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千福が丘つうしん Vol. １
令和２年６月15日発行

千福が丘つうしんが創刊されました。
今後、自治会の活動について皆さんへ発信していきます。

この１ヶ月のトピックス

千福が丘区自治会始動にあたり、自治会長と区長を紹介します。

中央公園に咲く初夏の花たち

（撮影：４丁目 山田さん）

千福が丘区 区長 橋本勝彦千福が丘区 自治会長 岸川秀信
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区 分 項 目

安心安全

① 防災・減災対策
② 危険箇所(土砂崩れ、道路危険個所等)の原状確認と改善策
③ 交通弱者対策
④ 高齢者対策

インフラ整備
① 汚水処理施設の維持管理と長期計画
② 行政への対応

地域交流

① イベントの企画（夏祭り・どんど焼き・・・）
② 住民対話のできる場所・環境つくり
③ 趣味の場つくり
④ 一芸に秀でた人材の発掘と活用方法

環境整備
① 美化運動の企画と推進
② 公園の整備と活用

自治会長挨拶

千福が丘区自治会運用に向けて
町内会総会（2020.4.19開催）及び、管理組合総会（2020.5.17開催）において、

千福が丘区に自治会を設立する議案が承認されました。
今回、自治会設立にあたり、

1. 裾野市（県・国）へ千福が丘区としての進言強化
2. 汚水処理施設の経年劣化による裾野市との審議継続強化
3. 千福が丘区の少子高齢化に伴う独居・防災・交通の対応と活性化

を図るべく新しい体制を検討して参りました。
今回の自治会のビジョン（将来展望）は

※千福が丘区をより安心・安全で、住み良い快適なまちづくりを構築する！

① 住民生活の利便性を向上すべく施策を追求し推進する

② 千福が丘区の住居環境の改善に向け、行政とのパイプを構築し、まちづく
りの協力を求める

③ 千福が丘区の住民相互の交流の場を広げ活気ある街にしていく

自治会ビジョン

ビジョンを理念に、新自治会組織は、現状を踏まえ千福が丘区の区民の為に、下記
の取り組むべき基本テーマを展開して参ります。

2020年6月1日より自治会が歩み始めますが、まだまだ構築して行かなくてはな
らない課題（具体的計画・役割分担・責任権限等々）が多々御座います。
また、役員及び関係者だけでは決して実現は出来ません。千福が丘区民一丸と
なって、初めて実現の兆しが見えて参ります。

皆様が「千福が丘区に住んで良かったね」と言える様に、役員及び関係者一同
努めて参りますので、ご支援の程お願い申し上げます。

自治会長 岸川秀信



自治会区長挨拶

千福が丘区自治会発足にあたり

令和２年度より区長を拝命いたしました橋本と申します。

コロナ禍の影響で千福が丘の皆様も、我慢や不便を強いられておられることと
拝察いたします。その様な状況のなか、先日、管理組合総会も無事終了すること
ができました。当日は２０数名の組合員の方々の参加をいただき、限られた時間
ではありましたがご協力に感謝しております。

４年位前になるでしょうか、町内会と管理組合をひとつにしようという動きが
あり統合委員会の一員となりました。会議を重ねていくなかで、統合については、
私が加わる数年前から話し合われてきたことを知りました。おそらくは６年以上
の歳月が費やされてきたはずです。組織としては不十分な部分があるとはいえ、
思い起こしても長い道程でした。今後は２６００名の住民の皆様の期待を裏切る
ことがないように区長として活動していく所存であります。

不足不備の事柄につきましても、可能な限り早い時期に皆様にお示し出来る様
に自治会役員の一人として、また役員全員で努力してまいります。自治会となっ
て昨年から大きく変わった点があります。従前は町内会長が区長を兼任しており
ましたが、本年度からは区長と自治会長を分け、内外のバランスを重視する形態
といたしました。裾野市の約５％の人口を抱える千福が丘です。内外の兼任では
充分な活動が出来ないと判断したためです。加えてわが街が抱えている問題も山
積しています。

汚水処理施設、交通問題は喫緊の課題であると考えております。これらのこと
は先般、皆様からの声をパブリックコメントで伺いました。早急に取り掛かれる
事柄から取り組んでまいります。

新区長、新自治会の一つ目の事業は、枯れてしまった街路樹の植え替えを行い
ます。そして、自治会館の改修にも取り組んでいきます。街路樹につきましては、
すでに裾野市との話し合いはおこないました。皆様から回覧でご意見もいただい
ておりますので出来る限り希望に沿う様な形にしてまいります。

会館の改修につきましても、現在の和室がほとんど使われないという現状をよ
り使いやすくしていくこと、非常時には避難場所の一つとしての機能を持たせる
ために光熱に関して独立性を確保いたします。

交通問題につきましては、抜本的な対策をとらない限り交通弱者の対応は、不
可能と考えております。具体策は今後皆様にお示ししてまいります。

上記いたしました事柄すべてが多額な費用を要する事業となります。過去にお
いては殆どゼロであった、助成金や補助金の申請も積極的に検討してまいります。

今後とも、住民の方々よりのご指導ご鞭撻をお願いして、新任の挨拶とさせて
いただきます。

千福が丘区長 橋本勝彦
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□ 運営委員会部門

運営委員会の部門については次号で報告いたします。

１）企画担当

2）事業推進担当

3）施設担当（管理組合担当）

4）事務局担当

□ 自治会組織図

（役員会出席者）
・区長
・生活サポート社長
・事務局：書記・会計

国・県・市の役所／各種公共団体／警察／消防署

地区／各種団体等々・・・

千福が丘区 区長（橋本） 監事

千福が丘区 自治会長（岸川）運営委員会

副会長
（理事長）
管理組合
（橋本）

副会長
事業推進
（森田）

副会長
事務局
（青木）

生活環境部 地域交流部 施設管理部 管理部 広報部

防犯対策
防災減災
交通問題

美化運動
環境保健
会館運用
会館の補修

ゴミ対策

祭り・行事
地域活性
体育振興

青少年育成

汚水処理施
設の維持・
補修・計画
メンテ

会計・書記
文書管理
会議運用
庶務

外部窓口

情報伝達
回覧配布
ホームペー
ジ運用

（株）千福が丘生活サポート

関連団体

副会長
企 画
（岸川）

防災安全部



管理組合活動報告

□ 宅内桝点検報告
４月に皆さんによって行われた
宅内桝の点検・清掃の結果を
お知らせいたします。
木根等除去 ９１件 １３％
堆積土除去 １９件 ３％
ヘドロ他除去 ７件 １％
要調査につきましては現在
確認中です。

効果： ①今迄、使用できなかった２階
トイレが使用可能となったとの
ご報告がありました。（木根除去）

②雨水桝の冠水状況の改善。
（木根＋堆積土除去）

宅内桝を定期的に点検・清掃することで汚水桝・雨水桝をきれいに
使い続けること、屋内の水回りが快適に使用できます。

□ 施設関係
１）１０年計画で汚水管路の洗浄・調査を５月１８日より６月１５日まで実施して
います。ご協力よろしくお願いいたします。

（５）

□ 生活サポート関係

１）生活サポート社長を務めていました藤田眞彦氏が５月で退任され、
橋本勝彦氏がこの６月１日に就任されることとなりました。

２）郵便業務手数料収入（５月分） ８,１３２円
ご利用ありがとうございます。

Ｑ： 先般の宅内桝の点検・清掃で発生したゴミの処理はどのようにすれば
よいですか。

Ａ： 木根・ヘドロ等、桝から除去したものは水分を取り除き、ビニール袋等
にまとめ、市の燃えるゴミとして一緒に出してください。

＜ 千福が丘の汚水処理 Ｑ＆Ａ ＞

問題なし

566件, 83%

木根有, 80件, 

12%

木根+堆積土

有, 11件, 1%

堆積土有, 

19件, 3%

ヘドロ他有, 

7件, 1% 要調査, 2件, 

0%

宅内桝調査結果
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◇お知らせ◇

・ 我が家のアイドル（動物、植物等）、微笑ましい情景なども募集しています。
下記のアドレス、または事務所窓口まで投稿をお願いします。

・ 自治会に対するご意見、ご質問などお気軽にお寄せ下さい。

©裾野市

計 量 の 対 象
裾野市との
協定値

５月の結果 単 位

水素イオン濃度 （pH） 5.8～8.6 7.7

浮遊物質 （SS） 25以下 １．０未満 mg/L

生物化学的酸素要求量 （BOD） 10以下 1．0 mg/L

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 10以下 ２未満 mg/L

大腸菌群数 3,000以下 ０ 個/ml

水質検査のデータ

５月１４日実施の放流水水質検査の結果は下表のとおりで、問題ありません

©裾野市


