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豊洲町会 第 66 回定期総会議事録 

書記: 志摩、井形 

 

１．開催日時 

平成 28年 5月 22日（日）14:00～15:00 

 

２．開催場所 

豊洲小学校 4階 

 

３．役員出席者 

会長：小安 

副会長：桑原、西岡、志摩、菅谷、満田、高橋、水谷、井形 

会計監査：渡辺、小島 

 

４．開会の辞（西岡副会長） 

 西岡副会長より、第 66回定期総会の開会が宣言された。 

 

５．総会成立の報告（西岡副会長） 

司会の西岡副会長本日の出席者数および会員数から、本総会の有効性が報告された。 

会員総数 3,479名 (平成 28年 4月末現在) 

出席会員:49名 

委任状：335名 

白紙委任:3,095名 

 

６．会長挨拶（小安会長） 

冒頭に小安会長より挨拶があった。 

・都営団地建て替え計画、解体が進んでいる。住人が一時的に移転しているがまた戻っ

てきてほしい。 

・11 月 7日に新市場が開場する。その前 3日間程度で業者が一斉に引越しをする。 

・千客万来施設について、寿司ざんまい、大和ハウスが撤退したが、ようやく新しい 

事業者が決まった。3年後に完成する予定である。 

・豊洲駅前開発が、3、4 年前に発表されていたが、ようやく建築が開始された。シビッ

クセンターの裏側にオフィスビルとエネルギーセンターができる予定。200室のホテルも

できる。 

・東電堀で工事が始まっている。水陸両用車がとおる計画となっている。カヌー等、運

河を利用した観光拠点となることを期待している。 

・東京メトロ 8号線の延伸について、国のほうで 14年ぶりに答申が出た。東京都、江東
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区、東京メトロにて協議し、早期に開通してほしいと考える。 

・東京メトロで採算が取れないと言っているが、より利便性の高い地下鉄を作っていた

だきたい。 

・町会として、地域をもっと素晴らしい街にするために、色々な活動をしていく。皆様

のご支援ご協力を賜りたい。 

 

７．議長の選出（西岡副会長） 

司会の西岡副会長より小安会長が本総会の議長に推薦された。来席者の拍手にて、賛意

を確認し議長に選出された。 

 

８．書記選出 

司会の西岡副会長よりの推薦により、志摩副会長および井形副会長が総会の書記に選出

された。来席者の拍手にて、賛意を確認し議長に選出された。 
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９．議案報告事項 

平成 27年度の町会活動が、以下のとおり報告された。 

 

９－１．第１号議案: 27年度事業報告（小安会長） 

① 町会の催事 

・盆踊り大会を実施した。だんだんと踊り手が少なくっていたので、昨年度は集会

所にて踊りの練習をした。その効果があり、踊る人が増えた。今年度も同様の取り

組みをしたいと考えている。 

・富岡八幡宮の二ノ宮渡御があった。マンションの方を含め、多くの方にご参加い

ただき、盛り上がりを見せた。 

・江東区と町会ともに総合防災訓練を実施した。江東区の協力により例年より費用

がかからなかった。 

・日帰り旅行はバス 4 台となり、多くの人が参加した。勝沼のワイン工場、紅葉の

河口湖へ行った。昔はバス 1 台という時期もあり、なんとかマンションの人に参加

してほしいと思っていた。昨年度はやっとバス 4 台となった。バスの配分としては

昔からの人が 2 台、マンションが 2 台となって、均等の参加者となっている。値段

も安いので多くの人が参加していると思っている。 

・新年会は、山崎江東区長にも参加いただき、盛大に執り行われた。 

・餅つき大会をぞうさん公園で実施し、睦会に手伝ってもらい盛況であった。 

・毎年江東区の一斉清掃を実施している。今年度も 5月 29日（日）に実施するので

よろしくお願いしたい。 

・毎月 27日にパトロールを実施した。 

・春秋に 2回交通安全を実施した。 

・学校等の会議・運営に参画している。 

・豊洲地区連合会、ルネッサンス、青少年対策、警察署、消防署等の各会議に参加

している。 

・各学校へ入学祝いとして駆けつけている。 

・船カフェの手伝いを実施した。 

・パエリアは今年で 3 回目となる。防災を兼ねて、時間がかからず味がついている

美味しい食べ物を提供しており、町会がコラボしている。 

・6月には操法大会、災害協力隊、定期総会があった。 

・五中のクリーン作戦へ町会として飲み物を提供した。 

・寿会の支援協力をしている。 

・江東区民祭りに町会として睦会が模擬店で参加している。だんだん上手くなって

きて売り上げが伸びている。 

・地域関係団体の忘年会、新年会へ参加した。 

・東京マラソンでは、商友会でのお汁粉配りに婦人部が参加した。東京マラソンは

10 周年で見直しがはいり、富岡八幡宮で U ターンし、晴海通りには来ない。佃大橋
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等後半に坂が多すぎ、世界記録が出ていない。平坦な道なら世界記録の可能性ある

とのこと。 

・卒業式、お別れ会へ参加した。 

 

９－２．第２号議案 

① 平成 27年度収支決算報告（ 桑原副会長） 

前年度繰越金：1,840,087円 

収入：11,320,184 円 

合計：13,160,271 円 

 

支出：11,862,561 円 

次年度繰越金：1,297,710円 

合計：13,160,271 円 

 

ア）収入内訳 

・一般会費が、都営団地の移転により減っている。 

・りそな銀行、博報堂が参加し、特別会費が増えている。 

・寿会の収入を町会が代理受領しているので区委託費が増えているように見える

が、昨年度と変わっていない。寿会にそのまま渡している。 

 

   イ）支出内訳 

・町会事務所の前に郵便ポスト設置、都営団地移転にともなう掲示板移転により

備品消耗品が増加した。 

・敬老の日にお祝いを約 400名に渡した。 

・青少年育成費として、広報誌の裏にあるサッカーと野球を支援している。 

・成人の日、22名にパスモを差し上げた。 

・夏祭りは売り上げが上がり、若干予算を下回っている。 

・日帰り旅行は参加者が多く、予算オーバーとなっている。 

・災害協力隊費は、江東区から補助金が出た。そのため町会費用は参加グッズの

みとなった。 

・団地の移転があったが、予算内に収まった。 

・各協会費に端数が出ているのは、銀行への振り込み代である。 

・役員が 1名退任し、20,000円支出している。 

・災害対応、神輿修繕費として 1,000,000 円を支出した。各銀行に分けて積立し

ている。 

 

② 平成 27年度 会計監査報告（小島会計監査） 

平成 28年 4月 23 日（土）19:00に通帳、帳票類を渡辺会計監査と確認。全て適正に
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処理されていることを確認した。25 日に捺印した。 

 

議案説明後、質疑応答を行った。 

 

質問１：フロントコート、今林 

3Pの業務受託費の内容がわからない。どういう受託で趣旨なのか。（今林） 

江東区から受領している事務委託費である。（桑原副会長） 

行政に協力する、委員、各印刷物、各種行事の促進としての費用である。町会との連絡

調整等を行っている。（桑原副会長） 

もろもろ行政に対して協力している活動費を計上している。（桑原副会長） 

実際にはもっと受領しているが、他は町会の予算として計上している。（桑原副会長） 

収入委託費は役員の活動費ということか。町会が区からどういうことを委託されている

のかが分からなかった。（今林） 

区からの委託されている事項の費用について、具体的に説明を行った。（桑原副会長） 

 

質問２：大和田 

日帰り旅行を 2回実施しているのか。（大和田） 

 別物です。印刷ミスです。（桑原副会長） 

文化行事費、支出だけあがっている。参加費があったと思うが、収入としてあがらない

のか。個々に決算しているのか。（大和田） 

 個々に単独決算している。（桑原副会長） 

区から 108万、町会へ 48万としているほうが分かりやすい。（大和田） 

 単独決算となっている。差額分しか計上されない。（桑原副会長） 

町会がだんだん大きくなり、いい発展をしているのは喜ばしいし、夢がある。役員には

苦労を掛けている。個人的な考えとして、総会で飲み物を配ってくれないのか。役員だけ

あるのはなぜか。（大和田） 

 検討させていただく。役員全員でなく、発言者のみ飲み物を置いた。（桑原副会長） 

 次回は考えておく（小安会長） 

 

質疑応答後、拍手を持って第 1号議案および第 2号議案が承認された。 
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１０．議案決議事項 

平成 28年度の活動計画について、次のとおり説明があった。 

 

１０－１．第 3号議案：平成 28年度事業計画案（小安会長） 

・今年度の富岡八幡宮は子供神輿渡御としてお子さんのお祭りとなっている。また大

人の神輿も町内巡行する予定である。 

・防災訓練は、10 月 2 日（日）の豊洲小で実施する。多くの人に参加し、学び体験し

ていただきたい。 

・豊洲新市場移転すると、交通が大変懸念される。市場に大型トラックが 1万 8千台、

通勤の車も考えられる。ほぼ 100%市場の人は車通勤となっている。地域住民が被害を

受けるかもしれない。少しでも軽減できるよう江東区と話していく。 

・パエリアのイベントは、議案書に載っていないがやる予定である。地域を盛り上げ

る。 

・マンションの人と交流が薄いので、各マンションの理事、理事長に参加いただき、

情報交換する。地域の開発状況、今後の豊洲について等の打ち合わせを昨年度実施し

た。引き続き続けていきたい。 

・少年倶楽部のスポーツ活動を今年度も継続する。 

・報告事項として、一般会員としてパークタワー豊洲は昨年度の資料になかったので

載せている。オークプレイス豊洲は昨年度加入している。 

 

 １０－２．第 4号議案：平成 28年度収支予算案（菅谷副会長） 

前年度繰越金：1,297,710円 

収入：10,763,860 円 

合計：12,061,570 円 

 

支出：11,756,000 円 

次年度繰越金：305,570円 

合計：12,061,570 円 

 

① 収入内訳 

・今年度は都営団地建て替えに伴い、予算が減少している。それを踏まえ予算を作

成している。 

 

② 支出内訳 

・積立金は 0円としているが、余ったお金を積立とする予定。 
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１１．質疑応答 

以下の質疑応答がなされた。 

 

質問３：長沼 

事業計画 P.5、地下鉄 8号線について、町会はどういうことをするのか。（長沼） 

町会のスタンスは、連合会があり、そこと調整を取り、江東区に要望していく。地元の

議員さんに推進をお願いする。都議、他地域の区議へ接触し、要望を伝えていく。8号線延

伸には、周辺に駅がないので枝川、塩見が特に力を入れている。連合会とコラボしていく。

今年の 4 月に初めて国が方針を出している。地域 32 団体の町会で要望していく。（小安会

長） 

現在の有楽町線はあふれかえっている。人がいっぱい。階段も中々降りることができな

い。ホームの幅が狭い。地元住人としては心配、混雑状況等を調査してほしい。（長沼） 

市場でもさらに混雑する可能性がある。しかし GOといってから 5 年はかかる。今のよう

な問題を含めて要望していく（小安会長） 

地域住民との情報交換について、近隣のマンションとの親睦を深めるとのこと。具体的

な開催時期を知りたい。（長沼） 

地域の多くの方と話をしていきたい。広報誌等で情報を発信しているところである。理

事長あてに参加を依頼している。大変喜ばれている。なるべく興味のある多くの方に参加

してもらえるよう考えていく。（小安会長） 

広報誌の最後のページに、東電堀話がある。水質管理、検査とかはどこが責任を持って

やるのかを知っていたら教えてほしい。水上バスは問題ないが、カヌー等のイベントをす

るならば、水質が気になる。（長沼） 

運河をもっと楽しく利用していく。もっと運河に近づいていく。バリケードをはずして

いる。運河は楽しい暮らしに密接している。運河ルネッサンスをやっており、東京都は水

が汚いと許可を出さない。今のところ、４，５年前から水質が改良されている。豊洲周辺

の運河はクリアになっている。（小安会長） 

運河沿いを見ると透き通っていて、きれいである。東京都も OKを出している。江東区も

推進している。運河をもっと利用して、有意義に使ってはどうかと考えている。砂町にと

られたが、水陸両用車がこっちにも来ることとなった。江東区も乗り気である。今はスロ

ープを作っている。（小安会長） 

都営団地の跡地については、町会として何か要望しているのか。町会事務所をどのよう

にしていくのか。今年度の町会事務所への耐震費用とか。（長沼） 

町会事務所の改修は考えていない。東京都での建替え工事での被害があったら、それは

都に申し入れる。（小安会長） 

都営団地の空地については、東京都としてまだ考えていない。渡辺理事長、私（小安会

長）で検討している。１つ要望として、13 号棟に保育園の仮施設を作るが、いずれ引っ越

す。そこにプレハブが残る。地域住民に使用することは可能かを話している。豊洲地区は
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公園が広い、緑もある。町会としてのスタンスとして、4丁目には広い公園もない、緑もな

い。ターザン公園の改良は、団地ができてからとすると江東区に言われている。都営団地

の空いた土地には、直下型地震が来る可能性があるので、防災広場、多目的広場とするこ

とを話している。集客力のある、豊洲地区にない施設を作ることも考えている。構想が進

んできたらまた報告したい。（小安会長） 

 

質問４：大和田 

予算案、決算案の弁償費とは何か。（大和田） 

町会のお手伝いの人件費である。その人がいない場合、パートを頼むとしたらその費用

弁償となる。（桑原副会長） 

 

質問５ 

町会としてどういう災害対策をしているのかを教えてほしい。貯蓄はあるのか、ないの

か。 

豊洲町会として、決算額の 3Pの真ん中の最後の決算収支にある災害非常時復興費用とし

て積立をしている。何か災害があった際に使用する。（桑原副会長） 

町会として何か準備しているのかというと、震度 5 強となると、災害協力隊が町会事務

所に集まることとなっている。家にいられない状態となった場合は、学校が避難場所とな

る。豊洲は残留地区なので、原則家にとどまることとなる。被害状況により、相当な被害

の場合は預金を使うこととなる。（小安会長） 

学校には毛布、お釜、ボイラー、非常用トイレがある。災害時には、江東区と町会は連

携していく。学校の備品を全て使用できるわけではない。大所帯のため、水とか食料は用

意できない。水と食料は、無駄に捨てていることが多い。管理できないのである。町会と

して、お金を貯蓄しているので、災害時に使用する。（小安会長） 

 

災害非常時復興費用は町会役員 10名を招集し、協議の上、支出するかを判断する。この

ことについて、皆様の承認をいただきたい。（小安会長） 

熊本地震について、町会として 1 人 100 円で町会費の中から、義捐金を出したいと考え

ている。このことについて、皆様の承認をいただきたい。（小安会長） 

 

質問６：スターコート、本田 

昨年は町内巡行がなかった。なぜやらなかったのか。（本田） 

富岡八幡宮から豊洲まで、二ノ宮渡御があった。経費節減もあり、敢えて町内巡行して

いない。今年は子供神輿 2 基を出す予定。今年は町内巡行を考えている。（小安会長） 

 

質問７：プライヴブルー、佐伯 

豊洲町会の規約はあるのでしょうか。（佐伯） 

規約はある。マンションにも提供している。（小安会長） 
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質問８：プライヴブルー、佐伯 

豊洲町会の会員数は何人か。（佐伯） 

3,479 世帯。（小安会長） 

 

質問９：プライヴブルー、佐伯 

毎月実施の会議には、議事録があるのか。（佐伯） 

毎月定例会議を実施している。議事次第、議事内容はあるが、議事録はない。（小安会長） 

 

質問 10：長沼 

災害時に金融機関は対応可能なのか。確認してほしい。お金を使う場がないのでは。（長

沼） 

ある程度時間が経過し、落ち着いた際に、引き出すこととなる。（小安会長） 

 

質問 11： 

非常時積立金、熊本義援金は議案に記載すべき。載せたらもっと人が来たはず。 

時間がなかった。申し訳ない。（小安会長） 

 

以下 2点について、議案書に記載はないが承認提案を求めた。 

 

１．非常時に積立金を役員の参集での使用判断について 

２．熊本義援金に 1人 100 円 

 

拍手を持って上記 2点が承認された。 

 

小安会長より、鎌田副会長が一身上の都合により退任することとなり、新しく松尾さん

に副会長をお願いすることを説明した。 

 

議案説明後、承認提案が小安議長より、出席者の拍手で議案が承認された。 

 

１２．議長および書記の解任（西岡副会長） 

議案および報告事項終了のため、議長および書記を解任した。 

 

１３．閉会の辞（西岡副会長） 

司会の西岡副会長により閉会が宣言され、定期総会は終了した。 

 



平成 28 年 5 月 22 日（日） 

豊洲町会 
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１４．署名 

 以上のとおり、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

平成 28 年 5 月 30 日（月） 

議長                 ㊞ 

議事録署名人             ㊞ 

議事録署名人             ㊞ 

以上 


