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 回覧  

平成３０年 10 月度 千福が丘町内会 役員会議事録 

平成３０.10.13 町内会事務局 

 

日 時：平成３０年 10 月 13 日（土）1９：０0～２0：58 

場 所：千福が丘町内会館 集会室 

出席者：事務局      会長、副会長、会計、書記 

各委員会委員長  広報、交通、防犯、体育、環境保健、自主防災、町内会館運営、青少年育成、 

        町内行事、町内諸事     計 18 名出席 

 

【配布資料】 

① 「平成 30 年 10 月 月例会 報告及び指示・検討事項」                  （会長） 

② 「転出入管理・町内会 人の交流プロジェクト・千福が丘自治会 名簿統一関係」 

（副会長） 

  ・添付 1「丘の上マーケット IN 千福が丘」 

  ・添付 2「丘の上マーケット IN 千福が丘 2018 年 11 月 10 日（土）10 時～14 時 

役割分担」（案） 

  ・添付 3「組合員・町内会会員 異動届/加入届 汚水処理施設 利用申込書」（案） 

③ 「コピー機管理・慶弔金(香典)対応（9～10 月度）・千福十二神社祭典」      （副会長） 

④ 「千福が丘区乗合タクシー利用状況と第 3 次実証実験について」            （副会長） 

⑤ 「事務局会計 10 月度報告」                          （会計） 

⑥ 「平成 31 年度 班長選出のお願い」「平成 30 年度 班長名簿」             （書記） 

⑦ 「自主防災会 活動報告並びに活動計画について」                   （自主防災） 

  ・添付４「地域防災訓練の実施の件」 

  ・添付５「災害時組織表改訂の趣旨」 

  ・添付６「平成 30 年度 千福が丘町内会 災害時組織表（改訂版）」 

⑧ 「10 月度 交通委員会活動報告」                           （交通） 

➈ 「10 月度千福が丘町内会 環境保健委員会」                      （環境保健） 

⑩ 「10 月度 千福が丘 体育委員会 活動報告」                      （体育） 

⑪ 「10 月度 定例役員会資料」                       （町内会館運営） 

⑫ 「10 月度 町内諸事報告」                               （町内行事） 

⑬ 「10 月度 青少年育成」                          （青少年育成） 

 

【事務局報告】 

1.1 会長 

［１］ 会長の実施報告・・【配布資料①】 

 （１）9 月 2 日：防災訓練         （２）9 月 7 日：市みらい会議  

 （３）9 月 8 日：敬老会対応        （４）9 月 11 日：丘の上マーケット 

 （５）9 月 13 日：民生会議        （６）9 月 15 日：交通プロジェクト 

 （７）9 月 18 日：自治会打ち合せ  （８）9 月 19 日：生活支援コーディネーター養成講座 

 （９）9 月 26 日：富岳クラブ       （10）9 月 28 日：元気な地域づくり研究会 

（11）9 月 29 日：交通プロジェクト  （12）10 月 2 日：民生研修会、丘の上マーケット 

（13）10 月 3 日：千小の子供を語る会   
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（14）10 月 4 日：民生研修会、立地適正化計画説明会 ｛市街化区域と市街化調整区域の入替

え等の計画｝     

（15）10 月 5 日：市公共交通活性化協議会 ｛すそのーるの乗車率を上げるため路線の変更等

を話し合った｝    

（16）10 月 7 日：市議会選挙立会い 

（17）10 月 10 日：富岡支所リニューアル打ち合せ （18）10 月 11 日：民生会議 

（19）10 月 12 日：みらい会議    （20.）10 月 13 日：交通プロジェクト、月例会 

 

［２］ 会長、今後の予定 

 （１）10 月 17 日：富岳クラブ      （２）10 月 19 日：いきいき健康サロン 

 （３）10 月 20 日：富岡区青少年育成大会 （４）10 月 22 日：丘の上マーケット 打ち合せ 

 （５）10 月 23 日：自治会打ち合わせ     （６）10 月 24 日：民生研修会  

 （７）10 月 25 日： 富岡区コミセン祭り打ち合せ 

 （８）10 月 27 日：深良区ワークショップ、防災プロジェクト、交通プロジェクト         

（９）10 月 28 日：ゴミ収集改善説明会  （10）10 月 29 日：民生施設見学研修会     

（11）11 月 3 日： 月例会 

 

［３］検討・依頼及び連絡事項 

 （１）金婚者の届出 

     富岡区で記念品の贈呈予定。該当者は回覧の用紙に記載して頂き、班長さんは 

     町内会館ポストに提出して下さい。 

     （提出期限 10 月 22 日（月）締め切り） 

 （２）ウグイスカード新規希望者 ｛ウグイスカード；持病、かかりつけ医院、常用薬などを 

      表示してあるカード｝ 

     申込書の提出期限 10 月 22 日（月） 

    ※すでに使っている方は新規のカードが 12～1 月頃が来る。生活サポートに置いておく

ので各々取りに行っていただく。  

 （３）丘の上マーケット 

     11 月 10 日開催、町内会役員の応援をお願いします。 

 （４）景ヶ島交差点の橋の耐震補強工事 

     11 月 1 日から平成 31 年 3 月 22 日 ｛夜間、休日は休工予定｝ 

     工事中は 車道：片側交通 歩道：上流側通行 

     ※交差点通過時の速度に注意のこと  

 

1.2 副会長・・【配布資料②】 

 （１）転出入管理 [9 月度（移動日基準）] 

    ・転入：１件    ・転出：２件   ・名義変更：２件 

 （２）町内会：人の交流プロジェクト（丘の上マーケット in 千福が丘）・・【配布資料 添付２】 

  チラシを市内全区で回覧してもらうよう手配した。町内には１０月２３日に全戸配布する。 

町内会役員の方の役割分担については、別紙のごとくお願い致したく、ご検討の程よろし

くお願いします。 

（３）千福が丘自治会 名簿統一関係・・【配布資料 添付３】 

  転入出時の届け出文書を管理組合と町内会で統合し１本化を図る案を別紙のように提示

します。ご意見がありましたら１０月２０日までにお願いします。 
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1.3 副会長・・【配布資料③】 

 （１）コピー機管理 

    ①トナー回収ボトルの補給品納入対応（９月１４日） 

    ②コピー記録用ノートの更新（９月１４日） 

    ③２０１８年９月度コピー機のカウンター値確認および富士ゼロックスへの連絡 

    ④コピー用紙購入と補充（１０月８日） 

 

 （２）９月度慶弔金（香典）対応  

    ①1 名（２丁目） 

    ②1 名（２丁目） 

    ③1 名（１丁目） 

 

 （３）千福十二神社大権現様の秋季大祭への出席（１０月７日 会長の代理） 

 

1.4 副会長・・【配布資料④】 

 【千福が丘の乗合タクシー利用状況】 

本年 4 月～9 月の乗合タクシー利用状況（月間利用者数） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

千福が丘→裾野駅行第 1 便 7 4 12 5 4 20 

裾野駅→千福が丘行第 1 便 7 0 4 3 4 6 

千福が丘→裾野駅行第 2 便 49 42 62 73 55 50 

9 月より実施の第 2 次実証実験にて、「千福が丘→裾野駅行第 1 便」の発車時刻変更（６：００

から６：２０）により、多少の増加は見られるものの、全体として、利用は少数に留まっている。 

 

【第 3 次実証実験運行の予定】 

第 2 次実証実験においても、利用者は依然として少数であり、本年 12 月より第 3 次実証実験を

予定している。具体的には、JR 裾野駅を利用する千福が丘区の高校生・通勤者を対象に、10 月

中にアンケート調査を実施し、乗合タクシーの最適な運行方法を検討する。｛時刻の変更と運賃の

値下げを検討予定。裾野駅を利用している千福が丘在住の高校生の利用率向上を図る｝ 

 

会長より：利用率が上がらないと無くなる可能性があるため、出来る限り多くの方に乗ってもら

いたい。 

 

 

1.5 会計・・【配布資料⑤】 

  

１. 町内会費 

（1）別荘未納者 8 件に督促状を送付（9/3）⇒4 件の入金を確認。 

（2）居住未納者 1 件に督促状を送付（9/3）⇒入金を確認。 

 （3）転出者 3 件に６ヶ月分返却。 

２. 玉串料 

 9/23 生霊神社秋季祭典 ￥5000 

 10/7 千福十二神社祭典玉串料 ￥5000 

３. 弔慰金 

（1）2 件（９月） ２３班、２４班の方 
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 （2）２度払い発生案件、ご子息様から返金。（9/8） 

４. 敬老会タクシー代 18,360 円支払い 

５. 9 月度の会計チェックを 9/28 生活ｻﾎﾟｰﾄと実施 → 問題なしを確認 

６. 赤い羽根共同募金の集金日程及び場所 

10/21（日）： 19：00～20：00 町内会館（会計が対応） 

10/22（月）： 9：30～11：30 生活ｻﾎﾟｰﾄ 

10/2 広報便にて班長へ募集依頼 

7. 町内会名簿の会計関係の記載内容一部見直し中。 

  町費集金時、次の区分で処理、｢居住｣｢別荘｣｢売却免除｣｢居住免除｣｢別荘免除｣etc.で処理。 

  ｢別荘免除｣の中に下記理由が記載されているが免除の条件に整合しないので区分変更を考慮。 

①居住者が長期出張、戻ってくるまで免除。 

記載されていないが連絡先に支払い請求も拒否。 ⇒｢別荘未払い｣。 

   ②町内会脱退（２件） ⇒｢別荘対象外｣に変更する。 

   他に町費免除に注目し、記載面で不整合がないか確認していく。 

8. 今月の予定 

（1）町内会費集金（居住者・別荘所有者からの町内会費入金確認の継続） 

（2）赤い羽根共同募金の集金、納金（集金日 10/21～10/22） 

 （3）町内会館建設積立金への振替え（￥1,800,000） 

 （5）自主防災非常時積立金への振替え（￥300,000） 

 （6）富岡地区分担金支払い 

 （7）区運営費交付金後期分納入 

 

1.6 書記・・【配布資料⑥】 

 ①平成３１年度 班長選出のお願い 

 ②２５班の後期班長の方が転出されたため班長名簿の更新をしました。 

 

【各委員会報告】 

1.7 自主防災・・【配布資料⑦】 

 （１）９月度活動実績 

    ９月１６日：消火栓の取り扱い説明を実施 

     ・対象は３丁目に在住の方で、約１０名の参加があり。（雨天） 

    ９月１６日：月例会議の開催 

     ・９月の総合訓練防災訓練の結果報告 ３４班未提出 

     ・地域防災訓練の日程、内容の検討  ・活動内容の確認、問題点の洗い出し 

 （２）１０月度活動計画 

    １０月１４日：消火栓の使用訓練 

     ・対象は４丁目居住者    ・自主防災月例会議 

 （３）その他事項 

   ①地域防災訓練に掛かる承認 

      日程及び訓練内容について・・【配布資料 添付４】 

      災害時対応表の変更について・・【配布資料 添付６】  

   ②放送設備の設置については、要否も含め検討していきます。 

 

 

1.8 広報 
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  特になし 

 

1.9 防犯 

  特になし 

 

1.10 交通・・【配布資料⑧】 

 （１）活動実績 

   ９月８日：第 5 回交通委員会 

   ９月１１日：ボランティア交通利用実績の集計・回覧   

   ９月１５日：交通プロジェクト 第 4９回会合 

   ９月２３日：裾野市内死亡事故情報回覧 ｛２４６号線深良にて死亡事故発生｝ 

   ９月２９日：交通プロジェクト第 50 回会合 

   ９月３０日：カーブミラー＆車止めチェック 

 （２）今後の予定 

   １０月１１日：ボランティア交通利用実績の集計・回覧    

   １０月１３日：交通プロジェクト第５１回会合、月例会 

   １０月２７日：交通プロジェクト第５２回会合  

 

1.11 体育・・【配布資料⑩】 

 （１）活動実績 

   ９月３０日：市民ソフトエントリー     

   １０月６日：富岡体育祭事前準備  管理組合から軽トラ・防災から白テント借用 

   １０月７日：富岡体育祭当日支援、千福が丘体育委員会 

 （２）調整事項 

   ①管理組合から軽トラ・防災から資材借用協力ありがとうございました。 

   ②町内会館運営委員へ １０月２５日町内会館和室使用の件 

 （３）今後の予定 

   １０月１４日：市民ソフトボールサポート   １０月２５日：千福が丘体育委員会 

 

1.12 環境保健・・【配布資料⑨】 

 （１）活動実績 

    ゴミステーション改善 

    ・説明会の準備（資料作成） 

    ・ゴミステーション改善要望をいただいた班長に案内を配布 

 （２）今後の予定 

    ①ゴミの出し方に関する回覧 

     粗大ゴミ回収、資源ゴミの出し方 ｛夫婦共に 70 歳以上の世帯で粗大ゴミ回収場所 

      に持って行かれない場合は美化センターに連絡。年２回（１回につき５個まで）無料  

      で個別に回収してもらえる｝ 

    ②ゴミステーション改善説明会（１０月２８日） 

     改善要望をいただいた班長（９名）に今後の進め方を説明 

  

 

 

【今後の日程】 
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   １０/２８（日）９:００-１０：００ 説明会 

     ↓ 

   各場所で方法検討、申請書作成（環境保健委員サポート） 

     ↓ 

   １２/７（金）までに申請書提出 

     ↓ 

   年内に会長、環境保健委員会で各々の内容を確認し、実施可否およびどこから      

実施するか判断 

  ↓ 

役員会で承認 

  ↓ 

改善実施（２/１７までに） 

  ↓ 

費用清算期限（２/２３） 

 【関係者の同意】 

   ・ゴミステーション設置場所に一番近い方の同意は必須です。 

   ・その他の利用される方にゴミステーション改善について「賛成、反対、どちらでもない（委

任）、未確認」を確認してください。 

   ・基本的に賛成とどちらでもない（委任）の合計が、利用者数の半数以上を導入可の条件と 

    させていただきます。ただし未確認が多い場合等、個別に判断させていただく場合もあり

ます。 

 

1.13 青少年育成・・【配布資料⑬】 

   富岡地区クリーン作戦  

   ・日  時：2018 年 10 月 20 日（土）8：30～   ・集合場所：町内会館 

   ・実  施：町内会館より富 1 小までの道路 

   ※雨天中止（当日６：４０頃広報無線にて連絡） 

   《協力依頼  内容》  

   ・会長開会のあいさつ 

   ・環境保健委員にてゴミ分別とゴミ減量化についての説明 

   ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

1.14 町内会館運営・・【配布資料⑪】 

 （１）９月度報告事項 

   ９月２日：会館清掃を実施（８班）⇒問題なし 

   ９月７日：第６回町内会館運営定例委員会を実施 

    ・委員長より、９月１日役員会の町内会館運営資料を配布 

    ・備品：スリッパ消臭（除菌）１個、ゴミ袋２袋、ガラスクリーナー詰替え用２個購入 

 （２）１０月度予定 

   １０月１４日：町内会館清掃を実施予定（８班） 

   １０月１９日：第７回町内会館運営定例委員会を実施予定 

   １０月 ２０日：会館フロアのワックス掛け（終日）予定 

  

（３）その他：町内会館の雨漏り調査 

   原因は、母屋壁からの排水管出口と空調配管のシールドが劣化している。９／３（月）に 
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   シールドの修理実施予定。その他、町内会館全体を調査し、外壁にヒビが発生している。 

   ※項目別に調査と予算見積もりを実施して、その結果から今後の対応を検証する。 

 

1.15 町内諸事・・【配布資料⑫】 

 ・9 月から 10 月現在までに７件の新たな依頼・苦情あり 

・10 月下旬に改善がみられないところには、手入れお願いの督促状を発送します。 

・それでも手入れが全くされず放置されているところに対しては、会長に報告し、市に要望書を

提出していただく予定です。 

 

※現地確認に関しましては、特に以下のことに留意します。 

①垣根・生垣・植込み等の手入れの状況・・・美観上問題であります 

②庭・敷地の草木・・・防火上はもちろんですが、害虫、害獣の住処となり、人的被害を及ぼしま

す 

③庭・敷地の樹木・・・台風・強風・突風等により、自家だけでなく、隣家にも迷惑を及ぼします 

④道路・隣地との境における草木・樹木・・・美観上はもちろんですが、側溝等も見えにくくなり、

見通しを悪くし、(交通)事故の原因ともなります。 

1.16 町内行事 

  特になし 

 

1.17 その他 

 （１）台風等で被害を受けて保険申請書の証明欄には会長が対応するので連絡を。 

（２）街路樹の手入れに関しては市へ引き続きお願いしている。 

（３）班長選出に際しては年齢、健康状態などを考慮しそれぞれの班の中で配慮。 

（４）来年４月に向けて千福が丘自治会ホームページを準備中。町内会関連記事のアップに関

わる業務をどこの部署がやるか決めていきたい。新たな人員を増やすか。広報又は書記 

   がやるのか意見をいただきたい。 

 （５）住民の高齢者増加に伴い各々が出来る事を分担しながら住みやすい環境作りを考えてい  

    くのが大事である。 

 （６）ゴミステーション改善に際し予算はどこまで増やせるのか。→カラスの被害、共働き世

帯の増加でゴミを出せる時間が限られてきているなどの変化に対応し、出来るところか

ら徐々にやっていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成３０年度 １１月度 

 定例役員会開催予定日：1１月 3 日（土）1９:00～２１:00 町内会館集会室 


