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 回覧 

 

平成３１年０２月度 千福が丘町内会 役員会議事録 

平成３１.０２.09 町内会事務局 

 

日 時：平成３１年０２月０９日（土）1９：０0～２２：００ 

場 所：千福が丘町内会館 集会室 

出席者：事務局      会長：副会長： 

                    会計： 書記：  

各委員会委員長  広報：交通：防犯：環境保健： 

自主防災：町内会館運営：青少年育成： 

町内諸事：町内行事：体育：  

管理組合副理事     計２２名出席《敬称略》 

 

【配布資料】 

① 「平成 3１年２月 月例会 報告及び指示・検討事項」               （会長） 

② 「転出入管理＆千福が丘自治会関連」                 （副会長） 

③ 「コピー機管理報告（2 月度）と慶弔金の対応」               （副会長） 

④ 「公共交通施策の今後」                           （副会長） 

⑤ 「千福が丘区ホームページについて」           （管理組合副理事） 

⑥ 「事務局会計２月度報告」                 （会計） 

⑦ 「自主防災会 活動報告並びに活動計画について」              （自主防災） 

   [添付資料]「7 班班長、7 班の住民の方へのアンケートへのお願いとアンケート計 3枚」 

⑧ 「２０１９年２月定例報告」                     （防犯） 

⑨ 「2 月度 交通委員会活動報告」                    （交通） 

⑩ 「千福が丘 体育委員会 活動報告」                 （体育） 

⑪ 「２月度 定例役員会資料」                     （青少年育成） 

⑫ 「平成３１年 2 月度の活動実績と予定」                 （環境保健） 

⑬ 「2 月度 定例役員会資料」                    （町内会館運営） 

  

【事務局報告】 

1.1 小俣会長 

［１］ 会長の実施報告 

 （1）1 月 13日：どんと焼き       （2）1 月１５日：自治会打ち合せ 

 （3）1 月１６日：富岳クラブ       （4）1 月１７日：民生会議 

  （5）1 月２１日：いきいき健康サロン   （6）1 月２３日：富岳クラブ 

 （7）1 月２６日：防災 P、交通 P 

（8）1 月２７日：助成団体ヒアリング（来期予算） 

 （9）1 月 2９日：自治会打ち合わせ     （10）２月１日：市区長会 

  （11）２月５日： 元気な地域づくり研究会 （12）２月７日：富岡区長会 

（13）２月９日：交通 P、月例会 
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［２］ 会長、今後予定 

 （1）２月 1２日：自治会打ち合せ 

（2）２月 1３日：生活サポートとの業務委託打ち合せ 

 （3）２月 1４日：民生会議、防災講演会  （4）２月 1５日：自主防災会（地震の体験） 

 （5）２月１９日：富岳クラブ       （6）2 月 20 日： いきいき健康サロン 

 （7）２月 2１日：富岡区区長会（桜祭り打ち合せ） 

 （8）2 月 22日：千小評議会 

 （9）２月２３日：防災 P、交通 P     （10）2 月２４日：委員会会計チェック 

（11）２月２６日：自治会打ち合せ、市長との面談（裾野新駅について） 

（12）２月２７日：富岳クラブ 

（13）３月１日：富岡区区長会 

（14）３月２日：月例会（新班長招集）・・班長業務＆地区の課題 

 

［３］ 決裁事項 

（1）広報委員会の回覧作業の改善 

   ほぼ毎週行われている回覧の仕分け作業を現在の月 4回より月３回に減らす事で決定 

   回覧日・・1 日、10 日、20 日を目安に 3 回とする。 

実施時期・・2019 年 4 月より 

   ※3月初旬に回覧日の変更通知（広報委員会発行） 

    回覧依頼文書は回覧日の間隔が広がるので早めに提出することの要請 

    町費や赤い羽根募金その他の集金また行事のお知らせが期限・日程を過ぎることがない 

 ように。 

 

［４］ 検討・依頼及び連絡事項 

（1）2 月 24 日の会計チェックの対応 

会計簿を整理し、説明が出来るようにしておくこと 

（2）各委員会の引き継ぎ 

   ①業務内容を文書化しておくこと 

   ②業務遂行上の注意事項の記載・・連絡先・行政への届出など 

   ③会計業務をしっかりすること・・自分のお金ではない、他人のお金、領収書の保管整理 

など 

（3）3 月 2 日の月例会 

新役員、新班長を招集して業務の説明会を行う。 

   目的・・業務内容の理解と責任の自覚を持ってもらう。 

次回の月例会は、 ３月２日(土） 19:00 より 

 

Q：千福が丘の道路の愛称の件はどうなっているか？ 

A：千小評議員をされているこの話を提示されてきた方にこの件に関しては預け返事待ちで

ある。 

 

    1.2 山田副会長 

（1）転出入管理（１月度 移動日基準） 

   ・転入：１件  ・転出：３件（内 1 件は 12 月移動） 

（2）千福が丘自治会 

   名簿統一関係 
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   町内会名簿と管理組合名簿の統合版の名簿については、7 月 1 日運用開始を目指して作業を

計画中 

（３）人の交流プロジェクト 丘の上しゃべり隊 

   来年度も活動を継続する。身の丈に合った活動とし、テーマ候補として話題に上がった物は 

  ・千の福探し：千福が丘の良い所をピックアップして住民間で共有するとともに外部に PR。 

  （実施未定） 

  ・高齢者福祉（千福が丘版お互い様サービス） 

  ・町内会館をいつでもぷらっと訪れて楽しめるようにする。（居場所としての活用） 

  ・千小開校３０周年を盛り上げる（例：アートフェスティバル） 

  ・公民館活動が盛んで、やる気のある人が活躍する場となっている松本市の公民館活動を学習

する場を設定（市と共同で） 

   

1.3 合谷副会長 

（1）コピー機管理 

  ①コピー用紙購入（A４：2500 枚）／箱Х７箱＝１７,５００枚補充（1／２４） 

  ②201９年 1 月度のコピー機カウンター値確認及び富士ゼロックスに連絡（1/２４） 

（2）2 月度慶弔金（香典）対応 ⇒ 今月度は無し 

 

1.4 石坂副会長 

［１］千福が丘区公共交通施策の今後について 

  千福が丘乗合タクシーについては、利用者が少数に留まる現状のまま継続するのは、無責任・ 

  無策となるため、来年度 4 月から少しでも利用者の増加に繋がる第 3 次実証実験の準備を検討 

  している。主に時刻変更、途中降車について市と交渉を考えている。 

 [管理組合副理事・HP プロジェクト代表] 

［２］千福が丘区ホームページについて 

  昨年より千福が丘区ホームページの立上げ準備を進めて参りましたが、いよいよ本年 4 月には 

  正式にオープンとなりますので、ご案内申し上げます。千福が丘区ホームページは、地域の人々 

  が、さまざまな情報共有を通じて相互理解を深め、より住みやすく活動しやすい環境を整えて 

  行くことを目指しています。しかし、自治会ホームページの継続的な運営は難しく、できる限 

  り多くの人々の参画意欲と協力者の自発的な動機に繋がるような仕組みと定常業務の委託によ 

  る継続性を重視した運営が欠かせません。 

どうしても皆様には、少しでも、千福が丘区ホームページが自分の居場所と感じて頂けるよう 

にしていきたいと考えます。 

つきましては、皆様には、皆さまのためのホームページの中に“入居”していただくための、 

以下のような募集・お誘いを致しますので、是非ご参画下さいますようご案内かたがたお願い 

申し上げます。 

 

募集 

1.イベント・日常生活等の取材活動員 

取材活動に基づいた、主として「イベント」ページに掲載する記事を作成していただく 

ボランティア活動です。 

 取材記事の作成：ボランティアで任意の取材活動を実施し、記事を書く＊ 

 募集人員：数名 

 応募資格：コミュニケーション、写真撮影、電子情報交換、文書作成が可能＊＊ 

 募集時期：常時（ただし、5 名を超えた段階で締め切り） 
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 ＊記事につきましては、一定の常識程度の審査基準に基づいて、改定等をお願いする場合が 

  あります。 

 ＊＊取材員はご相談の上、決定させていただきます。 

 

2.ギャラリー作品 

 ホームページ上に掲載して表現できる作品に限定されますが、趣味や芸術活動により生み出され 

 る写真や絵画などの画像、詩や短歌などのテキスト、合唱や楽器演奏などの音声などの作品を、 

 区内外に広く展示させていただきます。 

 対象となる作品：写真、絵画、俳句等広範囲＊ 

 募集方法：作品制作者本人または推薦者による応募＊ 

 募集時期：常時 

 資格：千福が丘区在住者（誰でも可） 

 ＊詳細は「千福が丘区ホームページ」の「ギャラリーページ」を開いてご確認ください。 

 

3.ホームページ・サイトアイコン（ファビコン） 

 ホームページをパソコンで開いた時に画面の左上部に小さな画像がついています。あるいは、 

 スマホ画面上の角の取れた四角画像が一定の間隔で並んで見えますが、これらの画像がサイト 

 アイコン（ファビコン）です。 

 募集対象：千福が丘区ホームページのサイトアイコン（デザイン画像） 

 画像サイズ：縦・横 512px 以上の正方形 

 応募資格：千福が丘在住者（誰でも可） 

 募集時期：2 月 16 日～3 月 15 日 

 

 連絡・問合せ先 

   千福が丘区自治会ホームページ作成プロジェクト事務局 

   410-1115 裾野市千福が丘 1-10-29 

   電話：055-992-3106（平日 9 時～17時） 

    ホームページ公式メールアドレス：info@senpukugaoka-ku.com 

 ＊できるだけメールでの連絡・問合せをお願いします。 

 町内で発行・回覧されたものを載せたいので電子情報で送るようにお願いしたい。名前は基本 

 出さないようにしていく。 

 ☆詳しい内容はカラー印刷したものを回覧予定☆ 

 

1.5 会計 

 ［１］ 町内会費 入出金 

 （１）転入者・納金 ： ￥500［1 ヶ月分］ 

 （２）転出者・返金 ： \2,500［2 件で 5ヶ月分］ 

 （３）別荘未納者からの入金 ： ¥ 6,000［12/28］ 

 ［２］弔慰金の支出 

     \10,000 … 1 世帯［1/10］ 

［３］ 臨時支出 

\81,811…防犯委員会：防犯追加事業費［1 月度委員会で了承済］ 

 ［４］1月度・会計チェックの実施 

   結果：生活サポートにてチェックを行い、問題なしを確認：［1/31］ 

 ［５］会計用金庫の購入提案：承認頂きたい 
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   事案：事務局会計用の金庫を購入する（備品費の残予算 \20,000 を使用）。 

理由：赤い羽根と歳末たすけあいの募金を、日曜日の夜に集金を実施（平日納金が困難な方）。 

集金を、袋にいれて移動・自宅で保管したが、不用心であり、非常にストレスを感じた。 

⇒購入する事で決定 

 ［６］次年度・生活サポート業務委託の打ち合わせ 

1 月 22 日、生活サポートの担当者と会計にて、打ち合わせを実施。 

結果：３０年度の契約内容に対し、大幅な減少の要望があり、現在も協議中である。 

 ［７］Ｈ３１年度助成団体補助金額の審議・・・本日、審議を実施し補助額を決定する。【資料１】 

   1 月 27日、ヒアリングを実施（参加者：６団体代表者と小俣会長、会計、次期会計）。 

助成団体毎のヒアリング結果と補助金額案を示しますので、審議し補助金額を決定する。 

⇒審議結果、提示金額で承認された。 

 ［８］Ｈ３０年度決算・Ｈ３１年度予算案の審議・・・【資料２】 

  （１）仮決算の審議結果がＯＫであれば、会計チェックに向けて資料作成。 

ＮＧであれば、再度見直しをして下さい。 

（２）予算案がＯＫであれば、現委員長が、Ｈ３１年度の委員長と会計にサインと捺印をもらい 

2 月 24 日（日）会計チェック時に提出して下さい。 

 ［９］今月の予定 

  （１）会計チェック：2 月 24 日 9:00～12:20 

案内を各委員長と会計、会長、事務局新会計あてに、2/4 付広報便で送付済【資料３】 

（２）会計監査：3 月 4 日 9:00～11:30 

特別会計（自主防災、会館運営、町内行事）、本会計（事務局会計） 

案内を上記委員会の委員長、会計、会計監査、会長、事務局新会計に 2/4 付広報便で送付済 

 

 [意見] 各助成団体（来年度補助金申請のある 6 団体）への補助金額は適正であるか否か？判断基

準が難しい。町内会長と会計だけでの判断で良いのか。来年への申し送りとしたい。⇒それぞれの

団体で問題を抱えつつ地域活性化や高齢者の活動場所を確保するためにある程度の補助を出してい

るので来年度も提示された補助金でお願いしたい。[会長]  

 

1.６書記 

 ４月の総会に向けての資料作成のためお願いしている各委員での活動実績報告を 2/15 までに 

 必ず提出してください。 

 

【各委員会報告】 

1.7 自主防災 

［１］1 月度活動実績 

 （1）1 月１３日（日） 

   ・月例会議及び倉庫内整理 

［２］２月度活動計画 

 （1）２月 1０日（日） 

・自主防災月例会議   ・防災倉庫内の整理点検 

（2）地震体験を実施します。 

・日時：２月１５日（金）10：30 〜 12：00 

   ・場所：中央公園   ・内容：起震車による地震体験 

［３］その他事項 

 （1）来季役員への引継ぎ資料のとりまとめを行います。 
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 （2）来期役員に以下の日程で引き継ぎを行います。 

・日時：３月１７日（日）９：０0 〜 12：00 

    ・場所：町内会館 和室 

 （3）土砂災害警戒区域の住民に対し、アンケート調査実施 

・対象住民 ７班のみ 

    ・内容：添付資料参照 

 （4）緊急避難時用の毛布等を町内会館内に設置しました。 

（5）放送設備の設置については、要否も含め、来期役員に継続審議をお願いします。 

1.8 広報 

 予定通り活動。次年度委員へ引き継ぎ中。 

1.9 防犯 

２０１９年度２月定例会報告 

［１］活動報告 

依頼 No, 依頼日 故障場所 電柱 No. 番号 故障内容 修理完了日 

H３０－０42 ２０１9 年１月１７日（木） ２丁目付近 洞 川 487A 消 灯 １月１7 日 

H３０－０43 ２０１9 年１月２６日（土） ２丁目付近 洞 川 ５２１A 消 灯 １月２６日 

H３０－０４１ ２０１９年１月２６日（土） ２丁目付近 洞 川 ５２０A 消 灯 １月２６日 

 

［２］その他の活動 

 （１）裾野市役所危機管理課と「平成３０年度防犯灯補助認可、設置事業補助金申請」 

    について打ち合わせを持った件につき、1 月３０日に関係物件の詳細を報告並びに申請を

完了。 

    危機管理課として内容認識の上、2月末から 3 月初旬に２０１９年月分までの補助金還付

の予定、また２月及び３月の発生分を別途申請することで合意。 

 （２）景ヶ島より千福が丘団地への坂道に設置されている裾野市管理の「ナトリウム灯」 

    の修理がＮｏ．２，３，５が終了、しかし No.４（防犯カメラのところ）がいまだ 

    修理が未完のため再再度 裾野市役所 建設部 建設管理課へ出向き至急の修理 

    依頼を行った。 

［３］ご依頼 今後の修理について 

 （１）先月報告書の中で記載した平成３０年度防犯委員会の予算が 12月末時点で残金 

    ￥２１,００５となったことを報告、その後３件発生したため請求が来た時点で 

臨時予算申請。 

1.10 交通 

［１］活動実績 

 （1）1/１２：交通プロジェクト 第 5７回会合 

 （2）1/１９：第７回交通委員会 

 （3）1/２５：仮決算書提出 

 （4）1/2６：交通プロジェクト 第 58回会合 

（5）1/３１：カーブミラー、車止めチェック  

（6）２/２：第８回交通委員会 

ボランティア交通関係文書整理 

ボランティア交通利用実績改定、回覧 

［２］今後の予定 

 （1）２/９：交通プロジェクト 第 5９回会合 

 （2）２/１６：交通委員会引き継ぎ 19：00 より 
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 （3）２/２３：交通プロジェクト 第６０回会合 

 （4）２/2４：会計チェック 

［３］その他 なし 

 

1.11 体育 

 次年度委員への引き継ぎ 

1.12 環境保健 

［１］１月度活動実績 

 （1）引き継ぎ（現→新委員長） 

    ・資源ゴミ当番表、春の一斉河川清掃対応（１／１３）。 

    ・河川清掃の土砂回収業者への依頼、費用見積受領（１／２０） 

 （2）２０１８年度決算、２０１９年度予算作成資料作成、提出 

［２］２月度予定 

 （1）次年度委員へ引き継ぎ（2/10） 

 （2）2018 年度活動報告まとめ（総会資料） 

  

1.13 青少年育成 

［１］実施事項 

（１）来年度の役員への引き継ぎ 

   ⇒２０１９年１月１９日（土）町内会館にて 

 （２）２０１８年度活動報告及び、２０１９年度活動案 作成 

［２］２月度予定 

 （１）第４回 富岡地区育成連絡会 出席 

 

1.14 町内会館運営 

  2 月 15 日 次年度委員への引き継ぎ 

 

1.15 町内諸事 

  2/9 次年度委員への引き継ぎ 

   [引き継ぎ時に出た意見] 別荘所持の方への連絡手段として電話を使用した際、私費にて支払

っているが町内会で使える電話はあるのか。 

 

1.16 町内行事 

  ・1/13 どんと焼きを開催しました  

  ・1/24 次年度委員への引き継ぎ 

 

 十分な車間距離  法令速度の順守 

次回定例役員会開催予定日：平成 31 年 3 月 2 日（土）1９:00～町内会館集会室 

☆31 年度の新班長さんも出席よろしくお願いいたします。 30 年度現役員さんは準備

のため、 

      ☆ いつもより 30 分早く 18：30 分にお集まりください。☆ 


