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  回覧  

 

平成３０年１１月度 千福が丘町内会 役員会議事録 

平成３０.１１.0３ 町内会事務局 

 

日 時：平成３０年１１月３日（土）1９：０0～２0：15 

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、環境保健、自主防災、町内会館運営、青少年育成、町内

諸事、町内行事；欠席：体育 計 1７名出席 欠席２名 

 

【配布資料】 

① 「平成 30 年 11 月 月例会 報告及び指示・検討事項」                （会長） 

② 「転出入管理＆丘の上マーケット役割分担表＆自治会名簿統一関係」     （副会長） 

③ 「コピー管理報告（10 月度）」                          （副会長） 

④ 「乗合タクシー第 3 次実証実験アンケート結果報告」                 （副会長） 

⑤ 「事務局会計 11 月度報告」                         （会計） 

⑥ 「業務体系中間報告」                               （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） 

⑧ 「平成 30 年 10 月度活動実績＆11 月度予定」                    （環境保健） 

⑨ 「富岡地区 クリーン作戦」                        （青少年育成） 

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

⑪ 「平成 30 年度 空き家に関するアンケート調査」             （町内諸事 竹下） 

 

【事務局報告】 

1.1 会長 

［１］ 会長の実施報告 

 （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合わせ 

  （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わせ 

 （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 

  （11）11 月 3日：月例会 

 

［２］ 会長、今後予定 

 （1）11 月 4 日：防災研修（三角巾） （2）11 月 5 日：丘の上マーケット 

 （3）11 月 6 日：生活支援コーディネーター養成講座、富岡区長会企業研修 

 （4）11 月 7 日：丘の上しゃべり隊、富岡区長会 

 （5）11 月 8 日：民生会議、すそのーる説明会   （6）11月 9 日：みらい会議 

 （7）11 月 10日：丘の上マーケット、交通 P    （8）11月 11 日：防災訓練 

 （9）11 月 17日：千小祭り、人権講習会 

 （10）11 月 18日：福祉会館 ふれあい広場、ボランティア交通打ち合わせ 
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 （11）11 月 19日：富岡中 クリーン活動 

 （12）11 月 20日：自治会打ち合わせ、いきいき健康サロン 

 （13）11 月 21日：富岳クラブ、防災の集い 

  （14）11 月 24日：富岡コミセン祭り準備、防災 P、交通 P 

 （15）11 月 25日：富岡コミセン祭り    （16）11 月 28日：富岳クラブ 

 （17）12 月 1 日：月例会 

 

［３］ 決裁事項 

 （１）町内会班長と管理組合代議員の兼務について･･自治会協議事項 

    ①目的・・両組織の構成人員が多くなりすぎるのでスリム化を図りたい。 

    ②「班長は代議員を兼ねる」（任期 1年） 

    ③班長が 2 名いる班は、1 名が 1年間代議員を兼ねることにする。 

     代議員は班長同士の協議で決める。 

    ④実施時期・・H32 年度 4 月から 

    ※ 自治会協議との関係もあるが、H3１年度の総会で会則変更を提案し議決したい。 

    Ｑ：管理組合側も同じ考えですか? 

    Ａ：班長と代議員の統合は管理組合も同意している。その他、異議・意見が無ければ 

      町内会として「班長は代議員を兼ねる」で総会に提案します。 

 

［４］ 報告・検討・依頼事項 

 （1）11 月 10日（土)丘の上マーケットへの支援をお願いします。 

 （2）来年度の町内会班長･役員選出 

    ①班長の選出 

    ②役員の公募・・引き続き役員をしてくれるよう希望します。 

 （3）役員への依頼 

    ①本年度の活動の総括 

     来年度の活動計画･･やったほうが良い、やるべき項目を盛り込む 

    ②引継ぎが円滑に行われるように書類、手順などの用意 

 （4）生活サポート委託項目の連絡 

    ①各委員会で委託している項目、委託しようとする項目の報告を連絡して下さい。 

     ※現在委託業務の有る方は、小俣会長へ業務の報告をして下さい。 

    Ｑ：生活サポートと町内会の間で、業務委託のベースが明確になっていない。今後は 

      委託業務の内容を明確にすべき。 

      また町内会の会計業務を生活サポートへ統合出来ないか? 

    Ａ：生活サポートへ統合の話は、現段階では出ていない。委託のベース明確化は進める。 

 （5）防犯委員会：防犯カメラの管理上の問題 ⇒日常業務として防犯委員会に移行予定。 

 （6）富岡小学校周辺に不審者出没している。⇒千福小学校児童への気配りを依頼。 

 

1.2 副会長 

 （1）転出入管理（１０月度 移動日基準） 

    ・転入：２件（内１件は９月度）  ・転出：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） 

    １１月１０日（土）１０時～１４時［雨天決行、荒天中止（中止の場合は、前日１８時 

    に決定。当日お手伝い頂く予定の役員の方には、メールにて連絡致します。）］ 

    町内会役員の方の役割分担については、別紙のごとくよろしくお願い致します。 
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    Ｑ：お店の金銭（利益）は、町内会は何か取組みが有りますか? 

    Ａ：お店の売上は、全てお店の利益となります。但し、千福が丘以外の出店舗には、 

      1 店舗当たり 2,000 円を町内会として頂いております。 

      町内会としては、「人の交流」をメリットとして考えている。また秋の祭りとして 

      位置づけている。 

 （3）千福が丘自治会 名簿統一関係 

    町内会名簿（電子データ）と管理組合名簿（電子データ）を統合するべく、検討を進め 

    ている。【配布資料②参照】 

    Ｑ：閲覧の許可はどなたが実施しますか? 

    Ａ：閲覧の許可は担当の副会長が行います。ルールはこれから決めて行きます。 

    Ｑ：転出入の届作業も生活サポートに依頼するのか? 

    Ａ：作業は全て生活サポートへ依頼して行こうと考えている。 

 

1.3 副会長 

 （1）コピー機管理 

    2018年 10月度のコピー機カウンター値確認及び富士ゼロックスに連絡（10/22） 

 （2）10 月度慶弔金（香典）対応 ⇒ 無し 

 

1.4 副会長 

 （1）乗合タクシー第 3 次実証実験について、アンケート結果の報告 

  ・平日の早朝に 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、乗合タクシー 

   の第 3 次実証実験に向けたアンケートを実施した。 

 

 【第 3 次実証実験アンケート結果】（配布：35 名、回収：7 名 回答には複数の選択肢が含まれている。） 

  問１．4 月より平日の早朝に「千福が丘乗合タクシー」が運行されていることを知っていましたか。 

知っていた 7 知らなかった 0 

 

  問 2．自宅から裾野駅までの、現在の主な交通手段は？ 

家族・知り合いの自

家用車 

4 乗合タクシー 3 自家用車 1 

バイク・自転車 1 歩いている 0 その他（バス） 2 

 

  問 3．普段利用している、裾野駅から先の主な交通手段は？ 

JR 御殿場線沼津方面行  6:55 発 1 JR 御殿場線御殿場方面行  8:00 発 1 

7:10 発 1   

7:26 発 1   

7:？発 1   

三島方面行バス 6:42 発 1 御殿場方面行バス   

？ 1   

      

 

  問 4．（乗合タクシーを利用していない方へ）普段、乗合タクシーを利用していない理由は？ 

運行時刻が希望時刻とかけ離れている 2 運賃 300 円が高すぎる 1 

帰路に利用できない 1 バイク・自転車で間に合っている 0 

家族・知り合いの自家用車の利用で充分である 2 その他  

 

 

  問 5．（乗合タクシーを利用していない方へ）どのような運行であれば利用しますか。 

運行時刻が希望時刻に合っていたら利用する 2 運賃が 100 円程度であれば利用する 0 
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帰路にも運行されていたら利用する→希望時

刻 

1 裾野駅（ 18：30 発頃） 

その他 1 夕方の運行があれば利用することもありえる 

 

  問 6．ご意見・ご提案等（あればご自由に） 

   ・学生なんでもう少し割引になるとうれしいです。いつも利用させていただき感謝してます。 

   ・ほぼ毎日利用させていただき非常に助かっています。もう少し利用される方が増えると良いのですが・・・。 

   ・私個人の考えですみません。バスを無くして乗合タクシーだけで、時間帯を増やすとかはできませんか。 

    ご苦労様です。宜しくお願いします。 

   ・今は高校生もいないので利用はしないが、行きはあっても帰りがないので乗せられません。 

    自転車等を使わせなければならないと思います。 

 （2）ホームページの件 

   ・平成 31 年 4月から本格的に公開。 ・「霊峰富士」の表示名を変更実施 

 

1.5 会計 

［１］町内会費 

 （1）転入３件、今年度分回収済。 

 （2）転出あるも返金は申請書類提出後、11月以降に返金予定。 

 （3）別荘未納者４件（前月から変更なし）、12 月に再催促状送付予定。 

 （4）居住未納者 2 件（前月から変更無し） 

    徴収困難で放置（①長期出張者で拒否  ②本人死亡、遺族に連絡困難） 

［2］弔慰金 

 （1）1 件 （1 丁目 6 班）。 

［3］平成３０年度区運営費交付金（後期分）入金 

   金額：￥870,240（前期分と同額） 内訳：1,036 戸、￥840／戸 

［4］赤い羽根共同募金 

 （1）集 金 日：10/21～10/22 

 （2）集金結果：２７３軒、￥59,800 

              10/21（日）：３１班分、10/22（月）：７班分。⇒夜集金分が圧倒的に多い。 

 （3）10/22納金。 

 （4）領主書の回覧、10/23 広報便にて実施。 

    今回は予定通り進行し、集金最終日に納金ができた。 

［5］10 月度の会計チェックを 10/31生活サポートと実施。 ⇒問題なしを確認。 

［6］今月の予定 

 （1）町内会費、居住者・別荘所有者からの入金確認の継続。   （2）転出者町内会費返金。 

 （3）歳末たすけあい募金募集準備予定（広報便 11/22、集金日 12/16～12/17）。 

 （4）丘の上マーケットへの協力。   （5）町内会館建設積立金への振替：￥1,800,000 。 

 （6）自主防災非常積立金への振替：￥300,000。 

 

1.6 書記 

 （1）千福が丘町内会 各担当業務体系図の中間報告 

   ・一部未記入の箇所の有る方は、追記または関係資料の提出をお願い致します。また誤字脱字 

    等も合わせて修正願います。⇒エクセルデータを各位に早々送信致します。 

   ・会長／副会長／会計はデータが多く、後日、中間資料を送付致します。 

    Ｑ：第 2次機能の段階で業務が完了する場合、第 3 次機能はどうするか? また、各役員 

            共通の物はどうするか? 
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    Ａ：第 3次機能が無い場合は、記入不要です。全体共通の業務は、後程全員に追加記入致 

      します。 

 （2）平成 31 年度 新班長名簿の進捗状況 

   ・10月 31 日（水）提出締切日に対し、あと一名が未提出。早々に提出依頼中。 

    Ｑ：班長名簿を町内全部に回覧する必要があるのか? 特に電話番号まで表示してある。 

   Ａ：個人情報保護法や必要性を考慮して、町内回覧用や役員のみ配布用等、目的に合わせて 

     表示方法を再検します。 

 

【各委員会報告】 

1.7 自主防災 

［１］10 月度活動実績 

 （1）10 月１４日（日） 

   ・消化栓の取り扱い説明と訓練 

   ・対象は 4丁目在住の方々と希望参加者   ・委員等 20数名 

 （2）月例会議の開催 

   ・地域防災訓練の日程・内容確認   ・調達品目の検討等 

 （3）10 月 23日（火）町内会館設置の耐久年数超えAED を新品へ交換 

［2］11 月月度活動計画 

 （1）11 月４日（日） 自主防災委員による応急手当の訓練／10：00 から 

   ・三角巾の使用法   ・防災用品調達物品の検討 

 （2）11 月 9日（金） 市危機管理課より心肺蘇生法の機材借り受け受領 

   ・圧迫人形 6 体、訓練用体外自動除細動器（AED）6 台、シート 6 台 

 （3）11 月 11日（日） 

   ・地域防災訓練の実施（雨天中止も自主防災会並びに、町内会各委員長及び参加希望者は、 

    町内会館にて心肺蘇生の訓練を行いたいので参加をお願いします／9：00 から） 

 

1.8 広報 

 （1）特になし予定通り 

 

1.9 防犯 

 （1）12 月の定例役員会にて、2 ヶ月分まとめて報告する。 

    Ｑ：防犯灯が、千小から SMM へ向かった外道の 3〜4 灯連続して消えている? 

      夜散歩中に「鹿」・「イノシシ親子」が見られた。 

    Ａ：市に修理依頼をしたら、該当の防犯灯管理は、SMM の管理ではないか?の回答が 

      有りました。現在、管理部署を確認中です。散歩の際は注意願います。 

 

1.10 交通 

［１］10 月度活動実績 

 （1）10 月 11日（木）ボランティア交通利用実績の集計・回覧 

 （2）10 月 13日（土）交通プロジェクト 第 51 回会合 

 （3）10 月 11日（土）交通プロジェクト 第 52 回会合 

［2］11 月度予定 

 （1）11 月 10日（土）交通プロジェクト 第 53 回会合 

 （2）11 月 10日（土）第 6 回交通委員会 

 （3）11 月 11日（日）ボランティア交通利用実績の集計・回覧 
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 （4）11 月 18日（日）ボランティア連絡会 

 （5）11 月 24日（土）交通プロジェクト 第 54 回会合 

［3］その他 

   ・特になし 

 

1.11 体育 

 （1）欠席 報告無し 

 

1.12 環境保健 

［１］10 月度活動実績 

 （1）青少年育成富岡地区クリーン作戦支援（10／20） 

 （2）粗大ゴミ回収方法の案内回覧（10／22） 

 （3）ゴミステーション改善説明会（10／28） 

    ゴミステーション改善要望を提出頂いた班長様に、説明と質疑を実施。主な Q&A 

   ①1・2 班で運用中のタイプについて、使い勝手はどうか? フレームは金属か? 

        高齢者にとって大変ではないか? 

    A1：短時間で展開収納が可能でありカラス対策には有効。利用者にとってメリットが 

       大きい。フレームはアルミでそれほど重くないが、高齢者にとってゴミ出し時、 

       高さが課題となるか。 

    A2：傾斜地の場合は、平らに置くような工夫が必要と考える。 

    A3：このタイプに拘るものではない。より良い方法があればご提案をお願いします。 

   ②ファスナー付き防鳥ネットが、使用性良く安価で有り提案する。 

    A1：斜面でも使えそうであり、選択肢として検討します。 

   ③千福が丘の景観への配慮も考えると、ある程度決まった方式で統一するのが良い。 

    A1：地形や利用者数など個々で条件が異なるので、統一は簡単ではないと考えます。 

    A2：先ずカラス、共働きなどゴミ出し負担の問題を優先し、予算も考慮しながら進めて 

       参ります。 

   ④年末年始、草木など入りきらない場合はどうするか? 

    A1：一時的に従来のブルーシートを使う、草木などカラス被害が無ければ、そのままで 

       出すなど柔軟に対応して頂ければよい。 

   ⑤予算、実施順序については? 

    A1：今年度は予算が少なく 1〜2ヵ所分であり、どこから実施するかは環境保健委員会 

       で判断させて頂きます。 

    A2：来年度は出来るだけ多く予算申請と確保をし、要望頂いて実施出来なかった所から 

       実施できる様に次期メンバーに引継ぎます。 

［2］11 月月度活動予定 

 （1）丘の上マーケット支援（11／10）   （2）2019 年度資源ゴミ当番表作成着手 

 （3）ゴミステーション改善 申請書受付（〜12／7） 

 

1.13 青少年育成 

 （1）富岡地区クリーン作戦実施 

   ・10月２０日（土）8：30 から     ・参加者：大人 7名  中学生 12 名 

 

1.14 町内会館運営 

［１］10 月度報告事項 
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 （1）10 月 14日（日）に会館清掃を実施（9 班担当） 

   ①西側の入口ドアパッキンの不良   ②ベビーベット放置（西側入口前） 

 （2）10 月 19日（金）に第 7回町内会館運営定例委員会を実施 

   1．10月 11 日屋根の雨漏り調査（業者）の実施 

   2．10月 13 日の役員会の町内会館運営の資料を配布 

   3．10月 20 日に会館床のワックス掛け実施 

   他．会館清掃時の報告内容の対応 

    ・西側入口ドアパッキン修理（副委員長対応） 

    ・放置ベビーベットの処分（資源ゴミでの処分検討） 

［2］11 月度予定 

 （1）11 月 4日（日）に会館清掃を実施予定（10 班担当） 

 （2）11 月 9日（金）に第 8 回町内会館運営定例委員会を実施予定 

 （3）11 月 10日の丘の上マーケットへの対応者（会計） 

 

1.15 町内諸事 

［１］平成 30 年度 空き家に関するアンケート調査  

 （1）各班長様に現在の空き家の状況について調査票をまとめて戴きたくお願いいたします。 

    調査票は空き家の有無にかかわらず提出をお願いします。尚、空き家であるか否かの 

    判断は班長様にお任せしますが、大体の判断基準は以下の通りです。 

    ＊郵便受けが塞がれている。＊大量のチラシがある。＊門扉が閉められたままである。 

    ＊カーテンが一切ない。＊雨戸が閉められたままである。＊売り看板がある。 

  （2）調査票の提出期限：11 月 30日（金）⇒  提出場所：町内会館ポスト 

    Ｑ：前回の調査で報告したが、再度提出しますか? 

    Ａ：再度提出をお願い致します。 

 

1.16 町内行事 

 （1）欠席 報告無し 

 

1.17 その他（会長より） 

 （1）千福が丘中央バス道路の街路樹を剪定。バッサリカットしたが問題ないとの連絡あり。 

 （2）災害時、千福が丘小学校を避難所として開設した場合、裾野市の判断基準は、家の倒壊 

    した方が避難所を使用するとなっている。しかし、高齢者や独居老人などを考慮すると、 

    避難所の追加（555 や SMM）や使用対象者条件の見直しが必要。今後検討する。 

 

 

「あおり運転」・「スピード違反」をしない様に注意願います。 

十分な車間距離  法令速度の順守 

★平成３０年度 １2 月度 

 定例役員会開催予定日：12 月 1 日（土）1９:00～２１:00 町内会館集会室 


