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回覧
令和２年9月度 千福が丘区自治会委員長会議 議事録

２０２０年9月２4日 自治会委員長会議事務局
日 時：令和２年9月5日（土） １９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

町内諸事：後藤 環境保健：小林 欠席：塩川、由井
計17名

■月次報告
【事務局】

１．岸川副会長
先月実績
（１）転出入実績【2020.8月度】

・転出入者の実績処理⇒転入・転出：0件
（２）自治会評議会への参画

・自治会評議会参画3回 ：８月（ 1・15 ・29）
・自治会規約検討会3回 ：８月（ 11・18 ・ 25）
→自治会規約・現町内会の改訂版の規約・管理組合規約の素案が出来上がりつつある。
来月精査検討し、その後展開予定。

（３）会館改修業者検討（8/8）／夏の清掃実施（8/16）
（４）その他：管理組合理事会（8/17）／汚水処理改修検討（8/6)

／千福が丘区内の朝市2回支援（8/1 ・ 8/8）
当月予定
（１）転出入実績【9月度】

・転入者と転出者の実績処理作業。
（２）自治会評議会への参画。

・自治会会則の検証と各規約・細則の整合
・自治会部門機能の整理

（３）会館改修計画の展開（改修工事予定：9月上旬～11月上旬）
（４）千福が丘区内の朝市と移動販売検討
（５）国勢調査支援：9月上旬～10月

２．森田副会長
先月実績
１．自治会評議会（8/1、17、29）：関係する主な議題についてコメント
（１）ボランティア送迎

交通委員会で対応しているボランティア送迎の今後の進め方を討議。（特に事故対応）
1 保険適用の件 ：事故時対応として、ボランティア送迎が業務にならないか、保険会社数社に確認。
→基本的には、通常の通勤・日常レジャーで問題ないが、再度全運転手の保険確認依頼をする。

2 自治会との関係：事故時の責任は個人にあるが、組織としての責任が出てくる。
◆別途、交通委員会で開催する「ボランティア連絡会」で、今後の進め方を議論する。（10/10予定）
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（２）環境保健関係
・ゴミステーションの改善について経緯と現状、今後の計画について小林委員長とまとめた。
→千福が丘つうしんに記載予定。

（３）その他：会館改修、自治会機能関連図、朝市、丘の上マーケット、等討議
２．コピー機関係

コピー機関係：（8/30）：メーター１ 304973 →306215 （+1242）、
メーター２ 18919 → 19707（+788）

当月予定
（１）自治会評議会活動
（２）事業推進部門活動

・9/9 環境保健委員会
・9/19町内会館運営委員会

（３）コピー機フォロー

３．稲葉副会長
先月実績
（１）慶弔関係（慶慰金）：1件（8/7）
（２）規約管理：無し
当月予定
（１）慶弔関係
（２）規約管理

４．会計
先月実績
生活サポートにて本会計チェックの実施（8/7）
当月予定
本会計チェック
赤い羽根募金準備

５．書記
先月実績
・令和２年８月度 自治会定例役員会議事録作成（8/17）、回覧、文書保存（8/24）
当月予定
・令和２年９月度 自治会定例役員会議事録作成（9/19）、回覧、文書保存（9/24）

【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）8月 3日（月） 回覧種類数：6、配布種類数：1、宛名指定数：3
（２）8月10日（月） 回覧種類数：3
（３）8月24日（月） 回覧種類数：5、配布種類数：１
当月予定
広報活動
・9月は3日（木）、14日（月）、24日（木）と3回計画
前期（4月～9月）から後期（10月～3月）への広報業務引継ぎ
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７．自主防災
先月実績
（１）自主防災定例会実施（8/9）
（２）消火栓使用訓練の実施、住民含まず委員で放水手順の確認訓練（8/9）
（３）非常用発電機及び可搬ポンプ稼働点検の実施（8/9）
（４）1丁目7班の堆積土砂の撤去と草刈（裾野市）の確認（8/19）
（５）【災害時自主避難について】の案内を、啓蒙を兼ねて全土に配布しました（8/24）
当月予定
（１）9/1の総合防災訓練（安否確認台帳の作成）
（２）9/13日定例会～総合防災訓練の反省会
（３）街頭消火器、消火栓の点検（不備、破損、極度の汚れ）チェック。
（４）避難所の衝立仕切りの準備。

８．交通
先月実績
（１）ボランティア送迎実績、送迎回数5回 送迎人数：5人
（２）毎年実施しているボランティアドライバーの運転講習会について、1台に4人乗車する講習のため、

今年度はコロナ感染防止を優先し中止とする。
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

（１）防犯灯の不具合対応：２件
洞川4210 ・街A3651 ⇒ 修理完了

（２）桜並木通り街路灯不具合対応：1件
市0119-13 ⇒ 修理完了

当月予定
（１）通年業務

・防犯灯不具合
・桜並木通り街路灯不具合

（通年業務於いては不具合の報告次第、適時速やかに対応する）

１０．体育委員会
先月実績
実績無し
当月予定
委員長会議（９/５）
9/12の富岡地区体育委員会は中止、9/13の千福が丘体育委員会も中止
※11/1の壮年男女混合バレーボール中止
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１１．環境保健
先月実績
（１）夏の一斉清掃
（２）ゴミステーション改善、利用開始

・（No4、No5、No19、No28）
No49はネットの張り替えになります。（翌月）

（３）全体委員会は見合わせ（担当別に活動）
・個々担当宛問合わせあり

（４）資源ゴミ資料差し替え
（５）他回覧発信
当月予定
（１）定例委員会（9/9）
（２）No49ネット張り替え
（３）資源ゴミ備品点検
（４） ゴミステーション報告（8月末時）

①本年度計画と実績：計画６件中5件完了（7～8月実施ステーションNo4、5、19、21、28）。
残りは９月。

②今後の要望募集 ：１０月の観覧にて組立式ネットへの変更募集を予定。（内容等検討事項有）
③変更後の対応 ：変更後のブルーシート、網の処理は各ステーションにお願いしていますが、

再活用を考えているステーションもあるので、利用者に一任しています。

１２．町内会館運営
先月実績
・会館清掃 問題無し（8/2）
当月予定
・会館清掃予定 2020年度第6回目（9/6）

１３．青少年育成
先月実績
（１）8月定例役員会は中止→書面にて確認
（２）富岡地区及び千福が丘夏祭り中止のため会場設営の協力はなし。
（３）クリーン作戦の計画書は富岡地区青少年育成連絡会からの要請が無く、作成せず。
当月予定
（１）富岡地区青少年育成連絡会委員会
（２）富岡地区青少年育成連絡会理事会・常任理事会
（３）10月開催予定の青少年健全育成推進大会（クリーン作戦・青少年健全育成フォーラム）の準備
（４）11月予定の富岡地区カントリーウォークの実施の有無を確認

１４．町内行事
先月実績
無し
当月予定
無し
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１５．町内諸事
先月実績
（１）別荘地・空地に関する住民からの苦情（お困りごと）物件への対応。6件。

・現地の確認及び所有者に対応依頼の文書郵送…5件。
（現地写真及び返信用葉書を同封）

（２）町内全ての別荘・空地の見回り、点検を行う…全105件。（8/11～8/16）
・手入れが著しく悪いところは14件。
所有者に対応依頼の文書郵送…13件。

（現場写真及び返信用葉書を同封）
当月予定
（１）別荘、空地の苦情で2件の所有者確認作業がある。※区長、役員に協力要請。

・1丁目 三方隣接山林地から宅地外周フェンスに草弦が覆い被さっている。
・3丁目 沢地法面、細竹ススキ密集。

（２）手入れ依頼書を郵送した所有者様からの問い合わせ等への対応。
生活サポートセンターと連携。

■自治会新組織及び事業推進部説明
（１）組織図一部変更…評議会内専門部の防災安全部

変更前・森田→ 後・橋本 兼務（実働までの期間）
（２）１２月に予定されている臨時総会で部門名・専門部部分組織図の展開を全戸に行う。
（３）来季からは機能別に３つの大きな専門部門に集約予定。

→数年の各委員会の稼働を見ていると各委員会で稼働のバラつきがある為、人員編成を含めて
将来的に大きく３つの部門で稼働できるよう検討。できるだけ班長の負荷を軽減する事も目的としている。

（４）各専門部門の追加検討項目（案）について
①自主防災
・住民に対しては災害時自主避難について（マニュアル）を全戸に配布済
→住民は勿論、来季の新役員が同様の対応がしっかりできるようにする為に引継ぎをしっかりしてほしい。
②交通
・ボランティア送迎連絡会で追加検討案を議論する。
③防犯
・追加検討案の防犯体制の見直し
→防犯灯の管理と追加…今年は0だが、現在の委員会実施事項には存在している。
→防犯カメラの整備と管理…例えば、 防犯委員会の管理外カメラがあるが、もしも委員会で管理するとした
ら整備や追加の取り付けはともかく、管理内容については検討しなければならない。その為、今すぐには実
施事項に追加は不可能。

・防犯へ後日疑問点等箇条書きでまとめる事を依頼
Q．半年で追加案を練って実行するのは不可能。来季の新役員に渡して考えてもらうということになる？
A．自治会として示すことの出来る案を作り上げてある程度形を作って各部門に渡す方が現実的である。

※防犯カメラについて（区長）
現在、生活サポート（管理組合）が管理している。管理については一括管理を行った方が良いと思うので
現状維持で良い。
警察より、広い地域なので町内に防犯カメラを増やした方が良いのでは？という意見があった。
例えばダミーカメラでも抑止効果はある為設置しても良いのではないか。
また、簡易設置型であれば移動設置も簡単にできる。
問題点は、設置するにあたって、電気を使用する為、設置場所に面している各家庭に相談しなければならないが、
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防犯カメラで発生した電気料金は自治会で負担をする（案）
④環境保健

Q．街路樹の見直しについて、直近で街路樹の周りに雑草が大量に生えてきてしまっていることや、
反対に近所の方が整備する場合問題になったりしませんか？という質疑が上がった。

A．街路樹については市で枯れてしまっているものは伐採依頼、伐根までするかは市の判断。
整備（花壇のように）しているのは綺麗ではあるが、その人がずっと管理できるとは限らない。
綺麗に整備して頂いた方には申し訳ないが、
市との話し合いの中で一度全て綺麗にしてしまう方が良いかと話し合いをしている。
現在生きている木は残すが、現在伐採する木や、今後伐採する事があるかもしれない木に
整備が施されている場合は、そこの場所も一度撤去になる事は承知しておいてほしい。

※町内行事・体育の検討項目案については別途議論

■自治会館改修の日程と備品移動の件
（１）備品移動開始（9/6 ・日）

・備品移動場所・表示等説明
・各住民・サークル等個別に連絡済

（２）改修工事開始（9/14 ・月～）２か月間予定。

Q． 会館清掃は改修期間も行うのか。
A． 安全面を考慮し会館改修が終了するまで中止。（11月）

■朝市と移動販売の実施説明
（１）移動販売：7～8月までの間に3回実施。20～30名が参加。

・次回・9/15（火）午前11時半～12時過ぎまで移動販売実施。
→以降～10/20まで4回移動販売実施予定。
今後、移動販売を定例化するとしたら町内行事で実施するか、生活環境部内の活動（実施）にするか
地域交流の場となるので検討していきたい。
Q．そもそも移動販売って何を販売しているの？
A．車で行っている移動販売。富岳関係の方々に協力をしてもらい、販売を行っている。

全５回の実施を予定してもらっている。商売ごとなので利用率、売り上げにより今後の実施が決まってくる。
野菜やジャム、乾物等食品を取り扱っている。
車自体大きいものではないので現行は自治会館の駐車場を使用し行っている。
今後、販売場所をもう一か所設ける話がでてはいるが検討中。
朝市・移動販売は試行段階。住民サービスや地域交流を目的にこういった事を自治会で検討していきたい。

■丘の上マーケットの実施について
自治会で出た意見や疑問を丘の上マーケット実行委員会に提出し、回答受け取り済（以下資料抜粋）
【資料抜粋】
意見
①千福が丘ニュータウン商業施設管理組合の営利団体行事に町内会の委員が支援するのは疑問では？
②千福が丘ニュータウン商業施設管理組合は３２組合員がいるのでその中で人員を確保すべきでは？
③自治会として支援で２００００円の拠出金（過去、調べたところ町内会委員のお弁当代であった。）は
良いと思うが？人員の応援まで実施するのか？秋の催し方を自治会として再検討すべきなのでは？

④裾野市関連の行事が11月まで中止の中で、千福が丘外のからの来訪行事を本当に実施すべきか？
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⑤現状のコロナもあり、もしも感染等あった場合PCR検査や抗体検査費用はどこが持つのか？…等
丘の上マーケット実行委員回答
①～③について
・丘の上マーケットは商業施設管理組合の行事ではありません。
有志が町内のコミュニケーションアップおよび活性化、更には町内の永続性を狙って町外の人に対するイメージアップを
狙った活動。

・商業施設管理組合は、協賛者として広場と駐車場を貸しているだけという立場です。
丘の上のマーケットの出店者のほとんどは、商業施設管理組合の組合員ではありません。

④について
裾野市のガイドラインに沿って行事を開催すべく準備を進めております。
今回はステージイベントを中止、店舗数を半減、来客も町内に的を絞るなど規模を縮小して開催する。

定例会意見
・今まで自治会（町内会）で実施している行事だと思っていた。
・開催するのであれば、千福が丘区の催し物の１つとして自治会が主催をし、実行委員へ依頼する形をとった方が良
い？
・有志団体で実施しているのであれば有志で行えば良いのでは？町内会が支援するのはどうか？
・（区長）実行委員へ千福が丘ではなく中央公園で実施したらどうか？と提案。
→（実行委員）千福が丘で実施することに意味がある。商店街の活性化も目的。

（区長）地域の活性化は大賛成だが、それならば協賛ではなく共催で行うべき。
成り立ちが不明な行事故に千福が丘区で開催するならば、一旦整理する必要があるのではないか。

・コロナ影響で中止になっている行事が多々あり、住民から開催について疑問を投げかけられた時に
問い合わせ元をしっかり提示でき、住民が納得する説明ができれば良いと思う。
ただ、今の段階だときちんと説明できないのではないか？

・保健所が指定した病院の医師がPCR検査をしないとインフルエンザか、コロナかわからない時の費用は
国が持ってくれる。しかし、ただ心配だからと言って病院に言ってPCR検査をすると高額の費用が発生する。
もしもの事があった場合何人ものPCR検査・抗体検査の費用はどこで持つのか。
・場所を考えると密になるのではないか？このような状況で開催して、人手支援の要請があっても
身の回り（家族や会社）を考えると協力は出来かねる。…等。
今回の定例会で出た意見を検討材料とし、９月末に最終判断が出る予定。

■その他/回覧物
（１）国勢調査回覧物

・１３名が千福が丘エリアを担当する。
・９/１４～9/20説明表を持ち、インターホン越しに説明に回る。
・２つの方法で提出（インターネット ・ 郵送 ・ ※訪問員が回収）
※極力インターネットまたは郵送での返送をお願いしますとの事。
・配布する時間帯に不在の場合調査員は再訪問するが。計２回不在であればポストへ調査票を投函する。

（２）クレーム処理回覧物
・クレーム処理の連絡先を生活サポートへ連絡一本化。
→クレーム種類関係なく、生活サポートに連絡
→生活サポートにて問題対応部門責任者へ対応依頼する。
上記の流れに変更される。

以上


