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  回覧  

 

平成３１年０１月度 千福が丘町内会 役員会議事録 

平成３１.０１.１２ 町内会事務局 

 

日 時：平成３１年０１月１２日（土）1９：０0～２0：３０ 

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、     体育、 計 1９名出席《敬称略》 

 

【配布資料】 

① 「平成 3１年 1月 月例会 報告及び指示・検討事項」                 （会長） 

② 「千福が丘の主要道路愛称名の検討結果」                       （会長） 

③ 「（株）千福が丘生活サポート殿への業務委託依頼書」             （会長） 

④ 「転出入管理＆千福が丘自治会関連」（新旧帳票サンプル付き）        （副会長） 

⑤ 「コピー機管理報告（1２月度）と慶弔金の対応」                 （副会長） 

⑥ 「公共交通施策の今後と千福が丘ホームページについて」               （副会長） 

⑦ 「事務局会計 1 月度報告」                          （会計） 

⑧ 「２０１９年定例総会スケジュールと新旧役員名簿添付」              （書記） 

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

⑩ 「平成３１年度／配布活動の回数変更の提案について」            （広報） 

⑪ 「交通委員会からのお知らせ Draft」                    （交通） 

⑫ 「２０１９年１月定例報告」                        （防犯） 

⑬ 「千福が丘 体育委員会 活動報告」                    （体育） 

⑭ 「平成 30 年 1１月度から平成３１年１月度の活動実績と予定」        （環境保健） 

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

 

【事務局報告】 

1.1 小俣会長 

［１］ 会長の実施報告 

 （1）12 月 5 日：富岳クラブ      （2）12 月 6日：富岡区長会 

 （3）12 月 7 日：丘の上しゃべり隊   （4）12 月 8日：交通 P 役員選出 

  （5）12 月 11日：公共交通活性化委員会 （6）12 月 12 日：社会福祉協議会、千小役員会 

 （7）12 月 13日：民生会議、自治会打ち合わせ 

 （8）12 月 19日：いきいき健康サロン  （9）12 月 20 日：富岳クラブ 

  （10）12 月 22日：防災 P、交通 P     （11）12 月 26 日：自治会打ち合わせ 

 （12）1 月 8 日：富岳クラブ           （13）1 月 11 日：丘の上しゃべり隊 

  （14）1 月 12日：交通 P、月例会 
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［２］ 会長、今後予定 

 （1）1 月 13日：どんと焼き        （2）1 月 15 日：自治会打ち合わせ 

 （3）1 月 16日：富岳クラブ         （4）1 月 17 日：民生会議 

 （5）1 月 21日：いきいき健康サロン （6）1 月 23 日：富岳クラブ 

 （7）1 月 26日：防災 P、交通 P 

 （8）1 月 27日：助成団体ヒアリング（来期予算） 

 （9）1 月 29日：自治会打ち合わせ  （10）2 月 9 日：月例会 

 

［３］ 決裁事項 

（1）市道へ呼称(愛称)をつける 

    ①千小児童が団地内の主要道路に愛称を付けてくれました。(別紙参照）／5 箇所 

   目的：道路に愛称を付けることにより、地区への想いを持ってもらう。 

  ②夫々の呼称は良い名称だと思われますが、この処置をどうするのか提案します。 

   （イ）回覧にて周知し、住民の理解を求める（道路に名称をつける） 

   （ロ）特別に呼称を付けることもないので処置をしない。 

  ③住民の理解が得られれば、道路に看板を設置するなどの処置をとりたい。 

  ※この件は昨年も地区住民に愛称を募集しましたが、１件の応募もありませんでした。 

   そこで断念するのは切ないとの事で、別紙の人達が千小児童の夏の宿題として応募を 

   募ったそうです。 

  Ｑ：市役所の承認は認可されているのか? 

  Ａ：市の確認は取れてないので市に確認する。設置に当たり看板経費は少額で実施する。 

 

  Ｑ：市役所への草刈り依頼時は正式の名称ですが、変更後は愛称名で良いか? 

  Ａ：市役所への依頼は正式名称でお願いします。愛称名は町内での名称とします。 

 

（2）総会の日程 

  ※4 月 14日に設定したい。4月 7 日は県議の選挙が予定させているので 1 週間後ろへ 

   ずらしたい。⇒ 結論：４月１４日（日）に総会を開催する。 

 

［４］ 検討・依頼及び連絡事項 

（1）自治会協議の報告 ⇒ 自治会報NO1を発行。 

（2）明日（１／13日）どんと焼きの行事がありますが、町内会最後の行事なので役員の協力を 

   お願いします。 

（3）2019 年度／生活サポートへの委託業務 ⇒ 概略は別紙の如く。 

  ①委託する業務の手順書作成・・・必要ならば生活サポートと打合わせのこと 

   （新旧の役員同席で打ち合わせの事）今月中に小俣までメールか文書で連絡して下さい。 

  ②生活サポートは受付業務を基本として、内容の判断・処置はしません。 

（4）次回の月例会は、 2 月 9 日(土） 19:00 より 

 

1.2 副会長 

（1）転出入管理（１２月度 移動日基準） 

   ・転入：１件  ・転出：１件  ・転出（別荘）：１件 

     ※１１月度（移動日基準）報告漏れ  転出 ２件 

（2）千福が丘自治会 

  ①転入出・異動関係届書に関して管理組合・町内会それぞれの届書を統一１本化（２月度から） 
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   現在、町内会と管理組合それぞれに転入出異動関係の届書を提出してもらっているが、 

   統一した届書のみで済ませるよう一本化する。（帳票サンプル参照） 

  ②転入者の世帯台帳提出依頼のルートを変更（２月度から） 

   現 状：班長が転入者に世帯台帳提出を依頼 

       班長は転入者から記入後の世帯台帳を受取り町内会館ポストに投函 

   変更後：転入者が生活サポートで転入手続きする時にお渡しする案内・説明資料の中に 

       提出依頼を含める。 

       班長は転入者から記入後の世帯台帳を受け取り町内会館ポストに投函。 

  ③名簿統一関係 

   先回活用要望を募集したが、応募なし。緊急連絡先と世帯台帳の記入を追加するのみとする。 

   紙の世帯台帳は、現在は、目次部に転入出情報を記載していたが、今後単純に班別にファ 

   イルするのみとしたい。 

  Ｑ：汚水処理施設の使用を承認しない。と出来ますか? 

  Ａ：管理組合がこの項目で実施しているので、現状残してあります。 

 

  Ｑ：浄化槽を自宅に設置して汚水処理施設を使用しなくて良いか? 出来なければ承認しない 

        の項目は不要では? 

  Ａ：管理組合に確認する。 

 

  Ｑ：町内会費免除はどうするか? 町内会費の表示や町内会長の承認欄も必要では? 

  Ａ：次回、再検の上回答する。 

 

1.3 副会長 

（1）コピー機管理 

  ①コピー用紙購入（A４：2500 枚）／箱Х６箱＝１５,０００枚補充（12／6） 

  ②2018 年 1２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（12/17） 

  ③トナーカートリッジ（黒）の補給品納入対応（12／8） 

  ④トナーカートリッジ（黒）の補給品納入対応（1／10） 

（2）12 月度慶弔金（香典）対応 ⇒ ２件（12／9 と 1／6） 

 

1.4 副会長 

［１］千福が丘区公共交通施策の今後について 

  12 月 14 日に、今後の路線バスと自主運行バスを含む、千福が丘地区に関係する公共交通施 

  策の方向について、市・企画部企画政策課と協議の機会を持ち、以下の事柄を確認しました。 

  ①2019 年度における千福が丘地区関係の公共交通 

   ＊今年度実施中の「乗合タクシー」実証実験運行の継続を予定している。 

   ＊路線バス「東急千福が丘線」についても、日中時間帯に、裾野駅往復各 2 便の運行が継

続 

    される。 

  ②但し、市の財政状況により、2020 年度末には、「乗合タクシー」は、「すそのーる」と同

様、 

   廃止が決定している。（12 月地域公共交通活性化協議会より） 

  ③2020 年度における、千福が丘地域の公共交通に関しては、より適切な交通施策の実現に 

   向けて企画部・企画政策課と協議を続ける。 

 

［２］千福が丘区ホームページについて 

  現在、立上げ準備を進めているところですが、ホームページの基本構成がほぼ確定している 

  段階にあり、今後は掲載内容の充実に向けた取り組みとなります。区内の皆様には下記の事 
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  柄を中心に、掲載内容の提供等協力の呼びかけを行います。 

  次回の役員会において説明し、ご承認いただく予定にしています。 

  ①各サークル代表へ：サークル活動の紹介やメンバーの募集等記事 

  ②各プロジェクト代表へ：プロジェクト活動・関連情報の紹介・提示、メンバーの募集等 

  ③誰でも協力者へ：ボランティア活動としてイベント・日常生活等の取材記事 

  ④区内事業者さまへ：事業活動の紹介・宣伝・アピール（協賛金拠出協力を含む） 

  ⑤作品制作者・推薦者へ：自薦・他薦によるギャラリー作品の提供 

  ⑥誰でも応募者へ：ホームページ・サイトアイコンのデザイン募集 

 

   【ご参考】千福が丘区ホームページ https://senpukugaoka-ku.com 

 

         千福が丘区ホームページ  検索 

 

  Ｑ：例えば、防災関連で事前の情報は開示されますか? 土砂崩れが発生しそうなので、 

    町内会館を開放しますとかをアップ出来ますか? 

  Ａ：タイムリーなアップは難しい。一定の手続きと入力作業を考慮すると、ある程度時間が 

    必要となります。緊急の場合は防災放送の方がベストと考えます。 

 

1.5 会計 

 ［１］ 町内会費 入出金 

 （１）転入者・納金 ： なし 

 （２）転出者・返金 ： \4,000［2 件に４ヶ月分］ 

 （３）別荘未納者からの入金 ： なし［12 月末時点］ 

 ［２］プロジェクト・丘の上マーケット in 千福が丘の会計処理 

   \25,561 … 代表者へ支払い［12/3］ 

 ［３］弔慰金の支出 

   \10,000 … 1世帯［12/14］ 

 ［４］総会資料用 及び事務用品の購入による支出 

   \11,864 … 用品合計 

   資料及び案内用に 15,000 枚のコピー用紙・A４2500枚×6箱、送付及び返信用封筒 

   各 3種類×3束、宛先用ラベル×1 束、ホッチキスの針×2 箱募金等、領収書用 B５コピー 

   用紙×２束、 

 ［５］歳末助け合い募金の納金 

   \57,043【323軒】… 裾野市共同募金委員会へ納金［12/19］ 

   ～ 指定納金日に【３つの班】の日時忘れによる欠席があった … 生活サポート・会計が事後 

   対応し、募金委員会への納金日に間に合わせる事が出来た。 

   ※ 納金時における【日時順守の徹底】として、次期会計へ申し送ります 

 ［６］12月度・会計チェックの実施 

   ～生活サポートにてチェックを行い、問題なしを確認：  ［12/26］ 

 ［７］次年度・助成団体補助金の募集 

 （１）12/ 3 に募集案内の発送し、1/ 5 に締め切り 

    ～ 昨年と同様に、6 件の申請があった 

 （２）ヒヤリングの案内を送付［1/9］ 

 ［８］次年度・生活サポート業務委託の資料作成 

   生活サポートの担当者と打ち合わせを実施予定［1/15 以降］ 

 ［９］今月の予定 

 （１）本会計の仮決算、次年度 予算案の締め切り［1/25］ 

https://senpukugaoka-ku.com/
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   ［本会計＝特別会計（自主防災、町内会館運営、町内行事）、一般会計（各委員会、事務局）］ 

    ～ 各委員会、事務局は、2/28 までを含み、仮決算をお願いします。 

 （２）助成団体へ補助金のヒヤリングを実施［1/27］ 

    ※プロジェクトの関係で次年度予算が必要な所は、予算申請を忘れないで下さい。 

 

  Ｑ：集金提出日を遵守されない班長がおられるので、集金提出の前に班長を集める事は出来な 

        いだろうか? 

  Ａ：３月２日（土）の役員会に、2019 年度新班長の出席をして戴き、班長の役割を会長より 

    30分程度説明する場を設定する。 

 

1.６書記 

［１］２０１９年 定例総会スケジュールの概要 

月 日 
曜

日 
イベント 案件 備考 

１ 

１２ 土 役員会 仮決算・予算案依頼 １／２５締切（会計） 

２５ 金  

①2018 年度／会長挨拶 

②2018 年度／会長活動報告書 

③会則改訂議案の依頼 

２／３締切（書記） 

２９ 火  ①仮決算・予算１次案まとめ 会計 

２ 

９ 土 役員会 

①仮決算・予算１次案審議 

②2018 年度／会長挨拶と各活

動報告審議 

①否決の時２次案⇒２／２４締切 

④否決の時修正案⇒２／１２締切 

１９ 火  

①2018 年度／会長挨拶最終版 

②各委員会の活動報告書と計画 

総会資料 １次編集 

①と②２／１５締切 

（新・旧役員で共同作業） 

※会計記事以外 

（挨拶・活動報告・計画） 

※総会資料－原案 

２４ 日  会計チェック 決算書へ反映 

２８ 木  総会資料 ２次編集 
※会計記事（決算・予算）組込み 

※総会資料－初版 

３ 

２ 土 役員会 総会資料審議  

３ 日  会計監査  

５ 火  総会資料最終編集 
修正最終版 

総会資料確定版 

７ 木  総会資料印刷  

９ 土  総会資料編集（ホッチキス止め） ※役員全員応援 

１１ 月  総会資料別荘郵送  

１１ 月 広報 総会資料全と配布 ※各班へ 

１６ 土  総会開催案内掲示  

２９ 金  総会出欠表回収  

４ 
１３ 土  総会会場準備 ※役員全員応援 

１４ 日  ２０１９年度 総会開催 ※役員全員応援 

 ※当初、総会開催日を４／７に予定していましたが、選挙の関係で一週間（４／１４）へ延期します。 

   Ｑ：各活動報告書は指定フォーマットが有りますか? 
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  Ａ：現在、指定フォーマットを準備しているので、準備出来次第各位に配布致します。 

 

   Ｑ：2月の会計チェックと３月の会計監査は、各委員長と担当会計のみで良いか? 

 Ａ：委員長と担当会計で OK です。 

  

   Ｑ：総会の日がズレた事で、３月の日程が変更になる事が有りますか? 

 Ａ：準備は早い方が良いので、現計画の日程で展開をお願い致します。 

 

【各委員会報告】 

1.7 自主防災 

［１］10 月度活動実績 

 （1）12 月１6 日（日） 

   ・月例会議及び倉庫内整理 

 （2）12 月 19日（水） 

    ・テント保管倉庫内に棚を設置 

［２］1 月度活動計画 

 （1）1 月 13日（日） 

   ・自主防災月例会議   ・防災倉庫内の整理点検 

［３］その他事項 

 （1）来季役員への引継ぎ資料のとりまとめを行います。 

 （2）地震体験を実施します。 

   ・日時：２月１５日（金）10：30 〜 12：00 

   ・場所：中央公園   ・内容：起震車による地震体験 

 （3）緊急避難時用の毛布（１０枚程）を町内会館内に保管したく、許可を戴きたい。⇒ 承認 

 （4）放送設備の設置については、要否も含めて検討していきます。 

 

1.8 広報 

［１］広報委員会 平成３１年度 配布活動の回数変更の提案について 

   裾野市役所戦略広報課に確認した所、過日配布済みの平成３１年／市政カレンダー記載の 

   通り、広報すそのの発行が平成３１年４月より、これまでの月２回（１日・１５日）から、 

   月１回（１日のみ）となります。 

  平成３０年度の広報委員会では、広報すそのの発行日翌日以降の平日と、その中間となる 

   平日（合計月４回）に、その他の回覧・配布物と併せて、前後期各４名の担当委員が、それ 

   ぞれ１０件前後の班長様宅等に回覧・配布物をお届けしており、各班毎の仕分けも含めて、 

   毎回の負荷が大きなものなので、広報すそのの発行回数削減を機会に、広報委員会担当委員 

   のみならず、班内の回覧・各戸配布を実施される全ての班長様の負荷低減のためにも、配布 

   活動回数の削減が図れないかと考えております。 

   平成３０年度の例にならうと、町内会館の４月分使用予約を２月中に、残りの年間予約を 

   ３月中に必要となると思いますので、それまでに平成３１年度の活動予定日を設定する必要 

   があり、平成３１年度広報委員会委員長様ともご相談の上で、この機会に提案をさせて戴き 

   ました。 

 

《削減案－１》 

  広報すその（発行回数を半減）と併せて、現行の月４回（ほぼ毎週）から、 

  月２回（２週間に１回）へ半減する。 
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  例）広報すその発行日（毎月１日、土日祝日の場合は直前の平日）の翌日及び、 

    その２週間後の平日 

 

《削減案－２》 

  現行の月４回から、月３回（１０日に１回）へ削減する。 

  例）広報すその発行日の翌日及び、その１０日後・２０日後の平日 

 

  よろしくご検討いただき、２月度の町内会役員会にて、上記いずれかの案へのご了解を 

  戴けます様お願いいたします。 

  ※なお、平成３１年度は、天皇代替わりに伴い４月２７日から５月６日まで連休と 

   なりますが、この期間前後の対応については、上記の広報委員会の活動回数削減 

   とは別に調整が必要と思います。 

  Ｑ：対応が難しい物として、外からの市や各行事からの回覧物（納期物件）や会計伝票の締め 

    と入金日の関係が難しい。 

  Ａ：削減案-１は難しいが、削減案-２にした場合の問題点を各委員会で抽出し、２月度の役員 

    会で決定する。 

 

1.9 防犯 

２０１９年度１月定例会報告 

［１］活動報告 

依頼 No, 依頼日 故障場所 電柱 No. 番号 故障内容 修理完了日 

H３０－０３８ ２０１８年１１月０８日（木） １丁目    様宅付近 洞 川 ３０４A 消 灯 １２月１４日 

H３０－０３９ ２０１８年１２月１０日（月） １丁目    様宅付近 洞 川 ４０７A 消 灯 １２月３１日 

H３０－０４０ ２０１８年１２月１０日（月） １丁目    様宅付近 洞 川 ４０８A 消 灯 １２月３１日 

H３０－０４１ ２０１８年１２月１０日（月） ２丁目    様宅付近 洞 川 ５０２A 消 灯 １２月３１日 

 

［２］その他の活動 

 （１）裾野市役所危機管理課と「平成３０年度防犯灯補助認可、設置事業補助金申請」 

    について打ち合わせを持ち、1 月末にて昨年 4 月よりの関係物件の詳細を報告、 

    申請する事とし、その後 2月及び 3 月の発生分を別途申請することで合意。 

 （２）景ヶ島より千福が丘団地への坂道に設置されている裾野市管理の「ナトリウム灯」 

    の修理がＮｏ．２，３，５が終了、しかし No.４（防犯カメラのところ）がいまだ 

    修理が未完のため再再度 裾野市役所 建設部 建設管理課へ出向き至急の修理 

    依頼を行った。 

［３］ご依頼 今後の修理について 

 （１）先月報告書の中で記載した平成３０年度防犯委員会の予算が 12月末時点で残金 

    ￥２１,００５となった。 

    幸い、現在防犯灯の修理依頼は出ていないが今後のこの金額では修理が不可能な現状 

    ではあるが、予算が無いからと不灯を放置することは安全上問題なため、今後の修理 

    については継続したい。 

    《対処》：修理が発生し支払いが必要になった時点で防犯委員会の銀行口座へ必要 

          金額を追加で振り込みをお願いしたい。 

 

1.10 交通 

［１］活動実績 
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 （1）12/ 8：交通プロジェクト 第 55 回会合 

 （2）12/22：交通プロジェクト 第 56 回会合 

［２］今後の予定 

 （1）1/12：交通プロジェクト 第 57回会合 

 （2）1/14：ボランティア交通利用実績の集計・回覧 

 （3）1/19：第 7 回交通委員会       （4）1/25：仮決算書提出 

 （5）1/26：交通プロジェクト 第 58回会合 （6）1/25：カーブミラー、車止めチェック 

［３］その他 

 （1）ボランティア交通利用実績表の修正内容について月例会で共有 

    ・ボランティア交通の概要説明図の追加   ・実績表のグラフ化 

 

1.11 体育 

［１］活動実績 

 （1）12/12：富岡体育委員会／新成人者祝賀駅伝について 

 （2）12/19：千福が丘体育委員会 

・新役員について  ・祝賀駅伝について   ・来年度予算及び決算書について 

［２］今後の予定 

 （1）1/24：千福が丘体育委員会／新３役交え来年度予算案協議 

 （2）1/25：仮決算書、予算案提出    （3）2/ 9：千福が丘役員会 

 

1.12 環境保健 

［１］11～１月度活動実績 

 （1）ゴミステーション改善結果報告 

    ・検討件数：９件（先行試行２件、申請書提出７件）。 

    ・実施件数：3件（４ヵ所）～実施状況を下記に記載。 

    ・具体的イメージは、次ページ参照。 

班 
ゴミステーション 

No 申請書 対応 実施理由 費用(円) 

1・2 16 先行試行 ・実施 

・委員会検討用 

・折畳型試行 

・利用者組立試行 

41,090 

30 
41 

先行試行 
・２ヶ所を１ヵ所 

 にまとめて実施 

・市有地活用 

・整地 

・固定式試行 

200,000 
42 

29 32 ご提出 ・実施 
・傾斜地対応 

・チャック付ネット試行 
34,182 

 

    ・実施結果を申請書ご提出班長様にご報告済み。 

    ・環境保健委員会予算残額：9,827 円（1／12 時点）と町内会消費状況を踏まえ、 

     本年度のゴミステーション改善は終了（会長承認済）。 

    ・申請書ご提出で未実施の 6 件については、次年度に引継ぎ。 

 （2）引継ぎ準備 

    ・引継ぎ資料作成  ・2019年度資源ゴミ当番表素案作成 

 （3）粗大ゴミ回収（2019／1／12）対応完了 

［２］１月度予定 

 （1）決算、予算関係まとめ（1/25提出） 

 （2）次年度委員へ引継ぎ（1/13・2/10） 
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 （3）2018 年度活動報告まとめ（総会資料） 

 

 

【１&２班】 

 

【29 班】 

 

【30 班】 

 

 

1.13 青少年育成 

  ・問題無し 

 

1.14 町内会館運営 

［１］活動報告 

 （1）12/９（日）：会館清掃を実施（１１班）⇒ 問題無し 

 （2）11/9（金）：第８回町内会館運営定例委員会実施 ⇒ 各委員より報告 
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   《委員長》 

       ①１２月１日役員会の町内会館運営資料を配布 

       ②会計へ３０年度仮決算、３１年度予算案作成依頼 

       ③来年度役員への引継ぎ日程確認（２月１５日予定） 

   《副委員長》 

       ①壁の雨漏り部分を修理（１２月１日） 

       ②雨漏りの修理見積もりを他の業者へ依頼（１２月１日） 

   《会計》・《清掃》・《備品》は特になし。 

［２］１月度予定 

 （1）1/ 6（日）に会館清掃を実施予定（12 班） 

 （2）1/18（金）に第 10 回町内会館運営定例委員会を実施予定 

 

1.15 町内諸事 

  ・問題無し。 

 

1.16 町内行事 

  ・1 月 13日：どんと焼き開催  ・８：30 にテーブル&椅子の借用依頼。 

  ・各役員の方は、９：30 に現場集合／支援をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

      ※町内をジョギング中、横断歩道を横断する際に車と接触しそうになる 

       トラブルが発生しました。 

       車を運転する方は、「横断歩道の前では一旦停止」を順守願います。 

       また「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３１年度 2 月度 

 定例役員会開催予定日：2 月 ９日（土）1９:00～２１:00 町内会館集会室 


