
2021（令和 3）年度 第 12回中村町内会五役会 議事録 

 

開催日時：令和 4年 3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：2月 26日（土）18:00～ 

総会に向けて:（4月 9日） 

② 小山連合：2月 18日（金） 

コロナ感染予防のため中止となった。 

町田郷土カルタ配布があった。→ 子供会へ預ける。 

③ 御嶽神社 

定期総会（予定） 4月 23日（土）19時～ 新旧役員出席。 

④ 消防団 

無線機訓練：3月 2日（水）19時 30分～  

   消防団部長が交代する予定。 

 

（副会長） 

・特になし。 

 

（庶務） 

・特になし。 

 

（会計） 

  ・今年度の会計は〆ている。 

総会費として 70,000円計上してあるので今後の支出はこの中で対応する。 

   

（各自治会長） 

・上中村自治会 

  ‐総会日程 3月 20日（日）14時～ 今期の役員のみで開催予定。 

    ‐2月 20日役員会を開催。新たな住宅（34軒程度）への入会勧誘活動を開始した。 

   4軒はすでに加入済。3月 13日再び入会勧誘の為に各戸訪問する。 

‐防災に関する議題について、上中村内の関係者での検討会を開催した。 

 

・中中村自治会 

 ‐総会日程 3月 27日（日）10時～ 新旧役員のみで開催。会員からは委任状を頂く。 



 ‐通学路白線設置の署名はほぼ集まっている。 

  班長会議にて、通学路白線設置に関する沿線の方の署名のみならず、広く自治会全体からも署名 

を集めればインパクトも強く、動きが速いのでは、という意見があったので、総会資料と合わせ 

て署名依頼の文書も配布している。 

 

・下中村自治会 

 ‐総会日程 3月 13日（日）14時～ 新旧役員と OB（一部）で開催するただく。 

 

３、協議、検討課題  

（１）通学路外側線（白線）設置に向けて 

① 同意書の配布（2月 13日）、回収活動開始（2月 23日） 

  配布軒数：50軒  同意書受け取り軒数：40軒 署名できないが白線設置は承認する：１軒 

未回収：9軒（うちアパート１件） 

 

② 市への要望書の作成 

‐推進委員会で検討し（3月 20日（日）10：00～）→ 新年度に要望書を提出したい。 

    提出時期に関して、市のご都合も事前に確認する。 

   ‐要望書に写真を添付する。 

 

（２）総会（3月 27日）に向けて 

① 資料作成確認 

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   〃 

 

③ 資料内容検討 

・不明箇所の確認及び修正。 

 

④ 会計報告 

  ・データの検証、算出根拠の確認。 等 

・会計監査：本日 17時より実施。 

   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 

 

⑤ 会員状況報告 

（令和４年３月末日現在）カッコ内は令和３年度 

 上中村自治会 中中村自治会 下中村自治会 計 

会員数 ２５４（２６３） ２４５（２６０） １４９（１６６） ６４８（６８９） 

免除会員数 １５（１８） １３（ １２） １３（ １１） ４１（４１） 

総会員数 ２６９（２８１） ２５８（２７２） １６２（１７７） ６８９（７３０） 

班長数 １７（１７） １４（１４） ９（  ９） ４０（４０） 

回覧数 ３０（３０） ３６（３６） ２１（ ２３） ８３（８９） 

掲示板数 ２（２） ３（３） ３（  ３） ８（８） 

中中村自治会：法人３を会員数に入れた。 

（掲示板数は次年度新設のものも数に入れる） 

 

⑤ 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） 

・一般会員には総会後資料を回覧する旨伝える。 

・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 

  ・役割分担：（司会）岡田副会長、（議長）安斎前町内会長、（書記）國本庶務 

  ・終了後各担当引継ぎを行う。 

 

（３）その他 

 防災委員会予算執行にかかわる長期予算の防災倉庫（30 万 X3自治会=90 万）については、予算を 



年度内に使用する事を優先するために、倉庫設置を行わなかった自治会にも同じ金額を分配し各々 

の防災倉庫整備に役立てることとした。 

 

４、今後の予定 

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

 防災委員会        ３月 ６日（日） 15時～16 時 30分  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）  14時～      上中村集会所 

 中中村自治会総会     ３月 27 日（日）  10時～      中中村集会所  

 下中村自治会総会     ３月 13日（日） 14時～       馬場さくら会館 

 通学路白線設置推進委員会 3 月 20 日（日） 10時～       中中村集会所 

 御嶽神社清掃       3 月 13 日（日） 10時～       御嶽神社 

 

 

以上 


