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令和２年３月度 千福が丘町内会 役員会議事録

２０２０年３月２３日 町内会事務局

日 時： 令和２年３月７日（土） １９：００～２０：２０

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：藤田,森田,岸川 会計：原田,加納 書記：村山,今村

各委員会 広報：野原 交通：新出 防犯：木村 体育：大澤 環境保健：奥島 自主防災：高木

青少育成：中之 町内行事：千賀 町内諸事：沖原 町内会館運営：勝又 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）

・自治会「事業推進部門」の活動について（森田副会長）

・ 2019 年度一般会計決算書及び 2020 年度一般会計予算書（案）（会計）

【事務局報告】

1. 小俣会長

(1) 活動報告・活動予定

２月は１７件の会議、集会に参加。３月は１３件参加する予定。

(2) 決裁事項： 特になし

(3) 前月実績

① 各委員会の会計監査が無事終了した。

(4) 依頼事項

1 ３月７日（土）に太陽光発電設備業者説明会の第二回目説明会を開催する予定だったが、新型肺炎の

影響で中止した。新型肺炎の影響は３月末まで続くと考えられるため、第二回目説明会を４月まで延期

する（R２年度の役員が担当することになる）。

2 Ｒ２年度町内会定期総会について、開催日について最終調整した。

・開催日： 4月 19 日（日）13：00～17：00

2. 岸川副会長

(1) 活動報告

① ２月度転出入実績： 転入：１件、転出：５件、名義変更：１件

② 自治会設立委員会への参画：会議３回。総会開催準備作業、自治会会則内容を弁護士検証依頼。

(2) 活動予定

① ３月度転出入処理

② 自治会設立委員会への参画： 総会実施準備作業。新組織のビジョン・ターゲットの明確化、業務機能作

業整理

③ 町内会定期総会資料準備支援。

④ 事務局及び各委員会の作業時間完成

3. 藤田副会長

（1）活動報告

① 次年度会計への会計業務引き継ぎ説明会（2/19, 27)

② 各委員会の会計チェック(2/23)

③ 特別会計 2019 年度会計監査 一部不明瞭な点を修正し、完了(2/29)

④ 会計業務：2/28 2 月度会計チェック 収支問題なし

⑤ 交通員会へ幟旗ポール提供（管理組合遊休品 5セット）

⑥ 弔事 住民 3名がご逝去され、弔慰金お渡し（会計処理済み）

回 覧
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⑦ 自治会統合委員会会合参加、総会準備、資料印刷日程調整

⑧ 千小支援活動：2/14 授業サポート：昔の遊び（凧あげ、竹ポックリの遊び方指導）

⑨ HPプロジェクト業務： HP向上委員会TV会議 トップページカレンダー機能の検討中、回覧記事投稿3回

/月：千福が丘小昔の遊び、地震体験車投稿

（2）活動予定

① 会計業務： 3 月度会計チェック、次年度会計の日程調整中

② HP プロジェクト業務：回覧記事投稿 3回/月、HP 向上委員会 TV会議(3/5, 26)

③ 統合委員会(3/17, 24)

④ 総会資料印刷（生涯学習センター, 3/30, 31）

4. 森田副会長

(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）

・交通施策の会（2/22）

‐トヨタ自動車先進モビリティ開発室勝又氏がボランティア運転手に応募→承認されたので、依頼する。

‐日大自動運転アンケート結果→住民の約 7割が自動運転車の利用意向あり。今後は安全性理解活動

が必要。

・ボランティア連絡会(2/15)

‐コミュニティバスの検討経緯と現状案を報告→ボランティア送迎との統合や利用者アンケートを検討する。

-ボランティア送迎のお互い様サービス（社会福祉協議会）組み込み提案（会費：1000 円/年、30 分 300 円

/回）→参加者の賛同は得たが、6 月の国交省判断を待って対応決める。

② 自治会設立委員会（2/25）

・組織、人事、会則、スケジュール等を継続討議。３月末までに総会で配布する資料を印刷することに決定。

③ コピー機関係

・コピー機カウント ：メーター１；288504→293320(+4816） メーター２；14265→14693(+428）

・用紙：Ａ４ 2500 枚×2箱購入(2/25)

④ その他：自主防災地震体験参加(2/20)、交通委員会業務引き継ぎ会参加(2/29)

(2) 活動予定

① 交通施策の会＆コミニティバス検討

・定例全体会議（月２回）

・コミュニティバス（地域協働バス）の本命案継続討議。

② 自治会設立委員会

・事業推進部門の活動内容を作成し、レビュー実施(3/17)、会則原案完成(3/19)、最終レビュー(3/24)、資料印

刷(3/30, 31)、資料回覧(4/2)、総会(4/19)

③ その他： 総会資料の作成

5. 会計

(1) 活動報告

・委員会決算書・予算案の会計チェック(2/23)

・本会計チェック、本会計の決算書と予算案作成(2/28)

・特別会計決算書、本会計決算書の監査人監査(2/29)

・ 2 月度 収入 事業費返金 631,315 円、 支出 弔慰金 3件 30,000 円、会費返金 1,500 円 他

2月末残高 6,315,677 円

(2) 活動予定 ・ 3 月分の会計チェックは、新役員への引継ぎも兼ねて実施する。（4/１頃予定）

(3) 依頼事項

・ 2020 年度防犯委員会事業費の前払いについて

市に補助金申請を行うために 3月の防犯灯修理費の支払い実績が必要。

防犯委員会の次年度予算（60 万円）の執行について承認頂きたい。 → 承認された。
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6. 書記

(1) 活動報告

① 役員会議事録町内回覧(2/25), 自治会設立委員会出席(2/25)

② 定期総会資料作成

③ R２年度町内会館使用予定表提出（4 月～6月の定期総会及び定例会日程）

(2) 活動予定：

① 役員会議事録町内回覧(3/23)，自治会設立委員会(1 回), 定期総会資料作成（～3/14）。

② 業務引き継ぎ

③ 定期総会資料準備（印刷、配布）： 役員、各委員長レビュー(3/19～3/24)、印刷（3/25～3/29）、配布（住

民； 4/2 広報委員会回覧,、別荘所有者； 郵送）、総会準備(～4/19)、総会当日(4/19)

【各委員会報告】

1. 自主防災

(1) 活動報告

① 地震体験会開催：2/20 危機管理課 2名、防災指導員 4名、住民 69名参加、震度6、7では何もできな

いことを実感した。日頃の家具転倒防止策を切望する。

(2) その他（質疑）

Q1: 自主防災でマスク、消毒液は備蓄していないか？（新型コロナウイルス派生案件）

A1: マスクなし、消毒液あり。ただし、ボトルのため、使い勝手が悪い。→現在、問題になっているような事態

（新型ウイルス発生）に備えるために、次期役員に備蓄検討事項として引き継ぐことになった。

2. 広報

(1) 活動報告

① ２月度は３回(2/4, 14, 25)の回覧作業を実施した。

② 会計チェック実施(2/23)

(2) 活動予定： 3 月度は３回(3/3, 13, 23)の回覧を予定（4/2 に定期総会資料配布予定）。

3. 交通

(1) 活動報告

① ボランティア送迎連絡会(2/15)

② 交通施策の会(2/22)

③ 悪質な煽り運転事案発生（クレームあり）。フジテレビと電話協議実施。

④ 定例会及び引継ぎ会議実施（2/29)

(2) 活動予定

① 新委員への資料の引継ぎ(3 月末）

② 悪質煽り運転調査(3/9～3/15)

4. 防犯

(1) 活動報告

① 防犯灯不具合→なし

② 新委員への引継ぎ(2/28)

(2) 活動予定

① 防犯灯不具合→引き続きフォロする。

② 総会資料作成

5. 体育

(1) 活動報告： 定例会(2/8)、会計チェック(2/23)、新委員への引継ぎ(2/23)
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(2) 活動予定： 富岡地区体育委員会(3/7)、千福が丘体育委員会(3/22)

6. 環境保健

(1) 活動報告： 会計監査、資源ごみ当番表回覧、新委員への引継ぎ

(2) 活動予定： 各担当用品引継ぎ

7. 町内会館

(1) 活動報告

① 会館清掃問題なし(2/2)

② 定例会及び新委員への引継ぎ(2/15)

③ 会計チェック(2/23)及び監査(2/29)

(2) 活動予定： 会館清掃(3/1) 定例会(3/28) 新役員への引継ぎ

8. 青少年育成

(1) 活動報告： 富岡地区青少年育成連絡会参加(2/26)、新委員への引継ぎ(2/28)

(2) 活動予定： なし

9. 町内行事

(1) 活動報告： 会計監査(2/29)

(2) 活動予定： 新委員への引継ぎ(3 月中)

10. 町内諸事

(1) 活動報告： 裾野市への対応依頼物件に関する報告（会長を通じて市へ報告）、会計監査(2/29)

(2) 活動予定： 新委員への引継ぎ(3 月中)

以上


