具の準備および作成指導  

 

※各担当・部長さんは取組みの報告事項と次回予定を毎月２日までに、会長へ提出

をお願いします。（会長自宅の郵便受け）  
 

４．異動・連絡事項   
  入居  ５班  一世帯（賃貸） １１月２日（土） 
 
 
 

          １０月１０日（木）の役員・班長会出席状況  
１０月の自治会役員欠席６名、連絡有り欠席３名 
 
自治会班長出席・連絡有り欠席 
１班 ２班 ３班 ４班 ５班 ６班 ７班 ８班 ９班 １０班 １１班 １２班 
○ 欠 ○ ○ ○ ○ 有 欠 ○ ○ ○ ○ 
 

次回開催  平成２５年１２月１９日（木）１９時３０分から 予定していま

す。  

 
～以上～    


