
 
作成︓2023 年 2 月 5 ⽇（総務︓座間） 

2022 年度⼤丸⾃治会 2 ⽉定例会議事録 
 
⽇時︓2023 年 2 月 5 ⽇ 13:00〜15:00 
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 1 名︓５班） 
 
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. 統一地方選挙における投票管理者および投票⽴会⼈の推薦依頼等について ☆ポスター掲示あり 
1-1-2. 「自治会町内会に対する依頼の⾒直しに向けたアンケート」へのご協⼒に関する再度のお願いについて 
1-1-3. 令和４年度「自治会町内のための講習会」収録動画の YouTube 配信について 
1-1-4. 山下ふ頭再開発に係る意⾒募集への協⼒について 

 
1-2．区関係報告・依頼事項 
1-2-1. 令和 4 年度「つづき あいフォーラム」について ☆回覧資料あり 
1-2-2. 広報紙緑ジンについて ☆回覧資料あり 
1-2-3. 都筑スポーツ推進委員通信について ☆回覧資料あり 
1-2-4. 衆議院小選挙区の区割り改定について 
1-2-5. 広報よこはま等の配布謝礼⾦⽀払いに係る配布部数(令和４年度下半期分)の確認について 
1-2-6. 令和 4 年度都筑区防災・減災講演会について 
1-2-7. 119 情報について 
1-2-8. 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 
 
1-4．荏田南連合⾃治会 
1-4-1. どんど焼きイベント・・・ありがとうございました 
1-4-2. 連合来年度の⾏事予定  連合自治会総会は 5 月 7 ⽇(⽇)予定 

 

回 覧 



２．⼤丸⾃治会 関連 
2-1．自治会加入／退会の確認 (張会⻑) 
   →1 月末時点の会員数（世帯数︓397、賛助会員数︓22 年度が 6） 
     *11 ⽉度からの変更なし 
    定例会において、各班の加入／退会状況を確認する 
   ⇒退会届けがなく転居された世帯が 1、退会希望世帯が 1 (*2 月に発⽣として名簿更新済み) 
 
   ⇒賛助会員が 10 社から 6 社へ減少している 

1 万円を賛助してもらっているが、今年度はイベントがなくて、企業としてアピールする機会がなくなっている。 
企業側の⽴場に⽴って考えてみると、賛助⾦している意味が薄いと考えられる。 

     来年度から 1 年間の賛助会員費を収集するのを廃止して、イベントごとに協賛⾦を募る形式としたらどうだろうか 
   ⇒グットタイムリビングさんも今年、賛助会員から外れている 

毎年、大丸自治会から敬⽼の⽇のお花(5000 円ほど)を送っているが、それはどうするのか。 
⇒トヨタさんとかホンダさんには何も送っていないので、公平にするためにはお花も送らないで良いのではないか 
⇒会員世帯へは高齢のお祝いの品を贈っているので、他はなくしても良いのではないか 

   ⇒グットタイムリビングの経営⺟体が変わっているので、他に理由があるのではないか 
   ⇒従来は、賛助⾦の他に協賛⾦も募っていた。今後は協賛⾦のみ 1 本化するという考えは良いと思う 
   ⇒賛助会のシステムは無くなるが、今後のイベントの時に、これまで賛助頂いた企業へお手紙を出すということか 
    ⇒そうだ 
 
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︓2 月 15 ⽇、22 ⽇  20:00 カラタチ公園出発 
    からたち公園掃除︓2023 年 2/11(土) 9:00~10:00 *ラスト 
 
2-3. 公園愛護会とからたち公園管理について (⺠⽣委員 三宅) 
   →配布資料あり 
   ⇒公園愛護会の活動が大丸自治会へ引き継がれてから、 

毎月の清掃は実施されているが、公園愛護会の組織を大丸自治会として、きちんと組織して頂きたい。 
   ⇒植栽の手入れ、運動遊具取替え、ベンチ交換など、主導していただき 

⇒名簿には公園愛護会代表ということを明記して頂きたい 
⇒植栽は区役所へ依頼していたのか︖ 
⇒以前は、夕涼み会があったころはその 1 か月前に住⺠(慣れた方)が道具を使って剪定など⾏っていた 

   ⇒愛護会の活動は充実させないといけないと思いますので、来年度への申し送りとして委員を組織したいと思います 
    
2-4. 防災関連（上村副会⻑） 
   ⇒街灯を 1 箇所交換して頂いた(役所対応) 
 
2-5. 会計関連の報告について  (会計 館) 
    2-5-1. 赤い⽻根共同募⾦寄付⾦集計について 
          \28,100(35 世帯) 
    2-5-2. 年末たすけあい募⾦ 
    \27,000(26 世帯) 



   2-5-3. 広報誌配布謝⾦ 
         11/30 に区より広報誌配布謝⾦ \91,520 に入⾦がありました 
    2-5-4. 会館土地借上料納入  

\52,800 
    2-5-5. 町の防災組織活動費補助⾦ 
         1/24 に区より\63,040 の入⾦がありました 
 
2-6. 大丸自治会の PC、WEB 環境について (広報 WEB 内田、田山) 
   ⇒SIM WiFi および PC のセットアップについて、このあと接続確認等を実施する 
   ⇒PC 運用のマニュアル等を整備します 
 
2-7. 大丸自治会 HP の運営・維持の委託にについて（広報 Web 内田） 
   →外部の専門家(大丸自治会所属の河村さん︓KAWAMURA GENERAL STORE)へ業務委託 
   →大丸自治会 HP がウイルスに感染している旨、自治会内住⺠よりメール連絡があった。 

→川村さんへ対応中依頼し、暫定対応 
⇒PW が盗まれて荒らされているという印象だった 
⇒PW を変更して様子をみたが、そのあとは問題ないようです 

 
2-8. 大丸の町内における違法駐⾞について（広報 Web 田山） 
   →自治会内住⺠から、特定場所における違法駐⾞の対応願いのメール連絡があった（別紙詳細） 
     警察にも通報済みで、警察も注意しているが、その場では対応するが 30min-1h でまた元通りになる状況 
   ⇒大丸自治会からの対応としても、自治会から警察に対応して頂くように依頼する 
   ⇒いちど、メールを頂いたご本⼈にも状況を伺った方が良いのでないだろうか。証拠などもあれば、警察に言いやすい 
   ⇒別件だが、からたち公園付近の一時停止のところも取締りをやっている 

これは、地域住⺠から「子供が遊んでいて危ないから取り締まってくれ」という要望があったからという話です 
 
2-9. 12 月の大丸自治会イベントの結果報告（イベント代表 和田さん） 
   →12/11(日)「抽選会・お楽しみ会」を開催しました 

→当⽇の参加者︓63 世帯、ゲーム参加⼈数 70 名 
  ⇒お子様を中心にたっぷり楽しんで頂けました。改善点などもありますが、ご協⼒頂いた方々ありがとうございました。 

⇒タウンニュースの記事へ掲載して頂いた 
 
2-10. 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 

   ⇒大きく変化なく、来年度も連合自治会の子供会へ預けることになる。連合自治会子供会の宮垣さんと連携していく 
 
2-11. からたち会について（張会⻑） 
    →からたち会は会員規定について規約変更を予定している 
     ⇒2022.12 末で変更が決定した。他自治会の会員であっても、からたち会への加入が可能とした 
     （従来は、大丸自治会会員でないと加入できない規約であった） 
    ⇒からたち会内の規約変更対応で完結している 



2-12. 自治会未加入世帯への配布物について（⺠⽣委員 三宅さん） 
    →⺠⽣委員 2 名で 350 部を配布している。かなりの労⼒を使っている 
    ⇒一部の担当を大丸自治会へお願いしたいと考えているので、来年度班⻑さん含めてご検討頂きたい 
     （案）１ 班⻑へ一部振り分け  

2 班︓ 大丸 23 アニマリート 23 部 
      3-2 班︓ 大丸 12 コンフォール 83 部 
      6 班︓ 大丸 4  グランメール、ルミエール、シルバーストーン 48 部 
      ⺠⽣委員継続︓グッドタイムリビング、ディ・ルッソ、ムーン・シャイニー、ビューテラス、ホワイトパレス 196 部 
     
     （案）２ ボランティアへの委託 
      市の広報などは配布謝礼⾦が出るので、これを原資に優勝ボランティアを募る 
       （※現状は⺠⽣委員配布分 42,350 円/年間を自治会へ入⾦している） 
     （案）３ 案 1 と案 2 の組み合わせ 
 
        また、大丸 2(ローソンとみどり保育園の間)に建設中のビルが住居なら、自治会加入を働きかけて頂きたい 
    ⇒来年度班⻑への申し送り事項とします 
 
2-12. 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)   
   ●12/13(火) 第３回(最終回)の Zoom オンライン打合せ(張会⻑、座間総務) 
 
2-13. 今期大丸自治会の残りの課題整理・明確化 (張会⻑) 
    以下、５）会費に関して班⻑・役員へアンケートの集計結果資料を配布します。また班⻑会費について議論したい 
 

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  
   ３）会館のネット環境構築と新しい PC を整備︓対応済み 
   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︓次年度へ引継ぎ 
       予算化の他、自治会費と同じタイミング一括で集⾦する方法など検討 
   ６）子供会を復活させたい︓荏田南連合子供会と連携中 
   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︓対応済み 
   ８）今期の班⻑の懇親会/忘年会を実施したい︓対応済み 
   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 
       ⇒ライブタウンの管理棟でいくつかイベントをやっているので、参考にしたい 
    10) ⺠⽣委員の全⼾配布する資料について、配布方法や分担の⾒直し︓2 月度定例会にて 
       区から配布⾦も出ているので、有償ボランティアというのもあり。班⻑で一部分担するという案もある 
   11) からたち公園の管理と、公園愛護会の活動について実施内容の⾒直し︓2 月度定例会にて 
    
 
 
 



2-14. 次期班⻑引き継ぎ・総会までのスケジュールの説明（総務座間）（再掲） 
  
（１） 総会までの⽇程概略について説明（別紙１）→班⻑︓再度確認をお願いいたします 
（２） 次期班⻑引き継ぎ・総会までのスケジュールを確認（別紙２）→班⻑︓再度確認をお願いいたします 
      

【次期班⻑の初招集／役員の選出会】  
     出席票の回答を 12/14 納期で入手して、12/18(⽇)までに総務座間まで連絡すること。 
     →全班分揃いました。ご対応ありがとうございました。 

 
【班⻑引き継ぎ資料の更新について】  

     各自が、班⻑／役員／役職として引き継ぎ資料の⾒直しを⾏う。 
結果は変更有無にかかわらず、12/18 までに座間に報告する。印刷発注があるため納期厳守のこと。 
→ご対応頂いた役職の方、ありがとうございました。2023 年度の引継ぎ資料冊子を業者にて印刷納品済みです 

 
      【総会資料の作成／総会実施】 ★重要 

      各役員／役職が総会資料を作成。2/5(本日です)、3/23 の 2 回の納期で作成して総務座間へ提出する。 
      印刷発注があるため納期厳守のこと。 
 
（３）定例会時間変更について 
    1 月定例会はなし。２月定例会は次期班⻑の役員役職選出会議、 

３、4 月期は業務引き継ぎを⾏うため、定例会の時間変更します。（例年どおり時間繰り上げ） 
 

   ・２月期︓定例会 13:00〜14:30（現班⻑） 
     役員役職選出会議 15:00〜17:00（参加者︓五役、代表（イベント、広報、福利厚⽣）、各委員+新班⻑） 
   ・３月期︓定例会 15:00〜16:30（全現班⻑＋新五役、新イベント、新福利厚⽣ (2023 年度役員です)） 
            引き継ぎ 16:30〜 （五役、イベント、福利厚⽣） 
   ・４月期︓定例会 15:00〜16:30（全現班⻑＋新五役、他の全ての係 (2023 年度役員です)） 
            引き継ぎ 16:30〜 （五役、他の全ての係） 
 
2-18. 出欠の確認(総務座間) 
 
【次回⽇程】  3 ⽉５日（日）15 時より定例会、 終了後に新役員への引継ぎ 大丸自治会館  
 
 

以上 
                


