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豊洲町会 第 67 回定期総会議事録 

書記: 松尾、井形 

 

１．開催日時 

平成 29年 5月 28日（日）10:00～11:00 

 

２．開催場所 

豊洲小学校 4階講堂 

 

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、松尾、井形 

会計監査：渡辺、小島 

 

４．開会の辞（志摩副会長） 

 志摩副会長より、第 67回定期総会の開会が宣言された。 

 

５．総会成立の報告（志摩副会長） 

司会の志摩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 29年 4月末現在) 

出席会員:61名 

委任状：368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。 

・町会が大きくなり、役員一同精いっぱい頑張っている。築地市場の問題について、1日

でも早く地元の豊洲へ移転ほしいと思っている。 

その中で皆様の一番の要望であった市場見学会を 5/20（土）に実施した。100 名の予

定であったが 200 名ご参加いただき、大変好評であった。皆様の関心が高く、これだけ

立派な施設になぜ移転しないか。1日も早く来てほしいと思っている。しかし中々決断さ

れない。新聞報道等でも揺れ動いている。 

新市場の移転が止まっているので、ぐるり公園の整備も止まっている。しかし一部開

園していいとの答えをもらっている。7 月以降に 5丁目の運河、東電掘りが使えるように

なる。水陸両用、カヌー等の催し物ができる。市場が止まると、オリンピック施設の開

発にも影響が出る可能性がある。 

昨日、体操競技場の説明会があって行ってきた。素晴らしい体操競技場ができること
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となる。日本の文化を活かし、木で出来ることとなる。当初は仮設施設とし、その後住

宅を建てる予定であった。しかし住宅が当分立たないことを確認できた。今後は展示会

場として使用する。テニスコートもたくさんできる。多くのテニスのファンが使用する

ことができる。地域のスポーツ振興の場所として活用することができ、これからいい街

となると思っている。広報誌にそれぞれの情報を記載しているので、後程ご覧いただき

たい。 

 

 

７．議長の選出（志摩副会長） 

司会の志摩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（志摩副会長） 

司会の志摩副会長より、松尾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、賛意を確認し書記に選出された。 

 



平成 29 年 5 月 28 日（日） 

豊洲町会 

- 3 - 

 

９．議案報告事項 

平成 28年度の町会活動を、以下のとおり報告した。 

 

９－１．第１号議案: 28年度事業報告の件（小安会長） 

① 町会の催事 

・7月に盆踊りを深川五中にて、地域、PTAをはじめ地域の方々のご協力のもと模擬

店を出店した。 

 ・3 年に一度の子供神輿であった。今回は豊洲地域の子供のために半纏を用意した。

連合渡御に出てもらうことで、子供に担ぐ楽しさを知ってもらうことができたと

思う。 

 ・ぞうさん公園で恒例の餅つき大会を開催した。大変多くの人に来ていただいてお

り、ぞうさん公園ではすこし手狭になってきている。場所を変えようと考えてい

る。 

 ・江東区推進一斉清掃を実施した。自分の町は自分達できれいにしていきたい。 

・たばこポイ捨て防止運動は、約 200名が集まった。 

 ・夏に実施している五中のクリーン作戦を町会も支援している。 

 ・防犯パトロールは毎月 27 日に実施している。2 班に分けて、豊洲各地域を回って

いる。 

 ・歳末パトロール、お子様も含め、約 50名ぐらいに参加いただいた。パトロールの

後は、皆様暖かいものを食べていただいている。 

 ・交通安全活動は、3丁目の横断歩道のところにテントをたてて行っている。地域の

安全に寄与すればいいと考えている。 

 ・雨の中、災害訓練の一環として、放水訓練を実施した。長時間の一斉放水であっ

た。本件では消防署長より感謝状をいただいている。 

 

 

９－２．第２号議案 

① 平成 28年度収支決算報告の件（ 桑原副会長） 

前年度繰越金：1,297,710円 

収入：11,357,772 円 

合計：12,655,482 円 

 

支出：11,511,551 円 

次年度繰越金：1,143,931円 

合計：12,655,482 円 

 

ア）収入内訳 

・一般会費は６号棟、９号棟、１０号棟が移転のため、その分収入が減少。しか
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し新しいマンションの加入があり、その分は増えている。 

・特別会費は企業の会費が増えている。 

・平安祭典より寄付を 10万円いただいた。 

 

 

   イ）支出内訳 

・備品費が増加している。これは町会事務所の 1 階の倉庫を整理整頓するため、

工具、棚、収納ボックス等の費用となる。10年ぶりに整理整頓できた。 

・敬老費、敬老の日にお祝いを出している。380名にお祝いをさしあげた。 

・成人祝い関係費では、20名の成人にクオカード 3,000円分をさしあげた。 

・祭礼日は別決算で報告しているため、詳細は割愛する。 

・納涼日は別決算で報告しているため、詳細は割愛する。 

・災害協力費は、防災訓練費用となっている。 

・役員が 1名やめたので慰労費を計上した。 

・若干余裕が出たので、100万円を預金した。 

 

② 平成 28年度 会計監査報告の件（小島会計監査） 

平成 29年 4月 22 日（土）19:00に通帳、帳簿類を渡辺会計監査と確認。全て適正に

処理されていることを確認した。 

 

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。 

 

１０．議案決議事項 

平成 29年度の活動計画について、以下のとおり説明した。 

 

１０－１．第 3号議案：役員改選の件（平成 29・30年度）（大野副会長） 

・5名の選挙管理委員にて 3/6（月）～3/15（水）まで立候補の受付をした。結果、会

長に小安氏、監査役に渡辺氏、小島氏のみであったため当選とした。 

 

 

１０－２．第 4号議案：平成 29年度事業計画（案）承認の件（小安会長） 

  ・今年は例大祭があるので、盆踊りはやらない。盆踊りは大変な事業となるので、規

模を縮小し 7月にこども祭りを開催する。前回同様にドジョウ掴みをやる予定。今年

は例大祭である。年々祭りが盛り上がっている。しかし神輿にかかる費用が大変。各

事業所にお願いしているが、思うようにもらえない。ローラー作戦を展開し、少しで

もいいので寄付をお願いしている。今後も皆様のお力添えをよろしくお願いしたい。 

  ・豊洲市場問題の早期解決、1日も早く市場が来ることを望んでいる。東京都が豊洲に

決めたとき、商店街では単なる物流拠点となることは反対した。汚染を除去し、にぎ



平成 29 年 5 月 28 日（日） 

豊洲町会 

- 5 - 

 

やかな施設を作り、交通を整備することで飲んだ経緯がある。知事が代わり方針が決

まらないのは残念であるが、今後の動向を見守っていきたいと思っている。随時要望

はあげていく。 

  ・地域住民との情報交換会を実施する。町会の活動をご理解いただき、コミュニケーシ

ョンを深めるため年 4回を計画している。 

・新規特別会員として、ベン＆ジェリーズららぽーと店が町会に加入した。 

 

 

 １０－３．第 5号議案：平成 29年度収支予算（案）承認の件（菅谷副会長） 

前年度繰越金：1,143,931円 

収入：11,303,380 円 

合計：12,447,311 円 

 

支出：11,909,000 円 

次年度繰越金：538,311円 

合計：12,447,311 円 

 

① 収入内訳 

・一般会費は、一部都営団地移転により減少している。 

 

② 支出内訳 

  ・祭礼費は、今年が例大祭のため、前年の 100 万から 200万へ増額している。 

  ・96万のところ 66万と誤っていたため、資料を差し替えている。 

  ・例大祭の支出があり、今年は積立金を 20円万としている。 

 

 

１１．質疑応答 

 

質問１：  

お礼とお願いである。活動案にもあるとおり、今年は豊洲小が 70 周年。北小が 10 年周

年となる。私は豊洲小 70周年を祝う会の実行委員をしている。小安会長、役員の皆様には

日頃の活動にお礼を申し上げる。地域が栄えるために、小学校の行事は大切なものであり、

また、小学校は災害時の防災拠点となる大事なポジションである。日頃の関わりが必要と

なる。PTA、学校一体となって進めているので、今年は大祭と重なり大変だが、町会の協力

と支援をお願いしたい。 

→（小安） わたしも小さい頃豊洲小にお世話になった。協力していくのでよろしくお

願いしたい。 
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質問２：  

 備品が 5万から 20万になっているのは何故か。 

→（桑原）倉庫の整理に費用がかさんだ。もう 1 つ倉庫があり、今年度はそこの整理を考

えているので、5万から 20万へ費用を増やしている。 

 

質問３ 

 広報誌は 3,500 部とあるが、部数を減らすかカラーをモノクロにするとかして、費用を

削減しないのか。 

→（小安）紙の質をおとして経費削減したことはある。しかし紙は質より枚数となる。3,500

枚は印刷するには少ないので高くつく。その辺を考えて安い印刷会社があるか等を考えて

いく。 

 

（小安）総会前に受領した事前質問を紹介し、回答する 

 

質問４：  

28年度決算支出費で備品費が増加したのはなぜか。 

 →倉庫の整理。工具、棚等の費用となる。 

 

質問５：  

こどもの半纏を昨年は作った。その費用が記載されていないのはなぜか。 

→祭りは別会計で、別決算で地域の代表の方に配布している。 

 

質問６： 

 29年度の収入が 12万多いのは何故か。  

→29 年度の収入で 12万多いのはオーベルブランディオが 2回振り込んだので多かった。 

 

 

質問７：  

町会の規約会則はどこで見ることができるのか。 

→マンションの理事長には、当初の加入時に渡している。理事長は年々変わるのでわか

りにくいと思う。町会事務所にくれば見ることができる。今後町会の HPに規約会則を載せ

ていこうと考えている。 

 

質問８：  

 経常経費として、108万円の人件費が計上されているが、町会はボランティアではないの

か。 

 →事務員を雇っている。ボランティアではない。PC にて今回の決算資料も作ってもらっ

ている。毎年契約している。 
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質問９： 

平成 28年度決算の支出「備品消耗費」の予算を大幅に増加しているのは？ 

→町会倉庫の中を 10年ぶりに整理整頓しました。倉庫内の棚作りの材料、工具代および

収納ケース設置等の費用です。一度ご覧いただきたいと思います。 

 

質問１０： 

平成 28年度の子供半纏の費用は、どの項目で処理されていますか？ 

→神輿祭りの費用は、その都度別途決算で報告してあります。理事長へ別会計としてお

知らせ済みです。 

 

質問１１： 

平成 29年度予算の収入で、特別会費が 120,000円多いのはどうしてですか。法人加入で

すか？ 

→特別会員のオーベルグランディオ・ベイ・フロントの会費分です。120,000 円は、平成

27 年度に 2 回繰り上げでいただきましたので、今期は正規に戻り、1 回分の会費の納入と

なります。 

 

 

質疑応答後、拍手を持って第 3号議案、第 4号議案および第 5号議案が承認された。 

 

１２．議長および書記の解任（志摩副会長） 

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（志摩副会長） 

司会の志摩副会長により閉会が宣言され、定期総会は終了した。 

 

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 29 年 6 月 3 日（土） 

議長                 ㊞ 

議事録署名人             ㊞ 

議事録署名人             ㊞ 

以上 


