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令和２年７月度 千福が丘区自治会委員長会議 議事録

２０２０年７月２２日 自治会委員長会議事務局
日 時：令和２年７月４日（土） １９時～２１時
場 所：千福が丘町内会館 集会室
出席者：区長：橋本、

事務局 会長：岸川、副会長：森田、稲葉 会計：山口、青嶋、名倉 書記：津田、皆川
各委員会 自主防災：水野 広報：野原 交通：青木 防犯：小野 体育：稲田 町内会館運営：山下

青少年育成：塩川 町内行事：由井 町内諸事：後藤 欠席 環境保健：小林
その他：酒井、藤田、PTA役員

計21名
■月次報告

【事務局】
１．岸川副会長
先月実績
（１）転出入実績【2020.６月度】

・転出入者の実績処理→転入：４件 転出：１件
名義変更：２件

（２）自治会役員会への参画
・自治会役員会参画６回：６月（２・９・１３・２０・２４・２７）

（３）その他：防災P/J（６/２６）：交通P/J（６/２７）へ参画
（４）会館改修レイアウト調査
当月予定
（１）転出入実績【７月度】

転入者と転出者の実績処理作業
（２）自治会役員会委への参画

・自治会会則の検討
・自治会運用機能の整理

（３）会館改修計画の立案準備

２．森田副会長
先月実績
（１）交通プロジェクト ：交通施策の会は、今月は２回実施(6/13、6/27）
①交通委員会関係
・５月度のボランティア送迎実績報告書（６件）を作成し、6/15 町内回覧。
・横断歩道の白ペンキ消え対応。区長から再度市に申し入れ実施。

②交通施策の会関係 ：活動内容と検討状況を区長＆会長へ説明し今後の方向討議
・ボランティア送迎 →保険の確認、運転手増強と小型2種教育の検討
・コミュニティバス →無料化、停留所等の課題が判明。市への提案方法も含めて再度検討する。
・会のメンバー増強 →区長・自治会長、老人会会長追加

（２）自治会役員会議 （6/2、13、20、27）
・自治会機能関連図、運営組織の経費負担討議
・自治会館の改修、新街路樹の討議

（３）コピー機関係
・コピー機（6/27） ：メーター１ 300776 →303138 （+2362） 、メーター２ 17469 17938
（+469） 、コピー用紙1箱購入（6/27）
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当月予定
（１）交通施策の会 ＆ コミニティバス検討

・定例全体会議（月２回）
・コミュニティバス（地域協働バス）の再検討。

（２）自治会活動
・自治会の会則検討
・事業推進部門の実施項目の検討

３．稲葉副会長
先月実績
（１）慶弔関係：無し
（２）規約管理：無し
当月予定
（１）慶弔予定
（２）規約管理

４．会計
先月実績
（１）生活サポートにて本会計チェックの実施（６/３）
（２）各位委員会、助成団体活動費支払い（６/１２）
（３）防犯、体育委員会事業費通帳改収（６/１９～２３）
（４）社会福祉協議会会費回覧準備（６/２５）
（５）環境保健委員会口座確認、事業費支払い（６/３０）
当月予定
（１）社会福祉協議会募金回収（７/２７）
（２）本会計チェック
（３）会長名義口座の名義変更

５．書記
先月実績
（１）５/２３臨時役員会議事録回覧（６/１５）、文書保存（６/１５）
（２）第３回定例役員会（メール）議事録作成（６/２０）、回覧（６/２５）、文書保存（６/２５）
当月予定
・第4回定例役員会議事録作成（７/２０）、回覧（７/22）、文書保存（7/22）

【各委員会】
６．広報
先月実績
広報活動 回覧 ・ 配布文書の仕分け及び班長宅への配達を３回実施
（１）６月 ３日（水） 回覧種類数：１３、配布種類数：３、宛名指定数：２０
（２）６月１５日（月） 回覧種類数：７、宛名指定数：４
（３）６月２５日（木） 回覧種類数：３
当月予定
広報活動
・７月は３日（金）、１３日（月）、２２日（水）と３回計画
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７．自主防災
先月実績
（１）裾野市危機管理課へ【資機材維持交付金申請書】の提出。（６/２）
（２）自主防災会定例会（3密を重視）実施～避難訓練の実施について。（６/１４）
（３）千福が丘小学校防災会議～広域避難場所について。

（学校長始め３名、市危機管理課３名、橋本区長、岸川自治会長、自主防災水野）（６/１６）
（４）心肺蘇生を予定していましたが、危機管理課へ指導員の要請をしたところ、市はコロナ対策で指導員の派遣は

8月迄できないとので8月以降に計画します。
（５）1丁目7班の急傾斜地崩壊警戒区域／特別警戒区域に指定されていますので地域住民の避難訓練を

実施しました。（6/２８）
訓練当日は雨が強いため『中止』を午前7時30分 自治会役員に連絡。
自主防災委員は予定通りに集合（町内会館）。このような状況で実施したらどうかと問い合わせたところ、
賛同在り訓練を実施。
住民の方6名7班の集合場所に集合されたが雨が強くなったので解散されたと班長さんから聞きました。
→自主防災メンバー11名参加。危険箇所と危険状態を確認しました。
→報告（自治会、裾野市）

Q．避難訓練は再計画の予定はある？
A．計画はしたい。日程は未定。

当月予定
（１）自主防災会（定例会）。（７/１２）
（２）消火栓使用訓練の実施1班。
（３）6月28日（日）に実施した避難訓練の反省会。
（４）避難訓練で危険箇所について行政へ交渉（危機管理課、土木課）。
（５）予定の備品等を７月、８月で購入

８．交通
先月実績
（１） ３丁目住民より近隣住民の路上駐車についての連絡をうけ、回覧にて駐車に関するお願いを実施。

その後、違反についての連絡は無い。
（２）ボランティアドライバー教育について、従来どおりの実施内容にするか含め検討。

当月予定
（１）交通委員会定例会開催
（２）ボランティアドライバー安全講習会実施（１１月度）に向けた調整作業の実施
（３）交通施策の会出席

９．防犯
先月実績
通年業務
・防犯灯の不具合対応：1件 5/14修理依頼中
・桜並木通り街路灯不具合対応：0件

当月予定
（１）通年業務

・防犯灯不具合対応： 1件修理依頼→ 7/3修理依頼済
・桜並木通り街路灯不具合 （通年業務於いては不具合の連絡次第、速やかに対応する）

（２）防犯灯定期巡回を7/20～27頃実施
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１０．体育委員会
先月実績
実績無し
当月予定
千福が丘役委員会 （7/4）
富岡地区体育委員会 （7/11）
千福が丘体育委員会 （7/12）

１１．環境保健
先月実績
（１）回覧（粗大ゴミ収集、薬剤配布）
（２）委員会定例会（町内会館利用）
（３）裾野市（生活環境課）薬剤受け取り、配布準備
（４）粗大ゴミ収集備品準備
（５）事業費受け取り（口座開設委員会会計）は生活サポートに申請（6/30）
（６）ゴミステーション改善打合せ
（７）資源ゴミ備品点検月（日誌内容確認）
当月予定
（１）粗大ゴミ回収（夏）
（２）薬剤配布と残薬回収
（３）ゴミステーション改善（Ｎｏ21）今年度委員会の提案内容で調整しています。
（４）委員会定例会
（５）回覧（夏の草刈り、資源ゴミ等）

１２．町内会館運営
先月実績
（１）会館清掃 問題無し（６/７）
（２）業者によるAED消耗品交換 問題無し（６/９）
（３）業者による植木剪定 問題無し（６/２１）
当月予定
（１）会館清掃予定 ２０２０年度第4回目（７/５）
（２）業者による消防設備点検（７/１５）

１３．青少年育成
先月実績
６月定例役員会は中止→書面にて確認
青少年健全育成推進大会時に行われるクリーン作戦の実施が未定のため計画書等の準備依頼無し。
当月予定
富岡地区青少年健全育成会に、連絡会の開催及び年度計画の確認をする。

１４．町内行事
先月実績
実績無し
当月予定
計画無し



－5－

１５．町内諸事
先月実績
（１）３件の苦情処理対応
・空き家：放置状態、敷地内荒廃、森の様、居住者数年前死去

相続者所在不明。市に対応依頼要望書提出済（令和2年2月）
・居住宅：庭木放置状態、玄関周り大量のゴミ放置、町内回覧で対応を促す。

是正無き場合は会長・区長と対応を相談。
・別荘：鉄製フェンス腐食し隣家裏に落下。落下フェンス回収し他のフェンスも点検。危険な物は取り外す。

所有者に後日連絡。
（２）その他
・会計より別荘名簿賃借。
・諸事活動費 10,000円受領。
当月予定
（１）町内回覧文書作成 （7/13広報回覧日）
（２）別荘・空地（100軒超の管理地）点検実施（8月中旬予定）の通知。
（３）別荘・空地等に関する苦情受付、各班長に依頼。

■会館改修の件
前回、出た意見をまとめ、その後、管理組合の理事会にて趣旨を展開・検討した。

【改修ポイント・注意事項】
（１）賃貸経費の削減と外部出費防止

→生活サポート事務所と子供文庫の移動（現町内会館のＰＣのある部屋へ）
→現町内会館の和室・キッチンがある部屋へ管理組合管理室を移動（現町内会館の和室・キッチンがある部
屋）

和室に関してのリフォームは多目的に使用できるようフラットにする。
（２）改修費用は管理組合費より
（３）子供文庫の移設

→現時点では現在の管理組合事務所への移動を検討
（４）レイアウトを変える事によって、災害時のガス燃料確保・高齢者利用の便利性強化・多目的に使用できる部屋の

確保
（５）実寸法は未実施

以上の点を踏まえて理事会では承認済み、役員会での可否が問われた。

（上部記載事項・資料記載事項についてのＱ＆Ａ）

Ｑ．１社の見積が展開されているが何社か見積をした？
Ａ．２社見積をとり、本日は価格が低い方に決めたく１社展開している。価格については１０万円～２０万円の違い。

Ｑ．大まかな費用が展開されているが、具体的な費用記載を展開した方が良いのではないか？
Ａ．改修費用＋備品等に使用。必要であれば今後展開する。

Ｑ．レイアウト図について、どの部屋をどのような形で改修してくのか具体的な展開が出ないと改修後をイメージできない。
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Ａ．実寸法未実施・畳等はがしてみないとどう改修で対応していかないといけないか未知である。
Ｑ．補助金について使用できるものについては申請し、使用してほしい。

管理組合から費用が出ると言うことは自分たちからの費用になるのでそういった面で節約をしてほしい。
Ａ．補助金については来年の施行になる（県対応になる為）建物の建て替え補助等もあるがかなり少額・条件的に

おりるかどうかわからない。（確認済）
（来年施行になったとして）条件によっては金額立替についても承認される場合もあれば、却下される場合もある。
役所のルールの中で従っていくしかない。

Ａ．改修部分によって（例：バリアフリー・手すり・お手洗い等）は補助がおりるものもあるが、今回はそこまで改修が
及ばない。

Ｑ．子供文庫の件、管理組合に移動したら家賃は同じではないか？
Ａ．子供文庫の移設はあくまで案。

今後は株式会社生活サポートが自治会と契約する方針（費用を外部に出さない）
しかし、現在の管理組合事務所は契約年数があり、大家さんと交渉したが契約通りという形になった。
契約が終わる残り２年間は現状維持。

全体へのお知らせの際は本日のイメージを含めて全体像を展開する。

■並木の改修
（１）枯れた木に関しては全て植え替え
（２）木の種類についてはアンケートを元に市と相談

Ｑ．木の本数の減少は検討しない？
Ａ．市管理になるので、かけあわないとわからない。

■その他
（１）自治会 事業推進部の活動について
・去年施行された自治会への要望アンケートの結果をフォローし、事業推進部門の活動を展開していきたい。
特に要望得点が高い事項を基に、今後の活動案をまとめたので、各委員会で内容について討議して頂き
次回の会議で意見を伺いたい。
（防災・防犯、汚水処理関係の要望が高い、ただし年代・性別等によっても要望得点が高いものがある）

（一部資料抜粋）
【自治会統合の目的】

・行政への対応向上
・班長性・代議員の一本化や事務処理効率化によるスリム化と住民負荷低減
・住民サービスの向上
・地域活性化

【事業推進部門の体制】
・防災安全部・生活環境部・地域交流部の3部の体制。

・組織の持続性
→初年度は森田さんが推進部門部長共に生活環境部・地域交流部を兼任。
以後は２年任期だが毎年２人交代制でラップ期間を設け組織の持続性を確保。

・初年度の活動
→基本的には、旧町内会で計画した活動に準ずるが、要望アンケート対応の追加検討項目も視野に活動を
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お願いしたい。
追加検討項目については各委員会で検討頂き、来月の本会議にて意見を頂きたい。
（企画やプロジェクトで起してほしい場合は企画部門へお願いする形になる。）

（２）P/Jの件
現在５つのプロジェクトが存在するが２つのみ活動がある。
一度プロジェクトをリセットし、専門部門を作りたい。
それぞれ知識・経験のある人を集め、町内会でできない大きな問題等出た場合に企画部門へ出し
解決・実績をあげていくことを目的とする。
（行政に近い部門になるので、具体的実績をあげることで補助や活動が広がる）

（３）千福が丘つうしん （酒井氏より）
月に１回回覧で情報開示をしていく。
市でも回覧されている。
情報源が欲しい為、各委員会で担当者（窓口）を選抜してほしい。
多くの人の目に留まる読みやすい回覧を作りたいので文章・絵等できる方も
委員会の中で検討し募集。

Q．もし委員会の中でやりたくないです、となった場合強制で決めなくてはいけないのか。
A．担当者の登録だけはしてほしい。

※その他連絡事項
【PTA】より
（１）今年度は毎年行っているアルミ缶回収中止。（コロナ影響により）

どうしても回収してほしい方は校庭に回収ボックスがあるのでそこにいれてほしい。
（２）アルミ缶のみの回収です。×スチール缶、他資源ごみ等は捨てないでください。

記載があるはずですので確認してから捨ててください。

【次月／定例役員会について】
※次回は、８月８日（土）１９：００～ですが、現在の新型コロナの状況によりメール報告とする場合が
有ります。７月末頃の緊急議題や新型コロナの状況で判断し、自治会長より開催方法の連絡をいたします。

以上


