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令和3 年２月度 千福が丘区自治会委員長会議 議事録 

 
２０２１年２月２２日  自治会委員長会議事務局 

 

日時：令和３年2 月6 日（土） １９時～ 

場所：自治会館 

出席者：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 

自治会館運営：山下、 青少年育成：塩川、町内諸事：後藤 、環境保健：小林     計16 名 

 
１．業務引継ぎ状況と問題点と対応 
  (１)自主防災・交通・防犯 は 区長、代表者、新役員のみで行う(2/13 17：００~) 

  (２)広報(3 月中旬) 

  (３)自治会内、生活環境部/地域交流部の部長・委員長の引継ぎは１月中に完了 

→役割、業務分担済 

    ◆班長担当者への引継ぎは以下予定 

①環境保健(2/10) 

②町内諸事(2/14) 

③町内会館運営(2/13) 

  総会資料は基本的に現委員長ベースで計画予算含め作成 

  会計担当引継ぎは別途計画 

  新組織内会計と委員会内会計との兼ね合い→今後体制を整える 

 

２．総会資料の進捗状況(書記) 
 （１）総会(4/11)は大きく分けて2 部制 

     1 部：『千福が丘区自治会臨時総会議案賛否』についての結果・審議を行う(旧町内会) 

     ファイブハンドレット/東急/住友SSK理事が参加 

     →１部についての資料を作成(書記) 

     資料構成①～⑪ 

  内 ①表紙/書記作成 

  内 ②目次/書記作成 

  内 ③2020 年度会長挨拶/会長作成 

  内 ④2020 年度役員及び委員一覧/書記作成 

  内 ⑤2020 年度活動報告【第1 号議案】/事務局・各委員長作成 

    上記５項目2/5締め切・2/6 委員長会議にて草案を配布 

    2/6 の定期総会にて総会資料の草案で修正点があれば後日メールで連絡 

    2/13 には①②③④⑤⑧項目について確定、2/20 に最終版完成 

  内 ⑥2020 年度決算報告及び監査報告【第2号議案】/書記作成 

    →決算報告完了次第、会計から書記へ結果資料送付。資料を基に総会資料を作成 

  内 ⑦2021 年度役員一覧【第3 号議案】/書記作成※済 

  内 ⑧2021 年度会長挨拶/会長作成※済 

  内 ⑨2021 年度活動計画(各部、会計、書記)【第４号議案】 

  内 ⑩2021 年度予算案【第4 号議案】 

     →引継ぎを行い、会長・副会長・各委員長・新部長が相談して決める 

      (現職委員長がベースを作る) 

回 覧 
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      結果を書記に送付 2/26 締め切 

     →書記が資料を基に総会資料を作成 

  内 ⑪自治会細則【第6 号議案】/会長・副会長作成 締め切り2/26 

◆資料完成後流れ 

資料完成後、メールで送付(3/1) 

↓修正点等有無確認 

役員会にてレビュー(3/6)※確定 

校正(3/10)資料印刷(3/12)資料製本(3/13) 

各戸に配布、郵送(3/15) 

◆4/11 総会の委任状回収(3/26) 

   コロナ渦で開催不可の場合、参加方法(賛否表添付等)を取り決めないとならない為日程を上記で計画。 

    新役員資料について 

    部単位で部長、副部長、広報担当には印を付けて表記。後日データを送付。 

     

３．会計のまとめ状況(会計)／保険の担当 
 （１)助成団体ヒアリング(2/6)、各委員会会計監査(2/21)、本会計監査(2/27) 

2/21 の進め方 

    →スケジュールは後日メールで案内 

      各委員会資料は月締めしたものを用意。領収書と照らし合わせ行う。 

    →会館改修の請求明細(区長)を確認 

  (２)自治会館の火災保険担当について 

毎年町内会長に届くようになっているが名義を変更していない為、現状前会長に届いている。 

     →今後名義は現会長に更新。 

     →町内会館運営委員予算内に火災保険の予算が入っている。 

      町内会館運営委員・会計で処理。 

     ◆意見 

     ・各委員会の通帳名義を個人名からまとめた方が良いのでないか。 

     (毎年委員が変わると名義変更をしに行かないといけない為。) 

 

４．その他 
 （１）臨時総会：書面結果 

 住民(別荘・空き家含)賛成票  

【第1 号議案】会則 97.2％ 

【第2 号議案】新組織図97.0％ 

【第3 号議案】各部門97.3％ 

反対票の中には意見やアイディアを寄せたものをあり、４/11 総会資料の細則を検討。 

書面臨時総会の提出率 

→72％程の人たちが提出。 

回答率が非常に高かった為、 

会則上3月上旬に掲示板へ４月１１日の総会開催の案内、回覧を行わなければならないが 

コロナの状況によっては書面総会を行いたいと考えている。 

→２通りの開催方法を計画、準備 

◆意見 

・開催するのであれば、場所を変えてみたらどうか(小学校の体育館等広い場所) 

    ・市役所等からも大人数の集まり等は控えるよう話が出ている。 

    ・大切な事なので開催した方が良いと思うが、パブリックコメントに対しての疑問点等を 

回答開示し、理解してもらえれば書面でも良いと思う。 
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月次報告 
【事務局】 

６．岸川会長 
先月実績 

（１）転出入実績【2021.１月度】 

転出入者実績処理⇒転入:３名 転出:１名 名義変更:１名  

（２）自治会役員会への参画 

自治会役員会参画２回 ：１月／（１３ ・ １６） 

（３）臨時総会の開催 

      １／２４締切日にて３議案（会則・組織・役割）の実施。コロナ禍のため書面臨時総会とする。 

（４）その他：管理組合理事会（１／１８）／広報通信会議（１／２７） 

    区内クレーム処理対応２件／自治会館の備品断捨離処理（１／５） 

当月予定 

（１）転出入実績【2021 年2 月度】 

転入者と転出者の実績処理作業。 

（２）自治会役員会への参画。 

①会費回収方法の改善検討 

②自治会細則・付則の検討 

（３）４月１１日の総会に向けての準備 

      ①総会資料の作成 

②会計監査 

 

７．森田副会長 
先月実績 

（１）事業推進部門活動 

     ①新班長所属検討会（1/4）、新班長役割説明会参加（1/9） 

     ②定例委員長会議参加（1/11） 

     ③新班長の役割決定と部長・委員長レベルの業務引継ぎ会議主催 

      ・生活環境部（1/10、1/16、1/20、1/23、1/30） 

      ・地域交流部（1/16、1/23、1/30,1/31） 

     ④町内会館運営委員会参加（1/16） 

（２）自治会運営委員会 

①臨時総会用資料印刷〔自治会会則、組織図、各部門/専門部の役割〕（1/4） 

②自治会運営委員会参加（1/16） 

（３）印刷機関係 

①コピーカウント：メーター１ 312311 →316262（+3951） 

メーター２ 22093 →23255 （+1162)（1/28 付） 

当月予定 

（１）事業推進部門活動 

      ①定例委員長会議（2/6） 

      ②町内会館運営委員会（2/20） 

       ③新旧班長業務細部引継ぎ会議 

       →生活環境部（2/10、2/13、2/14） 

      ④自治会助成金ヒアリング（2/6） 

      ⑤会計監査（2/21） 
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（２）自治会運営委員会（2/13） 

（３）印刷機関係 

 

 

８．稲葉副会長 
先月実績 

（１）慶弔関係：弔慰金１件 

（２）規約管理関係：特になし 

（３）町内行事支援：どんど焼き(中止) 

（４）2021 年度役員選出会、説明会出席（1/9） 

当月予定 

（１）慶弔予定 

（２）規約管理 

 

９．会計 
先月実績 

（１）本会計チェック（1/5） 

（２）‘21 年度 助成団体事業費予算申請の案内の準備と配布（1/23 締め） 

当月予定 

（１）本会計チェック（日程調整中） 

（２）‘21 年度 助成団体事業費予算申請ヒアリング（2/6） 

（３）各委員会 会計監査（2/21） 

（４）本会計 会計監査（2/27） 

 ※（２）～（４）次年度会計の引継ぎも兼ねる 

 

１０．書記 
先月実績 

（１）自治会定例役員会議事録作成（1/24）、回覧、文書保存（1/25） 

（２） '21 年度新班長所属、役員決定（1/9)、名簿作成（１/15） 

（３） '20 年度自治会総会準備：スケジュール表作成、報告フォーマット作成、展開（1/16） 

当月予定 

（１）自治会定例役員会議事録作成（2/21）、回覧、文書保存（2/22） 

（２）総会資料校正（①②③④⑤⑧項目）、最終版作成（2/20） 

（３）総会資料まとめ・作成（⑥⑦⑨⑩⑪項目）（2/28） 

（３）次年度書記引継ぎ（2/27） 

 

【各委員会】 

１１．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 

 ・回覧種類数：３、配布種類数：２（1/7） 

 ・回覧種類数：８、宛名指定：３（1/18） 

 ・回覧種類数：４、宛名指定：５（1/25） 

当月予定 

広報活動 

    ２月２日（火）、２月１２日（金）、２月２２日（月）と３回予定 
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１２．自主防災 

先月実績 

（１）自主防災会定例会議（1/10 中止） 

（２）自主防災委員３役会議実施（1/26） 

 コロナ渦中での最終行われなければならない事項の打ち合わせと 

次年度委員への引継ぎ事項の打ち合わせ等。 

当月予定 

（１）非常用発電機及び可搬ポンプ稼働点検の実施 

（２）自主防災会の主旨、会計等の次期委員への引継ぎ書類の点検 

 

１３．交通 
先月実績 

（１）ボランティア送迎１２月度実績 

①送迎回数：６回 

②送迎人数：６人 

（２）ボランティア利用者のアンケート用紙作成 

（３）引き継ぎのための資料整理および会計整理作業 

当月予定 

（１）会計検査対応 

（２）引き継ぎ準備作業（資料整備、電子ファイル整理） 

 

１４．防犯 
 先月実績 

 （１）防犯灯の不具合対応：0 件 

（２）防犯灯設置事業補助交付申請→区長へ提出済 

  当月予定（通年業務） 

（１）防犯灯不具合 

（２）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） 

（３）引継ぎ作業（2/13） 

 

１５．体育 
先月実績 ,当月予定 ともになし 

 

１６．環境保健 
先月実績 

（１）粗大ゴミ収集（1/9） 

各担当引継ぎ資料等準備 

（２）次年度引継ぎ調整①（1/20） 

（３）次年度部門との引継ぎ調整（1/9，1/20 委員会） 

（４）資源ゴミ備品交換（２丁目倉庫内ブルーシート） 

（５）河川清掃土砂回収業者へ問合せ 

（６）資源ゴミ臨時回覧 

当月予定 

（１）次年度引継ぎ調整②（2/10） 

（２）各担当資料整理 

（３）資源ゴミ当番表回覧 
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１７．自治会館運営 

先月実績 

（１）会館清掃：問題なし（1/17） 

（２）会館ワックスがけ（1/31）  

当月予定 

（１）会館清掃（2/7） 

（２）会計チェック（2/21） 

 

１８．青少年育成 
先月実績 

自治会新役員への業務引継ぎ 

当月予定 

   自治会会計報告、本年度活動報告 

 
１９．町内行事 

先月実績 ,当月予定 ともになし 

 

２０．町内諸事 
先月実績 

（１）裾野市へ要望書提出 

    長期間放置状態で所有者と連絡がとれない土地、空き家について 

裾野市へ手入れ対応以来の要望書を提出（該当地：2 件） 

（２）空き地1 件（3 丁目）…所有者に手入れ依頼書郵送（1/29） 

（３）町内諸事業務の来年度担当部門へ引継ぎ会（1/23） 

当月予定 

（１）町内諸事業務の来期への引継ぎ作業 

①今期の活動実績報告書作成 

②今期の会計報告 

③来期実務担当者への引継ぎ 

 

以上 


