
令　和　4　年　度

日　時 4月17日（日）　午後 1 時

場　所 多摩湖町自治会集会所

定　期　総　会

多　摩　湖　町　自　治　会



 1　開会

 2　多摩湖町自治会長あいさつ

 3　議長の選出

 4　議事

第1号議案 令和3年度多摩湖町自治会事業報告 Ｐ1・2

令和3年度多摩湖町自治会決算報告 Ｐ3

及び会計監査報告

第2号議案 令和４年度自治会費の減額について Ｐ4

第3号議案 令和４年度多摩湖町自治会事業計画（案）Ｐ5

令和４年度多摩湖町自治会予算（案） Ｐ6

・・・・・・・多摩湖町自主防災組織・・・・・・・

第4号議案 令和３年度
多摩湖町自主防災組織活動報告 Ｐ7

令和３年度
多摩湖町自主防災組織決算報告 Ｐ8

及び会計監査報告

第5号議案 令和４年度
多摩湖町自主防災組織活動計画（案）　 Ｐ9

 5　議長の解任

 6　会長挨拶
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第１号議案

日　付 曜 事　業　名 事　業　内　容　等

4月18日 日 定期総会

自粛要請中の社会現状を考慮し、総務役員で実施しました。予
定された議題は、すべて承認いただき令和3年度の自治会事業が
スタートしました。西武ゆうえんちグランドオープンの説明を
受けました。

4/25～9/30

緊急事態宣言
及び　まん延
防止等重点措
置

東京都に緊急事態宣言4/25に発令され２回の延長を行い6/20に
解除し6/21～7/11まん延防止に移行　再び緊急事態宣言となり
３回の延長で7/12～9/30まで続きました。この期間中は活動を
自粛しました。

４/2～7/30
安全施設設置
カーブミラー

4/2市から陳情書回答を受け(市施工11カ所自治会6カ所）⇒4月
に市と事前調整と現地立ち会いを行い自治会施工を3カ所決めた
⇒5月に業者決め占用、自費工事申請書作成⇒6月提出し回答を
受け補助金申請⇒7月に工事着手・完了
新設箇所数　市が3カ所　自治会が3カ所　計6カ所

10/5～11/9
安全施設設置
防犯街路灯

4/2市から陳情書回答を受け（市施工3カ所自治会3カ所）⇒10/5
市の防災防犯課に事前相談を行い自治会施工3カ所を決めた。
10/10現地調査、立ち会いを行い10月中に工事着手　完了　11/9
補助金申請　　　　新設箇所数　市が1カ所　自治会が3カ所
計4カ所

5月5日
10月10日

環境整備 自治会集会所の清掃と駐車場の草刈りを行いました。

7/2～3/15 移動販売

社会福祉協議会から移動販売の情報を受け⇒7/2地域連絡会で情
報共有図り⇒11/30に事業者による説明会開催⇒販売場所を水道
道路（第一仲よし広場）と決めた⇒公園管理者の市と協議し占
用許可をとり事業者と調整を図り3／15から開始しました。

7/2
11/30

地域連絡会 各地域団体とイベント日程調整及び移動販売情報共用

8月
納涼のつどい
開催中止

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、また西武ゆうえんちグ
ランドオープンで会場が使用できないこともあり　開催中止し
ました。

9月
町民運動会
開催中止

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、開催中止
市民運動会も中止となりました。

10月～11月
自治会アン
ケート調査実
施

地域の高齢化及びコロナ禍で社会が大きく変った現在、自治会
もこの変わりゆく変化に対応しなければとの思いで10月～11月
に実施しました。回答数49％で7割弱が「地域の安全」と「災害
の対応」を選びました。

6月5日 土 移動販売の情報　カーブミラーの設置状況　西武遊園地からの招待

7月3日 土 安全施設の設置状況　会員名簿　納涼の集いの中止　補助金について

8月7日 土 安全施設の設置状況　自治会アンケート調査実施決定

10月2日 土 カーブミラー設置完了　防犯街路灯設置について　自治会アンケート

11月5日 金 安全施設の設置状況　アンケート調査の状況　自主防災保存食公開

12月5日 日 防犯パト実施について　桜並木の桜の伐採状況　アンケート結果

1月8日 土 アンケート調査結果　桜まつり中止　桜並木の伐採状況

2月5日 土 ライトアップ実施について　自治会費の減額

3月5日 土 自治会費の減額　総会の開催　ライトアップ　空き室調査

令和3年度多摩湖町自治会事業報告
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12／19日 日 防犯パトロール 地域団体等のみなさんと１6：30時より各丁目別にわかれ実施した

12月～１
月

さくら並木再
生

12/10公園管理者の市に伐採の問い合わせ2年間で5本実施した⇒
１/27「さくら再生計画の策定・実施に関する要望書」を提出
し、令和4年度に計画策定　5年度から植栽してくださいと要望
した。

1月～4月
さくら並木ラ
イトアップ

役員からの提案を受け　1/23試験施工　1/27市公園課相談　2/5
総務会で決定　2/12・2/27桜まつり実行委員会開催　3/6ライト
設置　3/20点灯式　絵、フォトコンテストを行った。

年間を通
し

ホームページ
委員会

ライトアップのチラシ及びコンテスト応募規約作成等広報活動
を行い地域情報発信した　11/14ホームページ委員会を開催今後
の運営方針を話し合った

随時実施

（3）　各種団体等からの依頼による回覧を随時行いました。

     （市立第四中学校入学式・卒業式、回田及び北山小学校入学式・卒業式、

　　　 令和3年度の行事につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の為

（4）　事件を未然に防ぐために防犯パトロールを実施しています。

　防犯灯の維持管理を行いました。

募 金

Ｐ2

施設等の設置及
び修繕

       連絡を行い環境整備に努めました。

（5）　定期的に集会所の清掃を実施しています。

　社会福祉協議会が行った　赤い羽根共同募金　及び　歳末たすけあい運動に

　協力させて頂きました。

　掲示板の維持管理を行いました。

（1）　市や各種団体等が主催する行事に会長・副会長等が出席しました。

       防犯活動等）

（2）　町内の街路灯について、街路灯の担当者が市役所に不点灯等の

　　　 行事が中止又は縮小となりました。



第l号議案

令和3年度多摩湖町自治会決算報告書
自　令和　3年4月1日

至令和　4年3月31日 

収　　入　　の　　部 ���支　　出　　の　　部 

科　　目 �予算額(円) �決算額(円) �科　　目 �予算額(円) �決算額(円) 

前年度繰越金 �1,184,774 �l,184,77 �会所他建物共済掛金 �190,000 �185タ740 

自治会費 �3タ100タ000 �3,029,400 �ベント費(納涼の集い・さくら祭り �950タ000 �0 

防犯街路灯光熱費補助金 �70,000 �66,636 �育費 �300,00 �0 

防犯灯設置工事補助金 �0 �75,000 �種団体補助金 �300タ000 �200,00 

祝金 �150,000 �0 �消防後援会助成金 �522,500 �522,500 

納涼の集い、さくら祭売上金 �400,000 �0 �総会費 �130,000 �16,000 

会所・消防諸所使用料 �10,000 �800 �一議費 �120,000 �20,777 

底力助成金 �200,000 �0 �自主院災費 �200,000 �200,00 

染防止対策補助金 �300,000 �300,000 �日赤・共同・歳末募金 �90,000 �90,000 

安全施設工事補助金 �0 �288タ000 �種団体税金 �100,00 �30000 

預金利息 � �18 �光熱費 �250,000 �　タ 237117 

道ガス費 �90,000 �章 91483 
’信費 �100,000 �タ 7784 

全施設設置工事費 �l,000,000 �　● 736120 

弔費 �100,000 �タ 65,000 0 

務用消耗品費 �30,000 

珍繕費 �150タ000 �0 

印刷費 �70,000 �11,740 

品質 �100,000 �40,858 

自治会運営基金等 �300,000 �300,000 
∠員新年会費 �120,000 �0 

費 �120,000 �60,815 

予備費 �82,27 �高 

今期支出合計 � �2,815934 

次年度繰越金 � �　タ 2,128,69 

合　計 �5タ414,774 �4,944,628 �合　計 �5,414,77 �4,944,628 

土語の通り、ご報告致します。

自治会長　斉藤覚

会計収入　清水清司

会計支出　東原

監査の結果、現金、帳簿と

令和4年4月10日

令和4年3月31日現在

積立共済金額　　　　　　　940、 000円

定期預金(自治会運営基金)　5,54l,333門

を照合した結果、適正である事をご報告致します。

会計監査　　小原久米治

会計監査　　田口　輝美
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第２号議案 

 

    令和 4 年度⾃治会費の減額について 
 

令和 3 年度の⾃治会費の⽀出につきましては、コロナ禍で活動で

きない期間が⻑く続きましたので予定していた、桜まつり、納涼の集

い、運動会、防災訓練などの事業が中⽌となり余剰⾦が発⽣しました。 

この令和 3 年度の余剰⾦の発⽣に伴う特例措置として令和 4 年度

の⾃治会費を年間 1,800 円減額し⾃治会費を年間 1,800 円とする。 

 

令和 4 年度⾃治会費 

       3,600 円/年を 1,800 円/年に減額 

 

 

 

 

 

             Ｐ4 



　第３号議案

日　付

当自治会役員により、集会所の掃除

適　時

適　時

社会福祉協議会による

一円貨募金に協力させて頂きます。

多摩湖町運動会実行委員会が主催

町内相互の親睦を深める事を目的

市民との交流と親睦を深める事を

目的として参加

　　多摩湖町 桜の花を満喫しながら、町内会員

公共団体等からの行事案内により

出席をする。

　防犯活動及び 安心して住める街づくりの為に

　街路灯の整備 防犯活動及び街路灯を整備する。

官公庁等から依頼された情報等の

資料を回覧・配布・掲示する。

集会所・消防詰所の 会員相互の親睦を深めることを目的

貸出 として、各会議等の場所として提供

開催について、西武園ゆうえんちの
リニューアルオープンに伴い新たに
打ち合わせ・調整が生じます。また
新型コロナウイルス感染状況、宣
言、要請等を踏まえて判断します。

交通安全施設の設
置（防犯灯）

要望に基づき自治会が出来る範囲に
おいて、補助金等申請手続きを行い
施行します。

要望箇所

及び除草を行い環境整備を図る

多摩湖町自治会
ホームページ

この地域の最新情報やお役に立つ情
報を幅広く会員に伝えます。

インターネットで多摩湖町
ホームページと検索し活用し

て下さい

納涼のつどい
未定

Ｐ5

総務会議
定期総務会及び必要に応じて臨時総
務会を開催する。

集会所又は消防詰所

集会所・消防詰所

各学校・神社・消防団

各推薦団体等

４月下旬 定期総会 事業・決算等を報告 多摩湖町集会所

４月上旬 水道道路（緑道）

　案内による出席

多摩湖町内

回覧・配布・掲示 自治会員宅・掲示板

東村山運動公園

相互の親睦を目的として実施する。

多摩湖町集会所・
詰所周辺

9月中旬
多摩湖町
町民運動会

市立第四中学校・校庭

10月中旬

さくら祭り

環境整備 北川クリーンアップ作戦参加 町    内

市民大運動会

7月下旬 一円貨募金 会     員

8月上旬

　令和4年度多摩湖町自治会事業計画（案）

事業等 開　催　内　容　等 場　所　等

適　時 環境整備

随

時

実

施



第3号議案

令和4年度多摩湖町自治会予算案
自　令和4年4月1日

至　令和　5年3月31日

収　　入　　の　　部
科　　目 �金　額(円) �摘　　要 

前年度繰越金 �2,128,694 � 

自治会費 �l,500,000 � 

防犯街路灯光熱費補助金 �70,000 � 

祝い金 �150,000 � 

売上金 �400,000 �納涼の集い 

集会所・消防詰所使用料 �10,000 � 

東京都底力助成金 �200,000 � 

合　　計 �4,458,694 � 

支　　出　　の　　部 
科　　目 �金　額(円) �摘　　要 

集会所他建物共済掛金 �190,000 �集会所・消防詰所 

イベント費 �900,000 �納涼の集い・さくら祭り 

体育費 �300,000 �多摩湖町民運動会 

各種団体補助金 �280,000 �交通安全協会・福祉協議会・防犯協会・寿会 

保健推進・各5万円・ふれあい協議会・3万円 

消防後援会助成金 �522,500 � 

総会費 �130,000 � 

会議費 �120,000 �月例役員会議及び各種団体等の会議 

自主防災費 �200,000 � 

共同歳末募金 �90,000 �日赤・赤い羽根・歳末たすけあい・各3万円 

各種団体祝金 �100,000 � 

電灯光熱費 �250,000 � 

水道ガス費 �95,000 � 

通信費 �100,000 �ホームページ作成費用等 

安全施設修繕費 �150,000 �防犯灯・カーブミラー等 

慶弔費 �100,000 � 

事務用消耗品費 �30,000 � 

修繕費 �150,000 �掲示板等 

印刷費 �70,000 � 

備品費 �100,000 � 

自治会運営基金等 �300,000 � 

雑費 �120,000 � 

傷害保険費 �50,000 � 

予備費 �11l,194 � 

合　　計 �4,458,694 � 
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