
 

                                              令和 4年４月 11日 

菅生台自治会 

 会員の皆様へ 

 

                 会長 黒澤克實 

 

謹啓 

 

平素より、当自治会の活動にご協力を賜り 衷心より深謝申し上げます。 

令和４年度：第 50回 定期総会は準備作業から本番に至るまで、 

新型コロナウイルス感染防止を、 

いつも通り対応を徹底し 関係者のご理解とご尽力を賜りまして準備万端、 

お陰様にて、総会当日、全ての議案に対し、 

出席者全員の承認そして議決を頂きました。おつかれさまでした。 

此処に、令和４年度の自治会活動が無事にスタート致しました。 

本年度も自治会のモットー； 

明るく、住み良い、住んでいて良かったと思える菅生台自治会を 

目指して参りますので、 

引き続き皆様のご理解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。 

 

                            謹白 

添付： 

１）令和４年度、第 50回 定期総会議事録 

２）令和４年度「菅生台自治会理事・班長」名簿 

３）令和４年度「菅生台自治会」役職者担務表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



菅生台自治会（2022・令和４年度） 

第 50回  定期総会議事録 

 

Ⅰ. 開催日時 令和４年 4月 10日(日) 午後 2時～3時 45分 

Ⅱ. 開催場所 菅生台自治会館 1階 

Ⅲ. 定期総会の進行係は自治会副会長：西岡利博氏が担当しました。 

   総会成立について 

出席者  本人出席 48   委任状 206    計 254名  

   会員数は 3月 31日現在、404名。総会は会員の過半数の出席(委任状含む)

を以って成立しました。 

   議長の選出について 

   総会出席者に立候補を募るも応募ありませんでしたので、予めお願いして

いました総務部部長 12地区理事：日野 晃氏が推薦され、 

拍手により満場一致で議長に選出されました。  

Ⅳ. 総会の議事（議長：日野理事） 

  １～３号議案 一括審議 

１． 令和４年度 菅生台自治会 年間事業活動報告： 

自治会会長：黒澤克實氏が報告しました。 

２． 令和４年度 菅生台自治会収入・支出会計決算報告及び関係会計報告：  

    収入会計決算報告,自治会館管理会計報告は斎藤理事、 

支出会計決算報告は内田理事が報告しました。 

３． 令和４年度 菅生台自治会 会計監査報告： 

会計監事の浅川喜代次氏が、去る３月 19日（土）自治会館１階にて顧問

（会計全般）の丸山幸一氏と共に会計監査を実施、総会資料に記載されて    

いる通り誤りのないことを証明するとの監査報告でした。 

 

議長が以上の報告に対し、質問有無を聞いた処、下記質問並びに意見があり 

＊「犬のふん」問題、対応について、隣の稗原団地自治会内には、大きな 

 立て看板があり相応に対処している、当自治会での問題・対応？ 更に 

 自治会内の問題や各種意見を地区の班長、理事経由という対応にプラスして 

意見箱をどこかに設置してはどうか？ 

自治会長の回答は 

○当自治会では、掲示板 8か所に川崎市役所作成の「犬のフン禁止：防止看板」 

  A4 サイズのチラシを貼付、警告している。糞尿問題が発生し、役員（班長、

理事など）へ解決要望が出たケースは過去に何回もあり、その都度、発生場

所・周辺をチェックし、写真撮りする警告チラシ、薬剤まきなどにて対応し

ている、この半年間程、問題発生意見はありません。 

○立て看板の必要有無、意見箱設置については、役員会並びに理事会にて検討 

します。 

 

以上の１～３号議案の報告・審議に対し、拍手にて満場一致で 

一括承認されました。 



４号議案：．「水端会」は会長の櫻庭晴彦氏、第 3・第 4公園の活動報告は 

管理運営協議会会長の黒澤克實氏が報告しました。「若葉会」は会長 

不在の為に、代わって会員でもある自治会長黒澤氏が活動報告、会計

は浅川監査役が報告しました。 

   

   上記４号議案は報告事項ゆえ、議決はありません。 

 

５号議案：令和 4年度 菅生台自治会会長、副会長の選任について  

（以下、氏名は敬称省略） 

岩見選考委員長より次のご報告 

昨年 12月と本年 1月、理事の選考委員達と選考協議をしました結果、 

現職の会長、副会長へ留任依頼をすることにしました。理事会終了後に  

  留任依頼をしました処、 会長の黒澤、副会長の緒方、西岡、渡邉の 3人留 

任承諾いただきました、本郷は、水沢森人の会の代表でもあり、何かと忙

しいので、今期限りで引退となりました。 

新しい副会長の選出はできませんでした。 

 

   会長    黒澤 克實 （重任） 

   副会長   緒方 晃     (重任) 

副会長   西岡 利博  (重任） 

副会長    渡邉 忠明  （重任） 

 

上記の通り現会長、副会長 3名の留任、加えて下記発表された役員選任に

ついて、日野議長の指導にて全員の拍手を以って一括承認されました。 

 

会計監査： 内田 幸子（新任）   斎藤 亜由美（新任） 

収入会計： 石井 久男（新任）   支出会計   西岡利博（新任） 

総務部部長  高山武義         文化部部長  鶴田洋子 

公安部部長  吉田宏明               母の会代表  堤行子    

環境部部長 草野和代        防災部部長  畠中浩之  

              

支援役員  岩見千佳 独活山靖司 唐戸久美子 酒井智行 坂井正史 

（防災部） 佐藤明美 松井杏子  

             

尚、 

相談役、顧問、役員会員、支援役員については、総会前に、自治会長経由

選任されることに承諾頂いております。 

顧 問 ： 駒田 範子(文化部）藤田 一郎(防災部）丸山 幸一(会計） 

相談役   :  駒田 範子  佐野 勉   藤原 英雄 藤田一郎 

根本 俊司  丸山 幸一  山岸 秀男 

役員会 ： 小林 隆一  駒田 範子  坪谷 正子 大和 麗子  

吉川 豊伸 

幸一
テキスト ボックス

幸一
テキスト ボックス

幸一
テキスト ボックス



支援役員： 青木勝治 大橋 康男  大森昌子  桜庭 晴彦  新荘 睦美  

（行事全般）杉田 充恵  田島良一  野口貴子 原 正巳  畑中秀和 

 早川三穂 船津 朋幹  吉本敦子 

＊支援要望内容については、行事・案件ごとにご連絡いたします。 

 

 ６号議案:  令和４年度 「菅生台自治会」活動目標と予算案について 

   自治会長 黒澤より次の報告がありました。 

☛重点活動について 

１：４大行事；夏まつり・秋祭り・敬老会・文化祭の恒例行事実施可否

は、予定実施日のおおよそ 2ヶ月前に、実行委員会又は理事会にて 

最終判断します。 

２：12在る各部・会の団体はコロナ渦中でも感染防止対応を徹底し, 

当自治会の主要業務活動（助合い、協力、交流をベースに）継続中 

３：理事会・役員会は自治会運営・管理上、たいへん重要な会議であるこ

とをご理解いただき、毎月１回、役員へ配信されそして、地区毎に 

自治会員へ回覧の事会報告書はしっかり読んで、協力し合いましょう。 

４：当自治会の 

＊年齢構成に関連した対策    

＊問題・課題についての対応 

☛平常時   ☛緊急時 

上記の詳細につきましては自治会員全員へ配布しています総会資料 19～20

頁に記述されていますのでご参照ください。 

 

◎予算案について 

昨年度の収支実績をベースに作成しました。但し、支出項目の行事費と 

50周年祝賀式典は、コロナ渦中、判断は難しいですが、実施を想定し計上

しています。 

 

以上、６号議案の事業活動の重点と予算案について、拍手により、満場一

致で承認されました。 

 

 ７号議案 令和 4年 3月 31日  

  菅生台自治会 「備品目録」「防災機器材明細」について 

  自治会長黒澤より、現状説明と AI時代に入っているので、備品交換、 

  新機器材がありましたら、ご相談くださいとの説明でした。。 

７号議案は報告事項でした。 

     

 以上にて総会の議案終了し、日野議長が降壇しました。 

総会進行役の副会長；西岡が再登板し 

令和 4年度 新役員；自治会長、副会長、理事の名前を発表、一人一人起立

いただき最後に、役員代表として自治会長の黒澤が本年度は自治会創立 50

周年目しっかりバトンタッチが出来るように頑張りますとの挨拶でした。 

幸一
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 緊急議案について 

 自治会長 黒澤の説明； 

3月 26日の役員会議にて下記１，2案について検討し全員が追記に同意、 

更に、一週間後の 4月 2日の理事会にて検討結果、特に異論は無く全員が 

同意されましたので、次の二つの議案を提出します。 

 

１：菅生台自治会 慶弔内規に下記を追記の件 

 

 ９）会員の子供が中学校に入学したとき、 

 10)会員の同居家族の子供が中学校に入学したとき  

  

 自治会として慶弔の意を表するため、自治会長名により 

 ９）は 5千円以内、 10)は３千円以内の金品を贈呈する。 

 

留意：当自治会の慶弔内規には、小学 1年生の「入学祝い」規定はあります。 

   中学 1年生の場合は、新たな学生スタート「入学祝い」を規定に入れま

しょう。 

 

２：菅生台自治会館 管理運営規定 

                 

 第 2条 管理委員会 

下記を追記する； 

会館の鍵保持者：管理委員長（自治会会長） 管理副委員長（自治会副会長）   

        総務部理事（自治会館管理係） 

        自治会相談役（2名：長年に亘って自治会館を活用中）  

 

上記の１，２議案について、総会進行役より、意見を求めましたが、特に 

異論はなく、全員の拍手にて同意、承諾されました。 

 

閉会のご挨拶 

 

本郷副会長が担当、「長時間、たいへんおつかれさまでした、 

良い自治会に向けてご一緒に頑張りましょう」との閉会のお言葉でした。 

 

    文責 

自治会会長： 黒澤克實 

                                                        


