
 

下村町内会の最新情報です  令和３年４月０８日掲載 

 ホームページ＋プラス S 令和２年度 №１４   

輝 く 表 彰 三 題  

 下村町内会に関連する「表彰」が三件ありました。まことに嬉しい出来事です。日頃のたゆま

ぬ活動の成果と言えましょう。 

 

    中田西一丁目公園 公園愛護会 舘野規子さん 区長表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

     舘野規子さん          小塚会長 深川区長も集まりました 

 令和三年四月八日、中田西一丁目公園愛護会で十八年の長きにわたって活動してきた 

舘野規子さん（１５－３）が区長表彰を受けました。この日は会長をはじめ、公園愛護会

のメンバーが公園に集い、表彰をお祝いしました。 

 

   環境事業推進員  

矢口秀雄さん 永年勤続表彰  

 永年にわたって町内会の環境事業推進委員を 

務める矢口秀雄さんが表彰されました。 

                  矢口さん（右） 

下村町内会の青少年指導員  

藤原辰也さん、深瀬広好さんが永年１５年勤続表彰を受けました。 

 

    みなさん、おめでとうございます       

 

 下村町内会のホームページを担当している企画部は、令和三年度より、新しい部長のもと、 

さらに内容を充実させ、会員のみなさまの役に立つ情報をお届けできるよう努めてまいります。 

 



 

下村町内会の最新情報です  令和３年３月２３日掲載 

 ホームページ＋プラス S 令和２年度 №１３   

 

 令和二年度企画部活動費 令和二年度の企画部活動費についてご報告いたします。今年

度は企画部の活動として会報を二回発行し、ホームページの更新作業は随時おこないました。 

新型コロナの状況に鑑み、コンビニでコピーする回数を減らし、文書のコピーは自宅のプリン

ターでおこないました。その結果、コピー代は昨年度に比べて９割以上削減しました。プリンタ

ー用に A４用紙を購入しました。支出額は昨年より節約できました。 

        令和二年度               令和元年度 

    予算額  ３０,０００円        予算額   ３０,０００円  

    支 出  １７,１５４円        支 出   ２５,２９６円 

    コピー代   ５００円        コピー代    ７,６５０円 

    インク代 １６,２８０円        インク代   １７,６４６円 

A４用紙   ３７４円 

 

 新型コロナの状況下においては、ホームページは重要な伝達手段になるところでしたが、こち

らの力不足もあって、その役割を果たすことができませんでした。まことに申し訳ありません。 

          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   中田西一丁目公園のハナモモ        和泉町第二公園のサクラ   

 ３月２３日撮影 

 

  次年度の活動計画・予算は ３月７日の定例会では次年度役員の構成をおこないまし

た。活動計画・予算につきましては役員で検討中です。運動会、盆踊り大会など、今年度中止に

なった行事が開催できるか、現在のところは判断が大変難しい状況にあります。 

 

 



 

下村町内会の最新情報です  令和３年２月２７日掲載 

 ホームページ＋プラス S 令和２年度 №１２   

 

 個人情報の取扱いに関する規定   

 下村町内会では個人情報の取り扱いについていろいろな作業を進めていま

す。次年度の町内会員の名簿作成にあたっては、氏名や電話番号などの情報を

記載した用紙は個別に封筒に入れて集めました。また、町内会館に 

鍵付きの棚を設置し、ここに保管することとしました。個人情報の 

取扱いに関する規定も作成中です。    鍵付きの棚と名簿作成資料 

                         

 お子さんと一緒に木のおもちゃづくり  

 ２月２４日、２５日、泉区役所にて「第三期泉区地域福祉保健計画」推進イベントが開催され

ました。２４日には中田地区社協が「木のおもちゃづくり」ブースを設置して、お子さんたちと

おもちゃを作りました。町内会の森口さん（３－２組）が指導にあたりました。公園遊びで子供

が乗る木製ミニカーでもお馴染みですね。 

 中野さんのジオラマも展示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

    

  中田西一丁目公園のカワズザクラ 

   

今年も見事に咲きました。ピンクの花が 

  きれいですね。 

  中田西一丁目公園ではもうすぐ「ハナモモ」 

  も咲きます。 

    お花見は密を避けて、少人数で 

 

 

 

 



 

下村町内会の最新情報です  令和３年１月２５日掲載 

 ホームページ＋プラス S 令和２年度 №１１    

 

 下村町内会の活動が紹介されました  

 １月２１日付け「タウンニュース」泉区版にて 

下村町内会の活動が紹介されました。町内会館前

の道路の交通対策に関する話題です。 

 町内会に提出された要望書を受けて、町内会で

は黄色いジャケットを着用した会員が、歩行者の

安全を見守る活動を始めました。おもに中田小学校の児童が登校する時間帯に合わせて、横断歩

道で見守りをしています。横断歩道で待つ児童を見て止まってくれるドライバーの方がいます。

泉警察署のパトカーが巡回していることもあります。心強いです。その一方で、グイ～ンとか爆

音を立て、見るからに速度を超過していそうな車が走って行くこともあります。しかし、町内会

ではたとえ速度違反であっても車を止めることはできません。できることは歩行者の安全を見守

ることです。 

見守り活動の参加者が増え、この道路の安全の向上につながってくれることを願います。 

 

安否確認カードをお届けしました  

 このたび下村町内会では災害時に用いる、安否確認カー

ドを各世帯にお配りしました。 

安否確認カードを適切に使うには自主防災組織を結成す

る必要があります。ただいま、自主防災組織の会則や活動

計画の作成に取り掛かっています。 

現状では、町内会は災害時に「何をするのか」明確では

ありません。しかし、「何かをしなければならない」と気が付きました。これは大進歩です。これ

までは、災害時に町内会は住民のために動くのだという考えが不十分でした。 

会員のみなさまには、自主防災組織へのご理解とご参加のほどよろしくお願いいたします。 

 安否確認カードの黄色に、赤字の無事が目立つ。全員無事。 

 

 感謝祭に替えて「記念品」をお配りしました。 

 例年１１月におこなっていた感謝祭、今年度は新型コロナウイルスの影響を考慮して中止いた

しました。そこで、昨年の１２月に、日頃の感謝を込めて会員のみなさまに記念品をお届けしま

した。日頃から町内会にご協力いただきありがとうございます。コロナ禍にありましても、今後

もよろしくお願いします。なお、ホームページでは万一のことを考え、記念品の配布は記事にし

ませんでした。 



 

下村町内会の最新情報です  令和２年１２月２３日掲載 

 ホームページ＋プラス S 令和２年度 №１０    

      和泉町第二公園に元気な笑顔 公園遊び 開催    

 １２月１５日、和泉町第二公園で「公園遊び（子どもの遊び場）」が開催されました。きれいな

青空の元、就学前のお子さんとお母さん、約６０人が集まりました。手作りの自動車に乗ったり、

木製のミニカー遊びを楽しみました。 

 この活動はこれで三回目、回を追うごとに参加者が増えて盛況になっています。 

 次回は２０２１年３月１６日（火）です。 

 

会長（中央）も参加 (^o^) 

← 

     → 

 消毒・検温を 

 しています 

 

    一歩前進  町内会館前の道路の安全対策 夜間に調査  
 

 １２月１８日、町内会館前の道路の安全対策として夜間に調査

検分をおこないました。泉警察署交通課の警察官、町内会長、交通

部長、要望書を提出した方などが交通量を見て意見交換をしまし

た。夜の６時過ぎ、確かにスピードを上げて走る車がありました。

（これまでの経過は NO９をご覧ください） 

  町内会でこの道路の安全対策について話し合っていくこ

とになります。その際の参考になりそうな事例を紹介します。

当該道路から徒歩５分、中西町内会館前の道路は両側に歩道を

示す白線が二重にペイントされ、センターラインがありませ

ん。                中西町内会館前 → 

 今回は町内会館前の道路について安全対策を検討していま

す。当該道路に面した地域、町内会の１５組から２０組の人たちで、解決策を話し合うことにな

るのではないでしょうか。しかし、萩丸交差点からイトーヨーカドーへと続く道の両側も下村町

内会の区域なので、広い視野で検討していきましょう。 

企画部では防犯ジャケットを着用して交通状況と歩行者の安全を見守っています。道路際に立

っていると、町内の方が声を掛けてくださったり、会釈してくれます。地域の人同士の笑顔の交

流、これこそ問題解決の決め手です。 

住みよいまちづくりは、思いやりの心と明るい笑顔から！ 



 

下村町内会の最新情報です  令和２年１２月１０日掲載 

 ホームページ＋プラス S 令和２年度 №９（１）  

   町内会館前の道路の安全対策 みんなで考えよう   

       要望書に基づき、説明会開催  

 

 １１月２９日（日）、町内会館にて、萩丸交差点から町内会館を

経て農協へ向かう道路についての説明会が開催されました。これ

は、町内会の方々が提出した「要望書」を受け、泉警察、泉土木事

務所の主催によりおこなわれたものです。当日、町内会からは、要

望書を提出された方々、会長、副会長、総務、交通部、民生委員、企画部など十名が参加しまし

た。 

  町内会の方々が提出した「要望書」の概要は次の通りです。 

  萩丸交差点が深谷方面から右折可能（大型車を除く）になった後、当該の道路は交通量が増

え、なおかつ、大型車の走行が増加しているのではないか。抜け道として使う車、スピード超

過の車も目立つ。周辺の住民、特に高齢者、子供は危険を感じる。明らかな違反は厳しく取り

締まり、生活道路としての当該道路の安全を図っていただきたい。 

   

← 

中田西１－１７付近 

          → 

町内会館前 

 

＊ 要望書とは・・・昨年度、町内会では、広くみなさまからのご意見をお聞かせいただくために、

要望書を用意しました。要望書は会館内にあります。これまでに数件のご意見が届いています。

町内会では寄せられたご意見に答えるべく対応しています。 

説明会では初めに、泉警察から、警察で交通量の調査をしたが、顕著な増加傾向はみられない

との説明がありました。 

要望書を提出された方々は、単に書面を提出しただけでなく、独自に交通量を調査したり、映

像に収めたりして、その結果を携えて警察に相談したとのことでした。 

その後の質疑応答では、もっと調査をして欲しい、パトカーなどによる巡回もして欲しいとの

意見や、この現状では生活道路として危険で高齢者が歩けないなどの指摘が出されました。  

土木事務所からは、道路通行に関する「地域と行政による取り組み事例」のパンフレット（横

浜市道路局）の紹介がありました。ここには近隣の町内会の事例も提示されています。 

                       次ページへ（住民と行政の協働）へ続く 



 

下村町内会の最新情報です  令和２年１２月１０日掲載 

 ホームページ＋プラス S 令和２年度 №９（２）  

   協働 ＝ 住民と行政が同じ目的のために力を合わせる   

 ここからは、当日配布された「あなたの行動が子どもたちを交通事故の危険から守る～地域と

行政による取組事例の紹介～」（横浜市道路局）についてみていきます。 

 

 同パンフの中に、中田連合の「中村町内会」の事例が取り上げられています。 

 課題・・・人身事故が多発している道路、ここは通学路になっているが交通量が多い。 

 対応策・・・地域の住民と地権者の間で合意が形成され、用地を確保して歩道を拡張へ。  

 町内会の役割・・・歩道整備を最優先にし、現・前・元町内会長が地権者に協力を依頼した。  

 

 地域の課題に対し、優先順位をつけて取り組み、会長を筆頭に町内会が、住みよいまちづくり

のために動いたというのです。行政からは具体案の検討、活動への助言、予算などの支援と連携

がありました。 

 

 このように、住民と行政が同じ目的のために力を合わせることを「協働」といいます。 

 

 これを下村町内会の状況に当てはめてみます。 

 課題の提示・・・要望書の提出 → 説明会開催 （すでに実行）  

課題の検討・・・町内会で情報を共有（ホームページなど）→ 町内会交通部、防火防犯部、

子供会、道路利用者などで対策を検討する （一部進行中） 

解決へ向けて・・・町内会の担当者（要望書を提出した方々、町内会長など）と土木事務所、

警察が話し合い、「協働」して改善に取り組む  

       （陳情や署名活動だけでは「協働」とはならないと思われます） 

 

 現状把握と早急な対応策 

 １１月２８日の説明会を受け、企画部では防犯ジャケットを着用して、町内会館前、萩丸交差

点などに立って交通安全の見守りと現状把握をおこなっています。確かに、スピードを上げて走

る車があります。高齢者、児童・生徒さんは大変危険だと思いました。 

 また、１２月６日の会館清掃の際、集合した役員も会館前の交通状況を具に視察しました。 

 このように、町内会では現状の把握と共有を進めています。 

課題の解決までの期間、何かしらの対策を講じる必要があります。町内会で、交通部、防火防

犯部が中心になって、当面の対応策をとっていければと思います。 

 



 

下村町内会の最新情報です  令和２年１１月２８日掲載 

 ホームページ＋プラス S  令和２年度 №８    

 

    町内会８３０世帯に「缶入り保存パン」が１００食！ 

                    どうやって配りますか。 

 横浜市の災害用保存食品が無料で配られることになりました。お粥、保存パンなど五箱限定と

いう決まりでした。下村町内会では、これに申し込んだのですが抽選に外れました。 

もし、仮に、保存パンが当選した場合、下村町内会８３０世帯に対 

し、缶入りパンが１００食ということになっていました。 

 では、これを受け取った場合、どのように配ればいいのでしょうか。 

（災害用保存食  令和元年の避難訓練にて→） 

 

 災害時の避難所では実際に起こりうるかもしれません。 

 例えば、【避難所に２００人避難しているのですが、「オニギリ」が１００食しか届きませんで

した】というようなケースです。   

このような状況では、高齢者と子供を優先にする、あるいは二人に一個配るなどの方法が考え

られます。または、配らないという選択もあるでしょう。 

災害時には避難所でも、あるいは在宅避難していても、さまざまな難題に直面し、その場で決

断を迫られることがあろうかと思います。 

その時、どのような点に心がけたらよいのでしょう。 

緊急事態では、そこにいる多くの人の合意を得られることが重要になります。 

合意の形成を容易にするには、町内に住む近所の方と、お互い顔見知りになっておきたいもの

です。町内会の行事、盆踊りや運動会は親しい仲間を作る良い機会です。今年は新型コロナの影

響で町内会の活動は停滞していますが、このような時こそ、近隣で挨拶、何処であっても「こん

にちは」と声を掛けましょう。 

表題の件について考えました。町内会に自主防災組織が設置されていれば、「給食・給水班」が

分配を受け持ちます。その時には、災害時要援護者（災害弱者）の方々を優先して対応するとい

うことになると思います。 

         （注） 町内会の自主防災組織では食料の備蓄はしない 

方が良いとされています。備蓄は各家庭でおこないましょう。 

 

町内会の防災倉庫は、和泉町第二公園に設置してあります。 

簡易トイレ、発電機などが備蓄されています。 

  

 



 

下村町内会の最新情報です  令和２年１０月１２日掲載 

 ホームページ＋プラス S  令和２年度 №７     

 

      新しい生活様式の「町内会」 今後の活動は？ 

 令和二年度もすでに上半期が過ぎました。ここまでを振り返り、また、これからの町内会活動

について小塚会長に伺いました。 

・・・４月から１０月までの活動はいかがでしたか。  

小塚会長「新型コロナに対処するため、盆踊り、運動会が中止になっ

たのは残念です。定例会も開催できませんが、回覧板、掲示板などで

必要な情報はお届けできているのではないかと思います。」 

 

・・・新しい生活様式での町内会はどのようになるのでしょう。  

小塚会長「これまで、コロナのリスクを回避することに努めてきました。これからも町内会の活

動では、検温、消毒、三密を避けるなどの対応策を講じていきます。

先日、公園清掃をおこないました。みんなが集まれるのは良かったと

あらためて思いました。 

新しい生活様式に合わせて、会議の方法や行事内容を見直すなどの

変革をしていかなければなりません。 

その一方で、顔が見える関係、地域の絆といった、町内会にしかで

きないこともあります。このような時こそ、日頃の挨拶、声掛け、そして、困った時の助け合い

が重要になるのだと思います。特に高齢者の見守り、地域の宝物である子育て支援など、コロナ

対策をとりながら実施していきます。」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   

  コロナに負けない！ 町内会の活動は継続しています。 

福祉厚生部は高齢者調査に基づいて、敬老祝い品をお届けいたしました。   

 

  長寿会（町内会の老人会）は敬老の日に記念品を贈呈。 

 長寿会の会員のみなさんに、紅白饅頭などを届けました。 

 写真左 会長の森口さん 

 

下村幸友会 （高齢者のサロン） 

下村幸友会では健康体操、特殊サギ防止講座などを開いていますが、

コロナ禍で会合の開催を見合わせています。そこで幸友会の参加者の

みなさんにタオル、クール首巻のセットをお配りしました。 

  



 

下村町内会の最新情報です   令和２年９月１８日掲載 

 ホームページ＋プラス S  令和２年度 №６      

           みんなで「草刈り」 

 ９月 13 日 和泉町第二公園の清掃をおこないました。組長、役員、委嘱委員、老人会など、

約５０人が参加しました。本来は５月、７月にも掃除する予定でしたが、コロナの影響で見送り

となっていました。なので、びっしり草が茂り、ツタが絡みあってました。これを草刈り機で一

気に刈り取りました。 

 一時間半の作業で公園は見事にきれいになりました。お茶とパンをもらって解散しました。 

久し振りの町内会活動でした。みんなで集まることは楽しい、町内会は素晴らしいということ

を感じたのでした。 

 新型コロナウィルス感染症に配慮して、開始前には検温し、

掃除は適度に距離を保ちながらおこないました。 

    会長挨拶 

 

 出席確認は保健衛生部さん  

 

検温（保健活動推進委員） 

 

 

 

 

 

 

 

                    作業後 → 

 作業前 ↓ 

 

 

 

 

 



 

下村町内会の最新情報です   令和２年８月３１日掲載 

 ホームページ＋プラス S  令和２年度 №５      

             台風や地震災害に備える 

 

 昨年の９月、１０月には台風で大きな被害が発生しました。台風、水害に備えましょう。  

  

台風・・・令和２年１月発行の「泉区洪水ハザードマップ」では、想定し得る最大規模の降雨、

２４時間に６３２ミリを前提にしています。洪水はおもに境川、和泉川流域に発生する予測です。

下村町内会付近には洪水の影響は及ばないと思われます。 

側溝から発生する「内水ハザードマップ」では、３０年に一度の豪雨、１時間に７６・５ミリ

の雨を想定しています。こちらは下村町内会周辺では２～２０センチくらいの浸水が発生する予

想もあります。 

  

地震・・・下村町内会では「安否確認カード」を準備しています。これは「震度５強」以上の

地震の揺れがあったときに、各世帯で玄関先に掲出していただくものです。町内会には届いてい

ますので、みなさんのお手元にお届できるようにいたします。 

 ・横浜市のどこか一ケ所でも「震度５強」以上の揺れを観測したときに掲出します。 

 ＊東日本大震災では泉区は震度５弱の揺れでした。（気象庁 平成２３年３月３０日 発表資料参照） 

 避難所（伊勢山小学校）は、横浜市のどこか一ケ所でも「震度５強」以上の揺れを観測した場

合に開設されます。避難所に行く際は、新型コロナウィルス感染症に注意して、対策をとってく

ださい。 

 普段から水、食料、トイレパックなどを備蓄し、在宅避難に備えましょう。在宅避難している

人も、避難所で情報、支援物資などを手に入れることができます。 

 

      町内会の運動会では「防災訓練」を実施しています。 

      ２０１９年は、消火器の使い方の訓練をおこないました。 

＊今年度は運動会は中止です 

 

 

 

 

 

 

 

            



  

下村町内会の最新情報です   令和２年７月２４日掲載 

 ホームページ＋プラス S  令和２年度 №４      

 

      おめでとうございます！     

役員永年勤続区長表彰を受けました。   

  

 

 

 

 

 

 

 

    体育部部長 本郷貴さん          交通部部長 山崎正孝さん 

下村町内会の体育部部長 本郷貴さん、 並びに、交通部部長 山崎正孝さんが自治町

内会役員永年勤続の区長表彰を受けました。お二人とも、長く部長職を務め、本郷さんは

運動会の実行委員長として、山崎さんは新春マラソン大会の交通整理などでご活躍され

ています。町内会館で、会長より表彰状を受け取りました。（写真は総務吉田さん提供） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 今年の盆踊り大会は中止となりました。そこで、去年の盆踊りの様子をお届けします。 

  みんなの力で、来年は盆踊り大会を開催しましょう。下村の伝統を次の世代へ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

下村町内会の最新情報です   令和２年７月１日掲載 

 ホームページ＋プラス S  令和２年度 №３      

 

 ６月の役員会は、２７日、２８日の両日、二部制で開きました。 

 ・各事業部で今後の活動について話し合いをおこないました。 

 ・中田連合から各事業部に連絡があった場合は、それぞれ対応してください。 

 ・役員会は９月末までは中止します。１０月については後ほど連絡します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

     ６月１６日 和泉町第二公園で「公園遊び」開催    

 

 

 

 

 

 

    親子そろって楽しいひと時 

←この旗が目印  

            器具を消毒→ 

 ６月１６日、和泉町第二公園で「公園遊び」がおこなわれました。 

 これは、「中田地区地域福祉保健推進委員会」が主催し、就学前のお子さんとお母さんが一緒に

遊ぶ活動です。下村町内会からは、小島さん、森口さんがボランティアとして参加しました。 

森口さん手作りの乗り物は大人気。木製の車に乗るお子さん、優しく見つめるお母さん、笑顔い

っぱいの「公園遊び」になりました。 

 新型コロナ感染症対策のため、密にならないよう、また、遊び道具は消毒するなどの配慮をし

ておこないました。なお、次回は１０月２０日、午前１０時からの予定です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ７月１日から「レジ袋」有料化  

買い物にはマイバックを持って 

 ７月１日からレジ袋が有料化になりました。これまで

もスーパーなどでは有料でしたが、コンビニでも、一枚

２～７円程度になります。プラごみ削減のための対策で

す。買い物にはマイバックを持って行きましょう。 

             ごみを削減して、「SDGｓ 持続可能な開発目標」を推進  

  



 

下村町内会の最新情報です   令和２年６月１５日掲載 

 ホームページ＋プラス S  令和２年度 №２      

    盆踊り大会、運動会は中止、１１月の感謝祭は？ 

 予定していました盆踊り大会と運動会は、新型コロナ感染症対策のため、今年度は中止いたし

ます。１１月の感謝祭は開催形態を見直すか、または中止を含めて検討して参ります。 

 

           令和二年度の常任役員紹介 

今年度は常任役員の改選期でした。このうち、会長、総務、会計は再任となりました。新たに

就任した副会長と会計監査の方を紹介します。（小山さんは副会長から移動） 

 会 長  小塚詔明 （再）５組 

 副会長  鈴木貞子 （再）１５－１－１組  

福田正好 （新）４組     

小島ミツ子（新）２４－２組 

 会計監査 川島和己 （再）１３－１組  

小山一雄 （新）２４－２組 

                写真左から 小島副会長、鈴木副会長、小塚会長、福田副会長 

 

 各事業部の活動状況 

 新型コロナ感染症対策で町内会の活動が制限されていますが、そんな中でも、幾つかの事業部

では今日も活動を続けています。 

 

 防火防犯部では防犯パトロールを実施しています。 

 毎週水曜日、午後８時に町内会館に集合して、三方向に 

分かれて町内を回ります。６月１０日は部員、役員など、 

１５名が参加しました。赤色ライトで出発。 

 

 広報部は回覧書類を届けるために活動しています。 

 広報部は定例会の前日に回覧書類の仕分け

作業をしています。市の広報、学校などから

のお知らせを、各組の世帯数ごとに分けてい

きます。 

 部長の堀江俊一さんは、「部員でライングル

ープを作って連絡しています」とのこと。これも、新しい生活様式の町内会活動ですね。 

写真左 堀江部長  右 仕分け作業（密になりません） 



 

下村町内会の最新情報です   令和２年５月２２日掲載 

 ホームページ＋プラス S  令和２年度 №１       

   

令和元年度 下村町内会定期総会「書面表決書」にて開催 

             ～全ての議題が可決されました～ 

  

 令和元年度の定期総会は、新型コロナウイルス感染症に対処するため通常の形態を変更して開

催いたしました。「会議形式」での総会は取り止め、これに替えて、会員のみなさまには「書面表

決書」を提出する方式で議案への賛否を表明していただきました。 

 「書面表決書」方式の「総会」は４月１８日（土）、町内会館にて指定された役員などが出席し

ておこないました。議案の賛否の結果は次の通りです。 

 

第１号議案 令和元年度事業報告       賛成５４０ 反対０ 棄権２４ 

第２号議案 令和元年度収支決算・監査報告  賛成５４１ 反対０ 棄権２３ 

第３号議案 令和２年度町内会役員案     賛成５４１ 反対０ 棄権２３ 

第４号議案 令和２年度事業計画案      賛成５４１ 反対０ 棄権２３ 

第５号議案 令和２年度収支予算案      賛成５４０ 反対０ 棄権２４ 

 

 書面表決書には、みなさまからの貴重なご意見をいただきました。寄せられたご意見の中に、 

平成３１年度（令和元年度）一般・各部活動経過報告に２０１８－１９年の日付を表記してあるが、

とのご指摘がありました。これは２０１９－２０年の誤りですので訂正いたします。 

ご質問と回答の抜粋を記します。 

 

Q 環境整備費が予算額から減ったのは？・・・集積用ネットの申請が少なかった。 

Q 防災活動費が増えたのは？・・・昨年度購入した発電機が今年度の支払いとなった。 

Q 下村幸友会、長寿会の活動報告は聞いたことがない・・・次年度より総会終了後に報告するように

します。 

 ＊ホームページでは下村幸友会と長寿会の活動を紹介していますのでご覧ください。 

Q コロナの影響を機会に不要なイベントを見直し、役員さんの負担を少なくしては？・・・今後内容

などを含めて検討していきます。 

Q 予定されているイベントで年内は自粛が必要なものがあるのでは？・・・今年度の町内会のイベン

トは中止です。状況をみて今後の予定を見直していきます。 

 

この記事は５月に回覧された文書「平成３１年度（令和元年度）下村町内会総会の結果について」

に基づいています。 


