


次

1、開会の言葉（司会）
東北関東大震災の被災者への黙とう
（緊急提案総会後の懇親会費用を「東北関東大震災」の被災者への義援金としたい）

功佐藤

第会総

正宏高橋2、区長挨拶

＼ 

3、議長、書記、議事録署名人の選出

4、議事

平成22年度事業報告並びに会計報告、会計監査報告

平成23年度事業計画及び予算案

役員改選（平成23年度新役員の紹介）

上羽鮒区自治会規約改正案

第1号議案

第2号議案

第3号議案

第4号議案

正墓、佐野紀ー）表彰対象者（清

宇佐美博

重喜

光臣

多田

望月

5、議長、書記解任

6、平成22年度表彰式

7、旧役員退任挨拶

8、新役員（区長）挨拶

9、閉会の言葉

このあと、今回、飲食は出ませんが、是非とどまって、親交を深めていただきたい。
上羽鮒区の将来について夢を評り合いましょう。
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平成22年度上羽鮒区役員総会実行委員
.. 

司会 佐：功

議長 佐英章

書記 高橋正也

議事録署名人 佐藤竹男、川口秀治

会計監査 斎藤昌秀、渡辺文隆

受付役員

羽行町内会 望月光臣

坂本町内会 斉藤秀俊

平井町内会 佐藤功

松林町内会 高橋正也

平野町内会 宇佐美博
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科目 予算額 決算額 増 減 備 考

前年度繰越金 1,493,257 1,49�,257 0 現金 40,183円

JA普通貯金 l, 453, 074円

区費 869,000 874,500 i,soo 羽行 1�7班 72戸(+3) 210,750円

坂本 i'�4班 50戸(+2) 148,250円

： 平井 1�3班 40戸 120,000円

松林 1�3班 48戸(+1) 141,500円！ ， 

平野 1-3班 58戸 (-1) 174,000円

2/28 日現在総戸数268戸

転出入の詳細

（羽行3戸転入 9月、 10月、 2月 3,750 円入金）

（坂本2戸転入 4月、 11月 4, 250円入金）

（松林1戸転入 2月から 500円入金）

（平野1戸転出 4月から）

大場機工（株） 50,000円
' PCシステム（株） 30,000円·------------------- ------------- ·-- - -

5
-
9

-
5

-'-
,

-
9

-
0
- -
0

------------- -----------------------------------------------------------------

補助金 255,000 340,900 安居山用水水門操作作業委託料 7,000円

安居山用水砂上げ作業時浚渫土処理 10,500円

自主防補助金 82,600円

地域スポーツ大会開催事業奨励金（ウォーキング大 13,000円

敬老事業補助金 288,800 円

王子特殊製紙（株）安居山用水負担金 30,000円

羽鮒池周辺清掃等委託料 36,000円

防犯灯電気料金補助 128,000円
·------------------- ------------- ------------· ------------- ------------------------... ----------------------------------------

雑収入 3,000 588,052 585,052 電話帳配布手数料 3,000円

平成21年度総会費用残金 13,540円

芝川自衛隊協力会からの返還金 571,512円
·------------------- ------------- ·------------ ------------ -----------------------------------------------------------------

預金利息 300 307 7JA普通貯金利息 307円

小計 1,127,300 2,058,759 931,459 

合計 2,620,557 3,552,016 931,459 

平成22年度 上羽鮒区収入決算書

自平成22年 3月 1日
（単位：円） 至平成23年 2月 28日

平成22年度 上羽鮒区特別会計収入・支出決算書

自平成22年 3月 1日
至平成23年 2月28日

収入の部 （単位：円）

科 目 金 額

前年度繰越金 2,186,042 

JA貯金利息 358 
ムロ 計 2,186,400 

支出の部
科 目 金 額

―
·
o―

 次年度繰越金 2,186,400円 (J� 普通貯金）
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平成22年度 上羽鮒区支出決算書

科目 予算額 1決算額 増減 備 考

会議費 70,000 92,621 ▲ 22,621 会駿用及び回覧用資料の印刷、 コ ピー •お茶代

平成22年度役員総会関係経費（懇親会含む）

電気料 104;227 I 15,773 平成22年2月～平成23年1月まで120,000 
消耗費 3,000 ゜ ： 3 ,000 ．．
事業費 200,000 465,021 ▲ 265,021

健
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（ （ヘルメ
ッ

ト、黄色いハンカチ、防災士養成

）
！ ー等三角点看板設置、花壇設置等）

! （祝金、弁当代、くだもの代、メッセージカード等）

,898円（記念写真代、くだもの代、飲み物代等）

役員手当 190,000 200,000 ▲ 10,000 区長(5万円）、副区長・書記・会計（各3万円）、町内会長（各2万円）

班長手当 60,000 59,000 1,000 5町内会 19班長X3,000円 1班長XZ,000円

補助金 550,000 385,900 164,100 子供会・老人会（各40,000円）、外灯補助金 (192, 400円）
水配人 (30,000円）、十五夜祭子供会へ (30,000円）

安居山用水砂上げ（水配人10,500円）、羽鮒池清掃(36,000円）
安居山用水路水門操作委託料 (7,000円）
更生保護婦人会「愛の募金」 (5,400円）福利厚生 100,000 45,400 54,600 
市民ソフトテニス大会参加補助(10,000)
ソフトボール大会参加 (20,000円）・ゲートボール大会参加(10,000)

交際費 30,000 45,515 .A.15,515 老人会・消防新年会への祝儀（各5,000円）・区長研修(4,400円）

区長会環境自協会費 (10,490円）・区長視察研修 (5,000円）

信長公奉賛会費(5,000円）・御神火まつり経費、他 (10,625円）

修繕費 60,000 1 21,500 38,500 区責任外灯器具交換・電球交換等

雑費 30,000 I 
516,239 ▲ 48.6,2.39 自衛隊協力返還金の各町内会配分 (492, 599円）

美化の日トラック提供者へのお礼 (3,000X3回）、文房具 (3,549円）

お見舞�\、供花代 (6,046円）・蛍光ブレーカー購入、他 (6,502円）

予備費 20,QQQ I ゜
， 

i 20,000 
I·• . 合計. .. •. 

1,43.3 ,000 f.9:I5,4is ▲ 49o;sso ＇ 

' .... · . ・ .. 
�＂ .··.' � � � �： 、..

1 次年度繰越金 1,616,593 内訳は下記に記載
.. 

,-• . 
総合計 ．．． 

2,620,55'1 3,552,016 ▲ 931,459 •.: .· ·.,:::::,·,. ,.. ·. ,... ·" ·. 

.. 

（単位：円）

自平成22年 3月1 日

至平成23年2月 28日

‘

次年度繰越金の内訳 JA普通貯金 1,574,566円 現金 42,027円 合計1, 616, 593円

平成23 年 2月28日 上羽鮒区会計 池上治朗

会計監査報告書

平成22年度上羽鮒区会計決算書及び特別会計決算書並びに関係諸帳簿につき
監査の結果正当なものであることを認める。

平成23年

会計監査

査

48

長隆� 

防災防　用具



平成23年度事業計画（案）

羽行町内会
① 河川用排水管出口流路の確保（小野田様宅南側）

山側の雨水が排水管からあふれ道路を冠水

坂本町内会
① 路肩崩壊

コンク
装欠落補修（佐野昭様宅北側）

コンクリート道路とアスフ可ルト道路接合箇所欠損
① 路肩崩壊、復旧工事（高野勝臣様宅前） 継続事業

平井町内会
① 認定こども園との意見交換実施

園関係者と地元自治会（町内会、区）との意見交換
② 町内市道側溝溝蓋改良工事( m)

松林町内会
① 防火用水（清正義様宅前）付近の安全対策

夜間照明の改善、取水口の安全対策
② 町内排水溝の修理工事

高橋正也様宅前から西村務様宅前、他約50m

平野町内会 下記3件共前年からの継続事業

継続事業

① 佐野和良様宅より佐野みどり様宅迄の道路拡幅とU字溝設置を行う工事

② 篠原一夫様宅上から旧旗持幸夫様宅までの間、U字溝を設置する工事

③ 荊沢孝之様宅より小野田貞夫様竹林まで約300mの間、赤道を利用し
農面道路としての整備，

＊地権者の高齢化に伴い、若い人の協力と耕作・収穫・運搬作業のための道路が必要

区、事業
① 認定こども園周辺のホタル生息地保全事業 平成24年3月
＂（ホタル観賞、カワニナ飼育・増殖・放流、ビオトープ整備）学校・市社共との交流事業

② 羽鮒池生物復活及び隣接山道整備事業
（区民憩いの場所化と子ども園からの山道整備）

平成24年3月
水配人・子ども園の共同事業

③ 高齢独居者への声かけ、見守りネットワークの構築 平成23年7月
（高齢・独居者世帯マップづくり、3世代ふれあいサロン設置民生委員・市社共の共同事業

④ 区の役員組織（自治会運営）の強化 平成23年10月
（関係役員会、事務局・企画・広報委員会の設置） 学校•市社共との交流事業

⑤ 上羽鮒区の将来に向けた課題アンケート調査 平成23年12月
（自主的に取り組むべき区課題の把握（第1回目：関係役員）） 関係役員

⑥ 羽鮒用水遊歩道の側面補強工事 平成23年6月
（大巾時、枯木等が詰まり、水かあふれて遊 道及び側面を崩j市河川課

I I 
、補修工事（後藤幸雄様宅匹側）

L 
リート道路の下を水が流れて路肩が崩壊

② 道路舗i
.. 
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平成23年度 上羽鮒区会計収入・支出予算書（案）

（単位：円）収入の部

科目 前年度予算額 本I年度予算1

I
額 増減 備 考

繰越金 1,493,257 1,616,5I ,93 123,336 

区費 869,000 I 884,q
I 
oo , 15,000 

補助金 255,000 
！

600,0
I 
I 00 345,000 

雑収入 3,000 17,0
I 
00 14,000 

貯金利息 300 300 ゜

合計 2,620,557 3,117,893 497,336 

支出の部

科目 前年度予算額 本年度予算額 増減 備 考

会議費 70,000 90,000 20,000 

電気料 120,000 120,000 ゜

消耗品 3,000 3,000 ゜

事業費 200,000 450,000 250,000 

役員手当 190,000 200,000 10,000 

班長手当 60,000 60,000 ゜

補助金 550,000 390,000 ▲ 160, 000

福利厚生 100,000 70,000 ▲ 30, 000

交際費 30,000 50,000 20,000

修繕費 60,000 50,000 �10, 000 

雑費 30,000 30,000 ゜
＼ 

予備費 20,000 20,000 ゜

繰越金 1,187,557 1,584,893 397,336 

総合計 2,620,557 i 3,117,893 497,336 

（但し、各科目間の転用を認めるものとする。）
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区長・・多田重喜 事務局（副区長・・佐藤 功 区会計••清栄一 書記・・小澤三利） 財産施設管理者・・佐藤 功
65--0972 65"'."0968 65-1208 65:--0563 65-0968

町内会名 羽行町内会 坂本町内会 平井町内会 松林町内会 平野町内会
町内会長 望月光臣 65- 1602 •小澤＝利65- 0563 佐藤 功 65- 0968 高据正也 65- 1423 •原 滋 65- 1856
会計 佐藤広人 65- 2297 小野田大助 65- 2248 
1班班長 •飯塚昭好 65-2850 •佐野 昭65-i1198 •佐野 栄65- 0965 •佐藤竹男65-1421 •清 博文 65- 0389

副班長 •佐野 正 65- 0569 •宇佐美新次65-0265 •佐藤光男65- 0962 •金丸 - 65- 1350 ・ 望月誠一 65- 1906
2班班畏 •四條名f明65- 2000 •清喜久雄65- 1467 •仲神美代子65- 2135 •太田美恵子65- 1571 ・後藤 治 65- 1170

副班畏 •古瀬玲子65-2330 •清 正行65- 0983 •川越茂樹65- 3351 ・武藤敏夫65- 1426 •若林 旭 65- 1933
3班研与 •篠同芳明65- 0988 •渡辺常勝65- 6312 •大倉和美65- 0097 •川口秀治65- 1462 •佐野和良65- 0577

副班長 •佐野利明65- 1137 ・渡辺智彦65- 0520 •横山里美65- 1118 •鈴木 実65- 0004 •館林 勉65- 0798
4班班長 •高山斡* 65- 1645 •高野躊臣 65:- 0994

副班長 •中野キ士65- 2038 •山口 昌嗣65- 2287 （副町内会長） （副町内会長）
5班班長 •深澤正博65-2656 佐野 保65- 2816 •篠盾一夫65- 1018 

副班長 •山本将剛65- 2615 
6班班長 •渡辺真弓65- 2512

削班長 •高野茂美65- 2721
t班長 •小野田真也65- 2891

- 国II妍再 太田HI道子65- 3502

防災委員 高橋正宏 65- 1526 
自主防災会支部長 •小澤三利65- 0563 佑蘊 功 65- 0968 高橋正也 65-1423 •篠雁一夫65- 1018
消防団員 佐野宏志 65- 0987 野中彰也 65- 5756 後藤 豪 65- 1915 小野田哲也 65- 2033 

佐藤紀如 65- 3298 四條浩樹 65- 2524 

芦JII和佳 65- 1354 
青少年指導員

ーヽ
林

稗久保より選出
民生児童委員 (1J 智 65- 1507) 若林 旭 65- 1933 
保健委員 ・字佐美明美65- 1416
福祉協力員 ・佑野優介65- 2835 •渡辺秀子 65- 0225 •高橋ひさ子 65- 1782
地域寄り合い処スタッフ

体育季員 和田節男 65- 1381 田中喜一郎 65- 1434 •佑蘊 通子65- 0486 川口 -- 65- 1984 .—ッ神正吉65- 2628

文化委員
-

野
(会
村

長）
老人会役員 佐野 晃 65- 0616 佐野和代 65- 1198 王男 65- 0586 

渡辺幸子 65- 0314 石川満江 65- 0982 佐野松枝 65- 0965 
篠原松恵 65- 0988 高野勝臣 65- 0994 佐藤秀子 65- 2636 

ヽ

子供会役員 •高野一巳 65- 0323 •
-

佐
(会

藤
長

広
）

人ー65- 2297 
•清そのみ 65- 1467

水配人（かんがい用水役員） 中野充夫 65- 2038 渡辺公孝 65- 0196 佐藤治郎 65- 0214 
農協総代 清正行 65- 0983 佐野 栄 65- 0965 小野田利弘 65- 0974 

・後藤良行 65- 0978
商工会代表

， 

環境監視委員 佐藤英章 65- 0970 
華化推進委員
市交通指導員

·
昌

090
俊
-4218-J.i'ot 

安全協会役員 •稲葉 真65- 0272 •宇佐美宇ー65- 0009 望月 65- 2778 遠藤 徳 65- 1424 篠原一夫 65- 1018 
1安全協会婦人部役員 村野美恵子 65- 1169 
I学童見守りボランティア ！ 

清 正義 65- 0898 
集会所管理者 佐藤益江 65- 1428 
集会所防火管理者 •佐藤 功 65- 0968 •川口秀治65- 1462 村野 光顕 65- 0575
神社畏 •明光貴洋08069465299
氏子総代 •佐野尚雄65- 2865 ・後藤幸雄65- 0977 高極秀司 65- 1782 上原苓哉 65- 0505

•石川達博65- 1890 •清正行 65-0983 •片田国夫65�1583 •斉藤昌秀65- 1339
•望月雅人65- 2860

平成23年度 上羽鮒区関係役員名簿 •新任 平成23年3月20日
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前文

第1章総則
第1条 名称

第2条 会員および
賛助会員

第3条 事務所

上羽鮒区自治会規約（案）

上羽鮒区自治会は地域社会を代表する住民組織であり、住民自治を日常的に支える
組織である。
生活環境を維持•発展させていくために、地域の問題を提起し、話し合い
町づくりをしていくためのルールをここに定める。

この会は、上羽鮒区自治会と称する（以下、「会」という）。

会は、上羽鮒区町内会 （羽行、坂本、平井、松林、平野）の居住者世帯及び賛助会員
（事業所など）をもって構成する。

会の事務所は、区長所属の町内会集会所に置く。但し、事務連絡は区長宅とする。

第2章目的および事業

第3章役員

第4章会議

第4条 目的

第5条 事業

この会は、会員相互および会内外の諸団体との情報交換、教養と福祉及び健康を増進し、
地域生活環境の整備や防災などに努め、行政及び社会福祉協講会との協議•協力を進め
町づくりを行うことを目的とする。

会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)美化、清掃など区域の環境整備整備に関すること。
(2)会員の親睦、研修会、教養講座の開催などに関すること。
(3)会員の福利厚生及び保健体育に関すること。
(4)防災訓練の実施など区域内の防災、防犯、交通安全に関すること。
(5)会内外の各種団体との連絡謂整に関すること。
(6)行政情報の活用および行政との連絡協議に関すること。
(7)所有する資産または、受託した施設の管理及び運営に関すること。
(8)その他、会の目的達成に必要な事業。

第6条 役員の種類 会に次の役員を置く。
区長1名、副区長1名、書記1名、会計1名、会計監査2名
各町内会長および班長、関係役員

第7条 選出の方法 区長は会員の中から選出し、役員総会において承認を得る。

第8条 任務分掌

第9条 任期

副区長、会計、書記は区長が任命する。
町内会長、班長、関係役員は各町内会より選出する。
区長は、細則4の選出基準に基づき実施する。

(1)区長は、区を代表し、会務を統括する。また、自主防災会長を兼務する。
(2)副区長は、区長を補佐し、区長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)書記は、会務を記録し、会の内外への連絡、広報などを行う。
(4) 会計は、会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
(5)会計監査は、会の会計監査を行う。
(6)町内会長及び班長は、町内会や班をまとめ、代表して、会務に協力する。
(7)関係役員は、行政からの業務及豆区役員の業務を行う。

区長の任期は原則2年とする。（再任を妨げないの意）
副区長の任期は1年とし、会計、書記の任期は2年とする。
町内会長及び班長はその町内会、関係役員は委嘱元が定める任期による。
欠員により就任する役員は、前任者の任期とする。

第10条会議の種類 会の会議は、役員総会、役員会、執行役員会、関係役員会とする。
(1)役員総会は、会の議決機関であり、定時総会および臨時総会とする。
(2)執行役員会は、町内会長以上の役員をもって構成する。
(3)役員会は、会計監査を除く、第6条の班長以上の役員をもって構成する。
(4)関係役員会は、関係役員をもって構成する。構成員が複数の場合は代表役員を互選する。
位l A/ •,A., 百・ A . 

第11条会議の招集
(1)定時役員総会は、年1回開催する。

の：

臨時役員総会は、会員の3分の1以上の請求があったとき、または役員会において
役員総会開催の議決があったときに、区長が召集する。

(2)役員会及び執行役員会は、必要に応じ、区長が召集する。
(3)招集された会議は、開催年月日、出席者、会議結果などの議事録を作成して区長に提出する。
(4)区長は、区域内会員に必要と判断した場合や、会員からの情報開示請求があった場合は、

議事録の写しを会員に公開することができる。

第12条議決事項 役員総会は次の事項を議決する。
(1)事業報告の承認
(2)会計決算の承認
(3)資産管理報告の承認
(4)事業計画の承認
(5)会費改定の承認
(6)予算の承認
(7)規約の改正 9 
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第5章組織

(8)役員の選出
(9)その他、会の重要事項に関すること。

重要事項の中で急を要するものは、役員会で決議執行し、次の役員総会で承認を受ける。

第13条成立要件並びに議長および議決 ．． 
(1)役員総会は、役員の2分の1以上の出席をもって成立する。

ただし、やむえない事情で、出席できない役員は、委任状の提出により、
出席者の数にかぞえられる。

(2)役員総会の議長は、会員の中から選出する。
(3)執行役員会及び
(4)会議における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

E及び班
の編成 (1) 

(2) 

第15条連合組織

第16条会計年度

第17条収入

第18条会費

会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日で報告できるものとし、
会の活動は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日とする。

会の収入は、次の収入により運営する。
- (1)会費

(2)寄付金
(3)補助金
(4)その他

会の年会費は、1世帯3000円とする。また、事業所はその規模に応じて細則5で定めた額とする。
(1)会費は、各町内会において徴収し、毎年4月末日までに、区の会計に納入するものとする。

賛助会員についてはその会員が所在する町内会長が区長と共に4月末日までに会費を徴収する。
(2)会員に特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。判断は民生委員と協議後、区長が行う。
(3)会員の転入、転出の際は、月割り精算し、それぞれ払込み、または払戻しをする。

第19条支出 支出は、役員総会で議決された予算に基づき、会の目的に沿つて行う。
(1)役員には、細則1で定める額の旅費等を支払うことができる。
(2)役員には、細則2で定める額の手当を支払うことができる。

第20条会計および 会の収入、支出および資産を明らかにするために、会計および資産に関する帳簿を整備する。
資産帳簿の整備

「区長が」を削除
「区長が」を削除

第7章会計監査
第21条監査と報告 会計監査は、会計年度終了月に監査を行い、役員総会で承認を受ける。

第8章加入および脱退
会に加入しようとするものは、班長経由で町内会長に届け出るものとする。

第9章その他

第22条加入
当区域内に入居した世帯または開業した賛助会員（事業所など）があったときは、町内会長は、
その世帯または賛助会員に、この会の趣旨を説明し、加入の案内をするものとする。

第23条脱退 会員の脱退は次の場合とする。
(1)会の区域内に居住しなくなったとき。
(2)本人の申し出があったとき。

第24条 (1)区域内の集会施設における集会等は、健康増進法第25条「受動喫煙の防止」により、禁煙とする。「原則」を削除
(2)会員は、細則3で定める弔事規定を遵守するものとする。

第25条表彰 会は細則6に基づき区に多大な貢献された方吝表彰することができる。

付則 1規約の改廃 会の規約の改廃は、役員総会の議決を経なければならない。
また、付則別紙の改訂履歴に改廃の年月日及び内容を記録しなければならない。

2 細則の制定 役員会は、この規約を実施するにあたって、必要がある場合には、細則を定めることができる。
役員会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。

3施行日 この規約は、西暦2010年4月1日から施行する。

lb 
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細則1 (第19条(1)関係）

上羽鮒区旅費規定

1 会の役員が会の用務のため出張するときは、この規定の定めるところにより旅費を支給する。

2 旅費は、次のとおりとする。
(1)交通費 実費を支給する。
(2)宿泊料 1泊10000円を限度に実費を支給する。

3 この規定は、西暦2010年月1日から五行する。

細則2 (第19条(2)関係）

上羽鮒区役員手当規定

1 会の役員が会の用務のため払われた役務に対して、
この規定の定めるところにより手当を支給する。

2 年間の手当は、次のとおりとする。但し、兼務する場合はどちらか高額のものとする。
(1)区長 50,000円
(2)副区長および会計、書記 30,000円
(3)町内会長 20,000円
(4)班長 3,000円

3 この規定は、西暦2010年4月1日から施行する。

細則3 (第24条(2)関係）

上羽鮒区弔事規定

1 会員及びその同居家族に弔事が生じた場合、その連絡方法は次の通りとする。
弔事が生じた班長→町内会長→区長→他の各町内会長→各班長とする。

2 弔事が生じた世帯に所属する班の会員は、必要に応じて葬儀の執行に協力するものとする。

g 執行役員本人が死亡した場合は、区より花楢代を贈り弔黙金とするn

4 この規定は、西暦2010年4月1日から施行する。

則4 (第7条関係）

上羽鮒区長渭出基準

1 次の区長、副区長は会員の中から選出する。ただし、候補者がなく、選出が困難な場合は
候補者選出のための町内会順番ルール (2項）に基づき、該当する町内会長が選出する。

2 区長は松林→平野→羽行一坂本→平井の順とする。

3 この規定は、西暦2010年4月1日から施行する。

細則5 (第18条関係）

事業所会員の区費

1 事業所会員の区費は事業所と上羽鮒区長との間で合意した金額とする。

2 事業所の規模に応じた次の額とする。 i 
•PCシステム（株） 30,000円
•大場機工（株） 50,000円

3 この規定は、西暦2010年4月1日から施行する。
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全文追加
二――

, 

1 
区に対して多大な貢献された方を、会を代表して区長が感謝状を贈る。

細

被表彰対象者は執行役員会で決める。
賞品は感謝状と副賞(10,000円）

1

2

 

この規定は、西暦2011年3月20日から施行する。3
 

,. 
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上羽鮒区表彰規定





上(』i区関係役員会の課題（案） 2011-1-23 
• 

.. .____ WOli... 

No. 役員会名 2010年度（現在） 2011年度から3年間の課題 到達年度 備 考これまでの役員名 .,_ 

1 防災防犯 自主防災会長(1) 会の自主防災計画を作成し、区域内の防犯パトロ ールを行う。
自主防災会支部長(4) (1)大地震 時の避難道路の危険個所マップづくり 2011年度
消防団員分団長(1) (2)区と町内会支部との連携による防災訓練計画の策定 2011-2013年度
青少年指導員 (3)我が家の耐震対策、家庭での備蓄食料・水確保、簡易トイレ確保の呼びか 2012年度
民生委員 (4)施設（消火栓、ホース、可搬ポンプ、防火水槽等）の点検 2011-2013年度 青少年指導員は現在、稗久保区

2福祉保健 民生委員(2) 高齢・独居者の地域に参画しやすい環境づくり 芝川地区社共が設立した時には
福祉委員 民生委員と連携し、高齢者、一人暮らしの会員等との対話と交流を行う。 社共の活動として取込まれる見込み
保健委員(1) (1)高齢者、独居者、身障者世帯マップづくり 2011年度

(2)高齢者独居者への声かけ 、見守りネットワークの構築 2011-2013年度
(3)3世代ふれあいサロン（地域集会所開放）の設置 2011-2013年度

3 体育 地区体育委員(5) 健康増進のためのスポーツイペント組織と連携し、地域との交流活動を行う。
(1)区主催スポーツイペント開催事業の具体的推進(10月） 2011-2013年度 (1)項これまで区ウォーキング大会2回実施

—— · -· ·- .. 

一(2)富士宮市区対抗スポーツ大会への参加とりまとめ 2011-2013年度 {2)項サ7トホ!.=ル、ソフトテニス、ゲートボール出場

4 文化 子供会役員(2) 老人会や子供会が連携し、地域の文化交流活動を行う。 芝川地区社共が設立した時には
老人会役員(10) (1)地区社共、公民館による地域文化まつりへの参加 2011-2013年度 社共の活動として取込まれる見込み

(2)ホタルの餌（力りニナ）の飼育・増殖・放流 2011年度
- ヽ (3)羽鮒にまつわる郷土の歴史を語る会 2012年度 . . 

5 農林商工 水配人(3) 区内の農林里山等、自然環境の保全と朝市の取組み
部農会長(3) (1)用水管理及びほ場組合との情報共有、農協からの配布協力 2011-2013年度
農協総代(4) (2)羽鮒ホタル保護と生息地の保全 2011-2013年度

(3)羽鮒池生物復活による区民憩いの場所化と子ども園からの山道整備 2011年度
(4)認定子ども園駐車場等での新鮮野菜などの朝市又は無人販売 2012年度
(5)休耕作地の家庭菜園転換事業の推進 2012年度 (5)項は、2010年度の繰延事業

6環境美化 環境監視委員(1) (1)ゴミ集積施設、リサイクル資源保管施設点検 2011-2013年度
(2)不法投棄監視パトロ ールの推進、看板設置 2011-2013年度

7交通安全 交通安
通

全
指

協
導

会役員(5) (1)学童通学時の交通安全指導及び見守り 2011-2013年度
市交 員 (2)交通危険個所及びカーブミラー等の不具合箇所の点検及び対策 2011年度 市交通指導員は現在、下羽鮒区

8財産施設管理 なし (1)区用書庫、、防災倉庫内の区用用具や備品の管理、 2011年度
(2)区の財産（羽鮒用水設置 時発生区有地）の名義変更処置の検討 2012年度 (2)項は、大正2年以降名義変更なし

9区事務局 なし (1)区の組織体制が整い活動が活発化した
：長
時

並
点
み

で
の

事
報

務
酬
局
を

を
提
設
供

け
）
る 2012年度 区長選出町内会集会所など

（事務局 は専従者を 置く場合は町内会

10 企画委員会 なし (1)会の年間活動計画を作成し、予算決算のとりまとめを行う。 2011-2013年度 当面、区長が委員長
(2)区長、副区長の引き継ぎ説明 2011年度

11 広報委員会 なし (1)区の全世帯に通知すべき印刷物の配布 2011年度 当面、副区長が委員長
(2)上羽鮒区関係役員会の動き、成果などの区民への広報活動 2012年度
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