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【２】令和３年度収支予算概要

　　今年度の予算策定にあたり、最大の課題はコロナ禍

　 　本年度の岡津第三町内会の定期総会は、新型コロナ 　にどう対応するか、と云う点でした。しかし、この問

　 感染症の拡大により、昨年に引き続き開催中止となり、 　題に対して、町内会のレベルで有効な対応策を導きだ

　 審議議案に対する決議も書面決議へと変更されました。 　す事は難しく、まずは例年通りに予算計画を立て、そ

　 　書面決議の結果は、既に回覧等で報告致しましたよ 　の後のコロナの状況を見ながら、適宜修正を加えてい

 　うに、５つの議案は、賛成多数をもって全て可決され 　く方法が最も適切であると判断致しました。

 　ております。 　　したがって、収入については、例年通り、会員世帯

 　　今回の「だいさんかわら版」では、可決された議案 　数及び町内総戸数から会費及び補助金等を積上げ、支

 　を集約して、令和３年の活動についての基本的な考え 　出については、各事業部門からの積上げと過去実績を

 　方、予算概要、事業部計画、そして町内会が抱えた中 　参考に計上しました。

 　期的課題の４点について、ご報告致します。 　　全体としては今後のコロナの状況次第の暫定項目の

　多い予算計画になっていますが、「安全・安心・きれ

  【１】活動についての基本的な考え方 　い」と云う町内会活動の基本を第一に、予算執行を進

　めて行きますので、ご理解下さい。

 　　令和３年は、コロナ禍により先行き不透明な部分が

 　多く、活動面でも精神的でも、萎縮しがちな状況が続 　　■歳入の部 　　（単位：円）

 　くと思われます。しかし、こうした時期だからこそ、

 　十分な感染症対策を前提に、町内会の基本的な活動を 　町内会費※①

 　継続し、また、それによってコミュニティーとしての 　補助金・謝金※②

 　関係性の維持、強化を図って行く事が大切であると考 　事業収入※③

 　えます。 　利息・雑収入

　 　そして、そうした考えを前提に、以下の３点を令和 　繰越金

 　３年度の町内会活動の基本とします。

※①町内会費：２年度会費はコロナ禍の影響により3,000円へ減額

 　①安全・安心・きれいをめざす活動の継続 ※②地域活動推進費・防災組織活動費・広報配布謝金ほか

　 　コロナ禍であっても、感染対策の徹底を前提に、防 ※③廃品回収収益、消火器手数料、子供の遊び場委託料

　 　犯、防災、交通安全、環境衛生＆美化、福祉と云っ

　 　た「安全、安心、きれいな町」をめざす町内会の基 　　■歳出の部 　　　（単位：円）

　 　本的な活動を継続します。

 　②イベント活動への早期対応

 　　夏祭り等のイベントの持つ重要性は理解しつつも、

　 　安易な対応は避け、新型コロナ感染症の動向に基づ

　 　き、早期に開催、縮小、中止などの対応を決めるよ

　 　うにします。

　 ③柔軟な会議開催とＩＣＴの活用

　 　会議は、感染防止を念頭に、その都度、行政、地域、 ※①蛍光灯及び器具の交換、防犯灯電気代、防災備蓄品購入

　 　そして町内の要請を見定めながら、必要最小限度に ※②共同募金、慶弔費、運動会弁当＆飲み物、懇親費

　 　参加者人員を絞って柔軟に開催します。

　 　また、メールやホームページなど情報伝達における 　　■特別会計積立金

　 　ＩＣＴの活用を進めて行きます。 令和２年３月３１日残高

令和３年３月３１日残高

岡津第三町内会 会長　北島 良三

　項　　　　目 令和２年度実績 令和３年度予算

1,114,500 1,566,600

　項　　　　目 令和２年度実績 令和３年度予算

438,700 440,500

221,106 154,000

10,011 0

1,106,414 837,820

  合           　計 2,890,731 2,998,920

　事業部費 803,635 1,120,000

　会議費、事務費 147,486 220,000

　特別会計繰入 700,000 0

　防犯防災関連※① 95,545 93,000

　庶務費ほか※② 137,495 509,000

　連合分担金 168,750

　繰越金/予備費 837,820 886,920

170,000

  合           　計 2,890,731 2,998,920

　　　（単位：円）

6,336,142
増減額∔700,052

7,036,194

ＯＫＡＺＵＤＡＩＳＡＮ 

令和３年度町内会活動について  
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【3】令和３年度事業部活動計画
＊福利厚生部 部長　田邊智美（西田）

＊広報部 部長　津留見昌隆（西田） （活動目標）

（活動目標） 　町内にお住まいの高齢の方の把握と見守り。特に１

　町内会員へ行政広報紙及び町内会だいさんかわら版 　人暮らしの方に対しては地区の民生委員と連携した

　その他の資料を通じて、町内活動への意識を高める。　　　　活動を進める。

（活動計画） （活動計画）

　１、行政広報紙（広報ヨコハマ等）の配布 　１、70歳以上の１人暮らしの方へのお誕生日祝いと

　２、町内広報紙(第三かわらばん）の発行・配布。 　　　見守り活動

　３、回覧、配布物の班への配布・掲示板への掲示 　２、中川地区敬老会（9/21）の開催に協力

　　・中止の場合、第三町内会独自イベントの実施

＊防犯部 部長　平田充寛（川向） 　３、日赤募金、他義援金等の取りまとめ

（活動目標）

　地域の多くの方々の協力を得ながら、毎日の町内防 ＊交通部 部長　橋本　正（まほろば）

　犯パトロール活動を中心に犯罪のない明るく安全で （活動目標）
　住みよい町づくりをめざし、日常生活に根差した防 　交通事故の無い、安全で安心な町を目指すため、

　犯活動を行っていく 　地域住民の交通安全意識の高揚をはかる。

（活動計画） （重点施策）

　１、防犯部＆第三ひまわり隊の防犯パトロール実施 　①高齢者の交通事故の防止

　　・不審者不審物への注意、無灯火自転車への注意 　②二輪車、自転車の交通事故の防止

　２、防犯のぼり旗、立て看板等の設置及び維持管理。 （活動計画）

　３、中川連合町内会合同防犯パトロールへの参加。 　１、地域の子供達や高齢者への交通安全教育の実施

　２、各季の全国交通安全運動に呼応して、地域の交

＊防災部 部長　石田哲正（西田） 　　　通安全運動を展開（学登校時の交通安全指導等）

（活動計画） 　３、各種交通安全啓発キャンペーンへの参加

　１、第三町内会自主防災訓練（安否確認）の実施 　４、交通安全、交通整理に関わる地域からの要望へ

　　　・消防署との日程、内容調整・町内への連絡 　　　の適切対応

　　　・当日の進行、運営（１０月２４日）　　

　２、町内会防災備蓄品の管理（４月） ＊女性部 部長　森下良子（西田）

　　　・在庫数及び賞味期限の確認、調整補充。 （活動目標）

　これまでのように、多くの人が集まり活動する事が

＊環境衛生部 部長 千須和真紀子（川向） 　難しくなっているので、まずは近くの人とのツナガ

（活動目標） 　リを大切にしたい

　＊ゴミ３Ｒ（リデュース・リサイクル・リユース） （活動計画）

　　の啓発活動。主に資源ごみのリサイクル活動 　１、講習会＆研修の実施

　＊ゴミ箱の保守・点検を行い、必要応じて補修・ 　　・手芸講習会:９月・＊岡津町内女性部合同研修

　　交換を実施、良好な状態を保つ 　　　旅行:１１月　・味噌づくり:２月

（活動計画） 　２、第三町内会イベント協力

　１、ゴミ３Ｒの啓蒙活動の実行 　　・夏祭り接待＆盆踊り・餅つき大会・新年会応援

　　・ゴミ集積場回りの掲示物等のリニューアル 　３、地域(泉区・中川地区)イベントへの協力

　２、ゴミ箱の保守・点検、補修の実施 　　・各町内会夏祭りへの盆踊り協力

　３、ゴミ箱の順次買い替え、廃棄部品の有効活用 　　・中川ふれあい祭り・神明台祭り、泉寿まつり

＊壮年部 部長　上田一男（まほろば）

（活動目標）

　今年こそ、希望をもって、皆で頑張る　

（活動計画）

　１、役員会の開催（月１回）

　２、健康麻雀の集い（月1回）

　３、カラオケの集いの開催（月１回）

　４、誕生会の開催（年４回）



　　岡津第三町内会広報誌　　　　　　　　　だいさんかわらばん令和３年（２０２１年）６月号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

　　【4】中期的課題（男性役員の減少）について
 ＊子ども会　リーダー後藤真紀子（まほろば） 　　私達の町内会では、ここ数年、男性役員が減少し続

 （活動目標） 　けています（表①参照）。特に、これまで役員の中心

　子どもたちが楽しめて思い出に残るようなイベント 　的な存在であった６０歳代の男性の減少が著しく、高

　をしてあげたい。地域の方々との交流を大切にして 　齢で引退して行く男子役員の数を補填することができ

　いきたい。 　ず、結果、役員数の減少を招いています。

 （活動計画） 　　減少の理由には、一般的傾向として経済成長に伴う

　１、町内会総会、共済保険等の申込 　地域と個人の関係性の希薄化がありますが、近年、そ

　２、夏休みラジオ体操（７月or８月） 　こに拍車をかけているのが、６０歳代の男性の就業率

　３、６年生を送る会＆１年生を迎える会（３月） 　の向上です（表②参照）。そして、その背景には、人

　４、町内会活動、地域イベントへの参加・協力 　口減少と高齢化に伴う労働人口の減少と云う社会的な　　　

　　 ・だいさん夏祭り,年末餅つき大会８月　 　構造変化があると思われます。

　　 ・中川連合運動会  ・三嶋神社例大祭への協力 　表①岡津第三町内会役員数推移　（人数）

H26 H28 H30 R02

 ＊体育部 部長　片山　博（まほろば） 　　 15 16 19 18
 （活動計画） 4 8 6 4
　＊中川連合運動会(10月13日)に関する活動 11 9 5 4

 　１、事前活動 11 8 7 9

　　 ・運動会実行委員会へ出席（8月～10月計４回） 9 11 11 7

　　 ・運動会の情報収集と発信及び参加者調整 50 52 48 42

　　　     一般参加（班長経由）児童参加（子ども会経由） 　　　表②60歳代男性就業率推移

 　２、当日活動 　　ともかく、町内会 Ｈ12年 Ｒ01年

　　 ・全体進行の調整　・応援席作り＆撤収 　の男性役員の減小は 60～64歳 65% 82%

　　 ・反省会の実施　（総務＆女性部協力） 　この国の社会変動に 65～69歳 49% 59%

　伴う不可避的な現象 (総務省：労働力調査Ｒ02)

 ＊総　務 代表　本多篤太朗（西田） 　であって、今後も継続すると考えるべきでしょう。

（活動目標） 　　もとより、問題の大きさから云って、一町内会のレ

　事業部、委嘱員及び班長と連携して、各部門のバッ 　ベルで解決しうるような課題ではないかもしれません。

　クアップをすると共に、町内会の会議・催事等の企 　しかし、このまま問題を先送りしていけば、近い将来、

　画運営を通して町内会活動の推進を図る。 　町内会が機能不全に陥る事は確かではないでしょうか。

（活動計画） 　　こうした危機感の下、少しでも解決の糸口を見出す

　１、会員の管理に関わる業務 　ために、本年度は以下の活動を進めたいと考えます。

　　・異動情報の管理・転入者への入会案内 　①活動自体の見直し

　　・会員の個人情報の管理 　　あらためて町内会にとって何が重要かを問い、活動

　２、町内会全体会議の運営に関わる業務 　　を見直し、活動の選択と集中を検討する。

　　・定期総会及び月次定例会に関わる業務 　②組織、体制の見直し

　３、町内会独自イベントの企画、運営 　　組織や体制を見直し、必要に応じて部門の改編や廃

　　・夏祭り、餅つき大会、新年賀詞交歓会 　   止を行う。役員への作業の集中を見直し、負担の軽

　　・スケジュール管理、部門間調整 　　減を図り、女性や現役層が参加し易い体制を作る。

　　・資機材什器調達管理、告知 　③担い手（次世代）の発掘

　４、その他 　　①、②を前提に、活動の担い手の発掘に臨む。発掘

　　 ・町内会倉庫の管理（資機材、什器等） 　　に際しては、町内会の意義やの仕事の理解に注力、

　　 ・突発的課題のフォロー 　　年齢、性別には拘らない。

　　令和３年度は、以上の方針に具体的な道筋をつけて

　行きたいと考えます。いずれも会員の協力が前提にな

　るものです。皆様と力を合せ、「安全、安心、きれい

　な町」作りを継続していきたいと考えます。

合計

町内会のＨＰ
見てね！

　　女　　　性

　　59歳以下男性

　　60歳代男性

　　70歳～74歳男性

　　75歳以上男性

岡津第三町内会 

ＰＣからも、スマホからもＯＫ！ 
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*環境事業推進委員    佃 正美/蛯原康吉（川向）

【１】委嘱員の活動計画 （活動目標）

　委嘱員とは、行政の委嘱を受け、町内会を代表して 　１、ごみ集積所の分別及び排出マナーの実践・啓発

　横浜市や中川地区の地域活動に従事している仲間です。 　２、３Ｒ(リデュース・リユース・リサイクル)活動を中

＊保健活動推進員 堀　征子（川向） 　　　心とした環境行動の実践・啓発

（活動目標） 自治会町内会など地域組織と連携して、 　３、地域清掃活動・清潔できれいな街つくりの推進

　住民の皆様の健康づくりを支援する 　４、地域への情報提供（ごみ減量・３Ｒ・脱温暖化）

（活動計画） 　５、住民からの相談と行政への連絡（３Ｒ活動等）

　１、各地区自治会町内会健康チェックの実施 （活動計画）

　２、地域イベント時の健康チェックの実施 　＊年間計画

 　　　・中川ふれあいまつり・泉寿まつり・ふれあいこども祭り 　１、中川地区環境事業推進委員連絡協議会（９月、３月）

　３、健康イベントの実施 　２、泉寿まつり (１０月）会場ごみの収集・分別指導

　　・世界禁煙デーのイベント（6/3区役所） 　３、中川ふれあいまつりに参加、協力（１１月）

　４、各種研修会、会議への参加 　 　　☞３Ｒ夢コーナー、会場内ごみ収集/分別指導

　＊通年活動

＊スポーツ推進委員 部奈謙一郎（西田） 　１、「ごみ集積所」の点検励行（町内会との連携）

（活動目標） スポーツの振興啓発を通じ、地域に貢 　２、「家庭ごみ排出日」の排出状況の点検励行

　献、明るい街造りを目指す。 　　　☞12月〜3月はエサ不足の為にカラス被害増加

（活動計画）

 　１、中川地区における活動 【２】まほろば水辺愛護会      石川啓治郎（まほろば）

　　　　・子供の遊び場活動（月１回、各小学校） 　　コロナ禍の鬱陶しい状態

　　　　・中川連合大運動会の実施 　にも係わらず、緑と大気を

　　　　・中川ふれあいまつり、泉寿まつり等への協力 　浴びて、休まずに活動を続

 　２、泉区、横浜市における活動 　けています。集いのまほろ

　　　　・Sports Festival 、子供水泳教室、駅伝大会、 　ばの活動は、陽光の下で身

　　　　・東京オリンピック、パラリンピック 　体を動かし気分爽快！多く

　　　　・横浜マラソン、世界トライアスロン 　の方々に参加頂き、健康的

　な活動を展開中です。

＊民生児童委員 北島良三（まほろば） （活動計画） 　         愛護会が丹精込めた花壇

（活動目標） 高齢者、障害のある方、生活に不安を 　１．「集いのまほろば」の除草、清掃活動

　抱く方を見守り、行政へのつなぎ役となる。 　　・３月～１１月の月１回（第３日曜日の午前中活動）

（活動計画） 　　・河川広場及び不動橋から西田橋の散歩道

　１、７５歳以上の１人暮らしの方へのフォロー 　２．植え込みの剪定、草花の植栽

　　　・対象者への個別訪問調査（年１回）・慰問品のお届け 　３．トイレ掃除（年間の毎日曜日、会員2名の当番制）

　　　・希望者への定期訪問（月１回）/食事のお届け（月１回） 　　平成11年「集いのまほろば水辺愛護会」が発足し

　２、地区福祉イベントへの協力　 　て今年で22年。会員の高齢化が進行中です。健康増

　　　・中川地区敬老会、町内敬老イベントに協力　 　進を兼ねた人に喜ばれる活動の輪を拡げて行きたい。

　３、定例会、研修会等への出席 　　　　若い方々の参加を、心から希望しています。

　このたび、町内の防犯活動が充実し、町内全体の安 　隊」の皆様、日々の活動、ありがとうございます。

全性が高いと云う巡回警察官の評価から、神奈川県警 　そして、本当におめでとうございます。

察本部より第三町内会に防犯功労賞が授与されました。 

　防犯部と「だいさんひまわり隊」による防犯パトロ

ールは、年末年始と夏休みを除いて、夜間は毎日８時

から、また昼間は火木土の週３日午後２時半から行っ

ています。昨年の実績は、４月の緊急事態宣言下での

中止があったにもかかわらず、実施日数は251日、延

べ参加人員は1,220名でした。 

　平田部長をはじめ防犯部並びに「だいさんひまわり 泉警察書にて表彰、平田防犯部長（４月12日）

関連協力部門の活動 

    岡津第三町内会に、神奈川県警察本部より、「防犯功労賞」が授与されました 


