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豊洲町会 第 68回定期総会議事録 

書記: 松尾、井形 

 

１．開催日時 

平成 30年 5月 26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、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 68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 4,121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:3,692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。 

昨年 12 月には 10 月 11 日に移転する旨小池知事より発表された。汚染のことと平成 28 年に盛土

がされていないことがあり、2 年前に開場予定であったが延期となった。やっと 2 年が経ち開場す

ることとなった。東京都が賑わい施設を作ること、江東区として地域として交通網の整備をするこ

と、汚染対策することを約束していた。ところが、都知事が代わって賑わい施設が暗礁に乗り上げ

ている。賑わい施設では万葉倶楽部が最初の計画とは違うと東京都と揉めている。江東区としても

早く決着してほしいと区長と相談しているが、暗礁に乗り上げている。このままでは単なる物流、

迷惑施設になるのではないか。賑わい施設がないと何にも意味がないのではと思う。本日は議員の

方にもお越しいただいているが、最初の条件通りに賑わい施設が来てもらうことが重要。一部では、

賑わい施設が決まらない場合、10 月 11 日には開場させないと言っている人もいる。何らかのアク

ションを起こすことが我々にも必要と考えている。市場は完成しているが、最低限の条件を満たす

ことが必要である。 

子どもまつりでは、水陸両用の日の丸自動車をお呼びし、体験していただいた。これから益々５、
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６丁目が開発されれば、バスの発着回数も多くなり、地域の賑やかさが増すと思っている。 

豊洲ぐるり公園が 4 月 1 日に全面オープンとなった。私も散歩して回ったが、大変ロケーション

がよい。豊洲ぐるり公園は、入札をして管理者を決める運びとなっている。これから色々なイベン

トがあるかと期待している。 

2 年後にはオリンピック・パラリンピックがある。もう有明、辰巳では基礎ができている。オリ

ンピック・パラリンピックの施設は開催後に壊す予定であったが、終わった後も活用することとな

っている。これからも豊洲、有明地区には、マンション、オフィスビル、ホテル等色々とできてく

る。以前は豊洲にホテルがほしいと要望したが、地価が高くなかなか手が出せないと言われた。 

今後豊洲地区は、新しい街作りの中、観光拠点としても伸びていくのではないかと思っている。

私たちも街作りに一生懸命貢献していきたい。 

幼稚園、保育園には沢山の子供がいる。行事を色々と実施し、豊洲に生まれて良かったという街

作りをしたいと考えている。より良い活動をしたいと思っているので、今後とも皆様のご協力をよ

ろしくお願いしたい。 

 

 

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。 
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９．議案報告事項 

平成 29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: 29年度事業報告の件（小安会長） 

① 町会の催事 

・7 月に例年では盆踊りを開催していたが、昨年は例大祭のため規模を縮小し、子どもまつりを

開催した。子どもまつりでは、プールを作ってのドジョウのつかみ取り、各種模擬店を設け、子

供たちの夏の思い出をと思い開催した 

・8月に富岡八幡宮の例大祭に参加した。54基の神輿で 8キロメートルの渡御は圧巻である。 

・例年では、日帰り親睦旅行をしていたが、バス料金の値上がりもあり、町会フェスティバルと

いう文化祭的なものを開催した。会員数が大変多くなり、小学校、保育園等の児童も増えている。

様々な団体の方に演目を披露していただく場を提供し、地域の特徴を見ていただこうと思い開催

した。 

・2 月に恒例の餅つき大会を開催した。これまではぞうさん公園で開催していたが、手狭になっ

てきたため、豊洲四丁目第二公園で実施した。大変多くの方に来場いただき、子供達も喜んでい

た。 

・一斉清掃については、年 2 回実施している。また、江東区が推進しているタバコのポイ捨て禁

止運動を実施した。商友会、企業等約 300人で豊洲地区の清掃活動を行っている。 

・深川五中クリーン作戦を、豊洲町会として支援している。 

・防犯パトロールは、毎月 27 日に実施している。20 時から 2 班に分けておよそ 1 時間程度のパ

トロールを実施している。 

・歳末には、子どもと大人のみんなで歳末パトロールを実施した。パトロールの終わりには、暖

かいものを皆様に振る舞っている。 

・交通安全活動では、皆さんのご協力のもと実施している。1 時間半交代で、皆様とともに活動

している。大変ありがたく、感謝している。 

・地域防災活動では、深川消防団の操法大会、災害協力隊等に参加している。 

・4月は入学式、入園式、5月は歓送迎会、運動会、7月、8月には各地域のお祭りに伺っている。

昨年の 10月、11月には学校、幼稚園の周年行事があり、町会として参加させていただいた。 

 

９－２．第２号議案 

① 平成 29年度収支決算報告の件（ 桑原副会長） 

前年度繰越金：1,143,931円 

収入：13,138,377円 

合計：14,282,308円 

 

支出：13,411,739円 

次年度繰越金：870,569円 

合計：14,282,308円 
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ア）収入内訳 

・決算額を説明。 

前年度繰越金：1,143,931円 

 

 

   イ）支出内訳 

・決算額を説明。 

庶務関係費 

 

・敬老の日は約 4 00名にクオカードを贈呈した。 

・青少年育成費として、サッカー、野球に助成。 

・成人の日には、成人した方にクオカードを贈呈。 

・祭礼費は、富岡八幡宮の例大祭の費用となっている。決算は別決算となっている。町会と

しては 200 万提供している。例大祭の費用は寄付を含め合計で 600 万円かかっている。その

うち 200万が町会からである。 

・納涼費は、こども祭りの費用である。別決算として別途配布している。 

・文化行事日、初の試みとして豊洲町会フェスティバルを実施。賀詞交歓会の費用も含まれ

ている。 

・防犯防火対策費はパトロールの粗品となっている。 

・災害協力隊費は、防災訓練の費用である。 

・地域活動費は、100円を町会から戻している。 

・広報誌は年 2回。世帯数が増えて、若干増加した。 

・幼稚園、小学校、芝浦工大のお祝い金のため、予備費が増加した。 

・残金の 180万円を積立金とした。 

 

② 平成 29年度 会計監査報告の件（小島会計監査） 

平成 30 年 4 月 16 日（月）20:00 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 

 

質問１： 

2 号議案の 2 頁について、右に説明欄がある。金額が 200 万円増えている。何人からいただいてこの

額となったかを議案書に書いてほしい。また、本日口頭にてお答えいただきたい。 

→会員が増えている。新しいマンションの増加分である。パークホームズ豊洲ザレジデンスの 690 所

帯が新しく加入。途中加入のため、全て計上されている。690世帯が一括で町会に加入している。 

（桑原副会長） 

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 30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：平成 30年度事業計画（案）承認の件（小安会長） 

  豊洲町会事業計画（案）を説明 

  ・防犯パトロールを毎月実施。 

・春の全国交通安全運動を実施済。明日 8時から一斉清掃を実施予定。 

  ・災害協力隊の自主訓練、合同訓練を実施する。 

・7月に盆踊りを深川五中で大々的に実施予定。 

・8 月に富岡八幡宮の二ノ宮渡御に参加する。富岡八幡宮に飾ってあるうちの 2 番目の神輿が豊

洲を通る。神輿を担ぐための白半纏を町会で販売している。その半纏を着ないと担げない。 

・9月に全国交通安全を実施予定。敬老の日にはクオカードを配布予定。 

・10月は防災訓練を豊洲小で実施予定。起震車も来る。10月には築地から豊洲への市場移転もあ

る。 

・11 月には一斉清掃を実施予定。自分の町は自分で綺麗にしようという取り組みである。また、

今年度は日帰り親睦旅行を予定している。 

・12月は歳末パトロールを実施予定。いつも大変多くの方にご参加いただいている。 

・1 月は新年会をシビックセンターで実施予定。成人の日に記念品を配布しているが、マンショ

ンの人が多くなってきているものの、まだ成人する人が少ない。 

・2月には餅つき大会を実施予定。大変多くの方に参加いただいている。 

・なお、5月の一斉清掃は 27日（日）、28日は誤植である。 

 

 

 １０－２．第 4号議案：平成 30年度収支予算（案）承認の件（菅谷副会長） 

前年度繰越金：870,569円 

収入：13,759,377円 

合計：14,629,946円 

 

支出：13,877,000円 

次年度繰越金：752,946円 

合計：14,629,946円 

 

① 収入内訳 

・収入内訳を説明。 

 

② 支出内訳 

  ・町会員が増えているため、すこしずつ予算を増やしている。 

  ・敬老の日は今まで 1,000円であったが、2,000円のクオカードとする。 

  ・富岡八幡宮の二ノ宮渡御費用として 100万円を計上。 
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  ・盆踊り費用として 200万円を計上。執行できる金額は寄付もありもっと大きくなる。会計 

は別途実施している。 

  ・平成 29年度に退任する役員がいるため、慰労金を支払う。 

 

事業計画案として５Pが基本計画、別紙が詳細となっている。 

なお、一般会員として、東京消防庁豊洲宿舎、パークホームズ豊洲ザレジデンス、特別会員とし 

て、キッズポケット豊洲保育園、ひまわりキッズガーデン豊洲、小学館アカデミーしんとよす保 

育園が新たに加入している。 

 

１１．質疑応答 

質問なし。 

 

質問状をいただいているのでご紹介する。 

 

質問１：  

豊洲は人口増が目覚ましい。町会費が 1世帯 300円は高いのでは。昨年は盆踊りもやっていない。100

円でもやっていけるのでは。会計は家で実施せず、弁護士、会計士を入れたほうが良いのでは。 

→300円のうち、100円はマンション等への取り組みように返金している。そのため実際に町会で使用

できるのは 200円である。また、人が多くなると経費も多くなってきている。（小安会長） 

→富岡八幡宮の例大祭の年は、盆踊りではなくこどもまつりを実施している。ご理解いただきたい。

（小安会長） 

→会計は家ではなく、町会事務所で毎月実施している。（小安会長） 

 

 

質問２：  

今年はこどもまつりがないと聞きました。今年はこども神輿がないのでしょうか。子供がとても楽し

かったと、今年も楽しみにしている。東雲、有明にはないのでうらやましいと言われる。 

→今年は盆踊り主体で実施する。深川五中での模擬店等で、子供たちに思い出を作ってほしいと思っ

ている。（小安会長） 

 

質問３：  

盆踊りはどうして去年なかったのか。多少反対があろうが、やってほしい。孫たちも楽しみにしてい

る。 

→昨年は富岡八幡宮の例大祭であったため、規模を縮小し、こどもまつりを開催した。今年は盆踊り

を実施する。（小安会長） 

 

質問４：  

町会広報誌に例大祭での奉納金の報告があったが、支出の報告はなかった。総会の場で決算の配布、

説明を求める。 
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→どういった方々に協力いただいているかのため、町会広報誌に奉納金を掲載した。決算書は例大祭

後、関係諸団体に別途配布している。（小安会長） 

 

質問５：  

こどもまつりでドジョウつかみが大人気だったと聞いている。しかし、小学校周辺にドジョウが沢山

捨てられ腐敗していた。今後どうするのか。 

→この話を聞き、私もびっくりした。ドジョウの食べ方、飼い方を配布しているが、もうちょっとそ

の辺を考えていく。（小安会長） 

 

 

質問６：豊洲町会フェスティバルでは寄付があったのか。収支はどうなっているのか。 

→寄付はない。収支は総会で先程説明したとおりである。（小安会長） 

 

 

質問７： 豊洲町会フェスティバルは、町会の趣旨に合わない。このような行事に町会費を使うことに

疑問を感じる。説明を求める。 

→これまでの親睦日帰り旅行の代わりに何かないかと、豊洲町会フェスティバルを試みた。豊洲地域

には様々な団体がある。その方々の発表の場として役に立てないかと考えた。他の地域は文化祭、運

動会等を開催している。これからもいろいろと考えていく。（小安会長） 

 

 

質問８：  

町会のホームページに、総会の質疑を掲載してほしい 

→検討する。（小安会長） 

 

質問９： 

街路樹について、葉を繁らせすぎると、歩行、自動車の邪魔になる。運転中に歩行者の発見が遅れる。

区役所にサルスベリの剪定、伐採を申し入れたが、剪定されたのは数日後であった。伐採については、

一個人の申し入れではできないので、町会から申し入れしてくださいと言われた。 

→サルスベリは、夏に大変きれい。しかし、ちょっと遮る部分がある。見えづらい部分は、江東区交

通課へお願いしている。（小安会長） 

 

役員の満田副会長および事務の武田が退任。来場の満田副会長に慰労金を授与した。 

 

質疑応答後、拍手を持って第 3号議案、第 4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。 
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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 30 年 6月 3日（日） 

議長                 ㊞ 

議事録署名人             ㊞ 

議事録署名人             ㊞ 

以上 


