
2021（令和 3）年度 第 11回中村町内会五役会 議事録 

 

開催日時：令和 4年 2月 6日(日)  13:00～14:00 

開催場所：中中村集会所 

出 席 者：宮﨑（会長）、岡田（副会長）、佐藤（会計）、山浦（上・自治会長）、 

春山（中・自治会長）、鈴木（下・自治会長）、國本（庶務）       ：敬称略 

司  会：岡田（副会長） 

１．出席者の確認 

２．報告 

（会長） 

① １区連合町内会：1月 22日（土）18:30～ 

御嶽神社元旦祭報告、総会に向けての協議。 

② 小山連合：1月 21日（金） 

コロナ感染予防のため中止となった。次回 2月 18日（金）19時～。 

③ 御嶽神社 

・合同会議 （1月 22日（土）予定） ⇒ 中止となり、一区会議での報告となった。 

  ・元旦祭 参拝者約 1,500名以上 実施内容はその他資料参照の事。 

  ・定期総会 4月 23日（土）19時～ 新旧役員出席。自治会長出席の必要性は後日連絡。 

④ 消防団 

無線機訓練：2月 2日（水）19時 30分～  次回 3月 2日（水）19時 30分。 

馬場・中村防災防犯講習会（主催：消防後援会）：中止となった。 

（予定では 2月 13日（日）14時～16時 馬場さくら会館） 

⑤ ボランティア保険事例 

示談が成立し振り込み完了した。 

⑥ 町田市補助事業実績報告書提出（1月 21日（金）） 

   活動補助金：158,000円。掲示板補助金：46,400円（8月に市から補助金振込済み） 

   に対する実績報告。掲示板は実費 92,800円に対する半額補助の金額。 

 

（副会長） 

・1月 25日に処理施設の説明会・見学会に参加した。生ごみをバイオ処理して発電に使用している 

先端的な施設で子供の社会見学にも最適。申し込みあれば今後も見学可能。 

 

（庶務） 

・これまでの議事録データなど必要なものがあったら送付します。 

 

（会計） 

  ・監査の日程を決めたい。 

  ・お茶代等の請求を早めに連絡ください。 

  ・各委員会の支出・予算を確認したい。 ← 総会準備のスケジュール調整で確認する。 

 



（各自治会長） 

・上中村自治会 

  ‐2月 20日に役員会実施予定。 

 

・中中村自治会 

 ‐道路にごみが落ちている連絡があり対処した。 

 ‐交流会が実施できなかったので代替えでマスクを配布した。（各家庭に 50枚✕5箱＠700円） 

  配布しながら世帯数の再確認を行った。法人会員には人数が多いので多めに配布する予定。 

  ‐次年度役員（会長・会計）選考中。 

 

・下中村自治会 

 ‐1月 23日に予定していたスタンプラリーは中止とした。 

 ‐次年度役員（庶務）選考中。 

 ‐光明寺の駐車場の防災倉庫の設置完了し、中中村の倉庫に置いてあった資材を移設した。 

 

３、協議、検討課題  

 ① 通学路外側線設置に向けて：第１回委員会の開催について 

   2月 6日（日）14時～15時 （５役会終了後） 

   内容：白線設置に向けて ・同意確認の進め方などの協議を行う。 

   取り組みを小山中の校長に伝えたところ、学校でも希望しており活動を歓迎するとの事。 

 

 ② 総会（3月 27日）に向けて 

   ア、資料作成分担 

内容 担当 ページ 備考 

表紙 國本 １  

総会次第 國本 １  

第１ 活動報告 宮﨑 ２P 半  

 ２ 会員状況報告 宮﨑 1/2  

第２ 各委員会活動報告  ４  

 １ 祭り実行委員会 安斎氏  宮﨑依頼 

 ２ 広報委員会 杉山氏（伊藤氏）   〃 

 ３ 組織等検討委員会 佐佐木氏   〃 

 ４ 防災委員会 松永氏（安達氏）   〃 

５（通学路外側線設置委員会）    

 ６ その他の委員会    

  健康づくり推進委員 大友氏、今泉氏  宮﨑依頼 

防犯活動推進委員 岡本（松）氏   〃 

交通安全協会委員 岡本（昭吉）氏鎌倉氏   〃 

小山センターまつり委員 松本氏   〃 



第３ 一般会計収支決算報告書 佐藤 １  

第４ 積立金収支決算報告書 佐藤 １  

第５ 祭り特別会計収支決算報告書 佐藤（特別会計高澤氏） １  

第６ 会計監査報告書 佐藤（杉山氏、佐藤氏） １  

第７ 活動方針 事業計画 宮﨑 ２  

第８ 一般会計予算案 佐藤 １  

第９ 積立金会計予算案 佐藤 １  

第 10 祭り特別会計予算案 佐藤（高澤氏） １  

役員名簿 國本 １ 自治会長連絡 

専門部 関連団体 外郭団体名簿 國本 １   〃 

    

事業報告が月例報告だけなので、丁寧な活動報告を追加掲載する。 

（例）町内会運営の「見える化」、防災ベスト作成、安否確認タオル、「通学路外側線」設置の取り組み 

   会員拡大、中中村見守り隊活動、どんど焼き実施、小山連合での活動など。 

 

イ、 資料内容決定：３月６日役員会で決定する。（事前にメールで提案する） 

2 月 27 日（日）13：00～ 3 役会を開催し、総会資料の確認を行う。 

各自治会からは、27 日までに役員名などを國本宛連絡する。 

 

ウ、総会資料印刷 

 ・外注とする。2 社の合い見積もり審査の結果、プリントパックの無線綴じ製本を発注する。 

 ・発注日程は原稿完了日程との関係で調整する。 

 

エ、会計監査：３月６日（日）17：00～  

  監査：杉山氏（前上中村自治会長）、佐藤氏（前中中村自治会長） 

  会計：佐藤氏、高澤氏（祭り特別会計） 

  祭り実行委員長：安斎氏 

 

オ、総会  

3 月 27 日（日）14 時～15 時 30 分（新型コロナ感染拡大防止-会館使用基準により） 

参加依頼者：現町内会５役、新町内会５役、実行委員会委員長（新旧）、会計監査とする。 

 

③今後のまつり実施に向けて事前協議 （３月６日（日）14 時～ まつり実行委員会） 

  ・やれること（アイデアフラッシュ） 

   御輿巡行：担ぐことは難しいが、トラックに載せて巡回する程度が限界か。 

盆踊り：飲食は難しい。テイクアウト専門とする。 

   実施する原資がご厚志であり、なにか別の収益事業の検討が必要。 

       やぐらは一度立てて確認の必要がある。 

       近隣の学校との連動はどうか。← 夏フェス。 

       子供たちの楽しみになるものが良い。 



 

④その他 

 ・相模原の道路工事は 2 月 7 日～9 日、3 月 14 日～18 日、通行止めで実施される予定。 

 ・町田市地区別懇談会参加について  

  主催：町田市、町田市社会福祉協議会 

  日程：３月５日（土）14 時～16 時 小山センター 

  「わたしの地区の未来ビジョン」作成 

  宮﨑会長参加予定。エントリーははがきで送るので希望する方は連絡ください。 

  ・河川敷に捨ててあったごみ処理の件 

   市では、ボランティア袋（もしくは透明ビニール袋にボランティア袋都記載する）に入れ、 

   市に連絡して処理してもらえる事を確認した。 

 

４、今後の予定 

 防災委員会        ２月 ６日（日） 15 時～16 時 30 分  中中村集会所 

              ３月 ６日（日） 15 時～16 時 30 分  中中村集会所 

 まつり実行委員会     ３月 ６日（日） 14 時～15 時    中中村集会所 

 通学路白線設置委員会   ２月 ６日（日） 14 時～15 時    中中村集会所 

 町田市地区別懇談会    ３月 ５日（土） 14 時～16 時    小山センター 

３役会          ２月 27 日（日） 13 時～14 時    中中村集会所 

 ５役会          ３月 ６日（日）  13 時～14 時    中中村集会所 

 会計監査         ３月 ６日（日）  17 時～       中中村集会所 

 上中村自治会総会     ３月 20 日（日）  予定（昨年度は開催せず回覧のみだった） 

 中中村自治会総会     ３月 20 日（日）  予定  

 下中村自治会総会     ３月 13 日（日） 予定 馬場さくら会館 

 

 

以上 


