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令和元年７月度 千福が丘町内会 役員会議事録

２０１９年７月２０日 町内会事務局

日 時： 令和元年７月６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 副会長：F、M、K 会計：H、K 書記：M、I（欠席）

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）

【事務局報告】

1. 小俣会長

(1) 活動報告・活動予定

６月９日から７月５日までに１７件の会議、集会に参加。７日以降７月は１０件参加する予定。

(2) 決裁事項： 特になし

(3) 前月実績

1 防災関係（土砂災害への対応）： 「警戒レベル３（高齢者や避難弱者と言われる住民は避難開始）が

発出された場合は町内会館を開館する」をルール化した。

2 自治会への要望アンケート： 結果がまとまったので回覧する。リスクへの対応（災害・交通・下水処理

施設）についての要望が高い。

(4) 当月予定・依頼事項

1 富岡区夏祭り（8/6, 富一小グラウンド）： 今年も無料バスが運行されるので利用して頂きたい。

（行き；16:00, 18:00、帰り；20:30, 21:30）

2 丘の上マーケット： 11/9（土）実施予定で準備を開始した。当日は役員全員で手伝いをお願いしたい

（駐車場管理等）

3 交通委員会へのお願い： 団地の中から中央通り（バス通り）に出るときに一旦停止を励行することを

回覧にて促してほしい。また、路上駐車についてもやめるよう促してほしい。

(5) 質疑応答

問１： （防災関係）警戒レベル３以上となるとき、市から連絡が入るのか？

答１： 明確になっていないが、NHKの報道が一番早いと思うので、NHKの報道を頼りに対応しようと考えて

いる。

2. K 副会長

(1) 活動報告

① 転出入実績： 転入：０名、転出：０名、名義変更：１件

② 自治会設立委員会への参画： 1）住民要望アンケートの集計完了。7/2 の広報にて配布予定。

2） 自治会組織体制構築の参考資料準備

(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） アンケートの分析 2) 自治会組織の機能展開

③ 防災訓練参加

④ 裾野市敬老会開催準備

3. F 副会長

(1) 活動報告

① ホームページプロジェクト： 随時、回覧資料の投稿実施。

② 自治会設立委員会： 住民要望アンケート集計完了

③ 千小支援： 町内ボランティア 12 名にて正門周りの剪定、草刈を実施した。

④ 弔事： 弔慰金お渡し（1 件）

回 覧
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(2) 活動予定

① ホームページ回覧版記事投稿（随時）

② 自治会設立委員会出席

③ 千小支援： 生活科授業に参加

(3) 依頼事項

①ホームページプロジェクト： （各委員長へ）回覧板に提出した電子ファイルを提供してほしい。

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） 6/22 日大藤井研2名、市企画部2名が参加し、計10名でボランティア送迎システム、コミュニ

ティバス、ボランティア運転手アンケートについて討議した。7 月末のシステム設計完了に向け、

継続討議する。

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を回収した（回収率 51.6％）。

回収後のまとめと、それをベースにした自治会組織案、会員と会費等を検討中。

2) 6 月末の組織構成完了目標に対し、マネジメント層の大枠は何とか決定したが、大幅に遅れること

は否めない。

3) 現町内会の組織のスリム化を求められているので、検討する。

③ コピー機カウンター（富士ゼロックス）

1) メーターカウント集計実施： メーター 1； +3406、メーター 2； +61

(2) 活動予定

① 交通施策の会＆コミニティバス検討

1) 定例会議（月２回土曜）

2) コミュニティバスのシステム設計完了予定（7 月末）

3) ボランティア運転手アンケートとヒヤリング実施

② 自治会設立委員会 ⇒ 組織全体構成の明確化

1) 組織、事業、体制の明確化（～7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

3) スリム化検討（組織、班長、管理組合代議員）

5. 会計

(1) 活動報告

・ 町費班長集金未納者への催促状を広報便で発送した(6/1)。

・ 6 月分の会計チェックを実施した。収支に問題なかった(7/1)。

(2) 会計報告

・ 6 月収入： 町内会費→120,500 円、ホームページ協賛金（町内企業様より）→24,000 円

・ 6 月支出： 弔慰金→10,000 円、町内会館郵便受けの鍵作成費用→650 円

(3) 活動予定

・ 社会福祉協議会募金の準備

・ 広報便で、社会福祉協議会募金の回覧物の集金依頼文書を発送する（班長宛て）。

・ 社会福祉協議会募金の集金（班長）

・ 社会福祉協議会募金の受け取り（班長→生活サポート, 7/25, 7/26）。

・ 社会福祉協議会募金の現金を指定納金先へ納金(7/26)

・ 次回の会計チェックは 8/1 の予定

6. 書記

1 活動報告： 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)6/13, 20, 30

2 活動予定： 役員会議事録町内回覧(7/22)，自治会設立委員会議事録回覧(4 回)

3 行事参加（実績）： 土砂災害特別警戒区域（7 班）現地確認参加(自主防災委員会主催, 6/9)

【各委員会報告】
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1. 自主防災

(1) 活動報告： 土砂災害特別警戒区域（7 班）現地確認会実施(6/9)、中央公園内倉庫の資機材の点検

及び発電機の点検(6/16)、街頭消火器箱経年劣化のため、市へ補助申請実施(3 箱, 計 120,000 円)、

(2) 活動予定： 消火栓使用訓練実施(7/7, 1 丁目)、総合防災訓練（9/1 実施予定）（安否確認）実施要領

検討(7/14)、総合防災訓練（安否確認）実施要領回覧(7/31)

(3) 要望事項

①町内会館（一時避難場所）の鍵の貸与要望： 土砂災害指定区域（7 班）において、現地判断でいつで

も避難できるように 7 班班長に鍵を貸与したい。もとより、大雨警報発令となれば、自主防災委員また

は町内会役員がすみやかに開錠を行う。

→審議の結果、町内会館入口の鍵（上下 1個ずつ 1組）を複製し、貸与することとなった。

(4) その他

①14 班からのお礼： ゲージ方式のゴミステーションを 6/24 から使用を開始した。運用が簡単できれい

であると好評。

②市への要望： 見晴らし公園近くの撤去及び投棄禁止の標識設置→対応して頂いた。

(5) 質疑応答

問１： 災害時、要支援の方は誰が助けにいくことになっているのか？

答１： 周囲の方々が一番良いが、皆高齢のため難しい。救助は自主防災委員が主体となるが、助けに

行ける人が助けにいくしかない。

問２： 避難後はどのように対応するか、決まっているのか？

答２： 警戒レベル３になったら自主防災委員が町内会館に集合することしか決まっていないので、その

ときに委員で話し合って決める。

問３： 総合防災訓練（安否確認）時は、黄色い旗を玄関に掲げることになるはずだが、これはいつまで

掲げれば良いのか？

答３： 検討する。

問４： 上記に関連して、黄色い旗が出ていなければ、動けないことになるが、訓練時は各戸を訪問して

確認しなくても良いのか？

答４： 各戸を訪問することを検討する。

2. 町内会館

(1) 活動報告： 町内会館清掃実施(6/2)→問題なし、植木の消毒(6/23)、会議用テーブルの移動方法説

明ポスターの掲示(6/11)

(2) 活動予定： ニッセイ防災による防災設備点検(7/1)、町内会館清掃(7/7)、定例会実施(7/13）

3. 町内諸事

(1) 活動予定： 別荘の現地確認連絡文書作成（8 月現地確認予定）、別荘の植木管理依頼文書回覧中

(7 月末回収予定）

4. 体育

(1) 活動報告： 富岡地区体育委員会出席(6/12）、千福が丘体育委員会開催（6/23）

(2) 活動予定： 富岡地区体育祭参加者募集中（回覧板）、富岡地区体育委員会(7/10）、千福が丘体育

委員会（7/23）

5. 環境保健

(1) 活動報告： 蚊とハエ駆除の薬剤配布(7/6)、粗大ごみ収集立ち会い(7/6)、資源ごみの出し方回覧、

ゴミステーション所属変更希望アンケート回覧、ゴミステーション改善実施(16 班)

(2) 活動予定： 夏の清掃活動の予告を回覧、ゴミステーション改善(22 班, 26 班)

6. 交通

（1） 活動報告： 交通設備を調査した。特に補修が必要と思われる箇所について、会長と相談し市への

要望書を提出する予定。補修依頼候補箇所は以下 のとおり。

場所 案件 要望

小学校前 横断歩道前の「とまれ」表示 「とまれ」表示の文字板を設置

1丁目 1番地町内会館前 通学児童の飛び出し防止
「とまれ」表示、町内会館横にカ
ーブミラーを設置、路側帯（グリ
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場所 案件 要望

ーン）を設置、通学時間帯は
「通行禁止」にする。

1 丁目 11番幼稚園横 一時停止がない
一時停止のライン及び標識を
設置

4丁目 10番テニスコート付近 横断歩道の補修
全面的に消えている。補修が
必要

1丁目 7番地付近 「とまれ」文字補修
「とまれ」が消えている。補修が
必要

1丁目 28番地付近
カーブミラー下の文字が消えて
いる

補修が必要

※樹々が延びカーブミラーを塞いでいる箇所もあったが、これらは要望を出すまでもなく、自主的に

枝打ちしても良い（会長）。

7. 町内行事

(1) 活動報告： 夏祭り打ち合わせ実施（6/16, 6/30）

・ 町内出店者応募 1件あり。（フリーマーケット）

・ 新規のイベントのカラオケ大会は参加者なしのため、中止する。

・ プログラムの概要を決定した。開始 14:30（千福が丘小学校鼓笛隊）→18:00 抽選

会→終了 19:30

・ イベント費用（テント、椅子、テーブル等の手配）が予算より 13 万円程度超過する見

込みのため、費用を見直し中。主な超過要因は、フリーマーケットのテント（3張）とそれ

に伴う机、椅子の手配費用およびバルーンアート デモ用モニタの設置費用。

(2) 活動予定： 夏祭り打ち合わせ（7/7, 7/14, 7/28）

・ 費用削減検討（フリーマーケット縮小または体育館内での実施検討、遊具削減等）

・ 備品手配費用最終決定、発注

・ 小学校体育館の備品、トイレ等の確認(7/19)

・ 招待状発送（別荘所有者含む）

・ プログラム、ポスター、抽選券、ドリンク券の作成、印刷、配布

・ 司会者と進行打ち合わせ(7/13)

8. 防犯

(１) 活動報告： ・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

理課に申請した。また、教育総務課には学校敷地内の一部に引っかかっているために

行政財産使用許可申請書を提出したところ、道路占用使用許可書が必要ということで、

これを建設管理課に提出した。承認され次第、大庭電化センターと業者間で日程を決

定し、工事着工予定。

・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 および No.4（防犯カメラ付近）を LED灯に交換した。非常に明るくなった。

(2) 活動予定： ・防犯灯不具合箇所を引き続きフォローする。

9. 青少年育成

(1) 活動予定： 富岡地区青少年育成委員会参加（青少年健全育成大会の内容検討、地区夏祭りへの協

力及びカントリーウォークについての会合）

10. 広報

(１) 活動報告： ６月度は３回(6/3, 6/13, 6/24)の回覧作業を実施した。

(２) 活動予定： ７月度は３回(7/2, 7/12, 7/22)を予定。

以上

★ 令和元年 ８月度

定例役員会開催予定日： ８月３日（土） １９：００～２１：００ 町内会館ホール


