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令和元年１1月度 千福が丘町内会 役員会議事録

２０１９年１１月２５日 町内会事務局

日 時： 令和元年１１月２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：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 1７名《敬称略》

配布資料 ・月例報告書（事務局、各委員会 計１６部）

・太陽光発電設備質問書（小俣）

・太陽光発電設備点検項目（小俣）

・太陽光発電設置についての協定書案（小俣）

・丘の上マーケット in 千福が丘 朝の業務内容（小俣）

・交通安全講習会案内書（S）

添付資料：・太陽光発電設備質問事項および回答

・太陽光発電設備点検項目

【事務局報告】

1. 小俣会長

(1) 活動報告・活動予定

１０月は２０件の会議、集会に参加。１１月は１５件参加する予定。

(2) 決裁事項

1 楽天無線基地局設置について

市の条例に違反しておらず、設置を反対する理由が見当たらないことから、先月の時点では協定書を締結す

る上で承認することとした。しかし、その後に話を進めてみると、規格もしくは想定以上の事態（倒壊等）が発生し、

住民に影響が及んだとき、被害者に対して補償・負担してもらえないことが判明した。本事例を承認すると今後、

同様事例が発生した場合にも影響を及ぼす。このような経緯から、本事例を断った方が良いと考える。→役員会

の同意が得られたので、市を通じて断ることとする。

(3) 前月実績

1 ゴミステーションについて

環境委員会から要望があった事項（例：位置変更等）に対応した。ゴミステーションの位置を変更する場合、数メ

ートルでも市に申請する必要がある。先月、1 か所変更申請し、許可された。

(4) 依頼事項

1 11/9(土) 丘の上マーケットが開催される。役員の人たちに作業応援の依頼があった。

2 太陽光発電設備設置について

バイソンエナジー社から、質問事項に対する回答書を受領した。確認したところ、納得できる回答と納得できな

い回答があった。11/16 にバイソンエナジー社の説明会を開催するが、皆さんもぜひ不明点をバイソンエナジー

社に質問していただきたい。当日の進行は副会長 岸川様に、議事録を書記（村山様、今村様）で対応してほし

い。議事録についてはバイソンエナジー社にも提示し、議事録の内容について両者合意する形としたい。（質問

事項、回答および点検項目は、別紙参照）

(5) 質疑

1 太陽光発電業者説明会は、バイソンエナジー社が開催するものである。したがって、議事録作成はバイソンエナ

ジー社が作成し当町内会に提示すべきであって、町内会で作成必要はないのではないか？

→再考する。（会長）

2. K 副会長

(1) 活動報告

回 覧
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① 10 月度転出入実績： 転入：３件、転出：２件

② 自治会設立委員会への参画：会議５回。会則案のパブコメを実施した。現在集計中。

(2) 活動予定

① 自治会設立委員会への参画： パブコメまとめ作業および臨時総会準備。

② 業者との太陽光発電設備説明会開催(11/16)

③その他 丘の上マーケット応援、地域防災訓練参加

3. F 副会長

(1) 活動報告

① 会計業務：10 月度会計チェック 11/1、収支に問題なし

② 「千小の子供を語る会」参加(10/2)

③ 千福区十二神社秋の祭典参加(10/6)

④ 自治会規程集の印刷及び冊子仕上げ(10/11)

⑤ 太陽光発電設備規制条例 要望書提出（裾野市議会, 10/11)

⑥ 弔事： 住民 2名が御逝去され、弔慰金お渡し 2件（会計処理済み）

⑦ 自治会統合委員会 新自治会組織の会則作成中。

⑧ HP プロジェクト業務： 随時、回覧資料の投稿を実施（富岡地区体育祭、消火栓訓練、アサギマダラ飛来ニュース）

(2) 活動予定

① 会計業務、HP プロジェクト業務、太陽光発電設備業者説明会参加、自治会設立委員会

その他 11/9 丘の上マーケット応援、11/16 地域防災訓練（三角巾）参加

4. M 副会長

(1) 活動報告

① 交通関係（交通施策の会 ＆ コミニティバス検討）

1)ボランティア送迎 安全運転講習会（10/26）：運転手アンケートまとめと交通施策の会の進捗を紹介（市取組等）→会

員制への意見があったため、今後検討する。

2)コミュニティバス案(10/26)：名称は地域協働バス（愛バス）とし、公共交通併存前提でお互い様サービスのシステム検

討を開始した。キーワードは、ボランティア運転、会費制、運賃無料、平日運行、予約当番制、停留所方式。

2 自治会設立委員会(10/7, 10/8, 10/11, 10/23, 10/28)：パブコメ版自治会規程集を発行した。10/31 までに意見回収。

残り 3項目の知事会規程集、細則を討議。一部を除きほぼ完了。

③ コピー機カウンター（富士ゼロックス）

1) カウント集計実施：メーター 1 275430→279331(+3901）,メーター２ 13008 →13173(+165）

2) コピー用紙：10 月分として 2500 枚×1箱、自治会パブコメ用として 3箱の計 4箱を購入(10/7)。

3) トナー交換：黄色カートリッジ交換、回収

④ その他：太陽光発電説明会（10/5）、太陽光発電市陳情(10/11)、地域防災の訓練事前練習（炊き出し, 10/27)

(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（地域協働バス）の検討スケジュールの明確化と本命案の構築。

② 自治会設立委員会：パブコメの整理と反映した自治会会則初版作成。臨時総会に向けての準備。

③ その他（丘の上マーケット支援(11/9)、太陽光発電業者説明会(11/16)、地域防災訓練参加(11/17)、トヨタドライビング

シュミレータ試乗(11/23)

5. 会計

(1) 活動報告

① 赤い羽根募金 回覧準備(10/1)、回覧(10/2)、班長さんの納金(10/28)、指定納金先に納金(10/31)

② 会計チェック 11 月 1日実施 収支に問題なし

③ 収入：会費収入 20,000 円、区運営費後期分（市）866,040 円、防犯灯設置事業補助 60,000 円、電柱等使用料(NTT

西より)9,000 円
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支出：会費返金 7,000 円、弔慰金支払い 20,000 円、ご祝儀 5,000 円

④ 9月末残金 8,731,880 円

(2) 活動予定

① 町内会費未納者への再々請求書発送(11/5)、富岡地区区長会運営分担金後期分支払い(11/5, 783,560 円)、丘の

上マーケット支援(11/9)、防災訓練参加(11/17)、助成団体募集文書回覧

② 次回会計チェックは 12 月 3日の予定。

6. 書記

(1) 活動報告

① 役員会議事録町内回覧(10/25), 自治会設立委員会出席&資料作成(10/7, 10/8, 10/11, 10/23, 10/28)

② 千小の子供を語る会出席(10/2)

③ 太陽光発電説明会参加(10/5)

(2) 活動予定

① 役員会議事録町内回覧(11/25)、自治会設立委員会議事録&資料作成(4回)、防災訓練事前確認会参加(11/3)、丘

の上マーケット支援(11/9)、太陽光発電業者説明会参加(11/16)、防災訓練参加(11/17)

【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(10/27, 4 丁目)：31 名参加。合計 251 名参加、今年度終了。

② 総合防災訓練事前準備：炊き出し(10/27）、心肺蘇生(10/13)

③ 資機材点検結果（収支報告）：収入；522,100 円、支出；468,062 円、残金；54,038 円

(2) 活動予定

① 総合防災訓練事前準備：担架搬送(11/3)、水消火器(11/3)

② その他：丘の上マーケット支援(11/9)、防災のつどい参加(11/27)

2. 広報

(1) 活動報告

① 10月度は 3回(10/2, 10/15, 10/25)の回覧作業を実施した。

② 回覧板用クリアブック 4 セット更新。

(2) 活動予定： 11 月度は３回(11/5, 11/15, 11/25)を予定。

3. 交通

(1) 活動報告

① ボランティアドライバー運転講習会実施（講師：富士センチュリーモータースクール）：参加ドライバー 13 名、内容

運転適性検査と運転講習

(2) 活動予定

① 交通委員会定例会議：「交通安全標語のコンテンツ」、「完全一時停止と通学児童の保護」を HP 登録。今後のコン

テンツとして「煽り運転」、「千福地区の 30km速度順守とトンネル内ライト点灯」、「冬に向けての雪スリップ事故」、「夜

間のハイビーム」を計画中。

② 高齢者の自転車事故の防止に関する運転講習会（裾野警察署交通課主催）の参加者募集。

③ コンクリート掘起しを伴う工事（ガス、水道）が行われる場合の窓口の明確化→交通委員会が窓口となることに決定

した。

4. 防犯

(1) 活動報告

① 防犯灯不具合修理→1件完了

(2) 活動予定
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① 防犯灯不具合：引き続きフォローする。

② その他：丘の上マーケット支援(11/9)、地域防災訓練参加(11/17)

5. 体育

(1) 活動報告： 富岡地区体育祭(10/6)

(2) 活動予定： 丘の上マーケット支援(11/9)

6. 環境保健

(1) 活動報告： ゴミステーション改善希望アンケート対応、ゴミステーション改善(#26 改造案, #2 手続き)、資源ゴミノート

に記載された情報をまとめ、注意事項を回覧した。

(2) 活動予定： ゴミステーション改善希望アンケート対応、ゴミステーション改善(#26 改造, #2 設置)

(3) その他 ： 丘の上マーケット支援(11/9)

7. 町内会館

(1) 活動報告

① 会館清掃 問題なし(10/6)、会館内ワックスかけ(10/19)、植木消毒、雑草伐採(10/20)

(2) 活動予定：

① 会館清掃(11/10) 定例会(11/9)

② その他：丘の上マーケット支援(11/9)

8. 青少年育成

(1) 活動報告

① 富岡地区体育祭(10/6)、青少年育成フォーラム(10/19)

(2) 活動予定

① 第 25 回カントリーウォーク下和田コース実施(11/3)、富岡地区コミュニティまつり参加(11/24)

9. 町内行事

(1) 活動報告： どんど焼き第 1回打ち合わせ実施(10/20)

(2) 活動予定： どんど焼き第 2回打ち合わせ実施(11/3)

10. 町内諸事

(1) 活動報告： 別荘地,空地の草木の手入れ実施の督促状の郵送、別荘地,空地の草木の手入れ状態の確認、空き家

調査

(2) 活動予定

① 空き家調査回覧作成、督促状郵送先の別荘,空地の草木の手入れ状態の再確認。

② その他：丘の上マーケット支援(11/9)

以上

★ 令和元年 １２月度

定例役員会開催予定日： １２月 ７日（土） １９：００～２１：００

町内会館ホール


