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１、令和３年度事業報告及び収支決算承認の件

（１）令和３年度事業報告
①実施事項 ※中止の行事も含みます

月日（曜日） 行事名（活動） 出席者，内容等

4月11日(日) 自治会定例会 役員，班⾧

4月11日(日) かたつむり公園清掃 会員

4月11日(日) 自治会会計監査 会⾧，会計，監査

4月13日(火) 回覧板ナビ発行 広報部

4月15日(木) 折本児童見守り（中止） 防火防犯防災部

4月15日(木) 総会資料印刷 会⾧，広報部

4月23日(金) 都田連合定例会 会⾧，副会⾧

4月25日(日) 防犯パトロール(雨天中止) 防火防犯防災部

4月25日(日) 自治会総会 4月書面総会

5月9日(日) かたつむり公園清掃 会員

5月9日(日) 自治会定例会 役員，班⾧

5月12日(水) 回覧板ナビ発行 広報部

5月12日(水) 「かたつむり 号外」発行 広報部

5月14日(金) 折本児童見守り 防火防犯防災部

5月20日(木) 折本小教育振興会 会⾧

5月23日(日) 消費生活推進員定例会，役員顔合わせ 消費生活推進員

5月24日(月) 都田連合定例会 会⾧，副会⾧

5月25日(火) 防犯パトロール 防火防犯防災部

5月29日(土) ハマロードサポーター陽光歩道橋清掃 ハマロードサポーター

6月13日(日) かたつむり公園清掃 会員

6月13日(日) 自治会定例会 役員，班⾧

6月13日(日) ４丁目菜園収穫祭ジャガイモ掘り 福利厚生部,子供会

6月14日(月) 折本児童見守り 防火防犯防災部

6月16日(水) 回覧板ナビ発行 広報部

6月21日(月) 折本小スクールゾーン防犯対策会議 会⾧

6月23日(水) 都田連合定例会 会⾧，副会⾧

6月25日(金) 奉賛会例会 奉賛会

6月25日(金) 保健活動推進定例会 保健活動推進員

6月25日(金) 防犯パトロール 防火防犯防災部

6月28日(月) 七夕飾り(かたつむり公園内設置のみ) 福利厚生部,子供会

7月11日(日) かたつむり公園清掃 会員

7月11日(日) 自治会定例会 役員，班⾧

7月12日(月) 保健活動推進活動 保健活動推進員

7月14日(水) 回覧板ナビ発行 広報部

7月15日(木) 折本児童見守り 防火防犯防災部

7月17日(土) 消費生活推進員定例会，駅前ティッシュ配り打ち合わせ 消費生活推進員

7月17日(土) みんなで体操会 仲四志クラブ

7月25日(日) 防犯パトロール 防火防犯防災部

7月26日(月) ラジオ体操 福利厚生部,子供会

7月26日(月) 都田連合定例会 会⾧，副会⾧

8月1日(日) 奉賛会会計報告、大熊杉山神社清掃 奉賛会

8月8日(日) かたつむり公園清掃 会員

8月8日(日) 自治会定例会 役員，班⾧

8月11日(水) 回覧板ナビ発行 広報部

8月22日(日) 横浜市⾧選挙 選挙委員会

8月25日(水) 防犯パトロール 防火防犯防災部

8月25日(水) 都田連合定例会 会⾧，副会⾧

8月26日(木) ラジオ体操 福利厚生部,子供会

9月4日(土) 保健活動推進定例会（ＺＯＯＭ会議） 横浜保健活動推進員

9月12日(日) かたつむり公園清掃 会員

9月12日(日) ４丁目菜園草むしり 会員

9月12日(日) 自治会定例会 役員，班⾧

9月12日(日) 近藤記念ナチュラルガーデン花壇植樹 ハマロードサポーター

9月15日(水) 折本児童見守り（中止） 防火防犯防災部

9月15日(水) 回覧板ナビ発行 広報部

9月19日(日) 敬老会（演奏会配信用動画撮影のみ）、お祝い贈呈 福利厚生部

9月24日(金) 都田連合定例会 会⾧，副会⾧

9月25日(土) 防犯パトロール 防火防犯防災部

9月29日(水) 大熊杉山神社例大祭（中止） 奉賛会
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10月2日(土) ハマロードサポーター陽光歩道橋清掃 ハマロードサポーター

10月3日(日) 区民まつり（中止） 保健活動推進員

10月10日(日) かたつむり公園清掃、クリーン作戦 会員

10月10日(日) 自治会定例会 役員，班⾧

10月10日(日) クリーン作戦 会員

10月13日(水) 回覧板ナビ発行 広報部

10月14日(木) 折本児童見守り 防火防犯防災部

10月17日(日) 駅前にて悪質商法の勧告ティッシュを配布 消費生活推進員

10月21日(木) 協賛会員訪問 役員

10月25日(月) 防犯パトロール 防火防犯防災部

10月27日(水) ４丁目災害時非常食料備蓄 防火防犯防災部

10月，11月 家庭防災員研修受講 家庭防災員

11月8日(月) 災害時備蓄食料受領（保存パン５００食） 役員

11月13日(土) 地域防災拠点運営委員会 代表者会議 地域防災拠点運営委員

11月14日(日) かたつむり公園清掃 会員

11月14日(日) ４丁目菜園収穫祭さつまいも掘り 福利厚生部,子供会

11月14日(日) 自治会定例会 役員，班⾧

11月15日(月) 折本児童見守り 防火防犯防災部

11月17日(水) 回覧板ナビ発行 広報部

11月20日(土) 都田地区懇談会 会⾧

11月22日(月) 都田連合定例会 会⾧

11月25日(木) 防犯パトロール 防火防犯防災部

11月27日(土) 横浜市災害用備蓄食料配布 副会⾧

11月27日(土) 焼き芋大会＆防災訓練 会員

11月27日(土) カタツムリ公園子供会花壇作り 子供会

12月12日(日) かたつむり公園清掃 会員

12月12日(日) 自治会定例会 役員，班⾧

12月15日(水) 折本児童見守り 防火防犯防災部

12月15日(水) 回覧板ナビ発行 広報部

12月24日(金) 都田連合定例会 会⾧

12月27日(月) 年末パトロール 防火防犯防災部

12月28日(火) 年末パトロール 防火防犯防災部

12月29日(水) 大熊杉山神社すす払い 奉賛会

1月1日(土) 大熊杉山神社歳旦祭 奉賛会

1月9日(日) かたつむり公園清掃 会員

1月9日(日) 自治会定例会 役員，班⾧

1月9日(日) 「かたつむり第１８号」発行 広報部

1月12日(水) 回覧板ナビ発行 広報部

1月14日(金) 折本児童見守り 防火防犯防災部

1月24日(月) 都田連合定例会 会⾧，副会⾧

1月25日(火) 防犯パトロール 防火防犯防災部

2月3日(木) 節分飾り(かたつむり公園内設置のみ) 福利厚生部,子供会

2月13日(日) かたつむり公園清掃 会員

2月13日(日) 自治会定例会 役員，班⾧

2月15日(火) 折本児童見守り 防火防犯防災部

2月16日(水) 回覧板ナビ発行 広報部

2月17日(木) 防犯のぼり整備 防火防犯防災部

2月19日(土) 地域防災拠点防災訓練（中止） 会員

2月24日(木) 都田連合定例会 会⾧，副会⾧

2月25日(金) 年末パトロール 防火防犯防災部

3月12日(土) 地域防災拠点防災備蓄庫点検 防火防犯防災部

3月13日(日) かたつむり公園清掃 会員

3月13日(日) 自治会定例会 役員，班⾧

3月13日(日) ４丁目菜園ジャガイモ種植え 福利厚生部,子供会

3月15日(火) ふれあい会グランドゴルフ大会 仲四志クラブ

3月15日(火) 折本児童見守り 防火防犯防災部

3月16日(水) 回覧板ナビ発行 広報部

3月19日(土) 小学校卒業生へお祝い贈呈 子供会

3月23日(水) 都田連合定例会 会⾧，副会⾧

3月25日(金) 防犯パトロール 防火防犯防災部

3月25日(金) 年末パトロール 防火防犯防災部

みんなで体操会（毎週木曜日と土曜日） 仲四志クラブ
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（２）令和３年度収支決算報告

【収入の部】 ［単位：円］

令和３年度予算 令和３年度実績 説明

600,000 578,900 300円×12×151世帯、賛助会員5店

110,000 118,437 (有)大興資源

地域活動推進費補助金 105,000 105,000 700円×150世帯

防犯灯維持管理費補助金 0 0 所有防犯灯なし

町の防災組織活動費補助金 24,000 24,000 160円×150世帯

広報配布謝金 39,600 37,716 17円×12×180世帯，4円×4×180世帯，-17円×10世帯退会

地域防犯活動助成金 38,000 38,000 防犯パトロール車両なし

事業収入 50,000 9,107 募金活動謝金、サマーフェスタと節分祭は中止

寄付金・祝金等 0 67,300 各募金活動、寄付金、祝金

その他収入 10,000 19,143 各戻し金、他雑入、受取利息 、防災活動支援金（防災拠点）

前年度より繰越金 1,209,910 1,209,910 現金32,865円，預金1,177,045円

収入計 2,186,510 2,207,513

【支出の部】
会議費 40,000 27,221 総会費用、定例会費用、会場費を除く

事務費 10,000 22,873 什器備品代、印刷代、振込手数料

人件費 0 0

会場借上費 10,000 14,000 会場借り上げ費

その他 20,000 0 退会精算300円,交通費

事務費 小計 80,000 64,094

環境事業費 70,000 67,481 公園清掃、クリーン作戦、美化、菜園管理

安全、安心環境づくり事業費 100,000 27,299 監視カメラ、ホワイトボード

社会教育事業費 100,000 0 青少年育成補助、中止

レクリエーション費 300,000 34,630 年末防火パトロール、芋掘り、ラジオ体操

福利厚生事業費 150,000 98,173 敬老会、老人会補助

文化事業費 20,000 0 かたつむり発行

その他 100,000 51,935 協賛金・負担金、会費・分担金、研修費

事業費 小計 840,000 279,518

920,000 343,612 ①

地域防犯灯維持管理費 0 0 防犯灯修理費，所有防犯灯なし

町の防災組織活動費 200,000 127,410 防災備品、備蓄食料

地域防犯活動費 100,000 51,039 防犯掲示板作成費、防犯パトロール

小計 300,000 178,449 ②

1,220,000 522,061 ①＋②

会館建設積立金 100,000 100,007 受取利息分7円

交際費 50,000 0 各種分担金・会費は協賛金へ

慶弔費 50,000 5,000 山本家ご香料

懇親会費 50,000 0 都田連合歓送迎会

寄付金・募金 50,000 67,300 各募金

予備費 0 0

その他 0 6,552 前年補助金返還分

小計 (補助対象外) 300,000 178,859 ③

1,520,000 700,920 ①＋②＋③

666,510 1,506,593 現金96,700円，預金1,409,893円

2,186,510 2,207,513支出総合計

項目

会費

資源回収

地域活動推進費 補助対象予定経費

支出合計

次年度繰越金

補助事業費計

補

助

金

そ

の

他

事

務

費

事

業

費

補

助

事

業

費

そ

の

他
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財産 冦ｩ��

令和4年3月31日

1､　現金及び預金､別途積立金

現金

(1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　96,700円

(2)　　　預金(ゆうちょ銀行)　　　　　　　1,409,893円

合　計

(3)　　　別途積立金

会館建設積立金

上記の通り報告します｡

1,506,593円

1,000,143円

仲町台4丁目自治会会長

押田　樹幸

2､　監査報告

令和3年収支決算ならびに､上記内容を監査した結果

正確なることを承認します｡

令和4年夕月/0日

監事　　　佐々木　知久

室一

監事　　古川　いずみ　｢薄幸

3､什器備品

※　エンジン付き草刈り機

※　テント　3mx3m

※　防災用ランタン

※　防災倉庫

※　発電機

※　CD付ラジオ

※　ラジオ付き充電式拡声器

※　非常用トイレ･ブースセット

※　公園掲示板

※　ホワイトボード

※　監視カメラ

※　非常用備蓄食料
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２、令和４年度事業計画（案）および収支予算（案）承認の件

（１）令和４年度事業計画（案）

令和４年

毎週 木曜日,土曜日 みんなで体操会

毎月 第２日曜日 １０時～１２時 自治会役員定例会

毎月 第２日曜日 ８時 かたつむり公園清掃

（但し８月、１２月～２月を除く）

毎月 ２５日 １９時～防犯パトロール

毎月 １５日前後 折本小学校学童誘導

 ４月２４日 第１１回定期総会

 ４月３０日 陽光歩道橋清掃（ハマロードサポーター）

 ５月 自治会費、賛助会費の徴収（１世帯300円×12ヶ月）

 ５月 ８日 花壇手入れ（ハマロードサポーター）

 ６月 クリーン作戦

ジャガイモ収穫体験

 ７月 七夕祭、かたつむり発行

 ７月２３日 陽光歩道橋清掃（ハマロードサポーター）

 ７月、８月 ラジオ体操、スイカ割り、社会見学会

 ８月 サマーフェスタ（花火大会）

 ９月 敬老会

１０月 さつま芋掘り収穫体験

グランドゴルフ大会

１１月 地域防災拠点訓練（折本小学校）

赤い羽根共同募金

クリーン作戦

焼き芋大会

消防訓練

１１月１９日 陽光歩道橋清掃（ハマロードサポーター）

１２月 年末助け合い募金

年末防犯パトロール

令和５年

 １月 かたつむり発行

 ２月 節分祭

 ３月 社会見学

この他、昔遊び等を計画しています。

[6]



（２）令和４年度収支予算（案）

【収入の部】 ［単位：円］

令和３年度実績 令和４年度予算 説明

578,900 618,000 300円×12×155世帯、10,000円×賛助会員6社

118,437 110,000 (有)大興資源

補助金 地域活動推進費 105,000 108,500 700円×155世帯（対象経費の３分の１まで）

防犯灯維持管理費補助金 0 0 所有防犯灯なし

町の防災組織活動補助金 24,000 24,800 160円×155世帯

広報配布謝金 37,716 39,600 220円×180世帯

地域防犯活動助成金 38,000 38,000 防犯パトロール車両なし

その他 事業収入 9,107 50,000 サマーフェスタ、節分祭、募金活動謝金

寄付金・祝金等 67,300 0 各募金活動、寄付金、祝金

その他収入 19,143 10,000 他雑入、受取利息

前年度より繰越金 1,209,910 1,506,593 現金96,700円，預金1,409,893円

収入計 2,207,513 2,505,493

【支出の部】
事務費 会議費 27,221 40,000 総会費用、定例会費用

事務費 22,873 20,000 什器備品代、印刷代、振込手数料

人件費 0 0

会場借上費 14,000 10,000 会場借り上げ費

その他 0 20,000 交通費、退会会費清算金

事業費 小計 64,094 90,000

事業費 環境事業費 67,481 70,000 クリーン作戦、ゴミ集積場改善、美化、地域菜園管理

安全、安心環境づくり事業費 27,299 100,000 ゴミ集積所設備、各設備修繕費

社会教育事業費 0 100,000 青少年育成補助

レクリエーション費 34,630 300,000 ラジオ体操、サマーフェスタ、節分祭、年末パトロール

福利厚生事業費 98,173 150,000 敬老会、老人会補助

文化事業費 0 20,000 かたつむり発行

その他 51,935 100,000 協賛金・負担金、会費・分担金、研修費

事業費 小計 279,518 840,000

343,612 930,000 ①

補助事業費 防犯灯維持管理費 0 0 防犯灯修理費，所有防犯灯なし

町の防災組織活動費 127,410 200,000 防災備品、備蓄食料、防災資料印刷

地域防犯活動費 51,039 100,000 防犯パトロール、防犯備品

災害時要援護者支援事業費 0 0 調査費、活動費

家庭防災員自主活動費 0 0 研修費、活動費

小計 178,449 300,000 ②

補助事業費計 522,061 1,230,000 ①＋②

その他 会館建設積立金 100,007 100,000 年100,000円+受取利息分

交際費 0 50,000 参加費（各種分担金・会費は協賛金へ繰入）

慶弔費 5,000 50,000 お祝い金、ご香料

懇親会費 0 50,000 他団体との懇親会

寄付金・募金 67,300 50,000 他団体事業への寄付

予備費 0 0

その他 6,552 0 前年補助金返還分

小計 178,859 300,000 ③

700,920 1,530,000 ①＋②＋③(令和1年度予算は1,750,000円)

1,506,593 975,493

2,207,513 2,505,493支出総合計

項目

会費

資源回収

地域活動推進補助対象経費

支出合計

次年度繰越金
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３、令和４年度 仲町台４丁目自治会役員（案）

氏名 委員会 番地 自宅電話

押田 樹幸 ９班 16-8 942−3500

玉城 良三 ３班 仲四志クラブ会⾧ 10-23 942−1748

宮下 幾子 １０班 ハマロードサポーター 16-18 943−9800

藤江 幸王 １０班 奉賛会 16-1 947−1637

部⾧ ⾧嶋 紀孝 ６班 班⾧ 7-7 532−9921

副部⾧ 城後 幸子 ９班 班⾧ 16-9 943−9210

大高 進 ５班 5-7 943−3499

古川 壽男 ５班 5-17 941−9838

部⾧ 堀内 涼 ４班 班⾧ 10-6 308−4881

副部⾧ 藤江 幸王 １０班 地域防災拠点運営 16-1 947−1637

部⾧ 小柏 和恵 １班 班⾧ 2-29 080-6753-0088

副部⾧ 角田 真紀 １０班 班⾧ 12-8 534−6951

顧問 猪木 孝悦 １０班 ホームページ管理 16-18 942−8705

部⾧ 味水 里奈 ５班 班⾧ 7-13-C-1 090-5004-6869

副部⾧ 五十畑 裕之 ２班 班⾧ 8-34-101 090-4678-3155

顧問 本村 キョウ ５班 5-7 942−2286

顧問 大頭 りょう子 １班 2-23 943−4168

部⾧ 釜石 孝 ３班 班⾧ 10-21 944−1068

副部⾧ 手塚 時子 １１班 班⾧ 23-5 943−0016

副部⾧ 渡辺 正民 ８班 班⾧ 14-15 941−3507

顧問 伊藤 義明 ７班 3-16 941−1430

顧問 ⾧谷 正二 ５班 6-1 942−7116

部⾧ 鶴  由美子 ７班 班⾧ 4-1 945−7083

顧問 日野 豊 ７班 4-2 942−5409

武田 尚子 １班 2-31 942−5290

日野 ちどり ７班 4-2 942−5409

※相談役、監事、顧問は必要に応じ、定例会、その他の会議に出席願う。

相談役（防災）

相談役（総務関連）

監事

福利厚生部

防火防犯防災部

環境部

所属

総務部

広報部

副会⾧

会⾧

役職

明るい選挙推進協議会

会計
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３−１、自治会規約 第６条１）副会⾧人数変更の件
自治会役員体制の強化を目的として規約を変更し、副会⾧の人数を

現行２人から３人へ増員する。

第６条（役員の選任） 第６条（役員の選任）

１)会に、次の役員を置く。 １)会に、次の役員を置く。

２．副会⾧ ２人 ２．副会⾧ ３人まで

※規約第１７条（会則の改廃）に則り、総会に於いて３分の２以上の同意を必要とする。

４、その他議案

４−１、自治会館建設継続の件

自治会会館設立計画を継続し、建設予定地を仲町台四丁目

地域菜園管理運営委員会として継続利用する。

変更前 変更後
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会員各位 令和4年4月吉日

仲町台４丁目自治会

会⾧ 押田樹幸

1:日時 令和４年４月２４日（日）午後１時から

2:場所 仲町台地区センター ２階会議室

3:提出議案 （1）令和３年度事業報告及び収支決算承認の件

（2）令和４年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件

（3）令和４年度仲町台４丁目自治会自治会役員（案）承認の件

（4）その他の議案

仲町台４丁目自治会会⾧宛て 令和４年４月  日

住所 仲町台４-       -              氏名

 私議         氏を代理人として定め、下記の権限を委任いたします。

令和4年4月24日に開催される、第11回仲町台４丁目自治会総会の議決に関する全事項。

（代理人の記入がない場合は自治会会⾧を代理人とします）

記

第１１回仲町台４丁目自治会総会のお知らせ

 季節は新緑の一番良い季節ですが、コロナウィルス禍で自宅待機や通勤もままならな

い状況です。充分健康には注意され、この災害を乗り切ろうではありませんか。

 さて、標記の「第１１回仲町台４丁目自治会総会」につきましては予ねて日程をお知

らせ(回覧にて)致しました様に下記の通り開催する運びとなりました。

仲町台４丁目自治会 第１１回定期総会 委任状

 つきましては、何かとご多忙の折とは存じますが、お一人でも多くにご出席ください

ますようご案内申し上げます。 なお当日やむを得ず欠席をされます会員の方は、お手

数ではございますが下記の委任状に記入のうえ、各班⾧へ４月２２日(金)までに提出く

ださいますようお願いいたします。


