
 
作成︓2022 年 11 月 6 ⽇（総務︓座間） 

2022 年度⼤丸⾃治会 11 ⽉定例会議事録 
 
⽇時︓2022 年 11 月 6 ⽇ 16:00〜18:00 
場所︓大丸自治会館にて 
招集︓会⻑ 張 照雄 
対象者︓各班⻑、関連団体代表（からたち会、サポート部、⺠⽣兼児童委員、荏田南連合） 計 31 名 
（欠席 2 名︓ライブ 4 班、荏田南連合代表） 
 
議題︓ 
１．荏田南連合⾃治会 定例会・総会の報告事項 
1-1．市連依頼・報告事項 
1-1-1. 年末年始のごみと資源物の収集⽇程について 
1-1-2. バッテリーの取り外せない充電式小型家電の出し方について 
1-1-3. 横浜みどりアップ計画 3 か年 実績概要リーフレット作成等について 
1-1-4. 用途地域等の⾒直し都市計画市素案(案)の縦覧及び意⾒募集について 
1-1-5. 「(仮称)よこはま防災パーク」の創設に向けた市⺠意⾒募集の実施について 
1-1-6. 自治会町内会加入促進用動画について 
1-1-7. 2022~2025(素案)の公表とパブリックコメントの実施について 

 
1-2．区関係報告・依頼事項 
1-2-1. 都筑区⺠⽣委員児童委員協議会 広報紙「都筑の和」第 26 号について 
1-2-2. 都筑区区⺠⽂化センターニュース第 8 号について 
1-2-3. 都筑区自治会町内会加入促進に関するお知らせについて 
1-2-4. 広報紙緑ジンの発⾏について 
1-2-5. 都筑区 NPO 法人情報誌「tsuzuki ANCHOR」第 5 号の発⾏について 
1-2-6. 横浜ビー・コルセアーズ「都筑区応援 day」について 
1-2-7. 「つづきウォーク&フェスタ」イベント参加者募集ポスターの掲示について 
1-2-8. 都筑区社会福祉協議会「食のお渡し会」の実施について 
1-2-9. 災害時要援護者支援事業「つづき そなえ」に関するアンケート調査の結果について 
1-2-10. ⼀⻫改選に伴う⺠⽣委員・児童委員、主任児童委員の推薦状況及び委嘱状伝達式の御案内について 
1-2-11. 令和 5 年度都筑区消防出初式の開催について 
1-2-12. 感染対策(規模縮小︓出席者 300 人程度)の下での令和 5 年度都筑区賀詞交歓会の開催に向けた検討状
況について 
1-2-13. 令和 4 年度都筑区自治会町内会永年在職者表彰式について 
1-2-14. 119 情報について 
1-2-15. 治安情勢等について  
 
上記情報は区役所 HP から閲覧可能なので詳細はそちらへ 
 
  

回 覧 



1-3. 配布物・回覧物 
下記の通り 

 

 

 
 
1-4．荏田南連合⾃治会 
1-4-1. 楽しくウォーキング 10/15 開催済み 

→関連各位、ご協⼒ありがとうございました。 
 
1-4-3. 区⺠まつり 11/3(祝) 10:00~ 

→砂の広場で荏田南連合が“うどん屋”を出店します 
 
1-4-4. 「そなえちゃんカード」新規登録・更新作業のお願い 
     STEP1︓会⻑と⺠⽣・児童委員で新規登録者と更新者の対象者を確認する 
     STEP2︓新規登録者には必要書類を渡す 
     STEP3︓11/5(土)に照合作業に持参する 
     STEP4︓新規登録者には控えと安心情報キットを、後⽇お届けする 
     そなえちゃんカード照合⽇程・・・11/5(土)かしの木台ハイツ集会所 大丸は 14:00~ 
     →各班⻑は 11/6(⽇)の自治会定例会に回収した「申込み書」を持参し、⺠⽣委員へお渡しする 
 
1-4-5. 連合自治会防火拠点訓練＋大丸自治会防災訓練 11/20(⽇) 
     11/20(⽇)に独自で⾏なわれる各自治会において防災訓練時に「そなえちゃんカード」登録者の安否確認、 

避難誘導を組み込む。防災担当から詳細は連絡あります。 
      ⇒去年までは縮小開催でしたが、今年度は荏田南連合主催で従来通りの規模で実施する。 
      11/20(⽇)10:30~ 荏田南小学校 
      大丸自治会の班⻑・役員は 10:30 に荏田南小学校グラウンドに集合(基本全員) 
      ※集合場所/避難所での避難カード記入の訓練はグランノアの班⻑のみ 
     
⇒⼤丸⾃治会も例年通りの独⾃の防災訓練を全班対象に実施し、そのあと荏田南連合の防災訓練に合流する 

☆全世帯対応事項︓11/20(日)8:00 までにバンダナを掲示する(回覧資料あり) 
      ⼤丸⾃治会班⻑・⺠⽣委員︓11/20(日)10:00 に⾃治会館集合(安否確認結果の紙を持参する) 
                        「そなえちゃんカード」登録者の安否確認、避難誘導を組み込む 



２．⼤丸⾃治会 関連 
2-1．自治会加入／退会の確認 (張会⻑) 
   →10 月末時点の会員数（世帯数︓395→397、賛助会員数︓21 年度は 10→22 年度が 6） 
     *10 ⽉度からの変更あり(10 ⽉ 6 班より 2 世帯加入:11 ⽉度分より会費発⽣) 
    定例会において、各班の加入／退会状況を確認する。 
 
2-2. 防犯パトロールとからたち公園の掃除について（張会⻑） 
   →⽇時と担当を確認する 
      防犯パト︓11/9(水)、16、30  20:00 カラタチ公園出発 
    からたち公園掃除︓11/12(土) 9:00~10:00 *倉庫の荷物出し(防災担当は要不要判断お願いします) 

 
2-3. 助成⾦の申請について（張会⻑） 
   →都筑区地域防犯活動助成⾦返還の納付完了(38,000 円) ※2-4-4.会計報告と同じ内容 
 
2-4. 会計関連の報告について (会計 館) 

2-4-1. 令和 4 年度都筑区体育協会への会費 9,875 円を納入 (1 世帯 25 円) 
2-4-2. 荏田南小学校運動会お祝い⾦ 5,000 円 
2-4-3. 保険料 2 種の引き落とし完了 
      賠償責任火災保険料(東京海上⽇動火災保険/R1 9/8~R6 9/8 5 年契約) 43,850 円 
      賠償責任傷害保険料(東京海上⽇動火災保険/R4 9/8~R5 9/8 1 年更新) 48,550 円 
2-4-4. 都筑区地域防犯活動助成⾦返還請求を受け、38,000 円を返⾦完了 

   ※令和 3 年度の事業実績により使用した⾦額が交付された助成⾦に満たなかったため 
    2-4-5. 赤い⽻根共同募⾦寄付⾦集計について 
         回収した封筒には班名を記載してください。12 月度定例会で受付締め切りです 
 
2-5. 大丸自治会の PC、WEB 環境について (広報 WEB 内田、田山) 
   →大丸自治会備品のノート PC・WEB 環境について 
   →WiFi 契約にあたり、法人名義での契約ができないことが判明した。 
   →1 年タイプの SIM カード＋WiFi ルータ購入で進める 

→ルータ、SIM カードを購入しました。また、ホームページ管理費を支払いました。 
① PC＋5 年保証サービスパック   \95,800+\26,400 =\122,200  
② NEC モバイルルータ PA-MP02LN-SW \7,599 
③ 1 年データ SIM(Docomo/20GB)   ￥4,880 
④ ホームページサーバ契約料（年額）   ￥4,125 
⑤ ドメイン使用料(年額)    \1,793      

    →ホームページのパスワードについて（変更案資料あり） 
     ⇒①現状仕様で定期的に PW を更新する。費用対効果が高いが、PW の周知方法を考慮する必要あり 
     ⇒大丸に関連した質問がランダムに出題され、回答する方式。部外者でも正解してしまう可能性あり 
     ⇒自分の氏名(or 会⻑の氏名)を入⼒する方法。ユーザーマスタのメンテが必要。部外者もアクセスが可能 
     ⇒アクセス希望者に PW を発⾏する。ユーザーマスタと PW マスタの維持が大変 
     ⇒ワンタイム PW の発⾏方式 
     ⇒追加案︓1 ヶ月ごとに PW を設定しておき、1 年分の PW を事前に通知しておく 
      ⇒現実的なところだと、①案か追加案になりそう。次回まで考えておく 



        ⇒班⻑ LINE で 3 ヶ月ごとに配るのはどうか︖ 
        ⇒班⻑はその対応で大丈夫と思います。そもそもは班⻑以外の自治会員が⾒れるように設定したい背景 
        ⇒閲覧したい方に個別に PW をお知らせするのはどうか︖ 
        ⇒それで問題なさそう。班⻑ LINE グループを設定して班⻑・役員へお知らせします 
 
＊＊＊10 月度議事録より＊＊＊ 
 ⇒大丸自治会 HP について 
    ・HP から議事録を⾒る・編集するには、班⻑専用ボタン【******+年度数字】を入れて「班⻑専用 HP」に入れ、 

再度 PW が求められ、【******+年度数字】(最初と同じ)を入⼒すると、閲覧が可能となっており、 
⼆重管理のようになっている。これは修正していく。 

    ・PW の周知方法、ポリシールールについて 
     PW の周知方法︓今後会員が閲覧する際に PW は回覧でよいのか︖個別に封筒で配布するか︖ 
     PW 更新ルール︓年⼀回、数字部分を変えているが、3 か月毎や、予測できないような PW にするなど、 

セキュリティを考えないといけない。 
   ⇒セキュリティ面から PW 設定は予測できないような設定が望ましい。 
 
2-6. 大丸自治会 HP の運営・維持の委託にについて（張会⻑） 
   →外部の専門家(大丸自治会所属の河村さん︓KAWAMURA GENERAL STORE)に半年単位で業務委託費用
を支払うよてい 
   →今後、大丸自治会の【公式 LINE】を⽴ち上げたい 
     Line でお友達登録していれば、各種案内をリアルに送付することができる 

また、定例会議事録や紙ベースでの回覧部数を削減、印刷代・紙代の費用削減、総務・広報・各班⻑の工数削減
に繋がる 
    →大丸自治会の公式 LINE は申請が通らなかった。 
    ⇒自治体加入世帯全体の LINE でのお知らせについてはペンディングとします 
    ⇒班⻑連絡用 LINE グループを設定して班⻑・役員へお知らせします(2-5.と同じ) 
 
2-7. 大丸自治会の広報名簿修正およびマンション調査について（広報 澤出） 
   →現在の自治会加入/非加入および⺠⽣委員の全⼾配布の状況に応じて、広報名簿の更新が完了しました 
     非加入世帯で全⼾配布資料の部数を 350 部へ修正 
   →⺠⽣委員ご協⼒のもと、マンション調査資料を最新へ更新(前回 H26 年度) 
   →班⻑資料⑬、広報名簿の差し替えをお願いいたします。班⻑ファイル、マンション調査状況の追加をお願します 
   ⇒10 月時点で 6 班の 2 世帯の加入、ルミエールの全⼾配布を 6 班班⻑さんが実施頂けるので、修正予定です 
   ⇒毎月変動するので手書き修正の対応としたいとおもいます 
 
2-8. 班⻑資料の更新について (総務 座間) 
   →班⻑資料⑦、賛助会員情報を最新状況へ更新しました。 

→班⻑資料⑪、掲示板情報を最新状況へ更新しました。 
班⻑ファイル内の資料差し替えをお願いいたします 

 
  



2-9. 12 月の大丸自治会イベントについて（イベント代表 和田さん） 
   →イベント部で「抽選会・お楽しみ会」の詳細を決定。別紙にて説明する 
   ⇒12/11(日)︓10~12 時、13~15 時(2 部制) 
   ⇒くじ引きは 1 世帯 1 回のみ。ゲーム 3 種については追加参加者も有料で参加頂ける対応にします。 
   ⇒12/10(土)︓事前準備(イベント係) 
   ⇒12/11(⽇)︓当⽇お手伝い 8 名︓内田さん、館さん、池畑さん、秋山(若)さん、張さん、+3 名募集中 
 
   ※他自治会でも「もちつき大会」の代わりのイベントを模索している自治会が多い。 

みんななやんでいるが、何かしらスタートしないといけないと 
 
2-10. からたち公園の倉庫について (張会⻑) 
   →⽼朽化(約 20 年前)でネズミが巣くってしまった 
   →現在の倉庫の撤去および⼀体型の倉庫の新設の⾒積もりを取得 

既存撤去・新規倉庫設置費用︓407,000 円 *10 月度議事録資料で回覧済み 
   →10 月度の大丸自治会で承認が得られました。11/12 の工事予定で手配中。 
   ⇒区役所 4F の土木事務所に倉庫設置の相談にいきます 
   

※⇒土木事務所への相談結果（※定例会以降の対応事項を記載） 
  ・背景として自治会員より公園内の倉庫建て替えには土木事務所への申請が必要ではないかと注意喚起があった 
  ・会⻑引継ぎファイルから、公園占用許可 2 枚を⾒つけて、11/7(月)に土木事務所へ相談実施（張会⻑対応） 
  ・許可証は 2 か所で、5m2 と 6m2 の面積、今回建て替えるのは 6m2 の部分。許可期限は 2023 年 3 月 31 ⽇ 
  ・⽼朽化等による建替えは、許可証の期間内であれば如何なる理由であろうと、土木事務所が許可する必要があることが
わかった 

→今回、申請許可期間内の建て替えであるため、 
11/12 の工事に間に合うように土木事務所が申請許可する形で進めることを土木事務所と整合した 

 
  ・⼀方で、いくつか問題点（条例違反含めて）があることがわかった。詳細経緯まで分からないが、現在の倉庫設置申請

後に条例が制定されたと推測される 
① 基本的には 1 公園 1 自治体は 1 つの防災用備品倉庫が望ましい 
② 現在の倉庫はＵ字排水溝の上に設置されている(現状 U 字排水溝に土砂がたまっていてわかりにくくなっている) 
③ 仮に公園愛護会名義でもう⼀つ申請しても、3m2 以下の面積になり、用途も公園掃除用具に限定される 

  ・他情報として、土木事務所の方でからたち公園の再整備計画があり、現在の許可申請が来年度更新されるかどうかを、 
   大丸自治会へ相談する予定でいたらしい 
   
  ・以上より、違反項目を抱えながら今回の買い替えに着手することになるが、1 つ 2 つでも解消する方向が 

今後検討すべき課題になる。解決案としては、 
    案１）土木事務所が将来、今の倉庫を避けた形で排水溝を設置する 
    案２）防災用備品倉庫はどれか 1 つに集約し、もう⼀つは 3m2 以下の小さい物置にして掃除用具のみを収納する 
 
2-11. 大丸子供会について (張会⻑) (再掲) 
   →大丸自治会より子供会用予算 15 万円のうち 5 万円を支払い予定  

・大丸子供会への入会者については、連合直轄の子供会で⼀時預かることとなった 
・大丸で 20 人以上の参加者がいれば、大丸子供会の復活の活動を始める 



   →5 班の新規転入 2 世帯が加入意向を示している。連合からはまだ０ 
 
2-12. からたち会について（張会⻑） 
    →9/4 に規約と補助⾦について、からたち会会⻑と打合せ 
    →規約の変更について確認する(9 月度) 

→来年度から自治会からの補助⾦を 1000 円/人＋5 万円とする(からたち会会⻑と整合済み/10 月度) 
    ⇒からたち会より規約変更に関して進捗情報はなし 
 
＊＊＊前回議事録より＊＊＊ 
    ⇒これまでは⼀律で 15 万の補助⾦であった。 

⇒補助⾦はからたち会へ 5 万円+大丸自治会会員 1 人につき 1000 円を支給するように来年度から変更予定 
例）2022 年度は 36 名(自治会加入人数)であるため、5 万+1000 円×36 人=86,000 円になる。 

    補助⾦は大丸自治会会員 1 人につき 1000 円の支給としたい（張会⻑） 
  ⇒昨年度の会費 2200 円/人は非自治会員か︖ 
  ⇒そうだ（からたち会） 

 
2-13. 区のアドバイザー派遣について（張会⻑） 
   ●6/17(⾦) 第１回 オンライン事前打ち合わせ (張会⻑、座間総務)  
   ●7/24(⽇) 第 2 回 Zoom オンライン打合せ (5 役、⺠⽣委員 2 名)   
    →次回は大丸自治会内で内容を揉んでから水津先⽣へ相談 
    →第３回(最終回)の⽇程を調整中 
 
2-14. 今期大丸自治会の残りの課題整理・明確化 (張会⻑) 
    以下、４）会費に関して班⻑・役員へアンケートを実施しますので、回答を総務座間へ渡してください。 
 

１）来年度予算からカラタチ会の交付⾦について会員減少による会費減額の⾒直し︓対応済み 
   ２）カラタチ公園の備品倉庫の買替えと防災・祭り備品の点検整備︓対応済み 倉庫新設実施、備品点検 
   ３）会館のネット環境構築と新しい PC を整備︓対応中 
   ４）HP 以外に大丸の公式 LINE を⽴上げて、班⻑の回覧配布作業を半分に減らしたい︓中止 
   ５）来年度会費を据え置きの代わりに、各種募⾦はすべて予算化し、別途徴収作業をやめる︓アンケート実施 
   ６）子供会を復活させたい︓荏田南連合へ確認中 
   ７）大丸自治会のオリジナルイベントを年内⼀回開催したい︓今年度のお楽しみイベント︖ 
   ８）今期の班⻑の懇親会/忘年会を実施したい︓未計画 
   ９）会員交流のために会館で定期的にオープンカフェや料理教室などを外部の団体と連携して実施したい︓未計画 
 
2-15. 来年度班⻑選出のお願い (張会⻑) 
  →各班⻑は 12 ⽉期の定例会(12/4)までに来年度の班⻑を選出し、 

了承を得た上で 12 ⽉期の定例会で次期班⻑の氏名を報告する。 
  →12 月定例会で次年度班への引継ぎ関連の資料をお渡しします(総務座間) 
  ⇒高齢者世帯のときはどうしたらよいか︖PC や LINE、役職には就けないと考えられる 
  ⇒役職や防犯パト等は免除してもよいので、引受けられるか打診してみる方向 
 
【次回⽇程】  12 月 4 ⽇（⽇）1６時より 大丸自治会館                            以上 


