
1

令和元年８月度 千福が丘町内会 役員会議事録

２０１９年８月２３日 町内会事務局

日 時： 令和元年８月３日（土） １９：００～２０：３０

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

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

7月は１８件の会議、集会に参加。８月は１５件参加する予定。

(2) 決裁事項： 特になし

(3) 前月実績

1 市への要望書：５通提出・・交通安全対策、環境維持など

2 高齢者への対応研修：周囲の高齢者の日常に対して関心を持つことが基本である

高齢者自らが自分の情報を周囲に発信しなければならない

(4) 依頼事項

1 8/10 富岡区夏祭り: 今年も無料バスが運行されるので利用して頂きたい. 実績を作らないと廃止され

る（行き；16:00, 18:00、帰り；20:30, 21:30）

2 8/18 夏の清掃活動：班内のコミュニケーションをとるため、作業終了後何でも良いので話をする機会を

作って頂きたい(班内の結束を強くするため）

3 子供の見回りのお願い：夏休みになったので、子供の見回りをお願いしたい

2. K 副会長

(1) 活動報告

① 7月度転出入実績： 転入：０件、転出：1 件

② 自治会設立委員会への参画：会議６回（７/2,8,11,16,26,30）

③ 敬老会式典(9/14)の準備：送迎希望案内を回覧,昨年度は 17名が送迎タクシーを利用した。

④ 防災訓練：７／７参加：一丁目（むつみ公園）

(2) 活動予定

① 自治会設立委員会への参画： 自治会新組織と機能、及び会則の準備

② 敬老会式典の準備：送迎者まとめ、関連資料の作成（役割分担・手順書等）

※敬老会式典送迎支援者の検討実施：添付資料参照

③ 夏祭り支援

3. F 副会長

(1) 活動報告

① 会計業務：社会福祉協議会 会費納入対応(7/25,26).会計チェック(8/1)

② 千小支援： 学校支援地域本部事業 7/17 校外学習の講師対応（内容はHPに投稿）

③ 自治会設立委員会：組織構築進行中

④ ホ－ムページプロジェクト： 随時、回覧資料の投稿。

⑤ その他：自治会視察（8/2 山梨県上野原市）。

迷い犬保護 7/30 早朝→HPでお知らせ→回覧した住民が市役所に問合せ→飼い主に連絡

→生活サポート経由で F 副会長へ連絡あり、無事当日夕刻お渡しできた。

回 覧
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(2) 活動予定

① 会計業務、ＨＰプロジェクト、自治会設立委員会、町内行事（夏祭り）参加

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： 7/13,27

1）交通施策の会： ボランティア運転の今後と日程を討議（連絡会、アンケート、新規募集、

運転講習会等）。

8/2～17 運転者・利用者募集 8/24:ボランティア連絡会（顔合せとアンケート依頼）

9/28 運転講習会実施予定。

2) コミュニティバス：計画通りシステム設計完了。今後はシステム構築具体化に移る。行政へ

の提案がスタートで裾野市の企画部企画政策課に提案し、市の早期の方向性決定を要請.

2 自治会設立委員会： 進捗遅れ気味の為、自治会組織の原案を,人数を絞り作成（7/10,16,27）。

7/30 の打合せで承認された。企画・事業推進・施設管理・事務局の４部門について

８月末までに事業計画を分担して策定する。

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； +2486、メーター 2； +49

2) 修理：コピーの写りが悪く黒ずむ為、富士ゼロックスに修理を依頼し実施。（7/10）

3) コピー用紙購入：生活サポート経由の購入に変更。7月分として 2,500 枚×１箱を購入。

(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構築の具体化（市への要請）

3) 8/24 ボランティア連絡会にて運転手アンケート依頼→まとめ＆今後の進め方を討議

② 自治会設立委員会 ⇒ 組織全体構成の明確化。合わせて運用検討・会則作成も進める。

1) ８月末までに４部門の事業計画を策定。

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

① 社会福祉協議会会費の集金： 7/25,26 に実施。213 世帯分 106,500 円。納付完了(7/30)

② 町費未納者への催促状準備： 広報便、郵便で発送(7/31)

③ 会計チェック： 8/1 実施。収支に問題なし（7 月末残金 8,004,528 円）

(2) 活動予定： 夏祭り協力。次回会計チェックは 9月 4日の予定。

6. 書記

(1) 活動報告

① 役員会議事録町内回覧(7/21), 自治会設立委員会出席&議事録回覧(7/6,20)

② 町内会館玄関鍵複製（上下各 1本）

(2) 活動予定： 役員会議事録町内回覧(8/23)，自治会設立委員会議事録回覧(4 回).夏祭り参加。

【各委員会報告】

1. 自主防災

(1) 活動報告

① 消火栓使用訓練実施(7/7, 1 丁目)：４３名参加。

② 公園内倉庫の資機材の点検及び発電機の点検(7/14)

③ 総合防災訓練に向けた準備： 安否確認、旗の掲示(9:30 迄)等について回覧実施

(2) 活動予定：消火栓使用訓練実施(8/25,２丁目),公園内倉庫点検(8/14),総合防災訓練（9/1）
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(3) その他： 24 日 13 時半に大雨警報が出た。→町内会館を避難場所として開けたが→カンカン照り

で 15 時頃警報解除が出た。→結果、無事だったが、今後も注視していく。

2. 交通

(1) 活動報告

① カーブミラーをふさいでいる木の枝打ちにより、視界確保の作業を実施。

→不在がちなお宅と連絡をとり、隣近所の応援で実施。良い対策例ができた。

(2) その他

① 「千福が丘町内会交通プロジェクト」：ボランティア運転手の募集（森田副会長の項参照）

3. 町内会館

(1) 活動報告

① ８月の連休中の会館利用についてお知らせ回覧

② 7／7会館清掃 問題なし。７／1 防火設備点検 異常なし

③ 7／2 ニッセイ防災様へ点検料 15,120 円支払済み

④ 6／27 5 月 6 月の植木、雑草伐採及び消毒の作業料 35,000 円支払済み

⑤ 7／23 老人クラブ様より電気ポット故障の連絡あり→新規ポット購入 4,480 円

(2) 活動予定： 会館清掃(8/4) 定例会(8/10) 夏祭り支援(8/17)

4. 環境保健

(1) 活動報告： 夏の清掃活動(8/18)を回覧.ゴミステーション改善(22 班).蚊とハエ駆除の薬剤返却。

(2) 活動予定： 夏の清掃活動.ゴミステーション改善(26 班).ゴミステーション変更希望実施（11 名）

5. 町内行事

(1) 活動報告： 夏祭り打ち合わせ実施（7/7,14,28）

・司会担当の沼津プロレスと進行等、打ち合わせ実施（7 月 13 日）

・フリーマーケット出店辞退

・小学校体育館 現地確認（7 月 19 日）、防犯への誘導灯、ビブス、懐中電灯借用依頼

・戸別配布用チラシ、抽選券作成、印刷及び配布

・イベント費用超過分の削減実施（テント数見直し、バルーンアート用モニター関連を

町内会館和室のもので代用他）

・抽選会景品決定（総額 約 20 万円 昨年並み）

(2) 活動予定

・ポスターの町内への掲示（8 月４日～８月１７日）

・夏祭り打ち合わせ（8月 4 日、11 日予定）

・小学校多目的室から体育館への椅子、テーブル移動（8 月 9 日）

・夏祭り準備（8 月 16 日）：体育館内の配置、レンタル業者対応

・夏祭り本番（8 月 17 日） 後片付け（8 月 18 日）

・体育館の椅子、テーブルを多目的室へ戻す（8 月 19 日）

→夏祭り当日：担当者全員 13:30 に本部に集合して、最終作業確認を実施する。

6. 防犯

(1) 活動報告

① 防犯灯不具合修理→2件完了

② 小学校東側（体育館・プール）下の地域に新規防犯灯設置申請→許可がおりたので、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。

③ 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.1 が不点火

の為、市に修理を依頼(7/30)
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(2) 活動予定： 依頼作業の継続フォロー、夏祭り支援、防犯委員会(8/17)。

(3)その他：小学校の正門に監視カメラを設置したいとする件について、行政と交渉した結果、規制事項が多くて

当面は設置を見合わせることにしました。（小俣会長）

7. 広報

(1) 活動報告： 7月度は３回(7/2,12,22)の回覧作業を実施した。

(2) 活動予定： 8 月度は３回(8/2,13,23)を予定。

(3) その他

Q１：回覧版が破損した場合、要望があった所に広報の予算で揃えてよいか？

A１；OK です（小俣会長）

依頼事項：回覧物の数え間違いで、不足が発生した場合は、配布物のビニールシートに担当者の連絡

先が書いてあるので、連絡をとって補充をするようにお願いします。

8. 町内諸事

(1) 活動報告： 別荘地,空家,空地に関する困り事アンケートの配布。草木の手入れ状況の点検スケジ

ュールについて調整を実施。

(2) 活動予定： 草木の手入れ状況の点検実施(8 月中).持ち主への対応依頼の郵送。夏祭り支援。

9. 青少年育成

(1) 活動報告

① 富岡地区青少年育成委員会：健全育成フォーラム(10/19)の計画。地区夏祭りへの協力要請。

② 少年少女のセーブサポート運動「かけこみ 110 番」登録については、登録の再募集をかける。

・千小地区は、22 年 169 件→30年 10 件と激減（他地区は 1/4 程度）

・ 10 件内訳：1 丁目 3件、2 丁目 4件、3丁目 3件

(1) 活動予定： 富岡地区夏祭り(8/10)協力。青少年健全育成フォーラム地区実施計画書作成。

10. 体育

(1) 活動報告： 富岡地区体育委員会出席(7/10）、千福が丘体育委員会出席（7/28）

富岡地区体育祭参加者募集（回覧）状況：現在 27 名の応募あり。引き続き募集。

(2) 活動予定

① 裾野市男女混合バレーボール富岡地区予選選手→回覧にて募集中.申し込み（8/5～26）

② 富岡地区体育祭申し込み(8/13～30)

③ 富岡地区夏祭り支援(8/10),千福が丘夏祭り支援(8/17),富岡地区体育祭実行委員会(8/29）

以上

★ 令和元年 9月度

定例役員会開催予定日： 9 月 7 日（土） １９：００～２１：００

町内会館ホール


