
大門美園自治会の皆さま 

 

自治会長の綾部です。2021年最初の回覧となります。 

来年度役員等募集のお知らせがあります。下記についてご確認をお願いします。 

緊急事態宣言下での回覧板回覧については賛否あると思いますが、現状、自治会掲示板とホームページ

では情報共有ができない方もおられますので、回覧へのご協力をよろしくお願いします。 

 

① 来年度の自治会加入継続について（回答依頼） 

② 来年度回覧板および回覧板担当副会長について（報告） 

③ 自治会防災備蓄について（報告） 

④ 来年度自治会役員等の募集のお知らせ（回答依頼） 

⑤ 令和２年度総会資料第２号議案・第５号議案差し替えについて（報告） 

⑥ 地域の企業・医院等への協賛依頼について（審議） 

⑦ 令和３年度さいたま市成人式について（報告） 

⑧ 美園地区自治会連合会新年会について（報告） 

⑨ さいたま市衛生協力助成金の実績報告について（報告） 

⑩ 社会福祉協議会より非接触式電子温度計寄贈について（報告） 

⑪ さいたま市要避難者支援名簿受領について（報告） 

⑫ 自治会保有ノート PCとプリンターについて（報告） 

 

自治会レクリエーションについては、緊急事態宣言の解除後に改めて計画をさせていただきます。 

また今後、自治会員世帯が新型コロナウイルス感染に伴う自宅療養となることもあり得ます。 

生活必需品を購入しに行くことができないなどお困りの際は、自治会アドレスまでご連絡ください。 

個人情報は厳守いたします。会長も日中仕事をしているため即時対応は難しいこと、医学的な対応はお

受けできない可能性があることをご承知おきください。 

 

ご意見やご質問のある方は、自治会アドレスまで、所属班とお名前をご記載の上、ご連絡ください。 

 

2021年 1月 31日 

大門美園自治会 会長 綾部匡之 

自治会アドレス：info@daimonmisono.jp /daimonmisono@gmail.com 

自治会長ホームページ：https://daimonmisono.jp/ 
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① 来年度自治会加入継続について 

 

今年度で自治会退会をお考えの方は 2021年 2月 21日（日）までに退会連絡をお願いいたします。 

２月２１日までに退会連絡をいただいた方は２０２１年３月３１日をもっての退会となります。 

 

コロナ禍のため文書での退会届提出は不要、メールでの退会届を可能とします。 

退会をご希望の方は自治会アドレスまでご連絡ください。 

なりすましをふせぐため、お名前・住所・電話番号を必ずご記載ください。（記載不備は受理できません） 

こちらからの確認の連絡をもって退会届受理とします。 

１週間してもこちらから連絡がない場合は、お手数ですが再度ご連絡ください。 

 

来年度も加入継続の方は連絡不要です。 

ご連絡のない方は、来年度も引き続いての入会とみなさせていただきます。 

来年度の自治会費も 3,000 円/年（250 円/月）を予定しています。 

 

 

② 来年度回覧板および回覧板担当副会長について 

 

1月 31日現在、21世帯から来年度からの回覧板不要との連絡をいただいております。 

ご連絡いただいた世帯については来年度の回覧グループには含めないことし、来年度は残る世帯を１つのグル

ープとして回覧板回覧を行います。 

自治会からの情報提供は現在以上に遅くなると予想されますが、情報を早く知りたい方は自治会掲示板または

ホームページで情報をご取得ください。 

 

また、前回お知らせしたとおり、来年度の回覧板担当副会長（前回まで広報物担当と記載）の選出方法は下記

のとおりです。ご承知おきください。 

 

２月末時点で回覧板不要のご連絡のない世帯は、 

回覧板担当副会長の選出方法が抽選となった場合の対象となります。 

状況によっては自治会役員経験世帯も抽選の対象となります。 

 

回覧板不要の方は、自治会ホームページまたはQRコードからご連絡ください。 

 

  



 

③ 自治会防災備蓄倉庫について 

 

前回お知らせしたとおり、2021年 1月から美園５丁目ファミリーマート横の加瀬倉庫さいたま大門ヤードのレン

タルボックス「46番」を契約し、下記目的での備蓄を開始しました。 

自治会世帯で防災備蓄の提供や貸出をご希望の際は、お気軽にご連絡ください。 

 

災害発生時に、自治会加入非加入の有無に関わらず全世帯に、防災備蓄品を配布するため。 

「水不足」「マスク不足」などの社会問題発生時に、自治会加入世帯に、不足物資を配布するため。 

 

2021年 1月３１日現在の防災備蓄状況です。 

前回お知らせしたとおり、今年度のさいたま市自治会運営補助金

56,900 円の残額で「備蓄用長期保存水」「乳児用紙おむつ/おしり

ふき」「生理用品」を購入し、備蓄を開始しました。 

さらに、今年度のさいたま市衛生協力助成金 18,000 円で「マスク」

「消毒液」を購入し、備蓄を開始しています。 

社会福祉協議会の寄贈のあった「非接触式電子温度計」も防災備蓄

倉庫に保管しています。 

また、手前味噌で恐縮ですが、ゆうすずこどもクリニックから「使い捨てグローブ」を寄贈いたしました。 

なお、購入にあたって、いずれもクレジットカードの使用やポイント付与などはありません。 

 

 

 

  

管理番号 管理開始日 用途 品名 個数 消費期限 入手経路 購入先/寄贈元

1 ２０２０年度以前 衛生用品 マイクロファイバークロス（雑巾サイズ） 11 - 寄贈 交通安全協会

2 ２０２０年度以前 衛生用品 ゴミ集積所カラス除けネット 2 - 購入 不明

3 2021/1/14 防疫等 使い捨てグローブL（100枚入り） 5 - 寄贈 ゆうすずこどもクリニック

4 2021/1/14 防疫等 使い捨てグローブM（100枚入り） 11 - 寄贈 ゆうすずこどもクリニック

5 2021/1/14 防疫等 使い捨てグローブS（100枚入り） 6 - 寄贈 ゆうすずこどもクリニック

6 2021/1/22 衛生用品 紙おむつXL（38枚入り） 1 - 購入 セキ薬局

7 2021/1/22 衛生用品 紙おむつL（44枚入り） 1 - 購入 セキ薬局

8 2021/1/22 衛生用品 紙おむつM（64枚入り） 1 - 購入 セキ薬局

9 2021/1/22 衛生用品 紙おむつS（82枚入り） 1 - 購入 セキ薬局

10 2021/1/22 衛生用品 紙おむつ新生児（90枚入り） 1 - 購入 セキ薬局

11 2021/1/22 衛生用品 赤ちゃん用おしりふき（80枚入り） 64 - 購入 セキ薬局

12 2021/1/22 衛生用品 生理用ショーツ（2個入り） 2 - 購入 セキ薬局

13 2021/1/22 衛生用品 生理用ナプキン（14個入） 2 - 購入 セキ薬局

14 2021/1/26 水 長期保存水（500ｍL） 240 2026年4月 購入 ASKUL

15 2021/1/26 防疫等 使い捨て不織布マスク（30枚入り） 5 - 購入 ASKUL

16 2021/1/26 防災 使い捨て防じんマスク（10枚入り） 5 - 購入 ASKUL

17 2021/1/27 防疫等 非接触型電子温度計 1 - 寄贈 さいたま市社会福祉協議会

18 2021年2月納入 衛生用品 消毒ハンドジェル（200ｍL） 24 - 購入 ASKUL

2021年1月31日時点大門美園自治会防災備蓄状況



④  来年度自治会役員等の募集のお知らせ 

 

２０２１年度（令和３年度）の自治会役員・防災委員等選出についてです。 

今年度は例年 3月に行っていた臨時総会は行わず、メールでの立候補制とします。 

 

各役職について、来年度については下記の通りと設定させていただきました。 

前回までにお知らせした通り、来年度は班長制を廃止し、代わって防災委員の選出を行います。 

また役員報酬については来年度の自治会総会で承認されれば増額としますが、2/3 以上の賛成が得られない

場合は今年度と同額となる可能性があることをご承知おきください。 

 

来年度役員への立候補者は 2021年 2月 21日（日）締め切り厳守で、QRコードからご連絡いただくか、自治

会長宅まで立候補の旨を記載した用紙をポスティングしてください。 

（様式は自由ですが、お名前・電話番号など連絡先・希望役職を明記ください。記載不備は選考外とします。） 

 

「自治会長」 

人数：１名 

任期：１年 ※新人立候補者がいない場合のみ、再任や多選を可とする。 

※翌年度の「監査」をお願いされる可能性があります。 

報酬： ５0,000 円/年（予定） （自治会総会で増額の承認が得られなければ 30,000 円） 

※ただし現会長の綾部が再任する場合は 20,000円/年とする。 

業務内容：自治会運営、自治会長会合への参加、自治会レクリエーション計画、ほか担当者不在の各地域団体

（防犯協会、社会福祉協議会等）会合への参加を含む 

選考方法： 1 立候補者（新人優先） ※２名以上の新人立候補者がある場合は選挙にて選出。 

2 (立候補者０名の場合) 現会長が再任。 

 

  
なお、現会長が再任となった場合は、来年度以降、下記の方針で進めていきます。 

 

「自治会活動のデジタル化」 回覧板ご希望世帯がおられる間は回覧板を継続。個人情報管理の問題

がクリアできれば最終的には回覧情報のメール配信などへの移行を行う。 

「小学校・中学校の PTA活動への貢献」 朝の旗当番や下校見守りなどの PTA活動を、自治会世帯

間で融通（または委託）可能な環境を整える。 

「自治会活動の業務委託・外注委託」 自治会費集金や地域清掃活動は、外注業者またはご協力いた

だける自治会世帯への委託を可能とする。（自治会費集金委託費は、役員報酬減額からの捻出を想定） 

「地域での路上喫煙禁止」 イオン浦和美園を含む自治会地域内を路上喫煙禁止区域及び環境美化重

点区域に指定していただくよう、さいたま市に要望を提出する。 

 

それぞれの方針について自治会世帯にも諮りながら進めていきますが、反対意見を多数いただく状況

でなければ、基本的にはこの方針で進めることをご承知おきください。 

上記方針とは異なる考え方の方もいらっしゃると思いますので、別のアイデアで自治会運営を行いたい

方は、積極的に会長への立候補、またはどなたか候補者の擁立をお願いします。 



「経理担当副会長」 

人数：１名 

任期：１年 ※新人立候補者がいない場合のみ、再任や多選を可とする。  

※翌年度の「監査」をお願いされる可能性があります。 

報酬： 20,000 円/年（予定） （自治会総会で増額の承認が得られなければ 10,000円） 

業務内容：自治会費徴収、自治会費および JA口座（大門支店）通帳管理、次年度予算案作成 

選考方法： 

 1 立候補者 ※２名以上の立候補者がある場合は選挙にて選出。 

2 (立候補者０名の場合) 現会長が就任または兼任。現副会長には来年度監査をお願いする。 

 

 

「回覧板担当副会長」 

人数：０～１名 ※回覧板継続世帯がゼロの場合は、本役職はなしとする。 

任期：１年 ※翌年度の「監査」をお願いされる可能性があります。 

報酬： 20,000 円/年（予定） （自治会総会で増額の承認が得られなければ 10,000 円） 

業務内容：配布物窓口、回覧板管理、自治会掲示板管理 ※現会長再任時は掲示板管理を会長業務とする 

選考方法： 

  1 立候補者 ※２名以上の新人立候補者がある場合は選挙にて選出。 

2 (立候補者０名の場合) 役員未経験、かつ回覧板継続世帯（22世帯）を対象に現会長が抽選にて選出。 

3 (上記世帯が０の場合) 役員経験あり、かつ回覧板継続世帯（7世帯）を対象に現会長が抽選にて選出。 

 

 

「防災委員」 （自治会総会で防災委員の承認が得られなければ、来年度もブロック毎に「班長」を選出いただきます） 

人数：6名以内 

任期：１年 ※再任や多選は可とする。ただし、７名以上の応募者がある場合は選挙にて選出。 

報酬： 20,000 円/年（予定）  （自治会総会で増額の承認が得られなければ 3,000 円） 

業務内容：防災計画策定および実行、防災備蓄用品選定および購入、避難所運営委員会参加および運営 

※今後の自主防災組織設立の是非についてご検討いただきます。 

※来年度は防災備蓄用品の購入への予算として、今年度までの自治会費繰越金（982,339 円）のうち、

500,000円を充てさせていただく予定です。（←ご意見をお待ちしています） 

裁量権が必要と考えているので、透明性さえ担保できれば、他役員や自治会員への相談なしに、防災委員内の

検討のみで防災計画策定や防災備蓄品の購入を可とします。利益相反関係を明記していただければ、防災委

員が関連する企業などからの購入も可とします。ただし、現会長体制下では懇親会費や交際費への自治会使用

は不可とします。（←これらについても、ご意見をお待ちしています。)  

選考方法： 

 1 立候補者 なお、７名以上の応募者がある場合は選挙にて選出。 

2 (立候補者 6名未満の場合) 防災委員から推薦いただいた方にお声がけすることがありますが、強制では

ありません。年度途中でも、臨時総会（文書開催想定）でご承認いただき、委員を追加することがあります。  



「防犯協会 担当者」 

人数：１～３名 

任期：１年 ※再任や多選可。 

報酬：なし 

業務内容：不明。埼玉県防犯協会連合会（http://www.onyx.dti.ne.jp/saiboren/）を参照ください。 

選考方法： 

1 立候補者 ※４名以上の立候補者がある場合は選挙にて選出。 

2 (立候補者０名の場合) 会長が兼任。 

 

 

「社会福祉協議会 担当者」 

人数：１～２名 

任期：１年 ※再任や多選可。 

報酬：なし 

業務内容：不明。さいたま市社会福祉協議会（http://www.saitamashi-shakyo.jp/）を参照ください。 

選考方法： 

1 立候補者 ※３名以上の立候補者がある場合は選挙にて選出。 

2 (立候補者０名の場合) 会長が兼任。 

 

 

「交通安全協会 担当者」 

人数：１～３名 

任期：１年 ※再任や多選可。 

報酬：なし 

業務内容：不明。埼玉県交通安全協会（https://www.saitama-ankyo.or.jp/）を参照ください。 

選考方法： 

1 立候補者 ※4名以上の立候補者がある場合は選挙にて選出。 

2 (立候補者０名の場合) 会長が兼任。 

 

 

「青少年育成美園地区会 担当者」 

人数：１名 

任期：１年 ※再任や多選可。 

報酬：なし 

業務内容：不明。ラジオ体操や学校での映画上映などの活動を行う会と認識しています。 

選考方法： 

1 立候補者 ※2名以上の立候補者がある場合は選挙にて選出。 

2 (立候補者０名の場合) 会長が兼任。  

https://www.saitama-ankyo.or.jp/


「クリーンさいたま推進員」 

人数：０～１名 

任期：２年 ※再任や多選可。 

報酬：なし 

業務内容： 1 ごみの適正処理及び減量に関する啓発活動 

2 ごみ出しルール（収集曜日、分別等）の周知徹底 

3 市や地域が実施する環境美化運動等への参加促進 

4 ごみの減量、リサイクル等に関する住民の意見や要望についての市への連絡・調整 

5 不法投棄、収集不適物等の市への連絡 

さいたま市ホームページ（https://www.city.saitama.jp/001/006/010/007/p018233.html）も参照

ください。 

選考方法：  

1 立候補者 ※２名以上の立候補者がある場合は全員をさいたま市に推薦。さいたま市にて選定。 

2  (立候補者０名の場合) 推薦なし。 

 

 

＜＜重要＞＞ 

●役員報酬については、今年度まで役職兼務でも報酬額が高い方のみしか受け取らないことが慣例となってい

ましたが（明確な規定なし）、来年度以降の役員報酬は合計額の支給とさせていただきます。 

例 １． 会長と副会長兼任の場合は、50,000 円 ＋ 20,000 円 ＝ 70,000 円/年の役員報酬 

例 ２． 副会長と防災委員兼任の場合は、20,000 円 ＋ 20,000 円 ＝ 40,000 円/年の役員報酬 

ただし現会長の綾部が来年度以降も会長他の役職を兼務する場合、いかなる役職を兼務する場合においても、

報酬上限 20,000 円／年とすることを明記いたします。 

 

●防犯協会、社会福祉協議会、交通安全協会、青少年育成美園地区会については、自治会世帯の担当希望者

がない状況であれば、次年度以降に担当者への役員報酬を払ってでも、本自治会が所属する意義があるか否

かの検討を行います。各会退会の是非についてのご意見などあれば、お知らせください。 

なお、美園地域にはアーバンデザインセンターみその（UDCMi）があります。現会長体制下では、地域の発展や

課題解決という点では、大門美園自治会は UDCMi との連携を強めていく方向で考えています。 

 

  



⑤ 令和２年度総会資料第２号議案・第５号議案差し替えについて（添付資料あり） 

 

前会長の北原様より今年度の総会資料に訂正があるとのことです。添付資料をご参照ください。 

自治会長ホームページには総会資料ならびに差し替え資料を掲載していますので、必要な方はそちらからダウ

ンロードください。（注：自治会員専用ページの閲覧にはパスワードが必要です） 

 

 

⑥ 地域の企業・医院等への協賛依頼＜中止＞について 

 

例年、地域内の企業・医院等に対して協賛金のお願いをしております。今年度も予算 50,000 円を計上してお

りましたが、現在のコロナ禍で各企業様が従業員の雇用を守るために様々な経営努力をされていると推測され

ることを鑑み、今年度の地域企業・医院への協賛金のお願いは中止とします。 

こちらについてはオプトアウト方式での審議事項とします。現自治会世帯の 1/3以上にあたる 17世帯以上の反

対がなければ、会長委任でご賛成いただいたものとみなします。 

反対意見などある方は、2月 21日（日）までにお知らせください。 

 

来年度の協賛金依頼については、来年度自治会長に就任される方の方針にお任せしますが、現会長が再任す

る場合は無条件の協賛金依頼という形以外ではなく、自治会レクリエーションなどイベント開催時の協賛依頼を

行います。ポスターへの協賛企業名記載や協賛枠でのイベント優先参加など協賛企業にもメリットのある形をと

ることで、自治会と地域企業とのつながりを強めたいと考えています。 

 

なお現在、自治会長ホームページ内で地域の企業・団体の紹介を行っていますが、これらの企業・団体からの広

告料収入はありません。今後も個人的に広告料をいただくつもりはありません。 

 

 

⑦ 令和３年度さいたま市成人式＜オンライン開催＞について 

 

現会長の参加自粛を表明していた 1月 11日（祝）のさいたま市成人式はオンライン開催となりました。 

 

 

⑧ 美園地区自治会連合会新年会＜中止＞について 

 

1月 16日（土）に予定されていた美園地区自治会連合会新年会は中止となりました。 

現会長は「飲酒を伴う会食には参加しないこと」、「交際費に自治会費を充てないこと」を併せて表明

いたします。 

 

  



⑨ さいたま市衛生協力助成金の実績報告について 

 

さいたま市（環境局）から自治会に対して、廃棄物行政に関連する経費について助成をいただいています。 

今年度の大門美園自治会の助成金は 18,000 円です。 

議案３でもお知らせしたとおり、手指消毒剤やマスク等、衛生用品の購入に充てております。 

防災備蓄倉庫に保管しておりますので、ごみ収集所の清掃などで必要な自治会員はお申し出ください。 

また今後、自治会世帯のごみ集積所清掃を外部委託することの議論を行っていきたいと考えています。 

ご意見をお待ちしています。 

 

 

⑩ 社会福祉協議会より非接触式電子温度計寄贈について 

 

議案３でもお知らせしたとおり、美園地区社会福祉協議会より非接触式電子温度計のご寄贈がありました。 

今後に備えて防災備蓄倉庫に保管いたします。 

自治会世帯への貸し出しは可能ですので、ご使用の希望などあればお知らせください。 

 

 

⑪ さいたま市要避難者支援名簿受領について 

 

緑区役所から今年の「避難行動要支援者名簿」を受領しました。 

当自治会地域内にお住まいで、災害発生時に支援が必要な方（高齢者・障碍者など）の名簿です。 

個人情報であり、かつ本情報のデジタル化は禁じられている為、ホームページなどでの情報共有はいたしませ

ん。会長にて厳重に保管いたします。 

 

 

⑫ 自治会保有ノート PCとプリンターについて 

 

どなたからも保管希望・引き取り希望などのご意見はありませんでした。 

前回お知らせしたとおり、今年度で廃棄いたします。ご承知おきください。 

 


