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令和元年 6 月度 千福が丘町内会 役員会議事録

２０１９年６月８日 町内会事務局

日 時： 令和元年６月８日（土） １９：００～２１：００

場 所： 千福が丘町内会館 集合室

出席者： 事務局 会長：小俣(欠席) 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 体育：O 環境保健：O 自主防災：T

青少育成：N 町内行事：S 町内諸事：O 町内会館運営：K 計１８名 《敬称略》

配布資料： 月例報告書（事務局、各委員会 計 16 部）

地域協働運行バス 調査内容＆質問事項（副会長 M）

【事務局報告】

1. 小俣会長（欠席につき K代読）

(1) 活動報告・活動予定 添付１．参照

５月２０日から６月８日までに１３件の会議、集会に参加。９日以降６月は８件参加する予定。

(2) 決裁事項： 特になし

(3) 前月実績

1 交通問題： 公共交通なき後の新交通システム構築のため、他地域の実施例を視察。

行政との連携次第で将来の交通システムが可能なことがわかった。

2 児童の安全確保への協力： 千小に協力する旨を伝えた。具体策が提示されれば検討したい。

住民で出来る範囲内で協力をお願いしたい。

(4) 当月予定・依頼事項

1 土砂災害の避難訓練の実施： 災害対応項目が増えたので、初めての訓練をしっかり行いたい。

2 ゴミ関連： 高齢者がより近いゴミステーションを利用できるよう場所の変更検討をお願いしたい。→（環

境保健）

2. K 副会長

(1) 活動報告

① 転出入実績： 転入：４名、転出：２名

② 自治会設立委員会への参画： 1）住民要望アンケートの作成、印刷、配布作業

2） 自治会会則作成の各種定義・基準の準備（素案）

(2) 活動予定

① 転出入実績： 転入者と転出者の実績処理

② 自治会設立委員会への参画： 1） アンケートの収集と分析（6/7 収集、6/10～分析）

2) 自治会会則作成の為の原案作成開始

3. F 副会長

(1) 活動報告

① ホームページプロジェクト： ・記事投稿 ・ 6 事業者からバナー広告の協賛を取付け

② 自治会設立委員会： 住民要望アンケート作成

③ 行事参加： 千小運動会(5/25),千小防災連絡会(6/6)

④ 苦情処理： ゴミ捨て場の変更要望対応

(2) 活動予定

回 覧
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① 会計業務： 会計チェック(7/1),社会福祉協議会募金

② ホームページ回覧版記事投稿

③ 自治会設立委員会： 町内アンケート集計・分析

4. M 副会長

(1) 活動報告

① 交通施策の会 ＆ コミニティバス検討

1）5/22 コミニティバス検討の参考にするため、袋井市の地域協働バスをヒヤリング調査。

2) 6/5 裾野市企画政策課と乗合タクシー、路線バス、コミュニティバス、自動運転等の意見交換。

→ コミュニティバスは、裾野市 2020 年以降公共交通マニュアルの中で検討する方向。

＜質問１＞ボランティア交通の今の利用者数はどのくらいか

＜回答１＞利用者は約 20 名、運転手は 17名

2 自治会設立委員会

1) 自治会設立目的のための「街づくりアンケート」案を討議しアンケート配布。現在回収中。

2) 会員と会費、事業内容と組織 等々を討議中。

③ コピー機カウンター（富士ゼロックス）

1) メーターカウントは、次回から月初め（役員会に合わせ）報告できるようにする。今回はなし。

2) 5/21 富士ゼロックス社から消耗品のトナー黒とトナー回収ボトルの予備を補充

④ 千福が丘小学校関係： ①5/25 運動会参加 ②6/6 防災教育連絡会参加

(2) 活動予定

① 交通施策の会＆コミニティバス検討： 定例会議（月２回土曜）、基本方式決定とシステム設計開始

② 自治会設立委員会 ⇒ 組織全体構成の明確化（～6月末）

1) 組織、事業、体制の明確化（～6月末）： アンケート結果による組織の役割・機能明確化

2) 会員・会費の明確化（～6月中）

5. 会計

(1) 活動報告

・町内会費、日赤会費、自衛隊協力会会費の集金を実施 (5/28、5/29 @生活サポート)

→ 日赤会費と自衛隊協力会会費は指定納金先へ納金済@5月末 町費収入 5,818,000 円

・市から区運営費 876,040 円、防犯灯電気料 210,296 円交付

（4 月末までに防犯灯設置補助金 549,410 円も交付済）

・地区分担金 783,560 円、消防団寄付金 206,200 円を納金@5 月末

・委員会事業費 4,486,000 円、助成金 360,000 円、保険料加算分 59,130 円の支払い@5 月初

（業務委託費 648000 円は 4月末に支払い済）

・ 6/4 に会計チェック実施、収支に問題無し（5末残高 8,001,780 円）

(2) 活動予定

・町費未納者への催促状発送

・社会福祉協議会募金の準備： 6 月末～7月初に回覧、納金期限は 7月 20 日頃

・次回の会計チェックは 7月 1日の予定

6. 書記

1 活動報告： 役員会議事録町内回覧(6/3),自治会設立委員会議事録回覧(4)5/9,17,22,29

2 活動予定： 役員会議事録町内回覧(6/24)，自治会設立委員会議事録回覧(3 回)

行事参加： 自主防災警戒区域確認(6/9)



3

【各委員会報告】

1. 自主防災

(１) 活動報告： 5/19 消火栓箱点検：５３箱中６箱経年劣化、市へ報告予定

5/24 市へ「資機材維持管理費補助金」申請提出 226 千円（結果は 11月）

5/27 消火栓使用訓練案内回覧 6/6 千福が丘小学校区防災教育連絡会議出席

(２)活動予定： 6/9 土砂災害指定区域（７班）訓練実施 6/16 中央公園資材点検

6/16 自主防災委員会打合せ 6/28 街頭消火器経年劣化 3箱 市へ補助申請

（３）その他； ・ 5/20 大雨警報（避難準備、高齢者等避難開始）で町内会館を開けた。避難者は無か

った。このレベルでの開錠は年 10 回位想定される。

→ 負担が大きいので、当番など検討が必要。

・ 町内会館に備蓄倉庫を設置することを検討中。

2. 町内会館

(１) 活動報告: ・ 5/21 集会室の長机２台破損の連絡あり,修理完了部品代 １０８０円(支払済)

・会館入り口の灰皿撤去完了 １ヵ月ほど入り口ドアにお知らせを掲示

・ 5/18 TOKAI によるガス機器点検 結果良好 ・清掃係より、掃除機の紙パック交換

・ 5/26 会館清掃 問題なし ・ 5/31 雑草 植木の伐採

(２) 活動予定: 6/2 会館清掃 6/15 定例会 6/23 植木消毒

(３) その他: 折りたたみテーブルの移動方法については、破損防止にむけ、集会所に写真付で掲示を

する（→副委員長）

＜質問１＞町内会館は、なぜスリッパに履き替えるのか？高齢者にはむしろ危険と思う。

＜回答１＞床に座るサークル（ヨガ等）もあり、清潔とほこりを少なくしたい。

3. 町内諸事

・ 別荘所有者に対し、草刈依頼書発送済。

4. 体育

(1) 活動報告： ・富岡地区区長会長杯婦人バレーボール大会 参加者不足の為不参加

(2) 活動予定： ・ 6/12 富岡地区体育委員会 ・ 6/23 千福が丘体育委員会

5. 環境保健

(１) 活動報告： ・蚊とハエ駆除の薬剤配布回覧 ・粗大ごみ収集回覧 ・ごみの出し方 2回目回覧

・ゴミステーション改善準備

(２) 活動予定： ・ 7/6 蚊とハエ駆除の薬剤配布 ・ 7/6 粗大ごみ収集 ・ゴミステーション改善

6. 交通

(１) 活動報告： ・ 6/4 交通安全リーダと語る会： 小学生の目からみた「危険な箇所」のパネル報告

あり。「カーブミラーを付けて欲しい、落下防止棚の設置、街灯を付けて欲しい」など

の要望があった。 →交通委員会、防犯委員会など対応が必要と考える。

(２) 活動予定： ・～6/21 交通設備の破損/欠損の調査（6/29 会長報告予定）

・ 7/10 ボランティア運転手の招集、会議

7. 町内行事

(１) 活動報告： 夏祭り打ち合わせ実施（5 月 12 日、26 日）

・出店者、出演者決定→町内にも出演者、出店者募集予定(6 月中）

・新規のイベントとして

1)カラオケ大会実施検討中→町内に出演者を募集、参加者 10 名以上ならば実施

2)バルーンアート体験を検討中→委員で実際に体験し課題洗い出し実施
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・会場および周辺設備の予約方法確認。中央公園(駐車場用）は仮予約完

(2) 活動予定： 夏祭り打ち合わせ（6 月 2日、16 日）

・町内への出店・出演・カラオケ大会参加希望のチラシ回覧、回収

・小学校施設利用調整会議にて会場の確保（6 月 12 日）

・夏祭りの遊具の種類決定 ・弁当、菓子類、抽選会の景品等の検討

(3) 依頼事項： 夏祭りの際の町内会役員、委員への人員支援について協力を依頼。

→依頼表に沿って各委員会で担当者を割り当て、結果を次回会議に提出→各委員

8. 防犯

(１) 活動報告： ・ 防犯灯不具合修理依頼件数⇒1件 5月 29 日完了

・小学校東側（体育館・プール）下の地域に新規防犯灯設置工事依頼を市の危機管理

課に申請。その後、大庭電化センターに工事見積もりを依頼した。

・景が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」

No.3 が不点灯の為、修理依頼した。しかし、No.4（防犯カメラ付近）がいまだに修理が

未完のため再々再度市の建設部建設管理課へ出向き至急の修理依頼を行った。

・ 5 月 26 日（土）千福が丘小学校運動会に参加。

(2) 活動予定： ・新規防犯灯設置工事及びナトリウム灯（LED灯に交換予定）設置のフォロー。

9. 青少年育成

(1) 活動報告： 5/23 富岡地区青少年育成理事会参加。３１年度の活動計画、予算、役員が決まり正

に活動がスタート。

(2) 活動予定： ６月は特になし

10. 広報

(１) 活動報告： ５月度は３回(5/7.5/17.5/27)の回覧作業を実施した。

→ 市からの回覧物で枚数不足があり、対処した。

(２) 活動予定： ６月度は３回(6/3,6/13,6/24)を予定。

以上

添付１． 小俣会長 活動報告、活動予定

[1] 会長の活動報告

(1)5 月 20 日 いきいき健康サロン (2)5 月 21 日、28 日 自治会協議

(3)5 月 22 日 交通 P袋井市自主運行バス視察 (4)5 月 23 日 富岡区青少年育成連絡会総会

(5)5 月 25 日 千小運動会、防災交流会、交通 P (6)5 月 28 日,6 月 5 日 富岳クラブ

(7)6 月 4 日 千小交通安全発表会 (8)6 月 5 日 市企画政策課との交通協議、市議議会報告

(9)6 月 6 日 千小防災会議 (10)6 月 7 日 人の交流 P 丘の上しゃべり隊

(11)6 月 8 日 民生定例会

[2] 活動予定

(1) 6 月 9 日 土砂災害訓練 (2)6 月 10 日 区長研修会 (3)6 月 13 日、20 日 夏祭り打合せ

(4)6 月 18 日 千小評議会 (5)6 月 22 日 交通プロジェクト (6)6 月 22 日 防災プロジェクト

(7)6 月 26 日 企業視察

★ 令和元年 ７月度

定例役員会開催予定日： ７月６日（土） １９：００～２１：００ 町内会館ホール


