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令和元年９月度 千福が丘町内会 役員会議事録

２０１９年９月２４日 町内会事務局

日 時： 令和元年９月７日（土） １９：００～２０：４５

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：W（代理） 体育：O 環境保健：O 自主防災：T

青少育成：N 町内行事：C 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

８月は１９件の会議、集会に参加。９月は１２件参加する予定。

(2) 決裁事項

① 太陽光発電施設設置

1) 施工会社：バイソンエナジー（中国系企業）

2) 設置場所：千福が丘 3-14-21, 22（38 班ブラブラ前の空き地）

3) 施工会社の要求：千福が丘の住民に対して説明会を開催したい。

4) 裾野市役所の見解

・ 市役所は、本件を認識済

・ 担当部署は、まちづくり課 土地対策係である。

・ 「裾野市土地利用事業に関する指導要綱（条例ではない）に基づき、設置場所の広さが 2000m2

以上なので、地元住民に対して説明会を開き、「事業説明会経過報告書」の提出が必要である。

・ 太陽光発電設備は単に構造物にあたり、「千福が丘地区計画」建築物の用途制限には該当しない。

・ 本件について、仮に住民が設置に反対しても法的拘束力はなく、設置を阻止する手段はない。

5) これまでおよび今後の動き

・ 8月 21 日 施工会社から説明会開催要望書を正式書類として受領した。

・ 10 月 5 日（土） 13:30～15:30 住民だけの説明会を開催し、住民の意向を確認する（町内

会館）。

・ 10 月中旬 説明会に対する施工会社と事前打ち合わせの実施（行政、業者、町内会、村田市

議の 4者）

・ 11 月 16 日（土） 13:30～15:30 業者説明会を開催する（町内会館）。ただし、反対者が多

数の場合は開催拒否の可能性もあり。

6) 今後の対応案

＜案１＞

《計画を受け入れ、施設が完成後の問題に対して万全を期す（施工会社と良好な関係を築く）》

〇施工業者説明会時に次の事項を確認する。

・ 発電設備の広さ、発電容量、工事期間、環境対策

・ 工事の進め方、工事中の環境への配慮、環境対策

・ 環境に対する影響の分析

・災害への対応方法

・設備完了後の管理方法、災害が発生した場合の対処方法

・ その他

〇協定書の締結交渉（設備完成後の環境問題、災害が発生した場合の対応の取り決め）

・ 景観への配慮（周囲に植栽を施し、設備が直に見えないようにする）

・ 大雨時の土砂災害の防止（大雨の想定基準の明確化と水の流れの解析及び対策）

・ 大雨時の災害防止策

＜案２＞

回 覧
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《設置に反対の意思表示を行い、業者による説明会を拒否する（住民の反対が多い場合）》

〇その後の業者の対応は不明

・ 業者が町内会を無視し、単独で説明会を開催する可能性あり。

・ 施設設置工事が開始された場合の対応：反対活動するか、できるか？

・ 施設設置後の不具合事項に対する協定書の締結は望めない。

7) 本案件のポイント

・ 住民が反対しても、設置を差し止める法的手段はない。

・ 住民が反対した場合、設置反対活動をしていく意思と活動の継続が可能か。

・ 施設設置後の環境問題、災害活動についてどう考えるか。（協定書を締結できるか）

8) 質疑

（質問１） 梛の葉様が太陽光発電設備を設置しているので、太陽光発電設備を設置するうえでの

懸念事項等について見解を聞いても良いのではないか。

（回答１） 検討する。

（質問２） 災害時、電力を千福が丘に提供できる等、住民にとってのメリットを追求し、施工会

社に求めても良いのではないか。

（回答２） 検討する。

（質問３） 住民の生活を守るのは市である。市は、住民と施工業者の間にどの程度介入している

のか。

（回答３） あまり積極的に介入している印象を受けない。市は、法令に照らし合わせて対処する

ことしかできない。住民が中心になって協定書締結等、対応できることを実施するしかない。

9) 今後の方針

上記今後の動きで計画したとおり、業者説明会開催に向けて動く。

(3) 依頼事項

1 丘の上マーケットの支援：役員の皆様に当日（11 月 9日（土））の応援を依頼する。

2. K 副会長

(1) 活動報告

① 8月度転出入実績： 転入：1 件、転出：1 件

② 自治会設立委員会への参画：会議 5 回（8/8, 13, 20 午後, 20 夜 27）

③ 敬老会式典(9/14)の準備：送迎計画と関係者案内作成。

④ 河川清掃参加(8/18)

⑤ クレーム対応：

1) 通信社による高齢者宅への売り込み（4K 対応等)→町内老人会から注意を促す。

2) 道路沿いの花壇に植えてある草木が伸びすぎて交通の妨げになる。→あまり大きくならない植

物を植えるよう関係者に依頼する。

(2) 活動予定

① 9月度転出入実績処理

② 自治会設立委員会への参画： 自治会新組織と機能、及び会則の検討

③ 敬老会式典支援(9/14)：役割分担、手順書に基づき、送迎支援活動実施

3. F 副会長

(1) 活動報告

① 会計業務：会計チェック(9/4)

② 千小支援：正門周りの生垣のススキ除草(9/4)

③ 自治会設立委員会：組織構築進行中

④ ホームページプロジェクト： 随時、回覧資料の投稿。取材記事投稿（夏祭り、夏の一斉清掃、第 2

回消火栓訓練）、富士急バス時刻表 乗合タクシー時刻表の見直し

⑤ その他：夏祭り支援（住民からご祝儀受領、領収書を発行、ご祝儀は町内行事会計へ納入）、住民 2

名が御逝去され、弔慰金お渡し 2 件（会計処理済み）

(2) 活動予定

① 統合委員会会合、HP 回覧記事投稿 随時
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② 会計チェック(10/1)

③ 敬老会式典対応(9/14)

④ 千小支援活動：汚水処理場見学(9/17)

⑤ ホームページプロジェクト：随時、HP 定例会にて交通委員会の危険交差点の投稿について相談予定

(9/26)

4. M 副会長

(1) 活動報告

① 交通施策の会 ＆ コミュニティバス検討： 8/10, 8/24

1）交通施策の会： 運転者、利用者募集案内を町内回覧(8/10)→新規運転手 1 人、新規利用者 2 人

応募あり。

2) 第 3 回ボランティア連絡会実施（運転手 12 名、利用者 7 名参加）(8/24) 現システムと共に、検

討中のコミュニティバス案も含めたアンケートを依頼。→基本的に現システム継続意見が多い。

3) コミュニティバスの今後の進め方について、裾野市企画部企画政策課と打ち合わせた(9/6)。→公

共交通存続前提で、市と千福が丘の双方が連携して袋井市方式を検討することに決定した（予算の関

係もあり、2020 年 8 月までに検討完了が必要)。

2 自治会設立委員会（個別；8/7, 8/19、全体；8/27, 9/3)： 自治会組織案検討（企画、事業推進、施

設管理、事務局）。特にアンケート要望と新規実施対応が重点。

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； +3383、メーター 2； +296

2) ブラックトナー交換の表示により部品交換。富士ゼロックスから相当品補充(8/31)。

3) コピー用紙購入：生活サポート経由の購入に変更。8月分として 2500 枚×2箱を購入。

④ その他： 夏祭り参加(8/17)、太陽光発電設備設置の市役所打合せ(8/24)

(2) 活動予定

① 交通施策の会＆コミュニティバス検討

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

システム設計した内容に対して、市からの要請内容が一部相違しているため、再度システム設計

から見直す。また、運転者再募集を含めて検討する。そして、状況が変化したため、再度ボランテ

ィア連絡会を開催し、意見を聞く場を設定する。

② 自治会設立委員会：全体的に進捗が遅れているため、組織全体構成、運用検討、会則作成を並行して

進める。

5. 会計

(1) 活動報告

① 会計チェック： 9/4 実施。収支に問題なし（8 月末残金 7,969,103 円）

② 夏祭り支援(8/17)

(2) 活動予定： 敬老会送迎協力(9/14)。次回会計チェックは 10 月 1 日の予定。

6. 書記

(1) 活動報告

① 役員会議事録町内回覧(8/23), 自治会設立委員会出席&議事録回覧(8/8, 13, 20, 27)

② 夏祭り支援(会場警備, 8/17)

(2) 活動予定： 役員会議事録町内回覧(9/24)，自治会設立委員会議事録回覧(2 回)、敬老会式典支援(9/14)

【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(8/25, 2 丁目)：116 名参加。

② 公園内倉庫の資機材の点検及び発電機の点検(8/14, 備蓄品まとめ継続中)

③ 総合防災訓練実施(9/1)

④ 夏祭り支援(8/16, 17)
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(2) 活動予定

① 消火栓使用訓練実施(9/29, 3 丁目)

② 町内会館倉庫新設(9 月末) 15 万円程度の費用がかかるが、市が全額補助予定。

③ 地域防災訓練(11/17)に向けて、内容をまとめる。交付金申請(9/13)、計画書作成(9/13)、回覧(10/1)

(3) 依頼事項： 町内会館のテレビについて、使用後、配線を外されると緊急時に配線が分からず困るので、

配線図等を整備できないか。→老人会にて整備することとなった。

2. 交通

(1) 活動報告

① 千福が丘での交通事故「ゼロ」を目指すため、千福が丘小学校と通学路および通学路中の危険個所に

ついて協議した。また、深良交番警察官と自動車運転時の注意事項について協議した。

→これらをもとに、交通事故「ゼロ」を目指すためのマニュアルを作成した。今後、これを回覧予定。

② 道路工事に伴い、道路標示「止まれ」の文字が確認しにくい箇所があり、これらの箇所は書き直しが

必要である。裾野市水道局に問い合わせたところ、「現状復帰」が原則との事。

1) 工事前の現状確認（写真撮影を含む）と完了時の引渡し確認は誰がするのか？

→町内の窓口担当を明確にし、今後の定例業務と引継ぎ事項に加える。

2) 既に工事完了し「止まれ」の文字が無い箇所は、交通委員会で今後も裾野市と交渉を続け、書き直し

を進める。

(2) 提案事項

① 「深良交番だより(月報)」（防犯、交通、災害関係広報紙）を入手した。これを交通委員会で回覧する

とともにホームページに掲載する。千福が丘町内会として、「深良交番だより(月報)」を受け入れるかど

うか、次回の役員会で提案しようと考えている。同時に、受け入れることになった場合、本案件の担当

委員会も検討する（防犯委員会が適当か？）。

3. 町内会館運営

(1) 活動報告： 町内会館清掃実施(8/4)、夏祭り支援(8/17)、自主防災委員会から防災用倉庫の新設につい

て連絡あり。問題ないことを報告した。集会室鏡にキズ防止コーナーガイドを取り付けた。

(2) 活動予定： 会館清掃(9/29)、植木・雑草伐採(9/14)

(3) 依頼事項： 備品が壊れたり、キズを付けたりした際には、どのようにしたら壊れた等、状況を把握し

たいので、町内会館運営委員に伝えてほしい。

4. 環境保健

(1) 活動報告： 夏祭り支援(8/17)、夏の清掃活動実施(8/18)、ゴミステーション変更希望実現、ゴミステ

ーション改善実施説明会実施(#10, #31, #33 対象）、ゴミステーション改善資材手配、折り畳み

ゴミネット転倒防止枠組み立て注意事項まとめ

(2) 活動予定： .ゴミステーション改善希望アンケート実施（来年度分）、.ゴミステーション改善(#10, #26,

#31, #33)

5. 町内行事

(1) 活動報告： 夏祭り打ち合わせ実施（8/4, 8/11, 8/25(反省会)）、夏祭り準備、実施、後片付け(8/9, 8/16,

8/17(当日), 8/18)

(2) 活動予定： 10 月からどんど焼き準備に入る。どんど焼き実施日を 1月 12 日（日）と仮置き。

(3) 特記事項

①夏祭りの際、気分が悪くなり倒れた女子が 1 名あり。クーラー下で介護後、母親が引き取った。

※町内会で救護班編成、救急箱の準備が必要。場合によっては、自主防災委員会との連携を検討する。

※体育館内での開催を継続するならクーラー、扇風機増設分の予算増額が必要。

②夏祭りにおいて、高齢化により委員スタッフだけでは力作業等への人工が不足。

→委員増員または夏祭り準備期間のみ、他の委員からの応援が必要。

6. 防犯

(1) 活動報告

① 防犯灯不具合修理→1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工事着工(8/23)。

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、
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市に修理を依頼済

④ 夏祭り支援

(2) 活動予定： 防犯灯不具合依頼作業の継続フォロー、

7. 広報

(1) 活動報告： 8 月度は３回(8/2,13,23)の回覧作業を実施した。回覧物は月初めに多い傾向がある。夏祭

り支援（遊具、交通誘導）

(2) 活動予定： 9月度は３回(9/2, 9/12, 9/24)を予定。

8. 町内諸事

(1) 活動報告： 別荘、空地の草木の手入れ状態の確認、苦情物件へ手入れ依頼を郵送、夏祭り支援。

(2) 活動予定： 別荘、空地の草木の手入れ状態の再確認、この状況により督促状を郵送。

9. 青少年育成

(1) 活動報告： 富岡地区夏祭り支援（8/10, 会場準備）

(2) 活動予定： 富岡地区青少年健全育成委員会出席(9/19)→青少年健全育成フォーラム地区実施計画書提

出、富岡地区青少年育成理事会(9/25)

10. 体育

(1) 活動報告： 富岡地区体育祭参加者募集及び準備、裾野市男女混合バレーボール富岡地区予選選手募

集（応募者なし, 不参加）、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)、富岡地区体育祭申し込み(8/30)

(2) 活動予定： 富岡地区体育祭準備、裾野市市民ソフトボール大会参加者募集（回覧板にて募集中）、千

福が丘体育委員会(9/8, 9/22, 9/29)、富岡地区体育委員会(9/11)、

以上

★ 令和元年 １０月度

定例役員会開催予定日：１０月５日（土） １９：００～２１：００ 町内会館ホール


