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平成３１年４月度 千福が丘町内会 役員会議事録

２０１９年４月２０日 町内会事務局

日 時： 平成３１年４月２０日（土） １９：００～２１：００

場 所： 千福が丘町内会館 集会室

出席者： 事 務 局 会長：小俣 副会長：F、M、K 会計：H、K 書記：M、I

各委員会 広報：N 交通:S 防犯：K、W 体育：O 環境保健：O

自主防災：T、M、K 青少年育成:欠席 町内行事：S

町内諸事：O 町内会館運営：K 計２０名 《会長以外アルファベット表記、敬称略》

配布資料： 添付１．参照

【事務局報告】

1. 小俣会長

1 会長の活動報告・活動予定: 添付２．参照

・ 4月は 20日までに 9件の会議・集会に参加。20 日以降 5月 20 日までに 11 件を予定

2 決裁事項

(1) 千福が丘こども見回り隊・・事務局員で登録

(2) 千福が丘区自治会協議への代表

K、M、F３副会長、I 書記の計 4名としたい。

(3) 富岡区消防団 駿東地区操法大会への出場に伴う寄付金

約 20 万円（１世帯 約 200 円の寄付）を町内会費から拠出したい。

(4) 総会の議決・・・会計 2名を 3名にする件は、F 副会長を兼務で会計としたい。

⇒ (1)、(2)及び(4)については、役員会で承認された。

Ｑ１： （３）については、20 万は大金であるため、寄付の根拠を明確にしてもらわなければ支払できな

い。支払は 6月なので、次回(5 月)の会議に明細を示してほしい（会計）

Ａ１： 了解した（会長）

3 報告事項・検討依頼事項

(1) 市への要望事項の募集 4月下旬～5月初旬

・ これまでの要望例としては、「並木」、「さくら」、「カーブミラー」、「防災灯」等がある。

・ 要望吸収にむけ回覧をするので、要望事項があれば、記入してほしい。

Ｑ１： 要望は 5月初旬までしか、受付けないのか？

Ａ１： 一旦とりまとめるが、5 月を過ぎても要望は随時受け付ける（会長）

(2) 役員への要望

新役員に向けて守ってほしい事項をとりまとめて依頼した。

① 週 1回は町内会館に来て担当のファイルボックスを確認する。

② 月例会を欠席する時は、必ず事務局員まで連絡すること又は代理の人が出席のこと。

③ 市への対応：期限は必ず守ること(早めの処置に心掛ける）特に補助金が絡むことは、期限を

超過すると支払われないことがあるため、注意してほしい。

④ 住民から苦情があった時は真摯に対応のこと。

回 覧
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⑤ 各委員会の会計処理の適正化。

(3) 町内会の各種連絡リスト

町内会の事務所には常駐者がいない為、各種手続きや問い合わせの担当者をまとめたリストを

各委員に配布（生活サポートセンターにも配布）。必要時に対応すること。

(4) 3 副会長の役割分担

３副会長の分担を決定。問題があれば分担して対応のこと。

2. K 副会長

（１）先月実績

① 転入出実績【３月度】： 転入者：５名 転出者：１名

② 町内会 定期総会開催（４／１４：９：３０～１２：３０）の為の事前作業

③ 自治会設立委員会への参画： 町内会と管理組合共通説明資料準備

（２）今月予定

① 転入出実績【４月度】： 転入者と転出者の実績処理

② 町内会 定期総会開催（４／１４）： 会場準備と開催運用、鍵の譲渡作業

③ 自治会設立委員会への参画： 設立の課題の整理、対策の分担と実施計画立案

(3) その他

・ 報告資料の定型化について提案 ⇒次回報告から、各委員会で試行を開始する（使用するファイル

はワード、エクセル、PDF）。

3. F 副会長

（１） 慶弔関連【３月度】： 該当なし

（２） 落とし物対応： めがねの届出あり、回覧で対応。

（３） ホームページ掲載に関するお願い

 対象： 各位が発行して、千福が丘区内に回覧、配付する資料

例）春の町内一斉清掃のお知らせ（環境保健委員会）・・・掲載済み

 目的： 千福が丘区内への回覧・配付情報の周知

 業務： 回覧物に関して、広報の手配と同時に、「千福が丘区自治会ホームページプロジェ

クト事務局 info@senpukugaoka-ku.com 」宛に、元の電子情報を送付のこと。

(4) ホームページ作成員の募集

作成に関心のある方、普段パソコンを使っている方であれば難しくはない。将来の楽しみにつな

げる良い機会になるので、是非、遠慮なく声をかけていただきたい。

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

ＨＰ公式メールアドレス：info@senpukugaoka-ku.com

現担当メンバー：T（代表）、F、T、O、I

4. 森田副会長

（１） コピー機管理

４月度のコピー機のカウンター値確認と富士ゼロックスへの連絡実施（4/14）

（２） 交通プロジェクト関係

・ 交通施策の会: 全体リーダーは当面、Y氏継続（月 2回の定期会合）。

・ 取り組み中の個別議題

１）ボランティア送迎： コーディネータ一時変更（4/23-29）

２）乗合タクシー： 運行状況確認
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３）コミニティバス（新議題）見学／ヒヤリング内容討議

（３） 自治会設立委員会への参画

（４） その他

管理組合N さんより、発電機の町内会への移管申込みあり。

自主防災殿：本件の実施可否の検討をお願いします。 ⇒了解（T）

5. 会計

（１） 予算関係全般

１） 各事業費、助成団体補助金の支払いについて

各委員会の委員長、助成団体代表者様に支払いに関する連絡書を発行（本日）するとともに

手続き及び留意事項を通知。

場所：千福が丘生活サポート 支払い日時：５月８日（水）9：30～12：00 13：00～16：30

２） その他の予算（事務局関係）について

・ 事務用品、弔慰金等の支払いに関しては、先ず会計に連絡。

・ 私物との同時購入は不可： 領収書、ﾚｼｰﾄには町内会で購入する物のみ記載。

・ 会計が生活ｻﾎﾟｰﾄに連絡し、生活ｻﾎﾟｰﾄから事案発生者様に支払い。

支払い時間：平日 9：30～12：00 13：00～16：30（但し、4/2７～5/6 は休日）

支払手順 例：ｺﾋﾟｰ用紙購入の場合

①購入者から会計にｺﾋﾟｰ用紙購入、費用を連絡。

②会計から生活ｻﾎﾟｰﾄに『＊さんにｺﾋﾟｰ用紙代として＊円支出』を連絡。

③生活ｻﾎﾟｰﾄから購入者に支払い可能日を連絡。

④購入者が領収書またはﾚｼｰﾄを生活ｻﾎﾟｰﾄに持参し現金を受領。

３） 予算の収支管理

年度末に会計監査実施を行う。下記内容を徹底すること。

①領収書、ﾚｼｰﾄをﾌｧｲﾘﾝｸﾞ（帳簿等への貼り付けは『糊』でお願いします。）

②ﾈｯﾄ購入品は納入書を保管。

③私物との同時購入は不可。

④金銭出納帳の記帳を確実に。

（２） その他連絡事項

千福が丘区民活動については、自治会活動保険に加入済。不要な重複加入は避けること。

Ｃ１： 自治会活動の広い範囲での事故をカバーしているが、該当するかどうか不明な時には、

連絡して下さい。（会長）

（３） 今後の予定

・ 町内会費、日赤会費、自衛隊協力会費の集金

集金案内：5/7（火）の広報便にて発信予定

納入日時（予定）：5/28(火) 9:30～11:30 5/29(水) 9:30～11:３0

6. 書記

（１） 役員会での報告について

・ 役員会の正確な議事録作成のため、報告に於いては資料（文書）の作成を依頼。

・ 作成済文書を書記宛てに、メール送信を依頼。
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【各委員会報告】

1. 自主防災

（１） 災害時組織表について

・ ２０１９年度の「千福が丘町内会 災害時組織表」を改正した。

・ 災害時の役割分担を記載しているので、該当の方は、自らの役割をご承知おきください。

・ 本組織表は、回覧します。配布希望の方は生活サポートに備えてあるので頂いて下さい。

⇒ 「千福が丘町内会 災害時組織表」の内容の承認を頂きたい。⇒異議なし

（２） 自主防災の訓練について

・ 年間計画を立てて実施する（次回計画を提示予定）。役員の方の参加をお願いしたい。

2. 町内会館

（１） 3 月度報告事項

１） ３月３日（日）会計監査に出席： 指摘事項なし

２） ３月１０日(日)に会館清掃を実施（１４班）： 問題なし。

３） ３月２９日（金）会館運営委員会で来年度委員への資料等の引継ぎ実施。

４） ３月２９日(金)に第１１回町内会館運営定例委員会を実施： 町内会館運営の資料を配布

（２） 4 月度予定

１） ４月１４日(日) ２０１９年度 定期総会。

２） ４月２１日(日)に会館清掃を実施予定（１５班）

３） 前任より引継ぎの雨漏り修理、TOＫAI 様へ６９，１２０円： ４月１２日に支払い済み。

3. 広報

（１） 昨年度まで月 4回の回覧が、今年度から 10 日間隔になり、既に運用中。

（２） 依頼事項： 回覧は７３部、配布は９４３部の枚数を揃えるようお願いします。

Ｑ1： 回覧日は決まっているのか

Ａ１： 広報からの配布日は決まっている。ホームページにも記載しているので確認できます。

4. 体育

（１） 活動実績

・ 体育委員会引き継ぎ： 富岡地区(3 月 9 日)、千福が丘（3 月 11 日）

・ 体育委員会出席： 裾野市地区（4 月 7 日）、富岡地区（4 月 10 日）

（２） 父親ソフトボール富岡地区予選(5 月 12 日)参加募集の状況

・ 3月末の回覧板で募集したが結果6名。参加は難しい。もっと早期に声かけと募集をするよう次

期委員への引き継ぎ事項とする。

5. 環境保健

（１） 活動実績

１） 回覧

①春の河川清掃実施案内 ②春の河川清掃中止時の連絡ルート案内 ③資源ゴミ当番表。

④スプレー缶の出し方変更について。

⑤ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝのﾌﾞﾙｰｼｰﾄ及びネットの交換請求について。

２） 住民要望

・ ブルーシート交換 1件

・ 1-21-17 付近側溝スキマ解消要望→市役所建設管理課に申し入れ

回答：４月度予算が付き業者が決まり次第修復予定
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３） その他

春の河川清掃土砂回収業者依頼(高幸建設)

6. 交通

・ 今月の活動はない。次回に向け年間計画を立てる予定。

・ 交通委員 4名だが、交通施策の会の催しに応えようとすると負荷が高いことが懸念。

・ 近々は、4 名で、ミラー、侵入禁止域、横断歩道等の点検を随時実施する予定。

7. 防犯

（１） 活動実績

4月２０日（日）に開催し、防犯委員の役割と同時に 1丁目から 4丁目までの町内担当を決定。

以下にてその後各班長経由で区域内へ回覧し周知を行った。

1 丁目担当 M 2丁目担当 Y

3 丁目担当 W 4丁目担当 K

（２） 修理費支払

２月度に依頼・修理完了していた洞川 236A.515A.256A 修理完了分を新規予算額より、3 月度に

支払いを大庭電化ｾﾝﾀｰに済ませた。

8. 町内行事

・ 今月の活動はない。4 月 21 日に会合を開き、夏祭りの準備を進める予定。

9. 町内諸事

・ 今月の活動はない。4 月中に「別荘の整備依頼」の文書を作成・配布の予定。

10. 青少年育成

・ 報告なし

【その他】

１． S さんからの提案

・ 富岡中学校の生徒さんが、年 1回、清掃のために上がってきてくれている。老人会としてジュースな

ども出すが、お礼の言葉がなによりと思うので、青少年育成か環境保健か分からないが、町内会

の行事の一環として検討してほしい。

2． 鍵について

・ 自主防災委員会から、役員に配布された町内会館鍵束の追加を要望されたため、２束配布する

（自主防災：合計３束配布）。

★ 令和元年 ５月度

定例役員会開催予定日： ５月１８日（土） １９：００～２１：００

町内会館ホール


