
平成 23年度

(自 …平成23年 4月 1日 ～至…平成24年 3月 31日 )

|

上 坤 鮒 区

役 員 総 会 議 案 書

|

日時・・

輝 慶馨戦配『

25日 (日 曜日)

場所・・・平野集会所

上羽鮒区町内会戸数 (平成24年 3月 20日 現在)

町内会名 1班 2班 3班 4班 5班 6班 7班 合計

羽行町内会 10
４
１
１

‘
Ｅ
Ｄ

０４
１
３

‘
１
１

４
１
１

４４
１
１ 6 73

坂本町内会 ３４
１
１ 12 ８“

Ｉ
Ｂ 8 51

平井町内会 15 ３４
１
１

１

１

■

― 39

松林町内会 22
４
１
１

４
１
１ 118 51

平野町内会 19 12 27 58

総戸数 272

／
／



平成二十三年度の自治会活動を振り返つて

「子供からお年寄 りまでが安心:安全に生活できる地域」を目指 し早一年が過ぎました。

班長さんをはじめ自治会役員の皆様のご協力をいただき、大過なく各行事を消化いたし

ました事に、先ずもつて感謝を申し上げます。

昨年は 3月 11日 の東日本大震災、 3月 15日 の富士宮市を震源とする地震、8月 の

不法投棄や豪雨、 9月 に台風 15号と予想外の災害発生に振 り回された一年で した。

区としては特に台風による土砂災害、洪水1被害、倒木、用水路の崩壊による被害が大き

く、水配人や関係役員の皆様、消防団員には大変ご苦労をお掛けしました。 地震や台

風そのものは防げませんが、12月 の防災訓練には今までにない大勢の方の参加をみて

災害を最小限にする事は私たちで出来るとい う思いを強く持ちました。 また「災害は

忘れた頃にやつてくる」、のではなく「忘れた人にやつてくる」、と私は思い、これから

の自治会運営に生か していく所存です。

また、今年度区事業であります、高齢独居者の見守 り活動について皆様のご理解をい

ただき民生児童委員の指導のもと、福祉協力委員の皆様の献身的な活動により成果を上

げてきました。芝川地域のモデル活動 として他区からも注目を浴びてお ります。また市

民体育祭にも老人会クラブ若生会のゲー トボール、有志のソフ トテニス、他区と合国の

バレーボール、に参カロいただき、上羽鮒区の名を高めていただきました。 区としまし

ても、体育委員とスポーツクラブと共催の運動会を開催 し多くの方々の参加をいただき

ました。それぞれのスポーツを通し地域の絆を深めたものと確信いたしてお ります。

また皆様のご協力の下、ゴミ集積所の美化運動、環境美化委員による区内の標識整備

等がされ市長表彰をいただき、地域の連帯感を一層強めることが出来たと思います。

子供園開設に伴 う交通量の急増に対 し心配された交通事故も、安全協会委員の皆さん

や学童見守 リボランティアのご努力によリー事故を防げた事はとてもありがたい事です。

また自治会活動以外の絆づくりとして、東 日本大震災で自粛 していた、上羽鮒地域の

神社のお祭 りも、神社長、氏子総代の皆様、当番の皆様方のご尽力によりそれぞれの神

社 とも盛大に執 り行われ地域の皆さんの交流と文化の継承が行われ、元気とお|づ くりに

大きな約割を果たしたのではないでしょプか。 まだ色々とあり書きつくせませんが、

区長をお受けし、各行事等を通 じて多くの皆様とお会いし、ご意見を賜 り、この地域の

素晴らしさを知 りました。それを支えている班長、町内会長、それぞれの役員の皆様に

心底より敬意を表 します。皆様本当にご苦労様でした。 区民の皆様に於かれましても

ご協力誠に有難 うございました。

平成 24年度も『 子供から高齢者が安心、安全に生活できる地域』をスローガンに自治

会活動を進めてまいりますので、引き続きのご指導ご協力を御願い申し上げます。

‐
平成 24年 3月

上羽鮒区長   多田 重喜
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総 会 次 第

1   1.開

会の言葉 (司会)  .   体藤  功

2.区長挨拶         多田 重喜

3.議長、書記、議事録署名人の選中

4.議 事
第一号議案 平成23年度ホ業報告並びに会計報告、監査報告

|

第二号議案 平成24年度事業計画及び予算案
|

v      第二号議案 役員改選の十

5.議長、書記解任   |

6.新役員紹介

7.旧役員退任挨拶      高橋 正也

8.閉会の言葉        望月 光臣          ‐

平成23年度上羽鮒区役員総会担当名(案 )

議 長    四條術明様

菫撃L署名人 埋原型翼鞣
=   会計監査   後藤 治様  鱗¬

=品

籍
|

'    受 付    各町内会長
受付責任者  小沢三利様
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平成23年度 事業報告

羽行町内会
① 河り|1用排水管出口流路 田様宅南側) 工事決定

(居酒屋じゅん様側に1メートル をつける。)

② 河川の大水で道路の下の,石積崩壊橋修工事(台風15号被害)工事完了

(妙行寺下、河川にかかる丸太橋の架け替え)

④ 道路補修工事 (中野充夫響宅前かり高山信子様宅前)  継続

坂本町内会          :
① 羽鮒503番地先、佐野 昭様方北側道路舗装欠落補修  工事完了

(コンクリート道路とアスファルト道略接点が欠落)

:l              iま 曇まI』:日 工∫

義

[1済み、継続

④ 羽鮒590番地地先、市道羽鮒長貫線坂本交差点山側落石及び

急斜面崩壊防止工事                申請済み、継続
※ ③④は書類申請、現場確認がされ、市においては順番待ちとの回答

平井町内会
① 町内会地域内道路側溝蓋の改良            完了

(点検の結果緊急を要する地点を改良)

② 県東部地震の影響と思われる道路等破損箇所の改修    完了

③ 松林町内会地域内道路排水施設の考朽化による、平井地区内

埋設排水管、排水枡補修  1           継続

(再三にわたり掘削、コンクリート補修するも濾水現象の改善が見られず)

(佐野あきら様宅前から青岡菊
③ 河川の橋復旧工事

松林町内会      |   |
① 町内排水溝(側溝)の更新

まで)

コンクリートで工事完了

85%改善済み

(町内の宅地造成時に設置された排水溝 (側溝〉が約2百mあるが、芝川町時代に

葬

勇l:]影:3#li3を 雷〕象を電

獅 患修理となった。23年 6月 に一部

② No2瞥    避鑑 喫ぶ緊張育季竃翼票奮人の詳訂止簸Ю
③ 防災対策の推進〈集会所に災害時め飲料水と食料の備蓄)  完了

(飲料水は2リットルを60本備蓄、食欅は今後再検討)
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平成23年度 上羽鮒区特別会計 収入・支出決算書

自 平成23年 3月  1日
.     至 平成24年 2月 29日

|                  (単 位 :円 )

2,186,400

次年度繰越金 2、 186、 750円  CA普通貯金)

平成23年度 上羽鮒区 収入決算書

平成23年 3月 1日
(単位:円 ) 至 平成24年 2月 29日

科 目 予算額 決算額 増 減 備 考

前年度繰越金 1,616,598 1,616,593 0 現金                       42,027
JA普通貯金                   1,574,566

区 費 884,000 891,750 7,750 羽行 1～ 7班   73戸 (+1)          218,250
坂本 1～ 4班    51戸 (+1)          151,750
平井 1～ 3班   39戸 (-1)           H8,000
松林 1～ 3班   51戸 (+2)          149,750
平野 1～ 3班   58戸              174,000

2/29日 現在 総戸数272戸 (+3)

転出入の詳細

(羽行1戸転入 7月 2、 250円入金)

(坂本1戸転入  9月 1、 750円 入金)

(松林2戸転入 9月 12月 2,750円入金)

(平井1戸転出 8月 ▲2、 000円 )

大場機工 (株)                 50,000
PCシステム(株)                    30,000

補助金 600,000 606,900 6,900 安居山用水 水門操作作業委託料           7,000
安居山用水砂上げ作業時浚渫土処理         10,500
自主防災補助金                  83,800
地域スポーツ大会開催事業奨励金           14)000
敬老事業補助金                 297,600
王子特殊製紙(株)安居山用水負担金         30,000
羽鮒池周辺清掃等委託料              36,000
防犯灯電気料金補助                128,000

雑収入 17,000 39,690 22,6901 電話帳配布手数料                  3,000
平成22度総会費用残金               36,540
黄色いハンカチ販売                   150

預金利虐、 300 313 13 A普通貯金利′息                   313
/jヽ 言十 1,501,300 1,538,653 37,353 1,538,653

合 計 3,117,893 3,155,246 37,353

ζ



平成23年度  上羽鮒区 支出決算書

(単位 :円 )

自

至

平成23年 3月 1日

平成24年 2月 29日

科 目 予算額 決算額 差 備 考

会議費 90,000 57,021 -32,979 事務費 2,021円

平成23年度役員総会関係経費 懇親会及び資料印刷代 55,000円

電気料 120,000 109,356 -10,644 平成 1 3年2月 ～平成24年 1月 まで

消耗費 3,000 0 -3,000

事業費 450,000 440,109 -9,891

|

|

防災[

防災 :

敬老〕

環境三

事業 61、 785円 (ヘルメット27ヶ ,デノトシート)

I養成22年分 11,050円  地域交流運動会 51,544円

〕祝い 291,498円 (祝い金、弁当、テ
゛
サ―゙卜詰め合せ、メッセージ)

縮 表彰記念品 22,482円  防災用結東ハ
.ン

ト・1,750円

役員手当 200,000 200,000 0 区長 Ю,000円  副区長 .書記 .会 計 各30,000円 町内会長 各20,000円

班長手当 60,000 60,000 0 5町 内会 2峨長 X3,000円

補助金 390,000 391,300 1,300 子供会・老大会 各 40,000円  外灯補助金各町内会配分 192,400円

水配人 30,000円  十五夜祭典子供会 30,000円

安居中用水砂上げ 10,500円 羽鮒池清掃各町内会配分 36,000円

唇:]lξI:受1:lIう勇fII[14λ‖10円
福利厚生 70,000 55,000 -15,000 市民ソフトテニス参加補助 10,000円  高齢者独居身回り活動費 15、 000円

ソフトボール芝川地域交流大会参加20,000円 ゲートボール大会参加 10,000円

交際費 50,000 38,670 -11,330 老人会.消防新年会への祝儀 各5,000円

区長会環境自協会費 10,670円  区長視察研修会負担金 10,000円

区長会芝川支部負担金 3,000円 成人式助成金 5,000円

修繕費 50,000 11,550 -38,450 区責任外灯電球交換 11,550円 (4箇所 )

雑 費 30,000 64,820 34,820 震災義援金 50,000円

環境美化トラック提供者へのお礼 3,000円 事務用品 8,220円

収入印紙 600円 浅間神社玉ぐし料 3,000円

予備費 20,000 0 -20,000

合 計 1,533,000 1,427,826 -105,174

23年度 総収入

23年度 総支出

3、 155、 246円

1、 427、 826円

次年度 繰り越し

|

次年度繰越金の内訳    現 金

11、 597円

11727、 420円

JA普通預金

1、 715、 823円

内訳は下記に記載

合 計

1,727,420円

平成24年 2月 29日  上羽鮒区 会計  清 榮一

平成23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。

1』重」「
 〕
レ

17層

く  ,移c

会計監査報告書



平成24年度 事業計画 (案 )

羽

§増』fh愛桑熙籍 翼奨珊 鍬 颯 前  聯 案0

1道路舗装欠落補修
側道路舗装欠落補修
首路舗装欠落補修
側道路舗装欠落補修
則道路路肩崩壊復旧工事 (継続案件)

反本交差点山側落石、崩壊対策 (継続案件)

平井町内会
① 松林町内会、平井町内会地域内道路排水設備の改良工事

松林町内会         '
① 町体

雲≧禦辱こ病〕篇露麓i層に漏れノがある。修理・更新があるが1参]哩嵯 めたい。

② 町内排水溝 (側溝)の修理 (道路内トンネル管を含む)

町内排水溝残り15%部分の修理を市へ要望する(場所は1班 田中様宅前)

③ 松林から平井に流れる排水管の修理 (平井町内会事業計画と内容は同じ)

④ 町内道路の補修 (道路表面の傷みの激しいところの補修を市に要請)

3班 清様と深谷様の間6m× 10m、 3班 鈴木様の前2m× 6m

平野町内会
① 佐野和良様宅より佐野秀司様宅迄の間の市道路拡幅と側溝の整備工事 継続案件

② 篠原一夫様宅上から1日燎持幸夫様宅までの間の排水溝の設置工事  継続案件

③ 荊沢孝之様宅より小野田貞夫様所有竹林までの農道整備工事    継続案件

区、事業    目標 (スロLガン)

「子供からお年寄りまで安全に安心して住める地域を皆の手で」

① 絆づくり(地域の絆を強めよう)

子供から高齢者まで楽しめる運動会の実施

異藷  讐墓爾霧ア¥野鷲積は1電義づψ
② 減災対策(災害、まさかに備えよう).

琵農稚欝縫鰍   賤
"避難所の再点検 (1次、2次避舞所、経路等)

災害時要援護者支援登録制月の推進

③ 安

       篭観傍食現
祉↓議会との連携活動

④ 羽鮒用水路の安全確保
安

菫[131i、 らの流入対策)

⑤その名電設犠蠍認瑞孵
含υ



羽鮒山林道損壊個所の改良

(林道入口遊歩道看板から300m地 点及び 500m地 ′像)

担当部署  環境森林課

林道入口 (文太付近)カ ーブミラー|の取 り換え (ひび割れあり)

担当部署  道路課

]水道ポンプ交差点付近横断歩道の設置

:拡幅計画あり、進捗状況により、

道路課

さらに、こども園送迎車両の南田農道の通行について、安全運転の徹底につい
|

て指導を要請する。 (こ ども園芝川 リズム及び、こども未来課 )

ヽ
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収入の部

平成24年度 上羽鮒区会計 収入・支出予算書 (案 )

(単位 :円 )

科 目 23年度決算額 24年度予算額 増 減 備 考

繰越金 1,616,593 1,727,420 110,827

区費 891,750 896,000 4,250

補助金 606,900 1 600,000 -6,900

雑収入 39,690 1   3,000 -36,690

貯金利息 313
|

300 -13

合計 3,155,246 3,226,720 71,474

支出の部

科 目 23年度決算額 24年度予算額 増 減 備 考

会議費 57,021 61,000 3,979

電気料 109,356 120,000 10,644

消耗品 0 0 0

事業費 440,109 482,000
・
41,891

役員手当 200,000 200,000 0

班長手当 60,000 60,000 0

補助金 391,300 391,300 0

福利厚生 55,000 55,000 0

交際費 38,670 40,000 1,330

修繕費 11,550 1 50,000 38,450

雑費 64,820 20,000 -44,820

予備費 0 20,000 20,000

合 計 1,427,826 1,499,300 71,474

繰越金 1,727,420 1,727,420 0

総合計 3,155,246 3,226,720 71,474

(但し、各科 日間の転用を認めるものとする。)

1 /θ



平成24年度  上羽鮒区役員名簿

区長 "   多田重喜      副区長中  小沢 三利 会計・・  清  栄― 書記 "  佐藤 幸男

65-0972                        65-0563             65-1195             65-1411

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 S^ X,\ 65- 106l 小 沢 三利  65-10563 佐藤 幸男 65-1411 川合  迪  65-1621 篠原 ―夫 65-

会計 E# )EX 65- oe6e il -lt 65- 14ot

1班 班長 t&W iE 65- o56e 小林 一正  65- 0557 佐藤 光男 65-0962 *rt 6s- I35c 小野田 哲也 65-2033

冨1班長 Ery Xffi 6s- 0644 佐藤 ―秀  65- 0270 佐藤 隆夫  65-2473 後藤 幸彦  65-2571 il llt 65- o38e

2班 班長 fiffi H+ 6s- 233€ 清 正行  65- 川越 茂樹  65-3351 fr* tr* 65- 142G 小野田 純也 65-0302

高1班長 fitf A* 6s- 1814 石川 明― 65- 0982 tftA {Tf 6s* 1236 内川 衆- 65-1544 後藤 )e 65- 1170

3班 班長 佐野 利明  65-113フ 智彦  65- 横山 里美 鈴木  実  65-0004 森 ヨミ‖摯    65-0827

副班長 高野 和夫  65-2011 望月 保志  65- 2012 ftrl ltl- 65- 377s 上原 英哉  65-0505 佐 野 t{lR 65- 0577

4班 班長 中野 充夫  65-2038 山日 正嗣  65- 2287

副班長 石川 達博  65-1890 田中 喜一郎 65-1434 (副町内会長) (副町内会長 )

5班 班長 山本 将剛  65-2615 佐藤 竹男  65-1421 佐野 寿恵雄 65-0459

副班長 E+ {t os- 2o3E

班 長 高野 茂美  65-2721

副班長 #H +il 65- 272s

7班 班長 大田川 道子 65-3502

副班長 吉田 治政  65-2412

自主防災支部長 鈴木 文人  65-1967 佐藤 幸男 65- ,,lle iE 65- 1625 佐野 寿恵雄 65-0459

消防団員
野中 彰也  65-575〔 後藤 * 6s- tets 芦川 和佳  65-1354

佐藤 紀如  65-329〔 Effi }5#l 65- 2524

防災委員 高橋 正宏  65-1520

青少年指導員 望月 光臣  65-1602

民生児童委員 稗久保 4ヽ林智 65-150ワ f$t E 65- 1s33

保健委員 宇佐美 明美 65-1416

福祉協力委員 佐野 優介  65-2835 fiU F+ 6s- 0225 高橋 ひさ子 65-1732 高橋 美喜子 65-1432 小野田 嶺子 65-0974

体育委員 fiil jEfE 65- o3r4 望月 真司  65-0984 佐藤 通子  65-0486 糸山 康昭  65-1417 舞  伸治  65-0906

老人会

佐野 晃  65-0616 咋野型レC65~覇可会長 野村王男 65-0586

渡辺 ++ 65- 0314 E,lt1 5,;1 6s- oe82 trS Yl+t 65- oe65

篠原 松恵  65-0988 高野 勝臣  65-0994 佐藤 秀子  65-2636

こども会
会長 四條浩樹 65-2524

副会長篠原洋美 65-0988 会計 山口育美 65-0231

水配人 中野 充夫  65-2038 渡澤公孝 65J WW L 65- 1078

農協総代 佐野 紀- 65-1201 後藤 良行  65- 0978 佐野  栄  65-0965 小野田 利弘 650974

美化推進委員 tEfi EE 65- oeTo

安全協会役員 稲葉 真  65-0272 宇佐美 宇-65- 0009 th* Dt 65- oe68 f;ffi Efi 6s- 1s2o Hffi #ffi 6s- 2434

安全協会婦人部役員 村野 美枝子 65-1169

学童見守リポランテイア }} iE* 6o- oseg

集会所防火管理者 E* 91 65- oe68 Jlltr #i6 65- 1461 F.fry ,Effi 65- 0575

神社長 明光 貴洋 08069465299

氏子総代

佐野 尚雄  65-2865 後藤 幸雄  65- 0977 Efr ,f 65- oe65 斉藤 昌秀  65-1399

石川 達博  65-1890 清 1正行  65F0983 片田 国夫  65-1583 内川 衆- 05-1544

望月 雅人  65-2860

iタイカρ


