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１ 町内会・自治会における書面表決の方法について                 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、多くのお問い合わせをいただいている総会

の決議を書面で行う方法（書面表決）について、一般的な方法をお知らせしますので、

参考にしてください。 

※会則や規約、地域の実情や協議事項などを踏まえ、各町内会で総会の開催方法を  

ご検討ください。 

 

  

１ 「総会の開催のお知らせ」、「議案書」、「書面表決書」を会員に配布する。 

２ 会員から「書面表決書」を提出していただく。 

３ 役員等の少人数で総会を開催し、書面表決書の確認や議決を行う。 

４ 議事録をまとめ、回覧等で総会の結果を会員にお知らせする。 

※書面表決に関する文書のサンプルは市ウェブサイトに掲載しています。 

必要に応じて町内会・自治会で修正してご活用ください。 

 

 

 

 

 

※対面により総会を開催する場合は、基本的な感染防止対策を徹底してください。 

（感染拡大に不安を感じる住民の皆様もいらっしゃいます。 

開催方法は町内会でよく話し合って決定していただきますようお願いします。） 

（例）手指の消毒、マスクの正しい着用、３密の回避、こまめな換気 など 

 

 

２ 「まかせて会員」を募集しています            
ファミリー・サポート・センターでは、小学生の習い事の送迎や、未就学児の一時

預かりなど、子育ての援助ができる方（まかせて会員）を募集しています。 

〇 申込方法 

ファミリー・サポート・センターへ３/２(水)までに電話でお申込みください。 

※ 研修会を 3/3(木)、4(金)（両日とも 9 時～12 時）に実施します。 

※ 「まかせて会員」の活動内容や保険等は、直接お問い合わせください。 
 

 

郡山市 町内会 書面表決 検索 

 

 

【問合せ先】市民・NPO 活動推進課 ☎ 924-3471 

書面表決の進め方の例 

ホーム＞くらし＞市民協働・ＮＰＯ・町内会＞町内会・自治会 
＞新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた町内会・自治会の活動について

＞総会の書面表決による開催 

【問合せ先】 ファミリー・サポート・センター ☎ 924-1904 

こども家庭支援課        ☎ 924-2525 
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３ 郡山消防署からのお知らせ                  

３月１日（火）から３月７日（月）まで、春の全国火災予防運動が行われます。 

◆ たき火は原則禁止です！ 
春先は空気が乾燥し、たき火による火災が多く発生しています。 
廃材や家庭ごみを燃やすのはやめましょう。 

◆ 古くなった家庭用消火器を回収します 
長期間使用せず、腐食の進んでいる消火器は破裂事故等につながるおそれがあり
ます。この機会にご家庭にある消火器をご確認ください。 

※廃棄の目安は、業務用は製造日から 10 年、家庭用は製造日から５年です。 
ご家庭に設置されているものが業務用の場合もありますのでご確認ください。 

 

３月５日（土）午前９時～12 時 

 

 

 

 

 

 

※ 郡山消防署、大槻基幹分署、富久山分署及び湖南分署では回収を行いません。 
※ 回収は、専門業者が行いますので、時間内にご持参ください。 

 

４           ヒートショックに注意しましょう！                 
ヒートショックとは、気温の急激な変化により血圧が大きく変動することで起こる

身体への影響です。意識を失ったり、持病に影響を及ぼすため、命の一大事になりか
ねません。安全に入浴するために、以下の点に注意しましょう。 

 

 

 

 

 

 

日 時 費 用 

リサイクル料金 １本 1,000 円 

【問合せ先】郡山地方広域消防組合消防本部 予防課 ☎ 923-1758 

【問合せ先】 セーフコミュニティ課 ☎ 924-2151 

◆飲酒時、また、食事直後の入浴は控え
ましょう。 

◆入浴前に家族などに一言声をかけて、
見守ってもらいましょう。 

 

◆入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう。 

◆お湯の温度は 41 度以下、 
お湯につかる時間は 10 分までを目安に
しましょう。 

◆浴槽から急に立ち上がらないようにし
ましょう。 

 

回収場所 連絡先 回収場所 連絡先

中央公民館

（麓山一丁目8-4）
日和田分署
（日和田町字山ノ井1-1）

958-2140

富久山行政センター

（富久山町福原字泉崎181-1）

田村分署

（田村町岩作字穂多礼57-5）
955-3127

片平公民館

（片平町字町南7-2）
安積分署
（安積二丁目354）

945-2141

大槻ふれあいセンター
（大槻町字中前田56-1）

中田分署

（中田町下枝字柏田202-1）
973-2114

喜久田基幹分署
（喜久田町卸一丁目134-1）

959-6530
針生救急所
（大槻町字笹ノ台34-1）

923-5110

熱海分署
（熱海町熱海二丁目65）

984-3124

923-1758

郡山地方広域

消防組合消防

本部 予防課

Let's ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨ 
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５ 郡山市議会３月定例会の質問者が決まりました                  
◆代表質問 ７名       ※ 開始時刻が変更となる場合がございます。 

2 月 28 日（月）       開始時刻 

 大城 宏之 （志翔会）   10：00 

 廣田 耕一 （新政会）   11：35 

 諸越  裕 （緑風会）   13：55 

  

３月１日（火）        開始時刻 

田川 正治 （郡山市議会公明党）10：00 

 八重樫小代子（立憲民主党郡山） 11：35 

佐藤 栄作 （自由民主党郡山市議団）13：55 

 高橋 善治 （日本共産党郡山市議団）15：30 

◆市政一般質問 １２名 

３月７日（月）        開始時刻 

 飯塚 裕一 （立憲民主党郡山）10：00 

 蛇石 郁子 （虹とみどりの会）11：15 

 福田 文子 （新政会）   13：15 

３月８日（火）        開始時刻 

山根  悟 （郡山市議会公明党）10：00 

 名木 敬一 （緑風会）   11：15 

渡部 龍治 （国民民主党） 13：15 

３月９日（水）        開始時刻 

 石川 義和 （新政会）   10：00 

 箭内 好彦 （無所属の会） 11：15 

 吉田 公男 （立憲民主党） 13：15 

３月 10 日（木）       開始時刻 

 岡田 哲夫 （日本共産党郡山市議団）10：00 

 佐藤 徹哉 （志翔会）   11：15 

 七海 喜久雄（志翔会）   13：15 

  

 

６ 豊かな長寿社会「いきいきふれあいの集い」の開催について                  
「豊かな長寿社会」をつくるための具体的な内容について、各世代、各界より提言

や実践発表及び記念講演をいただきます。ぜひお越しください。 

【             

３月４日（金）午後１時 15 分～ 

※事前に「座席指定券」が必要です。あさかの学園大学へ直接お申込みください。 

 

 

 

 「つなげよう 異世代交流を 伝えよう 震災の記憶を」 

 芝田 銀平 氏（公益社団法人郡山青年会議所 副理事長） 

「ユニバーサルボランティアガイド＆提案型ボランティア活動」 

    宮越  稔 氏（郡山水と緑の案内人の会 副会長） 

 「 ～デジタル機器を使いこなして、目指せスマートシニア！～ 」 

     若宮 正子 氏（デジタルクリエーター） 

【問合せ先】 総務議事課 ☎ 924-2521 

けんしん郡山文化センター 大ホール 

【問合せ先】あさかの学園大学事務局 ☎ 924-2957（日・月曜、祝日は休館） 

      〒963-8002 郡山市駅前二丁目 11 番１号 ビッグアイ７階 

 

【編集／発行】 郡山市 市民・NPO 活動推進課 

                      TEL924-3471 
                    ※ふれあいネットワーク情報は、本市ウェブサイト及び 

郡山市自治会連合会ウェブサイトへの掲載も行っています。 SDGs未来都市こおりやま 
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