
平成 24年 度
(自“平成24年 4月 1日～至 "平 成25年3月 31日)

上 羽 鮒  区

役 員 総 会 議 案 書

日 時二・"平 成25年3月 24日{午後1時より)

場 所・・・平野集会所

上羽鮒区町内会戸数 (平成25年 3月 20日現在)
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区民の皆さまへお礼

区長をお受けし、早いもので2年 の任期を大過なく務めることができました。

これも地域の皆様のご支援、ご協力があればこそと心より感謝を申し上げます。

特に、区長会芝川支部の副支部長やそれに関する様々な役を仰せつかり、副

区長や町内会長、班長様にはいろいろご無理を申し上げました。また、その立

場で、芝川地区の福祉に関する諸問題を知れば知るほど、このままではまずい

という思いを強く感じ、区長会と民生委員を中心に、芝川地区社会福祉協議会

を立ち上げました。特に高齢者に関する諸問題は、人ごとではなく誰もが、何

時かはその立場になることであり、できることを、できる人が出来る時にする

ことが、自分たちの地域を自分たちで守ることに繋がることになると信じます。

どうか、この活動につきましては引き続きのご協力をお願い申し上げます。

また懸案でありました稗久保地区開発に伴い、生活用汚水が大沢を経由し羽

鮒用水に入り、田畑や、排水路に悪影響を与えております。上羽鮒区として対

策委員会を立ち上げ、行政にも委員に参加していただき、会議を進め、結論を

出し、予算付をお願いし、大沢と用水路との交差分離工事が決定いたしました。

これが正に地域と行政の協働事業であり、これからの行政に対する要望の進め

方のひとつとなるでしょう。委員の皆様にはいろいろご苦労をおかけしました。

羽鮒山からの上砂流出、流入の件も、砂防ダム設置で決着し、水路より上段

は県の事業、水路より下段の無名沢は市の河り|1課にて実施することなりました。

地域交流運動会や防災訓練、清掃活動等地域の 「ふれあい事業」には、昨年

にもまして多くの方の参加をいただき、地域の皆様の意識の高さや、やる気を

強く感じ、自治会として大変ありがたく心よりお礼を申し上げます。

25年 度は新区長のもと、新役員さんにより自治会活動がスター ト致します。

行政には大変詳しい新区長の手腕により、この上羽鮒区が益々住みよい地域に

なりますよう、ご活躍をご祈念申し上げます。

終わりに当たり、私は区長会副支部長として芝富地区7区 を担当、地区社協

の立場で 11区 に携わる機会をいただきました、その中で特に、この上羽鮒区

の力、(まとまり、新しいことに挑戦する意欲、心の豊かさ等)や 素晴らしさを

強く肌で感じました。その意味でこの2年 は私にとつて、多忙ではありました

が、とても充実した日々でした。

上羽鮒区の皆様、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

区の皆様のご健勝をご祈念申し上げお礼の言葉にさせていただきます。

平成 25年 3月 24日

多田 重喜



総 会 次 第

総合司会

1.開会の言葉

2.区長挨拶

議長
書記

篠原―夫

川合 迪

多田重喜

3.議長、書記、議事録署名人の選出

4.議 事

第一号議案 平成24年度事業報告並びに会計報告、監査報告

第二号議案 平成25年度事業計画及び予算案

第二号議案 役員改選の件

5.議長、書記解任

6.新役員紹介    篠原―夫

7.新区長挨拶 (新役員代表)四條街明

8.退任役員挨拶   小澤三利

9.閉会の言葉   鈴木文人

閉会後新旧役員交流懇親会を行いますのでご参加ください。

平成24年 度上羽鮒区役員総会担当名(案)  ※敬称を略させていただきます.

後藤幸雄
佐藤幸男

議事録署名人佐藤光男
川越茂樹

会計監査  佐野寿恵雄
小野田哲也

受付責任者 小澤三利



松林町内会

1.町内集会所の浄化槽修理                  完了

集会所の トイレ用浄化槽の漏れがあり、業者と見積もり、修理方法を検討し

7月 に修理工事を施工。           ・

2.町内排水溝 (側溝)の 修理                 完了

町内排水溝、残り10%部 分の修理を市に要望 (場所は 1班田中様宅前)し 完

了したが。今後の清掃時の負担軽減のためグレーチング設置を、市に要望した。

3.松林から平井に流れる排水管の修理             完了

i班の東側地区から平井町内会へ、トンネルにて流れるツト水管に漏れが発生し、

応急修理を依頼したが完全でない為区の事業として要望、5月 工事完了

4.町 内会道路の補修                 1部 3月完了予定

3班 の清さんと深谷さんの間、 3班 の鈴木さん宅前

追カロ要望

5.側溝鉄製蓋 (グレーチング)設 置           継続

町内会の高齢化に伴い、側溝清掃の負担軽減のため、要望したが、予算上の

問題があり継続案件となつた。

6.雨水流入防止対策 (雨水枡設置)            完了

早川さん前から川合宅道路からの雨水流入防止対策の実施

10月 に施工し経過は良好。

平野町内会

1:佐野和良様宅から佐野秀司様宅までの間の市道の整備工事

市に要望済                      (継 続)

2.篠原一夫様宅上から旧旗持幸雄様宅までの間の排水口設置工事

市に要望済                     (継 続)

3.荊沢孝之様宅から小野田貞夫様所有竹林までの農道整備工事

市に要望済                      (継 続)

4.鍋田清次様宅前の道路陥没箇所舗装修理          完了

5.産能神社境内遊具の再塗装実施              完了

6.ゴミ集積所の再塗装 (2箇所)と 設置場所整備実施     完了



区、事業報告

目標 「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 (芝り|1健、遊、楽)の ご協力をい

ただき、3歳 から95歳 、総勢約 200名 の参カロをいただきました。

◎環境美化の一環で各町内会のゴミ集積場所がきれいに整備され共有意識が高

まりましたました。

◎防災副1練や清掃の日等の行事参加者が昨年以上に増え皆さんの交流ができ良

かつたと思います。

◎各地域の祭典も当番さんのご尽力で盛大におこなわれ、良き地域の交流に繋

がりました。

②減災対策      '

◎黄色いハンカチ作戦も掲示率 90%、 防災訓練参加者も (12/1)329名 の参

加をいただき、1軒一人という過去の考えを払拭し、防災意識の高まりを感 じ

ました。

◎各班長さんの努力により災害時、安否確認用の世帯台帳整備も進み、自治会

としては、富士宮市内で トップクラスの世帯台帳ができております。

◎各町内会防災支部長の要望品を防災補助金で購入いたしました。

◎災害時要援護者支援登録制度の推進をし5名 の追加がありましたが、制度そ

のものにも不備があり、検討課題が残りました。

③安全、安心対応

◎昨年6月 芝川地区社会福祉協議会を立ち上げました。(広報参照)

◎高齢者見守り活動の状況は次の通りです。25/1末時点

対象独居高齢者 19名  福祉協力委員 5名  訪問回数 219回 /在宅数 177

・活動日数 158日    民生委員との相談、連絡  3件

◎子供、高齢者の交通安全

リズム幼稚園入日、道路拡幅工事着工、完了

学童見守リボランテイアの清、正義さんが富士宮市より表彰される。

④羽鮒用水路の安全確保

◎羽鮒用水路改良工事 (大沢と用水路との立体交差化)決 定、工事開始

◎土砂流失、流入対策は用水路より山側は県の事業として砂防ダムの設置をす

る。(市より県に書類提出済)、用水路より下流沢は市、河川課の事業とし進め

ることが決定 (25年 度予定)

⑤その他各町内会、要望事項の行政との折衝、推進を行つた。

要望内容は各町内会長より報告



平成24年度 上羽鮒区特別会計 収入・支出決算書

自 平成24年 3月 1日
至 平成25年 2月28日

全 2,186、950円    OA普 通貯金)

平成24年度 上羽鮒区 収入決算書

平成24年 3月

平成25年 2月

1日

学4凛 円, 2月 28日

科 目 予算額 決算額 増 減 備 考

前年度繰越金 1,727,420 1,727,420 C 現金                       11,597

1A普通貯金                   1,715,823

区 費 896,000 900,000 4,000 羽行 1～7班    73戸              219,000

坂本 1～4班    52戸 (+1)          154,750

平井 1～3班    39戸               116,250

松林 1～3班    51戸              153,000

平野 1～3班    59戸 (+1)           177,000

2/28日 現在 総戸り女274戸(+2)        計 820、000

転出入の詳細

(平井1戸転出 1戸転入 ▲750円 )

(坂本1戸転入  1,750円 )

(平野1戸転入 3,000円)

大場機工(株)                 50,000

PCシ ステム(株)                    30,000

補助金 600,000 616,100 16,100 防犯灯電気料金補助                129,000

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                  84,600

地域スポーツ大会開催事業奨励金           14,000

敬老事業補助金                  312,000

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

雑収入 3,000 38,798 35,798 電話帳配布手数料                  3,000

平成23年度総会費用残金              11,898

健楽遊会長四条氏より                lo,ooo

運動会参加費                   13,900

預金利息 300 193 -107 lA普通貯金利息                   193

/」ヽ 計 1,499.300 1.555.091 55,791 1,555,091

合 計 3,226,720 3,282,511 55,791



科 日 予算額 決算額 差 備 考

会議費 61,000 58,264 -2,736 事務費 3、264円

平成24度役員総合関係経費 懇親会及び資料印刷代 55,000円

電気料 120,000 126,586 6,586 平成24年 2月～平成25年 1月まで 10月 より電気料金値上げ

事業費 482,000 472,159 -9,841 防災事業 56、986円

地域交流運動会 109、 820円

敬老お祝い 305、353円

役員手当 200,000 200,000 0 区長 50,000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 20班長×3,000円

補助金 391,300 384,300 -7,000 子供会・老人会 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

安居山用水砂上げ lo,500円 羽鮒池清掃各町内会配分 36,000円

更生保護婦人会愛の募金 5,400円

福利厚生 55,000 44,600 -10,400 市民ソフト.テニス参加補助 10,000高齢者独居身回り活動費 15、000円

ゲートボール大会参加10,000円 福祉懇親会9、600円

交際費 40,000 43,790 3,790 老人会.消防新午会への祝儀 各5,000円 青少年指導員協議会2、000円

区長会環境自協会費 10,790円 区長視察研修会負担金 10,000円

リズム運動会祝儀 3、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 50,000 147,105 97,105 区責任外灯電球交換及び器具交換(6ケ所)

雑 費 20,000 8,389 -11,611 事務用品 7,789円

収入印紙 600円

予備費 20,000 0 -20,00C

合計 1,499,300 1,545,193 45,893

平成24年度 上羽鮒区 支出決算書

(単位:円)

24年度 総収入  3,282,511

24年度 総支出 1,545,193

次年度 繰り越し 1,737,31 8

勁
軌

自

至

24年3月1日

25年2月28日

次年度繰越金の内訳 現 金

31,722

JA普 通預金

1,705,596

内訳は下記に記載

合 計

1,737,318

平成25年 2月 28日  上羽鮒区 会計 清 榮一

会計監査報告書

平成24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25年 3月9日

会計監査 ハ、ワきd igく´



平成 25年 度 事業計画 (案)

羽行町内会

1.大雨による土砂崩壊対策  (小 野田様宅北山側)

2.道路補修工事 (中野充夫様宅前から高山信子様宅前)

3.羽行沢川土砂溜まり除去 (PCシステム様沿い)

4。御庵沢川左岸護岸崩落の危険対策 (羽行沢川との合流地点)

5。河川の床整備と拡幅 (佐野尚雄様宅東側河川)

6.3～5項 目を含め羽行沢川全域の護岸 ・川床整備

7.妙 行寺裏山の羽鮒用水路の縁石嵩上げ

継続

継続

継続

継続

継続

新規

新規

坂本町内会

1.羽鮒 519-2地先 後藤良行様方東側河川堰堤側壁 (道路側)

嵩上げ及び道路側溝の改修工事                 新規

2,羽鮒 547地 先 渡辺常勝様宅西側道路舗装欠落補修      新規

.3。羽鮒 586-2地 先加藤正治様宅南側側溝のガタツキの補修工事 新規

4.鳥獣被害対策 (特に猪の駆除)                新規

平井町内会

1.道路側溝の破損箇所の修理 (佐藤広人様宅南、U字溝の破損修理)新 規

2.路面ツト水の宅内流入防止工事                 新規
(古見清利様宅入り日から佐藤治郎様宅入り口までの間 (アスカーブ

=23m)



松林町内会  ※継続事業は入つていません

1.松林町内、交通事故防止カープミラーの設置

1)2班  西村さん横に東側確認用カーブミラー設置

2)3班  川口さん横に北側確認用カーブミラニ設置

2:町内道路の補修
1)1班佐藤さん前から池上さん前道路補修
2)3班 高橋さん前から上原さん前道路補修

3)3班  谷口さん前道路補修

3,松林集会所備品整備

1)災害時‐時避難所の機能充実

新規

新規

平野町内会

1.佐野和良様宅から佐野秀司様宅の間の市道の整備工事     (継 続)

2.篠原一夫様宅上から旧旗持幸雄様宅までの間のツト水溝の設置工事 (継続)

3.荊沢孝之様宅から小野田貞夫様所有竹林までの農道整備工事  (継 続)

区、事業計画  目標 「子供から高齢者まで安全に安心して住める地域を皆で」

1.子供から高齢者までが楽しめる運動会の実施 (家族、地域の絆づくり)

2.高齢者見守り活動の拡充、推進、(いつかは我が身に)

3.寄り合い処の開設、充実、(芝川地区社協との連携)平 井、平野

4.向こう三軒両隣の復活 (各行事の参カロ者を増やそう)

5。老人クラブ、子供会事業への支援、参加意識を高める。

6.ゴミ集積所の美化維持対策、(地域民の共有意識を高め、維持しよう)

7.行政機関との連携を強め、協働意識で事にあたり要望事項の達成。



平成25年 度 上羽鮒区会計 収入・支出予算書 (案)

収入の部 (単位 :円)

(但し、各科 日間の転用を認めるものとする。)

科 目 24年 度決算額 25年 度予算額 増 減 備 考

繰越金 1,727,420 1,737,318 9,898

区費 900,000 902,000 2,000

補助金 616,100 610,000 -6,100

雑収入 38,798 15,000 =23,798

貯金利息 193 0 -193

合計 3,282,511 3,264,318 …18,193

支出の部

科 目 24年度決算額 25年度予算額 増 減 備 考

会議費 58,264 67,000 8,736

電気料 126,586 144,000 17,414

事業費 472,159 492,000 19,841

役員手当 200,000 200,000 0

班長手当 60,000 60,000 0

補助金 384,300 385,000 700

福利厚生 44,600 45,000 400

交際費 43,790 44,000 210

修繕費 147,105 50,000 -97,105

雑 費 8,389 20,000 11,611

予備費 0 20,000 20,000

小 計 1,545,193 1,527,000 -18,193

繰越金 1,737,318 1,737,318 0

合 計 3,282,511 3,264,318 -18,193



平成25年 度 上羽鮒区役員名簿

区長(防災会長)
四條術明 65-2000   __

副区長
川合 迪6卜1625

会計
也LttF tti左腱 65-2865

書記
夕し廟臓」旨ヨロ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 鈴木 文人65-1967 清 正行 65-0983 佐藤幸男 65-1.411 川合 迪 65-1625 佐野寿恵雄 65-0459

町内会会計 佐藤洋夫 65-0969 清 ―章 65-1409

1班 班長 佐野文紀 65-0644 佐藤輝義 65-3080 佐藤隆夫 65-2473 後藤幸藤 65-2573 佐野 久 65-1078

副班長 森下 メニ 65-1529 藤巻 寛 65-0981 佐藤計利 65-1261 清 -11 65-1409 小野田哲也 65-2033

2班 班長 山村久夫 6卜1814 lil:I剛目―- 65-0982 村松伸芳 65-1236 内川衆-65-1544 望月豊己 65-1627

副班長 佐野安慮 65-0986 後藤洋昌 65-0399 高橋秀司 65-1782

'‖

ロ ー 65‐1984 小野田純也 65-2089

3班 班長 高里予用口夫 65-2011 望月保志 65-2012 竹好淳-65-3773 上原英哉 65-0505 森 智博 65-0325

副班長 佐藤 守 65‐0281 宇佐費嘉和65-0036 里予呵コ1多」し 65-5750 深谷藤男 65-1774 森 典博  65-0827

4班 班長 石川達博 65-1890 田中喜―郎6●1434

副班長 村松E江  65-1490 佐野民治 65-∞06

5班 班長 田中 徹 65-2035

副班長 宇佐美清司65-3805 副町内会長 副町内会長

6班 班長 井出孝穂  65…2725 佐藤竹男 65-1421 猪刈明宏 65-2203

副班長 三枝康彦 65-2685

7班 理長 吉田治政 65-2412

副班長 佐野納-65-1232

自主防災支部長 清 正行 65-0983 佐藤幸男 65-1411 ′‖

`b iL 65-1625
猪刈 明宏 65-2263

消防団員 野中彰也 65-5750

佐藤紀如 65-3298

後藤 豪 65-1915 声川 和佳 65-1354

四條 浩樹 65-2524

伊藤 剛 65-0973

防災委員 高橋 正宏65-1526

青少年指導員 望月光臣 65-1002

民生児童委員 稗久保 J 林ヽ智65-1507 若林 劇巳 65-1933

保健委員 林 lF月F 65-1852

福祉協力委員 佐里離 _ 65-1201 塵田典穂 65-1517 佐野松枝 65-0965 川合和子 65-1625 ニツ神富士子6卜2621

体育委員 渡辺正雄 65-0494 望月員司 65-0984 高山浩幸 65-1190 糸山康昭 65-1417 佐野 秀司 65-1370

老人クラブ若生会 佐野 晃 65-0016 佐野和代 05-1198 会長 野村王男65-0580

渡】EJ「lF 65-0314 高野勝臣 65-0994 佐野松枝 65‐0965

佐藤秀子 65-2636

子供会 会計 佐野宏志65-0987副会長 林歌奈子65…2423会 長 野中彰也65-5756

農業委員 渡邊公孝65-0196

水配人 中野 充 実  65-2038 羅ヨ1‖BR- 65-008, 佐里予 久    65-1078

農協総代 陸野紀-65-1201 後藤良行 65-0978 佐野 栄 65-0965 小野田利弘 6卜0974

業化推進委員 佐藤 英章 65-0970(富士宮市副会長)

安全協会役員 朦原 武 65-1000 野村秀夫 65-1930 佐藤  功 65-0968 高橋 正宏65-1526 高橋泰規  65-2434

安全協会婦人部 村野美息子 65-1169

学童見守リボランティア 清 正義 65-0898

集会所防火管理者         清 正行 65-0983 佐藤 功 65-0908 遠藤 億 65‐1424 村野光顕 65-0575

神社長 明光貴洋

“

009405299

氏子総代 和田節男 65-1361 渡辺常勝 65-0312 佐野 栄 15-0965 内川衆-65-1544

佐藤 守 65-0281 山口昌嗣 65-2287 森 清次  65-0823 佐野 保 65-2816

井手上政明65-3030


