
大門美園自治会の皆さま 

 

自治会長の綾部です。2021年２回目の回覧となります。ご確認をお願いします。 

当初は緊急事態宣言解除を待っての回覧と考えていたため２月の回覧が遅くなり申し訳ありません。 

宣言延長となるためにこのタイミングでの回覧となりました。 

新年度からは回覧板廃止となりますので、今回をいれて残り２回の回覧となります。 

いましばらく回覧へのご協力をよろしくお願いします。 

 

① 令和３年度自治会総会方式および役員等候補者について（報告） 

② 回覧板制度廃止とメール連絡について（報告/審議） 

③ 防災体制の現状について（報告） 

④ 令和３年度大門美園自治会レクリエーションのお知らせ（第１報） 

⑤ 地域内の交通状況について（意見募集） 

⑥ 地域内のゴミ集積所について（意見募集） 

⑦ 路上禁煙推進モデル地区申請について（意見募集） 

⑧ 地域の企業・医院等への協賛依頼について（報告/審議） 

⑨ 自治会費集金方法について（審議） 

⑩ 民生委員・児童委員の定数変更意向調査について（審議） 

⑪ 今年度役員報酬返納について（報告） 

 

今年度中の自治会レクリエーション開催を目指していましたが、協力団体との調整上、新年度のレクリ

エーション開催となります。今年度退会のご世帯にはレクリエーションが間に合わず申し訳ありません。

今後も同様の自治会レクリエーションを実施したいと考えていますので、いつかまた戻ってこられる日

をお待ちしております。 

 

ご意見やご質問のある方は、自治会アドレスまで「お名前と連絡先」をご記載の上、ご連絡ください。 

 

2021年 3月 5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 令和３年度自治会総会方式および役員等候補者について（報告） 

 

役員候補者決定のために例年開催していた臨時総会の中止についてご賛同いただき、有難うございました。 

緊急事態宣言延長・解除のいかんに関わらず、新年度の自治会総会も文書開催といたします。 

4月上旬をめどに来年度自治会世帯宛てに総会文書をメール（またはポスティング）で送付いたします。 

4月中を回答目途として、2/3以上の世帯の賛成（委任を含む）をもって総会承認とさせていただく見込みです。 

 

また来年度の役員・防災委員候補者について、下記の通り定めさせていただきます。 

 

自治会長（役員報酬 20,000円*）：綾部匡之 *現会長が留任時は 50,000円への増額は行わない 

副会長（会計担当）（役員報酬 20,000円）：坂本博史 

副会長（回覧板担当）（役員報酬 20,000円）：回覧板廃止のため令和３年度は欠員とする 

防災委員（役員報酬 20,000円）：綾部匡之*、里村仁志、中尾梨沙 *
会長報酬のみで防災委員報酬は辞退 

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（いずれも無報酬）：会長担当 

 

上記について、ご意見のある方、改めて役員立候補をご希望される方は、自治会アドレスまでご連絡ください。 

 

 

② 回覧板制度廃止とメール連絡について（報告/審議） 

 

来年度自治会を継続する全世帯の賛同を得たので、来年度以降の回覧板制度を廃止とします。 

今後の地域情報については、自治会掲示板または当方のホームページをご参照ください。 

「総会」「レクリエーション」「防災」に関するお知らせは、一斉メール（bcc）で情報発信させていただきたいです。 

回覧板不要連絡をいただいたメールアドレスを一斉メール送信用アドレスとして利用させていただくことにご抵

抗のある方は、３月２８日（日）までに自治会長までご一報ください。 

一斉メールを許容いただける方は daimonmisono@gmail.com の受信許可リスト設定をお願いします。 

 

必要時はポスティングも行う可能性もあります。 

今後、さいたま市シルバー人材センター浦和事務所に業務委託を行うことを視野にいれており、定期的な地域

清掃業務委託時にあわせてポスティングをお願いすることを考えています。 

来年度以降、こちらについても議論させていただきます。 
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③ 防災体制の現状について（報告） 

 

来年度から、現会長を含めて 3 名が防災委員に就任見込みです。今後、地域の防災体制の見直しを行います

が、現会長が把握している地域の防災の現状について共有いたします。 

 

●地域の防災備蓄状況について 

美園小避難所備蓄状況、自治会防災備蓄状況を添付資料としますので、ご参照ください。 

被災時には自治会加入の有無を問わず自治会防災備蓄物資の提供を行うつもりですが、現状、地域の世帯が

1日乗り切るだけの備蓄はないと考えています。 

今年度退会世帯の皆さまには、現状を知っておいていただき、ご自身でも防災備蓄を行うことをお勧めします。 

 

●災害時のイオンモール浦和美園との連携について 

2 月 26 日にイオンモール浦和美園 GM 青山様他、アーバンデザインセンター岡本様と、地域の防災や今後の

自治会との連携について情報交換を行いました。 

 

被災時の物資提供体制について、「さいたま市とイオンの店舗を統括するイオンリテール株式会社とで物資調達

協定を結んでいる。ただし、各店舗（イオン浦和美園など）から各避難所への直接物資を提供するものではない。

市がイオンリテール株式会社へ物資調達の要請をした場合は、市内の物資輸送拠点等へ配送・納品し、そこか

ら各避難所へ物資を輸送する体制である」とのことです。こちらはさいたま市にも確認し、同様の回答でした。 

また、他に確認した点と意見交換した内容です。 

・災害発生時のイオン利用者について： イオン内には留まらない。帰宅困難者は美園小学校に避難する。 

・美園小避難所運営委員会との連携について： 現状は行われていない。 

・水害時の立体駐車場利用について： 地域住民が利用可能な方向で今後調整をすすめていく。 

・震災時の立体駐車場利用について： 崩落の危険性があることから地域住民の利用不可。 

・イオン駐車場内への自治会防災倉庫の設置について： 今後調整をすすめていく。 

 

●美園小学校避難所運営委員会について 

「令和３年度の美園小学校避難所運営委員会において、大門美園自治会に運営リーダー及び運営委員の選出

を求めないことを正式に決定」と、さいたま市から連絡を受けています。 

同委員会については毎年持ち回りで運営リーダーとなる自治会交代となること、各自治会担当者も年度ごとの

交代という仕組みに、実際に災害が発生したときに問題解決に足る組織なのかの懸念を抱いています。 

・世帯加入率の低い大門美園自治会が地域全体の防災対策を担うことが負担ならば運営委員会脱会の是非 

・地域全体の防災を担うのであれば現状の避難所運営委員会の運用変更を含めた積極的な関与の是非 

今後の当自治会の方針は、防災委員に就任される方にご意見をいただきながら決定したいと思います。 

防災に関する決定はスピード感も必要な為、自治会の皆さまへの事後報告という形もありうると想定しています。 

決定に関与したい方は積極的に防災委員に立候補ください。 

なお、防災委員に就任された方に防災に関すること以外の業務を依頼することはいたしません。  



④  令和３年度大門美園自治会レクリエーションのお知らせ（第１報） 

 

緊急事態宣言解除後にお知らせする予定でしたが、上記について現時点の情報をお知らせします。 

現会長の基本姿勢として、レクリエーションは「子ども達が自治会に加入している喜びを感じられること」

を重視しています。緊急事態宣言解除が開催の前提になりますが、コロナ禍で多くのことを我慢している子ども

達に安心して楽しんでもらうための屋外イベントを、協力団体と準備中です。 

下記以外にもオプション的な企画も予定しています。自治会に加入している世帯は無料参加できるようにします。 

準備が整いましたら、来年度も自治会を継続される世帯に参加申し込み方法をメールでお知らせします。 

また、自治会で計画するイベントには、自治体や外部団体が協力しやすいという側面があります。 

営利目的だと難しいですが、今後こんなイベントをやってみたいというアイデアのある方はご相談ください。 

 

項目 内容(現時点案) 備考 

タイトル 大門美園ジュニアサッカーフェスタ（仮称）  

開催日時 2021年４月１８日(日) 

第１部 13:00〜14:30 / 第２部 1５:０0〜1６:３０ 

保護者は観覧スペースで離れて見学。 

観覧スペースに別世帯同士が集まること

（ランチ会食・おやつ会）を禁止。 開催場所 美園２丁目（現時点では非公開とします） 

参加費 自治会世帯枠：参加費無料 

協賛枠：１口 5,000円につき児童１名無料 

サポートスタッフ枠：スタッフ１名につき児童１名無料 

経費は企業・個人協賛金で。 

自治会費からの補填はなし。 

実施体制 【主催】大門美園自治会 

【協力】浦和レッドダイヤモンズ 

アーバンデザインセンターみその 

浦和東部まちづくり事務所 

【協賛】ゆうすずこどもクリニックなど 

【取材】サカイク 

 

 

  

メイン企画 内容 

タニラダー講習会 

【確定】 

元ヴァンフォーレ甲府トレーナー 谷真一郎 コーチによる、 

走り方改善やアジリティ向上を目的とした、 

スピードトレーニングを行う。 

出張パルクール教室 

【確定】 

X TRAIN 佐藤惇 コーチ・山崎華歩 コーチによる、 

ケガをしない身体の動かし方を身に着けることを目的とした、 

パルクール教室を行う。 

浦和レッズ企画 

【企画調整中】 

浦和レッズ OBまたはレッズレディース選手による、 

浦和レッズを身近に感じることを目的とした、 

サッカーイベントを行う。（内容調整中） 

池上正コーチサッカー教室 

【確定】 

元京都サンガ普及育成部 池上正 コーチによる、 

サッカーを楽しむことを目的とした、 

サッカー教室を行う。 



⑤ 地域内の交通状況について（意見募集） 

 

地域内の違法駐停車車両や車両スピード超過等についてご意見をお寄せいただいております。 

自治会を介さず、埼玉県警などに直接ご意見を伝えて頂いても結構ですが、現会長としても、新年度の小鳩保

育園美園開園に伴う交差点付近の道路状況に懸念がありましたので、さいたま市建設局道路環境課および浦

和東警察署と、地域内の交通状況についての情報交換と、今後の自治会要望提出に係る手続き方法について

確認を行いました。 

 

まずは下記の地点などにおける自治会員の皆さまのご意見をお寄せください。 

今後、皆さまのご意見に基づいて自治会方針を固め、周辺住民に周知を行ったうえで、地域としての要望提出

を行います。地域内のコンセンサスを得るのに時間を要するため、今年度内の要望提出の実現可能性はありま

せんが、今年度退会のご世帯もご意見をお寄せいただくことは可能です。 

なお、さいたま市および県警が、必ずしも要望通りの対策をとってくださるわけではありませんが、地域が問題

視している事項については真摯にご対応する、とのことです。 

 

地点Ⓐ：ファミリーマート横の道路 

※イオンおよびバイパス間のショートカットとして利用されていることは県警等に情報共有済です。 

 

地点Ⓑ：美園５丁目第２公園北の周辺道路 

※違法駐停車についての苦情が来ていま

す。 

 

地点Ⓒ：小鳩保育園美園交差点 

※イオンへのショートカットとして利用されて

いる交差点。保育園開園に伴い、交通渋滞

の発生を懸念しています。 

 

地点Ⓓ：美園小学校北門の道路 

※違法駐停車と車の速度超過についての苦

情が来ています。 

 

地点Ⓔ：スシロー北東側の交差点 

※歩行者用信号設置の是非について、県警

等と情報交換を行っています。 

 

 

 



 

⑥ 地域内のゴミ集積所について（意見募集） 

 

積水ハウス様（現在の８班区域内に１９世帯分譲中）より、美園５丁目第２公園北側のゴミ集積所の移動（撤去）

の打診がありました。（現時点では、そこまで強い要望というわけではありません） 

さいたま市環境局廃棄物対策課にも対応方法を相談しておりますが、当該の集積所を自治会世帯が利用して

いるのであれば自治会として対応しますので、自治会世帯が利用されているかを確認させてください。 

念のため美園５丁目第２公園南側のゴミ集積所についても確認したいと思います。 

① 「美園５丁目第２公園北側のゴミ集積所」 

② 「美園５丁目第２公園南側のゴミ集積所」 

自治会世帯の中で上記①②のゴミ集積所を利用されている方は、３月２８日（日）までに自治会長までご一報

ください。どなたからもご連絡なければ、積水ハウス様に自治会は無関係とお伝えします。 

 

また今後、この問題が複雑化したときのため、個人の私有地以外の場所に設置された（自治会として申請したと

思われる）ゴミ集積所に関して、自治会の基本姿勢を明文化しておきたいと思います。 

下記の対応方針（素案）について、ご意見を募集します。同じく３月２８日（日）までにご意見ください。 

 

「ゴミ集積所撤去要望に関する自治会基本姿勢（素案）」 

① 現在の設置場所が私有地の場合 

⇒利用者が集積所を適切に管理されている場合は関与しない。 

② 現在の設置場所が私有地でなく、要望者A、現利用者 Bがともに非自治会世帯の場合 

⇒自治会としては関与しない。A・B両者で協議していただく。 

③ 現在の設置場所が私有地でなく、要望者Aが非自治会世帯、現利用者 Bが自治会世帯の場合 

⇒自治会としては現利用者 Bの意向を尊重し対応する。 

④ 現在の設置場所が私有地でなく、要望者Aが自治会世帯、現利用者 Bが非自治会世帯の場合 

⇒自治会としては要望者Aの意向を尊重し、Ｂの私有地内への集積所設置について提案、協力を行う。 

⑤ 現在の設置場所が私有地でなく、要望者A、現利用者 Bがともに自治会世帯の場合 

⇒Ａ・Ｂ両者の意向を尊重したうえで、ともに満足できる解決方法を自治会として模索する。 

 

  



⑦ 路上禁煙推進モデル地区申請について（意見募集） 

 

現会長の方針として「子ども達の受動喫煙被害を防ぎたい」と考えています。 

現在、さいたま市建設局道路環境課と情報交換を行っておりますが、来年度以降の「路上禁煙推進モデル地区」

指定を視野に交渉をすすめてよいか、自治会世帯のご意見を募集します。 

なお「路上喫煙禁止区域及び環境美化重点区域」指定は、“駅前ではない”ということでハードルが高いです。 

今後のクリーン活動の実施については、イオンモール浦和美園様やアーバンデザインセンターみその様とも連携

していく必要がありますが、まずは方向性について、皆さまのご意見をおきかせください。 

 

 

⑧ 地域の企業・医院等への協賛依頼について（報告/審議） 

 

前回、お知らせした通り、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、どなたからも特にご意見ありませんでしたので、自治会としてご承諾いただいたものとみなさ

せていただきます。 

 

また来年度の協賛金については、議案④でもお知らせしたとおり、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といたします。 

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。 

 

こちらについて新年度自治会継続世帯を対象としたオプトアウト方式での審議事項とさせていただきます。 

新年度自治会世帯の 1/3以上にあたる 1０ 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、３月２８日（日）までにお知らせください。 

 

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。 

  



⑨ 自治会費集金方法について（審議） 

 

集金方法について提案させていただきます。下記の点についてご審議をお願いします。 

 

「自治会費の自治会口座への振込（インターネットバンキングを含む）での支払いを可能とすること」 

 

今年度までは班長が直接集金という方法を採用していましたが、直接集金を希望されない方もいらっしゃると

思います。班長性も廃止となる見込みですし、インターネットバンキングでの入金を可能としたいと考えています。 

振込手数料は各自治会世帯にてご負担をお願いし、手渡しでの直接支払いをご希望の方には日付指定で対応

することを想定しています。 

 

こちらについても新年度自治会継続世帯を対象としたオプトアウト方式での審議事項とさせていただきます。 

新年度自治会世帯の 1/3以上にあたる 1０ 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、３月２８日（日）までにお知らせください。 

 

 

⑩ 民生委員・児童委員の定数変更意向調査について（審議） 

 

さいたま市より令和４年 12月委嘱に向けた委員定数変更の意向調査への協力依頼が参りました。 

新規住民の多い当地域の特性を考えたとき、顔見知りでもない民生委員や児童委員が自宅を訪問すると

いうシステムは適さないと考えます。NPOなどを含めた他の地域サービスを積極的に活用することで支援

が必要な方をサポートすることを目指した方がよいのではないかと考えています。 

今後、大門美園自治会からは民生委員・児童委員の選出なしとさせていただく見込みです。 

積極的に委員就任をご希望される世帯がなければ、今回の意向調査には「ゼロ」と回答します。 

委員に就任したいというご世帯があれば、３月２８日（日）までにお知らせください。 

 

 

 

⑪ 今年度役員報酬返納について（報告） 

 

コロナ禍とはいえ、今年度は満足な自治会活動を行うことができず申し訳ありませんでした。 

役員就任が 10月と活動期間が半年だったことから、会長・副会長ともに今年度の役員報酬を辞退いたします。 

なお、今年度の班長や、次年度の役員や防災委員に報酬辞退を要求するものではありません。 


