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 回覧  

 

平成３０年１2 月度 千福が丘町内会 役員会議事録 

平成３０.１2. 01 町内会事務局 

 

日 時：平成３０年１2月 1 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：町内諸事：町内行事：体育： 

        青少年育成：欠席  計 1７名出席《敬称略》 欠席２名 

  管理組合副理事  

 

【配布資料】 

① 「データの一元化（名簿統合）について」             （管理組合副理事） 

② 「平成 30 年 12 月 月例会 報告及び指示・検討事項」                 （会長） 

③ 「コピー機管理・慶弔金の対応報告（11 月度）」              （副会長） 

④ 「転出入管理＆丘の上マーケット会計報告＆自治会名簿統一関係」      （副会長） 

⑤ 「千福が丘区公共交通施策の現状と今後の方向について」他              （副会長） 

⑥ 「事務局会計 12 月度報告」                         （会計） 

⑦ 「各委員会 30年度仮決算書、31 年度予算案作成のお願い」 

⑧  「平成 31 年度町内会役員選出及び各委員会所属決定について」           （書記） 

⑨ 「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 「12 月定例会報告」                                  （防犯） 

⑪ 「千福が丘体育委員会 活動報告」                      （体育） 

⑫ 「2018 年度 千福が丘町内会どんど焼き」                （町内行事） 

⑬ 「11 月度町内諸事報告」                        （町内諸事） 

 

【管理組合副理事田口様より】 

定例月例会の初めに町内会名簿と管理組合名簿の統合についての説明がありました。 

1. 名簿作成の現状 

・町内会名簿 

区民転入出届をもとに、(株)生活サポートで町内会名簿を更新し、1 か月ごとに締めて町内会    

に渡している（USB メモリにて） 

 ・管理組合名簿 

  組合員異動届/加入届をもとに、(株)生活サポートで管理組合名簿を更新している。 

 2. 各名簿の現状 

 ・町内会名簿と管理組合名簿とは、おおむね構成が同じ。構成員の主な違いは、土地所有者と 

  班外住民である。 

 ・記載項目もおおむね同じ。 

 ・記載項目の中に「区分」という項目があるが、町内会と管理組合で統一が取れていない。 

 ━町内会：居住、居住免除、売却免除、賃貸、賃貸大家、賃貸免除、別荘、別荘ポステ、 
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 別荘免除、土地、空家、フォレスト、企業 

 ━管理組合：居住、賃貸、別荘、土地 

 ・土地所有者を明確にすべきである。 

 3. 統合名簿作成に当たって 

  作成に当たっては、データ提供元を明確にしておく必要がある。 

  作成・更新は、定められた担当者が行い、1か所で行う。 

 4. スケジュール 

  検討：～2019 年 1 月末 

  作成：～2019 年 2 月末 

 名簿作成に際し加えたい項目や要望があれば 12 月末までに意見・要望をいただきたい。 

 ・町内会と管理組合の統合を見据えて名簿のデータをまとめていこうとしているところである。 

・個人情報保護法によりやみくもにデータを入れる事は出来ないが緊急連絡先くらいは入れても 

  よいのではという意見もある。 

 

【事務局報告】 

1.1 会長 

［１］ 会長の実施報告 

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

（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 

（11）11 月 19 日：富岡中 クリーン活動 （12）11 月 20 日：市民協働室 

 （13）11 月 21日：富岳クラブ、防災の集い （14）11月 22日：自治会打ち合わせ 

 （15）11 月 24日：富岡コミセン祭り準備、防災 P、交通 P  

（16）11 月 25 日：富岡コミセン祭り   （17）11 月 28 日：富岳クラブ 

 （18）11 月 29日：自治会打ち合せ    （19）12 月 1日：月例会 

［２］ 会長の今後予定 

 （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 9 日：役員選出     （6）12 月 11 日：公共交通活性化委員会  

 （7）12 月 12日：社会福祉協議会、千小役員会    

（8）12 月 13 日：民生会議、自治会打ち合わせ（9）12 月 19日：いきいき健康サロン 

（10）12 月 20 日：富岳クラブ    （11）12 月 22 日：防災 P、交通 P  

 （12）1 月 12日：月例会 

 ［３］ 決裁事項 

 （１）丘の上のマーケットへの補助金追加・・赤字分 3 万円を出費したい。 

    必要な道具や用具を購入し支出がオーバーしたため町内会費より補てんをする事で決定。   

［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 

    多くの役員の皆様が手伝ってくれたお陰で盛大に出来ました。感謝申し上げます 

 （2）自治会協議 

    来年 4 月に町内会・管理組合を自治会の元に統合する方向で協議中で、詳細が決まったら 
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    報告します。 

 （3）来年度の町内会班長・役員選出 

    ①12 月 8・9日フォローをお願いします。 

（4）役員への依頼 

    ①本年度の活動の総括、会計のまとめ 

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 

 （５）H31 年度予算の作成 

    各種改善項目、追加項目の予算化を忘れないように 

    ①ゴミ処理の改善費用 

    ②町内会館雨漏り対策 

    ③助成団体への助成金・・富岳クラブ、桜を考える会、丘の上のマーケット 

    ④防災関係・・備品、備蓄品、避難所用品の整備 

    ⑤自治会関係・・生活サポートへの業務委託費、ホームページ立ち上げ費 

  来年度の予算作成に関してはそれぞれの委員会で町内のためなので遠慮せず立てて欲しい。 

立てた予算に対し定例会にて議論しバランスをみて決めていくようにしたい。 

 

1.2 副会長 

（1）転出入管理（１1月度 移動日基準） 

    ・転入：1 件 ・再転入：1 件 ・転出：２件（内 1 件は 10月度） ・転出（別荘）：3 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）に開催しました「丘の上マーケット in 千福が丘」、役員の皆様方には、

大変気持ちよくお手伝い頂き、実行委員一同心より感謝申し上げます。幸い小春日和どこ

ろか夏を思わせるような暖かい日和の好天に恵まれ、店舗数は昨年より減少したにもかか

わらず、昨年を上回る沢山の町内外からのお客様にご来場頂き、１P の中央公園、２P の

SMM 研修所砂利 P の両 P も満杯になりました。来年は更に P を増やす検討をしなければ

と嬉しい悲鳴を上げております。丘の上マーケット in 千福が丘は毎年１１月第２土曜日に

開催を予定致しますので、今後ともよろしくご協力をお願い致します。 

  （会計報告） 

   収入  出店料 （34 件）     ６０,０００円 

       前年度繰り越し     ６,２３７円 

 

     収入合計  ６６,２３７円 

 

支出  チラシ印刷代            23,420 円 

溝蓋製作費（材料・カット代）        8,300 円  

道路使用許可申請           2,300 円  

雑費（粘着テープ・マグネットシート・名札ケース・コーンバー）1,732 円  

郵送料          4,050 円  

お弁当（５５０円×１．０８×２９）        17,226円 

お茶（１０８円×２９）         3,132 円  

謝礼（音響設備＆司会＆ライブ（鼓笛隊、弦楽、個人２名）等）31,638 円 

  

支出合計  91,798 円 

   

収支合計 -25,561 円 
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町内会予算消費（町内会人の交流プロジェクト）   

 予算（費目 プロジェクト活動費※） 20,000 円   

※役員会当日の配布資料「雑費」を修正 

 実績 25,561 円 

  

上記をご承認頂くとともに、来年度については、町内助成団体と同様に期初に助成費として３万

円を実行委員会に支給頂けるようご配慮お願い致します。→ 承認された 

 

（3）千福が丘自治会 名簿統一関係 

現在、町内会と管理組合と両方にある会員名簿(エクセル形式電子データ)を業務の効率化をは

かるとともに有効活用をはかるため統一する。本日はその具体的イメージをつかんで頂いて有

効活用を図るため、デモを致します。現在の町内会の活用は、会計業務・総会の案内郵送先ラ

ベルシール・別荘諸事・敬老会対応です。その他活用したいことがあれば、ご提案下さい(期

限１２月末)。 

  

1.3 副会長 

 （1）コピー機管理 

    2018年 11月度のコピー機カウンター値確認及び富士ゼロックスへの連絡（11/20） 

 （2）慶弔金（香典）の対応 

    4丁目の方が 10 月半ばに亡くなられたそうだが、11 月初旬に生活サポートよりその情 

    報があり三島在住のご家族に連絡をしたが慶弔金辞退のとの事。班内より事務局への弔辞

情報の迅速な連絡ルートが機能していないのでは。 

        

1.4 副会長 

  （1）千福が丘区では年々高齢化が進む一方で、公共交通は弱体化し、年々厳しい状況に向かっ

て進んでいます。 

昨年度までの路線バス利用者数は 14,000人程度でしたが、今年度は路線バス利用者数

が 8,000 人、乗合タクシーが 800 人、ボランティア送迎利用者数が 100 人（いずれ

も年間延べ概数）の見通しです。 

昨年度以前との差、年間延べ 5,000 人程度の利用者は、今年度から新たに自家用車そ 

の他の手段で移動していることになります。 

今月度は、以下に千福が丘区公共交通施策の現状と今後の方向について、お知らせしま

す。 

【公共交通の現状までの推移】 

①路線バス「東急千福が丘線」は、長い間、利用者数が事業経費に見合うほどに達しないた 

めに、数年以上にわたり、大幅な赤字事業が続いた。 

②その結果、平成 28 年度には、富士急シティバスから退出意向が表明されたが、14 便→

13 便（1 便の減便）で、運行は維持された。 

③しかし、昨年度には更に運転手の確保が困難という理由で、全面退出申請が行われた。 

④そこで、市は富士急シティバスとの協議により、御殿場線（バス路線）の大幅減便を補う

ことを兼ねて本年度より東急千福が丘線を日中のみの 4便に減便して運行を維持すること

になった。 

⑤路線バスが 4 便では大幅に不足するため、市では、平日早朝のみ 3 便の乗合タクシーを実

証実験として運行させた。 

⑥現在、路線バス 4 便は 1 便あたり 5 人を超える利用者がある一方、乗合タクシーは 1 便

あたり 1 人と、非常に少ないまま推移している。 
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以上の推移の中で、町内会では交通プロジェクトを立上げ、随時、公共交通の維持・強化策

の提案・活動を進めましたが、結果としては、殆ど成果が得られておりません。 

 

【現状と今後の公共交通の可能性】 

①乗合タクシーの現状は、利用意向者が実際に利用しない or 利用意思表示をしていただけない

上に、予算制約の中で具体的改善策が限られている。そのため、少数の利用のまま推移する

公算が大きく、来年度以降の継続運行を主張する根拠が乏しい状況にある。 

②市では、現在、急激に進む財政逼迫状況の中で「平成 30 年度裾野市行財政構造改革の取組

み」を策定し、千福が丘の乗合タクシー運行を、いよいよ「廃止」事業として位置付けるに

至っている。＊ 

③ただ、路線バス「東急千福が丘線」は、現時点では来年度 4 月の退出意向は示されてないた

め、来年 9月末までの 4 便の運行は継続の見込みである。 

④本年 12 月中旬に、「乗合タクシー」の見直しと共に、今後の路線バスと自主運行バスを含む

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つ予定である。 

（2）「さくらを考える会」活動の報告 

   ①毎年、夏期には施肥とヒコバエ切除、冬期には天狗巣病枝と危険枝の切除を実施していま

す。現在、毎週土曜日に作業中。 

   ②沿道のさくらは天狗巣病により末期的状況です。 

 

1.5 会計 

［１］町内会費 

(１)転入者 1 件に４ヶ月分納金。 

(２)転出者 2 件に４ヶ月分返却。 

(３)別荘未納者からの入金 ：11 月末時点で無し 

［２］富岡地区分担金（後期分）支払い 

  11/ 8： \787,360 （￥760/戸、 1036 戸分） 

［３］町内会館建設積立金への振り替え 

11/ 7： \1,800,000  

［４］自主防災非常積立金への振り替え 

11/ 7： \300,000  

［５］防犯灯補助金の入金 

11/28：  \206,275 

［６］歳末助け合い募金 

(1)11/22 : 広報便にて班長へ募集依頼 

  (2)納金日【12/16(日)19:00～20:00：町内会館・12/17(月)9:00～11:30：生活サポート】    

［７］10 月度の会計チェックを生活サポートと実施  

11/30 : ～問題なしを確認（大西） 

［８］平成 30 年度の予算決算、平成 31 年度予算案の日程作成（別紙） 

  (1)各委員会への依頼 

先ずは、仮決算＆予算案の作成をお願いいたします⇒ 1/25 期限。 

 (2)事務局の方々への依頼 

総会資料として使用する、多量のコピー用紙、その他必要購入品の予算確保を  

お願いいたします。（事前に仮決算書に入れる必要がある為） 

［９］今月の予定 

(1）町内会費未納者への再再催促状の送付（12/3） 
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(2) 助成団体へ補助金募集の案内発送（12/3） 

(3) 歳末たすけあい募金の集金、納金（集金日１2/16～12/17） 

 

【各委員会 30 年度仮決算書、31 年度予算案作成のお願い】 

[１]平成 30 年度仮決算書 

(１)現時点ではまだ流動的だとおもわれますので、決算書は 1 月 25 日時点の金額とし、あくま

でも予算策定に必要なレベルで結構です。 

(２)1 月 25 日以降に支払がある項目についてはその推定値を加算して記載してください。 

[２]平成 31 年度予算案 

 (１)今回提出頂く予算案をたたき台として 2/9（土）の役員会で新役員を交えて審議し予算案を 

   決定する。 

 (２)今年度の活動を踏まえ新役員との協議を行い、必要に応じて今年度予算からの増減を盛り込  

   み、来年度へのメッセージが伝わるものにして頂くと良いと思います。 

[３] 資料作成に関するお願い 

 (１)フォーマットは原則として添付の資料に沿ったものとして下さい。 

 (２)今回は紙面での提出をお願いします。手書き or PC 作成どちらでも問題ありません。 

 (３)PC作成の場合は添付資料のフォーマットをメールで配布しますので使用してください。 

[４]提出期限・場所 

 (１)期限：平成 31年 1 月 25 日（金） 

 (２)場所：町内会館ポスト又は事務所の会計 BOX まで 

 

1.6 書記 

[１] 平成３１年度町内会役員選出及び各委員会所属決定について 

(１)開催日時：１２月 ８日(土) １９時～  新事務局役員選出 

１２月 ９日(日) １９時～  各委員会所属と委員長決定 

(２)開催場所：町内会館にて 

(３)参加対象： 

開催月日 開催時間 開催場所 出席対象者 

１２月 ８日(土) １９時～ 町内会館 Ｈ30 年度：事務局 9名+自主防災委員長 

１２月 ９日(日) １９時～ 町内会館 Ｈ30 年度：役員全員 19 名 

【当日役員の役割】 

     ①平成 31 年度 新班長に対し、各委員会活動の具体的業務説明。 

     ②新班長からのＱ＆Ａ対応 

     ③各委員会所属選出遂行の支援 

【各委員会報告】 

1.7 自主防災 

［１］11 月度活動実績 

 （1）11 月１1 日（日）地域防災訓練の実施 

［２］1２月度活動計画 

 （1）12 月 16日（日）自主防災月例会議 ・防災倉庫内の整理点検 

 

 



－7－ 

［３］その他事項 

  (１)地域防災訓練の反省 

    全委員が各役割に張り付いてしまったため、訓練全体を掌握、まとめる事ができなかった。 

    次年度は訓練指導に市の防災指導員をお願いするか、若しくは災害時組織表の事務局 

   （町内会役員）の協力をお願いする事が必要。町内会役員の負担を増やしたくはないのです 

    が検討を要します。   

  (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。防災以外の使用目的も有りま 

  す。⇒[意見] 設置については、今後の自治会に於ける取組みの中で考えて行くのが良いのでは。 

 

1.8 広報 

 （1）特になし予定通り 

 

1.9 防犯 

 [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 

H３０－０３２ ２０１８年９月２３日（日） なかよし公園南側付近 洞 川 ２２７A 消 灯 ９月２７日 

H３０－０３３ ２０１８年１０月０９日（火） ２丁目３－１２ 塩見様宅付近 洞 川 ３８３A 継続点灯 １０月１１日 

H３０－０３４ ２０１８年１０月１４日（日） ３丁目 中央公園 北側 高 原 ５０３０ 消 灯 １０月１６日 

H３０－０３５ ２０１８年１０月１４日（日） ４丁目 様宅山側付近 高 原 ３８００ 点 滅 １０月１６日 

H３０－０３６ ２０１８年１０月２３日（火） ３丁目１７番地 様宅付近 高 原 ３７３０ 消 灯 １０月２５日 

H３０－０３７ ２０１８年１１月０６日（火） 住友への道 様宅付近 高 原 ２０２０ 消 灯 １１月０８日 

[２]その他の活動 

  （１）景が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]今後の予定 

   住友金属鉱山(株) SMM 戦略研修所へ繋がる「みはらし公園」付近の水銀灯８灯が以前より

不灯のため上記と同じく裾野市役所 建設部 建設管理課へこの灯火の管理者確認と同時に

修理依頼を行い何度となく確認をしているが未だ回答待ち 

[４]台風等による予期せぬ修理費増による修理予算がひっ迫 

   予算残金 ￥９８，１１７ 

  ＊LED 灯への切り替えが￥２３，８００／一件のため計算上ですがこの予算だと 

   後 4件のみの修理しかできないため暫定でも予算枠の見直しをお願いします 

[５]2 丁目の方宅の玄関先道路上などにひねり釘が 3 回に渡って置かれていた事案について 

  の報告。⇒回覧 

 

1.10 交通 

［１］11 月度活動実績 

 （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 18日（日）ボランティア連絡会 

 （4）11 月 24日（土）交通プロジェクト 第 54 回会合 
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［2］12 月度予定 

 （1）12 月 8日（土）交通プロジェクト 第 55 回会合 

（2）12 月 11 日（火）ボランティア交通利用実績の集計・回覧 

 （3）12 月 22日（土）交通プロジェクト 第 56 回会合 

 （4）12 月 31日（月）カーブミラー、車止めチェック 

  

1.11 体育 

 [１]活動概要 

  (１)11 月 10 日（土）丘の上のマーケット支援 

  (２)11 月 15 日（木）千福が丘体育委員会・物品確認 

  (３)回覧「新成人者祝賀駅伝大会」案内 

 [２]事後の活動 

  (１)12 月 12 日（水）富岡地区体育委員会 

  (２)12 月 20 日（木）千福が丘体育委員会 

 

1.12 環境保健 

［1］11 月度活動実績 

   10 月下旬にゴミステーションの要望をいただいた班長さんに説明会を開いた。 

ゴミステーション改善 申請書受付（〜12／7） 

 

1.13 青少年育成 

 欠席 報告無し 

 

1.14 町内会館運営 

 特に無し 

 

1.15 町内諸事 

［１］11 月度の報告  

 （1）11 月 9日の回覧で各班長に「平成 30年度 空き家に関するアンケート調査を 

    お願いしました。 合計 21 件の報告があり、そのうち困っていると申し入れのあった 

    空き家は 2 件、別荘が 9 件でした。 

    再度現地確認、電話連絡を行い、対処がなされない場合は裾野市に報告し（町内会長 

    経由）、善処していただく予定です。 

    その内容は 

    ①これまで苦情申し入れがあり、文書で手入れ依頼のお願いをしているにも関わらず、 

     対処がなされていないもの。 

    ②町内諸事見回りで問題と考え、文書で手入れ依頼のお願いをしているにも関わらず、 

     対処がなされていないもの。  であります。 

  （2）今後空き家はますます増えていく傾向にあり、管理の行き届かないものに関しては、  

  以下のような問題が生じる可能性があります。 

   ①塀・垣根の倒壊等、保安上の問題 

   ②草木、樹木の道路へのはみ出し等、交通妨害、隣家への迷惑等の問題 

   ③著しく景観を損なっている問題 

   ④放置しておく事による害獣・害虫等の発生による衛生上の問題 

  今後とも、皆様のご協力をおねがいします。 
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1.16 町内行事 

 [１]2018 年度千福が丘どんど焼き ⇒回覧 

   ①日時：2019年 1 月 13 日（日） 10：00～12：00 

   ②場所：千福が丘小学校グラウンド 

   ③お飾りの回収日時と場所 

    ・前日：1 月 12 日（土）12：00～15：00 町内会館 

    ・当日：1 月 13 日（日） 8：30～10：00 千福が丘小学校グラウンド 

   ④お飾りについてのお願いと注意事項 

    お飾りはわらと紙だけの回収となります。━プラスチック、ビニール、針金、       

ホッチキスの針、だいだい━は必ず外してからお持ち下さい。 

   ⑤おたのしみ企画｛お汁粉、お菓子のプレゼント（小学生以下 先着順）、お神酒｝ 

   ⑥強風/雨天時：どんと焼きは中止となりますが、町内会館にて 10：00～お菓子配布、 

    お神酒提供を行います。お飾りの焼却は 1/20（日）午前中に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「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 

次回定例役員会開催予定日：平成 31 年 1 月 12 日（土）1９:00～町内会館集会室 


