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令和元年１２月度 千福が丘町内会 役員会議事録

２０１９年１２月２６日 町内会事務局

日 時： 令和元年１２月７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：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 18 名《敬称略》

配布資料 ・月例報告書（事務局、各委員会 計１６部）

・太陽光発電所設置についての協定書（小俣）

・２０２０年１２月 町内会定例会 資料（小俣）

・千福が丘町内会 各担当業務体系図（岸川）

・各委員会２０１９年度仮決算書,２０２０年度予算案 作成のお願い（藤田,加納,原田）

・千福が丘にお住いのドライバーさんへ【その３】（千福が丘・交通委員会）

・どんど焼き使用 借用品依頼（千賀）

【事務局報告】

1. 小俣会長

(1) 活動報告・活動予定

１１月は１８件の会議、集会に参加。１２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 11/16 事業者の太陽光説明会は、業者の大幅遅刻のため、お流れ。1/18(13:30～)から改めて開催予定。

→ その際、事業者と結ぶ協定書を作成したので、役員のチェックをお願いしたい。

② 11/9 丘の上マーケットを開催。応援者各位ご支援ありがとうございました。

③ 楽天中継基地局設置の件は、災害時の被害等の問題あり、市を通じて正式に断ることとした。

④ 新民生委員・児童委員(12/1 より任期３年)は、以下の人が担当する旨、市に申請。

再任：小俣博(1 丁目担当),中河直樹(2 丁目),小俣睦子(4 丁目) 新任：鈴木剛(3 丁目)

→千福が丘は、現在７５０名の高齢者が居り、民生委員は不足の状態と思っている。

(4) 依頼事項

1 12/21,22 に新役員の選出会を開催する予定。各委員会の仕事内容について現役員からの説明をお願

いします。

2 新役員の選出を含めた今後の町内会活動について、概略を添付資料に示すので確認願いたい。

2. 岸川副会長

(1) 活動報告

① 11 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７回。規約等の完成と今後のスケジュール検証。

③ 丘の上マーケット支援／地域防災訓練参画。

(2) 活動予定

① 自治会設立委員会への参画： 規約等の監修及び、臨時総会開催準備作業。新組織の検証（役割分担

／責任権限等）。

② 業者との太陽光発電設置説明会準備：次回開催日の確定と住民への案内支援

(3) 依頼事項

① 町内会の各担当業務の作業時間を把握するための調査を行いますので、役員各位の協力をお願いした

い。→提出期限：2020 年 1 月 12 日

回 覧
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3. 藤田副会長

(1) 活動報告

① 会計業務：12/3 11 月度会計チェック、収支に問題なし

② 千小支援(草刈り、つつじ剪定、発表会聴講)、太陽光説明会、丘の上マーケット、2 丁目樹木苦情処理、防

災訓練 三角巾講習立会い等の活動に参画した。

③ 自治会設立委員会： 新自治会事務局の業務確認、規約等の監修

④ 弔事： 住民 1名が御逝去され、12/5 弔慰金お渡し（会計処理済み）

⑤ HP プロジェクト業務： 回覧資料の投稿 3回/月。取材記事投稿(丘の上マーケット、防災訓練、千小創立

30 周年)

(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、次年度町内会班長説明会、助け合い共同募金

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）：11/9、11/23

・ボランティア送迎は会費制に移行すべく、１月にドライバー＊利用者Ｍｔｇを計画。

・地域協働バスは、来年８月の裾野市提案に向けたスケジュールと本命案の企画書を討議。

まずは４月の町内会総会での提案を目標にし、「売り」も含めて年内に本命案を構築する。

・自動運転は、日大理工学部システム工学科藤井教授からの依頼で町内アンケートを実施する。

② 自治会設立委員会： 11/5、/7、/12、/15、/21、/26、/29

・自治会会則や組織と活動内容を討議。会則案を弁護士に確認してもらう事に決定。

③ コピー機関係

・コピー機カウント：メーター１ 279331→283313 (+3982）、メーター２ 13173→13905（+732）

・コピー用紙：11 月分として 2500 枚×2箱購入(11/11）。10-11 月はコピーが多かった。

・トナー交換：ブラック、シアン、マゼンタの３色トナー交換・補給実施（11/29）

④ その他：11/9 丘の上マーケット支援、11/16 太陽光発電業者説明会準備→延期、

11/17 地域防災訓練参加、11/23 トヨタドライビングシミュレータ（自動運転）→1月に延期

(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回土曜日）

・コミュニティバス（地域協働バス）の本命案構築。

・日大自動運転アンケートの全戸配布展開→12/3 配布

・自動運転に関するトヨタヒヤリング（12/9）

② 自治会設立委員会：

・年内（？）の会則の完成に向けて各種フォロー(特に弁護士によるチェック）

③ コピー機関係： Ａ３コピー用紙 1箱購入予定（生活サポートより）

5. 会計

(1) 活動報告

・ 11 月 5 日 町内会費未納者への再々請求書発送

・ 11 月 5 日 富岡地区区長会運営分担金後期分支払い (783,560 円)

・ 11 月 9 日 丘の上マーケット ・ 11 月 17 日 防災訓練

・ 11 月下旬 助成団体募集文書準備 12月 3 日の広報便で発送 募集期限は 1月 11 日

・ 12 月 3 日に会計チェック実施 収支に問題なし 11 月末残高 8,077,472 円

収入： 防犯灯電気代の補助金（裾野市交付金）208,092 円、町内会費 7,500 円

支出：地区分担金 783,560 円、総務費 66,545 円、丘の上マーケット支援金 20,000 円



3

(2) 活動予定

・歳末助け合い募金（11 月 22 日 回覧準備 、25 日の広報便にて回覧済）

12 月 18 日 班長さん納金日、集まりしだい納付予定

・各委員会様に仮決算書と予算案の作成を依頼

提出期限は 1月 24 日。2月役員会で審議して頂き、来年度の予算案を決定します。

決算書のチェックは 2月 23 日、会計監査は 2月 29日の予定。

・次回の会計チェックは,1 月 6 日の予定。

6. 書記

(1) 活動報告

① 役員会議事録町内回覧(11/25), 自治会設立委員会出席&資料作成(11/4,5,10,12,15,21,29)

② 11/3 防災訓練事前確認会, 11/9 丘の上マーケット応援, 11/17 防災訓練参加

11/25 次期班長選出依頼の配布、役員公募の町内回覧 11/16 太陽光発電施工業者説明会（出席し

たが中止となった）

(2) 活動予定：

役員会議事録町内回覧(12/26)，自治会設立委員会(4 回),町内会役員及び各委員選出(12/21,22)

【各委員会報告】

1. 自主防災

(1) 活動報告

① 地域防災訓練 11/17 実施 参加５１６軒 安否確認６０３軒 不在・忘れ他２８８軒。

→ご協力ありがとうございました。

【反省事項：次年度への申し送り】

・避難集合時ハンドマイクを使用したが音量不足で連絡が徹底しなかった。

→スピーカーの臨時設置検討又は通知の仕方そのもの(分散、複数回)の検討

・炊き出し訓練：火を使うので配慮した結果、参加者に偏りがでた。

→全員参加の方法と手順の明確化

② 市の訓練補助金の状況：申請 138 千円(三角巾,炊き出し他)→支給予定 123 千円

③ 11/27 防災講演受講： 3.11 時避難者の受入れ校となった宮城県山下中学校高橋先生の体験講話

→避難所は避難してきた人が話し合って運営する。裾野市は、ＨＵＧという避難所運営手法を推奨しており、

当区もステップアップが必要と実感した。

※ＨＵＧは、Ｈ（hinanzyo 避難所）、Ｕ（unei 運営）、Ｇ（game ゲーム）の頭文字を取ったもので、

英語で「抱きしめる」という意味。避難者を優しく受け入れるイメージと重ね合わせて名付けま

した。

(2) 活動予定： 非常用発電機定期点検

2. 広報

(1) 活動報告

① 11月度は３回(11/5,15,25)の回覧作業を実施した。

② 各種行事への参画：11/9 丘の上マーケット 11/11 防災訓練

(2) 活動予定： 12 月度は３回(12/3,16,26)を予定。

3. 交通

(1) 活動報告

① 煽り運転の注意喚起回覧とＨＰ掲載

② 次回の安全運転ＰＲコンテンツの作成内容を検討（1．千福地区での走行注意 2．桜坂道の動物遭遇中位
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3．雪道での凍結注意）

③ 11/14 高齢者運転講習会→内輪差 11/29 トヨタ自動車研究所AI シミュレーション参加

(2) 活動予定

① 安全運転ＰＲコンテンツのＨＰ掲載、交通安全運動：路上でのデータ把握実施

4. 防犯

(1) 活動報告

① 防犯灯不具合修理→３件完了

② 11/9 丘の上マーケット支援 11/17 地域防災訓練参画

5. 体育

(1) 活動報告： 裾野市新成人祝賀駅伝参加募集→０人。 11/9 丘の上マーケット支援

(2) 活動予定： 12/11 富岡地区体育委員会。11/15 千福が丘体育委員会

6. 環境保健

(1) 活動報告： ゴミステーション改善(＃26 改善、＃2 整地).ゴミステーション改善希望アンケートまとめ（変更希

望：5 件）。ごみ減量推進委員会見学会。

(2) 活動予定： ゴミステーション改善(＃2).1/18 粗大ごみ収集回覧、苦情対応（植栽、猫室内飼い）

7. 町内会館

(1) 活動報告

① 丘の上マーケット支援(11/7) 会館清掃(11/10) 防災訓練参加(11/17)

② 11/1 植木 消毒伐採 35,000 円入金 9,10 月分 11/15 会館内床ワックス代 35,200 円入金

③ 11/3 集会室鏡 再補修

(2) 活動予定： 会館清掃(12/1) 定例会(12/14) 年末年始の会館利用お知らせ(12/16 回覧予定)

8. 青少年育成

(1) 活動報告： 11/3 第 25 回カントリーウォーク下和田コース実施。

9. 町内行事

(1) 活動報告： 11/3 どんど焼き第 2 回打合せ実施。11/8 消防署届出 11/12 グランド使用を小学校へ届出

11/24 木材入手(中央公園一時保管) 11/30 どんど焼き回覧資料作成

(2) 活動予定: 12/12 小学校グランド使用調整会 12/15 どんど焼き第 3回打合せ

10. 町内諸事

(1) 活動報告： 空地調査回覧作成。別荘地,空地の草木の手入れ状態の再確認。空地調査。

(2) 活動予定： 空地調査結果→現地確認。空地調査まとめ（会長と相談し市へ報告）。

以上

★ 令和２年 １月度

定例役員会開催予定日： １月１１日（土） １９：００～２１：００

町内会館ホール
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【添付資料】


