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緑園連合自治会会長 

貝沼 貞夫 
 このたび、５月の連合自治会総会で会長に選任されました緑園二丁目の貝沼です。 
新型コロナウィルスは、収束が未だに見通せない状況ですが、そのような中で皆様に喜 

 んで、そして地域を活性化するとともに、全ての世代の方々が楽しく安心して暮らせる 
 街づくりを目指して、自治会運営に努めてまいりたいと考えております。 

 本年４月１日には、設置を熱望しておりました小中一貫校としての緑園学園が開校しました。 
   開校後は、緑園地区をはじめ近隣自治会の皆様、そして見守りグループのご協力のもと、児童たち 

の通学路の安全対策として、見守り活動を実施しており、暖かく見守りいただき感謝いたします。 
  今年度は、しばらく中止しておりました行事について、感染対策をしながら開催する予定です。 
 まず、８月６日（土）には、緑園学園の校庭において「夏祭り」を実施します。現在、鋭意準備中で 
す。夏祭りをはじめとして、９月には「敬老祝賀会（記念品の贈呈のみ）」、１０月には「運動会」、「福 
祉ふれあい祭り」（地区社協主催）などについても、感染対策を講じながら実施する予定です。 

  地域では、活動の担い手の高齢化や不足が深刻な状況にあります。各自治会では、できるだけ負担 
を軽くするなど、多くの皆様の参加が可能となるような活動を目指しております。会員のご協力もい 
ただきながら「明るく、楽しく、そして元気な街、緑園」を築くため、微力ながら努力してまいり 
ます。 

 
 

 本年度の総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、昨年度同様、書面での表決とし、 
令和４年５月１３日までに代議員の皆様に書面表決書を提出いただきました。その結果、すべての議 
案について、過半数の賛成をもって可決されました。 

 ＜詳細＞代議員数：８２人 投票総数：７９人、投票率：９６．３％ 
＜議案＞ 
第１号議案：令和３年度 事業報告 

 第２号議案：令和３年度 収支決算書及び監査報告 
 第３号議案：役員承認 
 第４号議案：令和４年度 事業計画 
 第５号議案：令和４年度 予算 
＜令和４年度 緑園連合自治会行事予定について＞ 

  今年度は、新型コロナウイルス感染防止対策を実施しながら、できるだけ多くの皆様が参加できる 

よう、次の行事を計画し、実施したいと考えております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
令和４年度役員      令和４年度予算 

 
 
 
 

 

 
各自治会代表と連合自治会役職一覧 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
  ５月２８日（土）に開催されました緑園連合自治会第２回定例会議に 
先立ち、緑園連合自治会役員等の永年在職者表彰が行われました。例年、 
５月の総会の会場で授賞式が行われていますが、今年度も新型コロナウ 

イルス感染防止の観点から、総会が書面での表決となったため、このよ 
うな企画となりました。会場の緑園地域交流センターには、泉区区長深 
川敦子氏、地域振興課長塗師浩美氏はじめ担当職員も来場。深川区長か 
ら、永年自治会活動に尽力してこられた方々一人ひとりに表彰状が授与 
され、ご挨拶をいただきました。 

 
☆ 受賞者 ☆ （敬称略） 

 

緑園連合 News 

◇◇ 新会長のご挨拶 ◇◇ 

◇◇ 令和４年度 緑園連合自治会総会が開催されました ◇◇ 

◇◇ 連合自治会総会詳細 ◇◇ 2022年7月15日 vol.49 

発 行   緑園連合自治会 

発行責任者 貝沼 貞夫 
編集責任者 小松 貴聡 

◇◇ 緑園連合自治会役員等の永年在職者表彰 ◇◇ 

表彰を受ける受賞者 

（単位：円）

費　　　　　目 R3年度予算 R3年度実績 R4年度予算 備　　　考　　（単位：千円）

収　　　入　　の　　部

1 前年度繰越金① 4,415,789 4,415,789 5,969,357

2 会　　　費② 4,170,600 4,170,600 4,151,700 別表１　会員数4,613×900円

夏祭り、運動会負担金② 800,000 0 800,000 夏祭り：会員数比例、運動会：等分

補 地域活動推進費 957,780 957,780 954,210 会員数4,613で算出

3 助 各種補助金 284,000 284,000 234,000 別表２　防犯、ごみ減

金 各種活動補助金 94,000 95,000 95,000 日赤75、共同募金10、泉区社協10

小　　計③ 1,335,780 1,336,780 1,283,210

4 その他④ 1,400,000 898,351 2,400,000 利息、祝儀、敬老会負担金、新年祝賀会会費

12,122,169 10,821,520 14,604,267 ①＋②＋③＋④

支　　　出　　の　　部

会議費 0 0 50,000

事 事務費 600,000 744,034 700,000 印刷機リース代、振込手数料

1 務 自治会館運営費 500,000 500,000 500,000

費 その他 0 0 0

小　　計① 1,100,000 1,244,034 1,250,000

環境事業費 80,000 80,000 80,000 環境事業推進員80

安全安心事業費 50,000 50,000 0 交通安全協会50、連合防犯部0

事 社会教育事業費 485,000 485,000 715,000 社300、ス0、青60、居60

シ100、活性165、バス30

2 業 レクリエーション費 1,620,000 15,000 1,620,000 夏祭り1200､マラソン大会50

運動会370

費 福利厚生事業費 1,020,000 1,108,724 1,160,000 敬老会1,110、保健0、民生・児童50

対外分担費 505,000 499,510 505,000 別表４

小　　計② 3,760,000 2,238,234 4,080,000

助成金対象経費 4,860,000 3,482,268 5,330,000 ①＋②

補 緑うるおい活動 30,000 0 30,000 年末一斉清掃

3 助 安全安心活動 200,000 180,000 200,000 防犯パトロール200

事 補助金対象事業 144,000 144,000 94,000 ゴミ減量化補助94

業 小　　計③ 374,000 324,000 324,000

会館運営委積立金 1,000,000 1,000,000 1,000,000 会館運営委員会修繕積立金

そ 渉外費 340,000 45,895 340,000

懇親会費 10,000 0 10,000

の 新年祝賀会 450,000 0 450,000

4 慶弔費 0 0 0 渉外費から支出

予備費 200,000 0 200,000

他 学校寄付事業 2,000,000 0 1,000,000 緑園義務教育学校・記念植樹費用他

小　　計④ 4,000,000 1,045,895 3,000,000

5 支出計 9,234,000 4,852,163 8,654,000 ①＋②＋③＋④

6 次年度繰越金⑤ 2,888,169 5,969,357 5,950,267

12,122,169 10,821,520 14,604,267 ①＋②＋③＋④＋⑤

収  入  計

支出合計

　　　行　事　名 　月　日 　曜　日 　　　　　主　催 　　　　場　　所 　備　考
連合自治会総会 5月14日 　　土 連合自治会 地域交流センター 書面議決
①緑園夏祭り大会 8月6日 　　土 連合自治会 緑園学園グランド
②緑園敬老祝賀会 9月19日 祝・月 連合自治会／社協 地域交流センター ※１
③緑園連合運動会 10月3日 日 連合自治会 緑園学園グランド
④福祉ふれあい祭り 10月23日 日 社協／連合自治会 地域交流センター
⑤緑園地区一斉清掃 12月11日 日 連合自治会／ＲＣＡ 緑園全域
⑥年末特別パトロール 12月13日 火 連合自治会 緑園全域
⑦新年祝賀会 1月7日 土 連合自治会 地域交流センター
⑧新春マラソン大会 2月4日 土 連合自治会／ＲＣＡ 緑園学園・同周辺
※１：９月１７日（土）に記念品贈呈のみ実施
※その他；中止等の場合は、概ね３～４か月前に可否を決定

浦野　和世（緑園五丁目自治会）
宮本　由美子（緑園五丁目自治会）

岸　　秀昭（緑園五丁目自治会）

以上１３人井上　栄太郎（緑園五丁目自治会）

吉田　雅彦（緑園連合自治会）

小島　一翁（緑園二丁目自治会）

野渡　祥子（緑園二丁目自治会）

髙橋　俊和（緑園二丁目自治会）

舟山　久男（緑園二丁目自治会）

益永　裕子（緑園二丁目自治会）

吉田　　功（緑園二丁目自治会）
上野　ひづる（緑園五丁目自治会）

宮村　正幸（緑園五丁目自治会）

1 　会長 小松貴聡 総務部長
2 　会長 貝沼貞夫 会長
3 副会長 福本大郎 会計

4西 副会長 加藤正実 副会長
4東 副会長 松田篤佳 会計
5 　会長 松山　好 防犯・防災部部長
6 副会長 林　英一 会計監事
7 会長 成田俊人 会計監事

丁　　目 氏　　名 役　職

区　分 役　職 氏　名 所　属　団　体（役職）
会　　長 貝沼　貞夫 緑園二丁目自治会 会長

井上　喜芳 緑園地区スポーツ推進委員連絡協議会 代表

成田　俊人 緑園七丁目自治会 会長

林　　英一
※ 緑園六丁目自治会 副会長

福本　大郎 緑園三丁目自治会 副会長

松田　篤佳
※ 緑園四丁目東自治会　副会長

総務部長

（全 般）

総務副部長

（会 議）

総務副部長 田谷　善宏 緑園三丁目自治会

（広 報） 飯塚　智明 緑園二丁目自治会

鈴木　英範 緑園一丁目自治会

森田　伸一 緑園三丁目自治会

協 力 員 山中　一彦 緑園四丁目東自治会

（行 事） 伊藤　正男 緑園六丁目自治会

防犯・ 部　　長 松山　　好 緑園五丁目自治会 会長

防災部 塩谷　敏明 緑園地区防犯パトロール協議会　代表

金子　憲幸※ 防犯指導員 代表

石井　義昭 泉交通安全協会 緑園支部 代表

福祉・ 部　　長 菅野　英夫 緑園地区社会福祉協議会 代表

厚生部 堀口　澄枝 緑園地区民生委員児童委員協議会　代表

岡本けい子 緑園地区保健活動推進員 代表

後藤登美雄 緑園地区シニアクラブ連合会 代表

生活・ 部　　長 高田　　明 緑園地区環境事業推進委員会 代表

環境部 長谷川幹夫 緑園地区活性化委員会 代表

鈴木　清文 緑園バス運行推進協議会 副代表

社会・ 部　　長 井上　喜芳 緑園地区スポーツ推進委員連絡協議会 代表

教育部 古川　和之 緑園地区青少年指導員連絡協議会　副代表

松井　広志 緑園青少年居場所作り協議会 代表

田村　靖志 緑園スポーツ・文化クラブ 代表
施設管理部 部　　長 加藤　正実 緑園四丁目西自治会　副会長

執行役員
副 会 長

加藤　正実 緑園四丁目西自治会　副会長

総 務 部

小松　貴聡 緑園一丁目自治会 会長

吉田　雅彦 緑園三丁目自治会

会計監事 会計監事

会　　計 会　　計
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  本誌では、４月１日に開校しました横浜市立義務教育学校緑園学園関連のさまざまな情報を、今号 

より連載の形で皆様にお伝えすることに致しました。 
 

新しい通学路での見守りについて 
 
 第２回＜通学路と見守り体制の検討会（見守り会議）＞開催 
 ３月１６日（水）、第２回＜通学路と見守り体制の検討会（見守り会議）＞が緑園地域交流センター 
にて開催されました。当会議では、緑園義務教育学校開校に向けての通学路での見守りについて、最 
終的な人員配置確認や、泉警察署々員らによる「交通誘導の仕方」についての指導、手旗や笛などの 
用具の支給が行われました。各地区の見守り隊のメンバーや緑園東小学校校長副島氏、緑園西小学校 
校長鈴木氏、横浜市教育委員会主席指導主事野口氏、泉警察署交通係秋本氏、泉交通安全協会桜井氏、 
泉区役所地域振興課職員村杉氏、同課職員落合氏他、多くの関係の方々の参集のもと、有意義な会議 
となりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 当日紹介された資料によれば、見守り活動には、緑園、名瀬、新橋、岡津地域の計１８団体より参 
加登録の申込みがあり、其々の活動場所、時間帯、頻度、人員について共有化されました。 
 
次回開催予定：第３回＜見守り会議＞ 令和４年「見守り活動 具体的実施内容について共有化」 

  ７月１３日（水）１５：３０～１７：００ 会場 緑園学園 地域交流室 
 
 緑園学園登校初日以降の見守り活動 ルポルタージュ 
 ４月７日（木）、新１年生の入学式をはじめとする諸行事開催の日を迎え、全校児童・生徒（１～９ 

年生）が初登校しました。新１年生は、保護者に付き添われて、新しい通学路を確かめながら、登校 
していました。 
 各通学路での見守り状況について、長谷川が初日にＡコース、二日目にＢコース、三日目にはＣコ 
ースを取材しました。それぞれの重点箇所に、見守り隊のメンバーが配置につき、児童・生徒の誘導・ 
見守りに当たっていました。 
 
 
 

 
 
 
上写真：初日のＡコースで見守るメンバー、泉警察署々員ら。 
 

緑園連合自治会より寄贈のハナミズキの銘板が完成しました 
 
 ３月下旬に正門近くに植樹しました２本のハナミズキは、 
４月中旬にまばらでしたが開花しました。 
（向かって右側：白、左側：赤） 
 このほど銘板が完成しました。緑園学園を訪問されたさ 
いは、ぜひご覧ください。 

 
 
 

緑園地区活性化委員会 

 緑園地区活性化委員会は、本年３月３１日をもって緑園東小学校及び緑園 
西小学校が閉校となるのを機に、これまで進めてきました小学生見守り事業 
について記録に残しつつ、４月１日に開校する緑園義務教育学校緑園学園関 
係の活動に繋げるために、１０年を超える活動の記録をまとめた記念誌を発 
行しました。 
 記念誌には、泉区長深川敦子氏、緑園東小学校校長副島江理子氏、緑園西 
小学校校長鈴木亘世氏に、ご挨拶を寄稿いただきました。A4版、カラー刷 
りで、１００部印刷。本年１月に完成し、ご指導いただいた神奈川県警察本 
部、神奈川県くらし安全交通課、泉警察署、泉区役所、緑園両小学校など各 
学校、各団体にお贈りさせていただきました。 
 
 

 
 
 
６月３０日（木）、一丁目自治会主催「相続税の講習会」を 

行いました。講師は一丁目在住三堀秀峰税理士（一丁目役員） 
にお願いしました。例年に無く早い梅雨明けのとても暑い日 
でしたが、多くの参加者で好評でした。内容も「相続税とは 
何か？」「税の計算方法」など丁寧な説明で分かり易く、質疑 
応答では笑いもあり、とても盛り上がった楽しいセミナーで 
した。秋には「写真展」を開催予定です。 
（本稿は一丁目自治会総務部の高橋氏より寄稿いただきました） 

 
 
 
４月１７日（日）、令和４年度を迎え、最初のまちづくり部主

催月例行事が行われました。３つのチームに分かれて、東田谷

公園内外の清掃・花壇等の手入れ・バス通り植樹帯の草取り、
手入れ（ＣＧ－２活動）を行った後、蚊の駆除作業が行われま
した。当日は好天にも恵まれ、班長さん中心に子ども達、ＣＧ
－２協力員などが参加しました。 
ＣＧ－２チーム：緑園地区活性化委員会「緑の園の継承」部会の二丁目組織です。 
 
 

 
三丁目は町内２つの公園と外周道路のボランティア清掃を 

月一回ほどのペースで日曜日の朝に行っています。 
公園は自治会役員・班長の皆さんが中心で、外周道路はボ 

ランティア団体「ハナミズキの会」の皆さんが実施。 
６月１２日（日）は梅雨の合間に３か所それぞれ約２０名弱 
が参加し地域美化に汗を流しました。ご興味のある方は是非 
ご参加ください。（本稿は三丁目広報部佐野氏より寄稿いただきました） 

－ 緑園学園関連情報 連載その１ － 

今年度は、コロナ感染対策に注意しながら地域イベントで緑園地区を盛り上げていきまし

ょう。また、緑園学園も開校され、本誌でもさまざまな情報をお伝えしていきます。地域

全体で見守っていければと思います。次号は１０月 15日発行予定です。 

【編集委員】貝沼貞夫、長谷川幹夫、小松貴聡、田谷善宏、鈴木英範、森田伸一、飯塚智明 

◇◇ 「小学生見守り事業１０年の歩み」刊行報告 ◇◇ 

編 集 後 記 

◇◇ 各自治会の活動報告 ◇◇ 

会場の様子 説明中の桜井氏、右秋本氏 野口氏 

記念誌 

緑園一丁目 

緑園二丁目 

緑園三丁目 

全員集合 バス通り清掃活動 

２丁目交差点 ４丁目交差点 西門入口 T字路 正門前 

完成した銘板 ２本のハナミズキ 

会場風景 講師の先生方 

清掃風景 清掃の成果 


