
平成29年度

(平成29年4月 1日 ～30年3月 31日 )

役員総会 議案書

日時平成30年3月 18日 (日 )午後1時

場所   平 井 集 会 所

況 )

町内会名 1班 2班 3班 4班 5班 6班 7班 計 未組織 合計

羽行町内会 12 10 7 14 6 71 3 74

坂本町内会 13 14 18 8 53

平井町内会 14 13 9 36 3 39

松林町内会 21 10 18 49

平野町内会 21 13 26 60

計 269 6 275



挨 拶

平成 29年度当地区は幸い大きな災書に見舞われることもなく、比較的平穏

な一年だつたと判断しておりますが、当地区は羽鮒山の各所が上砂災書危険地

域に指定されており、本年度も新たに一カ所の追加指定がなされました。大地

震や集中豪雨による土砂崩れ等の危険個所について、常に注意を払いつつ、防

災意識を高めていくことが必要と考えます。

上羽鮒区の恒例事業といたしましては、例年同様に春の羽鮒用水路のIPI上げ

作業に始まり、環境美化運動、羽鮒山林道及び池の峠の草刈り、地域防災謝1練、

総合防災訓1練等の事業に区内全世帯のご参加をいただき無事終了することがで

きました。また地域交流運動会には「総合型スポーツクラブ健楽遊J様の金面的

ご協力をいただくr/P、 多くの皆さまの参加をいただき、交流を図ることができ

ました。町内会長、班長、副班長、体育委員及び各種委員の皆様のご協力に深く

感謝いたします。行政より委嘱の各委員様には、それぞれの専門分野での活躍

に感謝申し上げます。

さらに富士富市民スポーツ祭へ空手道、ソフトテニス、ゲー トボール、グラウン

ドゴルフ等の種圏で ,L羽鮒チームが出場、活躍頂きました。来年度もこれら以

外の種潤でも出場チームが出現することを望みます。

前区農から事|き 継いだ事業として区長、町内会長の選出方法の見直しがあり

ます。区長は5町内会の順番で選出.町内会働は班ごとの順番で選出するとい

う、昔から続いてきた選出方法ではありますが、高齢者世帯が増え、家族構成が

変化した今臓、時代にマッチした最良の選出方法といえるのか、検討する必要

性を感じております。班常会等で議論いただければ幸いです。

本田の総会をもつて多くの役員が交代します。

選任する役員の皆様のご意力に心より御率L申 し上げますとともに、新たに役員

に就任する皆様のご協力ご活躍を心よりお願い申し上げます。

結びに医民の皆様のご理解ご協力に感謝申し_Lげ、ご挨拶といたします。



総 会 次 第

1 司 会

2 区長挨拶

3 総会委員の選出

議長 後篠れィヨ 書記

議事録署名人

4議 事

第 1号議案 平成 29年度事業報告、会計報告、監査報告

第 2号議案 平成 30年度事業計画、予算案

第 3号議案 始の他

5 議長・書記の解任

6 新年度役員紹介

区長 佐藤功 (再 )

町内会長  羽行 中野充世志 (新)坂本 斎藤秀俊 (再 )

平井 佐藤実 (新)  松林 nII本量武 (新 )

平野 鈴木紀一郎 (新 )

7 退任役量 羽行町内会長 佐野利明 平井町内会長 佐藤治郎

松林町内会長 稲垣昭央 平野町内会長 助野大輔

退儀役員代表挨拶 副区長 佐野利明

8 閉会の挨拶
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平成 29年度事業報告

羽行町内会

1.佐野尚雄氏宅上流潮 1整備 (川幅狭 く危険)

2.排水溝整備 (大沢北側のfAll構)傾斜がなく割F水管が細い為

3.大沢沿い道路下ヘゴミ不法投棄防止用ネ ットの設置

4.佐野紀一氏宅裏から佐野満i雄氏宅前迄の打川整備

5.佐野利明氏宅上流 40メ 啜…ヽトル河川整備

6.佐野昇氏宅南4111(ゴ ミ集積所脇)JII床土砂撤去

7.沖の沢川堰堤T_事、今年度末完 了見込み。工事で破損 した

周辺道路の補修予定 している.

8.防犯灯の LEDイヒ

7.ξ J字溝の新設 (後藤光臣氏宅入 聞)

8.防犯灯的撤漁き新設 轍 橋地先、王子工7テ ックスの山林内

設置を撤去 し.、 道路側アヽヽ新設

9,防犯丈「の 1′ E IDイに

等井町内会

1.羽鮒用水遊歩道路肩崩落箇所補修 (坂本町内会要望 お重複 )

露.佐藤恒夫氏宅前カープ ミジ・――の調整改善

お.雨天時におけるゴミ築構所前の水溜 り解消

4. I方ぢ邑火]マ)lt lt I)イ に

5,野中氏電機的カープミラ‐ヽ一の改良

継続

継続

却下

継続

年度内完了

完了

廷期

4灯実施

坂本陶
｀
内会

1,羽鮒用水遊歩道、路肩崩落箇所補修工事            継続

2.坂本川上流 (渡辺秀子氏宅前)用水下側丸太杭崩落補修     継続

3.高山鐵雄氏宅上段河川 (用水路下側～排水路)離岸工事     継続

4.カ ープ ミラーの大型イヒ及び調整 (防災倉庫前)         完了

5.力・‐‐ブ ミツーの新設  (宇佐美塗装様前)           完了

6.農道の面積み崩落箇所の補修 (海野氏宅脇道)  材料支給で実施検討

完了

要望取下げ

今畔灯実施

継続

完了

完了

4灯実施

完了
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平野町内会

1.山 口務氏宅道路登 り園カープミラー設置            完了

2.防づE灯の上″ED化                    3灯 完了

松林町内会

1.圏 中英禾1氏宅前の側満 と段幾改良補修           経過観察

2.カロ本巌武氏宅北4111道路補修工事              8´ 周完了

3.防犯灯 LED化                     2灯 完 了

4.後藤一彦氏宅から力疇 みつゑ様宅道露補修工事       8月 完了

区関係

1.羽行沢川上流部土砂対策の監視

羽鮒山へ大量の上砂を搬入する事案があ・―pたが、行政指導により早期搬出

2.地域交流運動会の実施

参加者 と役賂 位の協力及びスポ …ヽツクラブ健楽遊に感謝

3.花いつぱいの町づ くり運動 として晏殊沙華、水仙の球根の植栽な実施

球根類購入時期磯関係で役員のみの植栽作業になつたことを反省

4.寄 り合い処の活動支援

羽行 。坂本町内おける活動に敬意を表す

5.薄れる向こう二軒両隣の対話、不審者、盗難対策、取 り組み不十分

6.行政機関との連携強化 溝f協同の地域づ くり

7.薄れ′る挨拶運動の推進、取 り織み不十分

8.羽鮒威1展望台入 間で ップ盗難事案発生

水鸞人関係

1,安居 111用 水管瑾業務 と雨天時の監視、市整備以外の補修

2.用水の土砂堆積、幕石、流本、ゴミの監視夢F出

3.用水危険個pi簡易堰場α)整備

用水全般 |こ れた り活動いただい
｀
ごい4本配人に敬意と感謝を申 Lノ上げる

絆づくリ

1.春め麟境美イれ運動、夏の瀞∫り|1清掃及び草 Xllり 作業を満 じて地域交流

賊,総合・防災瀞1練、地域防災瀞1練が地域の連携に効果ありと思われ為

資め、安全勢環境づくリ

1.福祉協力員による見守 り活動民坐委員 との連携、 7肖 防団活動、学童見守

り委員、安全協会率ど員の交通安全運動、境美化推進員の活動、保健委員の

活動に感謝

2_区負:筵分 防犯貨I・ 6り 腹″EDイ ti
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平成29年度 上羽鮒区会計 決算書
日
至 季磯38重:3月 2:目

(単位 :円 )

平成29年度 上羽鮒区特別会計 決算書

3,558,395
1,873,282

1,685,113

収入 F崎駅)前年度繰越金 2,187,516
肌預金利′感利子    18

273戸818,750(年度途中、転入鑢 転出3名 )

2“ヒ姜饉80,000

展望台草メリリ60,000 用水砂■げ10,500
防るこ灯設置324,000 防災事業104,800
花の里事業100,000池の峠車刈り36,000
敬者会388,800 防犯灯電気料 1詑1000
王子エフテック30,000

スポーツ祭 (ソフトテニス、グラウンドゴルフ、空手)16,000
高齢者 見回り活動15,000ゲ ートボールクラブ補助 10,000

8,220
5,000

平成29年 3月  1日
平成 30緩澤2メ璽鶉 日

(単位濶 )

額
額

総
総

入
出

収
支

自

至

支 出‐ 0

残  金 2.187,or34

残金は次年度み・繰り越します。

以上のとおり報告いたします1

平成30年12月 28日

上羽鮒区会計  佐 藤 隆 大

会計監査報犠F書

平成29年度上羽鮒区一般会計並びに特31」会計について監査したところ、現金及び関係帳輝類等
すべて正確に処理されでおりました。よつて、適切と認めここに報告いたします。

平成 、ゞグ年 ど 月

会 計 監 査

会 計 監 査

-4-

1,431,679 ワ見者盪7,769

342,000 ■:(D塁澤鴫縫105,550
敬老会 399,480 防 災事業 126,8801,073,9101    73,910

用水補助・砂_Lげ40,500 寄合処25,000
池の峠草メJり 関 ,000 レ脅E灯躍i'記料184,000

01     10,100

1,873,282

残金 |ま次年度へ繰り越します。



平成 30年度事業計画

羽行町内会

1,佐野尚雄氏宅上流河メ|1整備 (大雨時危険度大)

2.市道大沢付近、道路山側の側溝整備

3.佐野紀一民宅上部から佐野尚雄氏宅前進の河り|1整備

4.佐野和1明 氏宅上部(D河川整備

5`上記箇所
:よ

りさらに上部のtitTり |1整備

6薇 佐野紀一代宅前の道路拡幅 と4Xll溝 工事

7.中野允夫氏宅南■ll河川の川床土砂撤去

8.防犯灯のLEDイヒ

坂本町内会

lt坂本 402-1地 先 河り|1漏水箇所の改良

(後藤宣晴氏宅 4・l近 )

2.防犯灯の L EI_Dイ L

(佐藤恒夫氏宅前から性藤功氏宅前迄)

滞.佐藤治郎氏宅前 道路:ダ レーチングの騒音解消を要望

(グ レーチン′グψ)ガ タツキ翁ため車両通行σ》たび騒音がす機)

6. 5おづ鳳灯グ,Iマ :EI》 イL

平野町内会

1.森知博氏宅への中瀧か為の人口l・l近の側溝.&び畿の改修

2.lμ野集会蔵i南側の防犯灯の移設及びLE妙化

8.既設防犯灯のヌEI〕イL
し

5…

平井町内会

1,羽鮒用水遊歩道饉、路肩補修                 継続

2.ゴ ミ集欄所脇、防火水槽の彗板錆で判読不能のため改良を

要鰹.                         新規、完了

8.市道 1文太Jから平井方面に向けて遵路面白線標示消えて

しヽる簡所あ り、曲線標示を要擢                新規

44平井地内遊路側溝蓋破横力所あり、取替えを要望

継続

継続

継続

完了見込み

新規

新規

新規

前年同様

新規

前年同様

新規

新規

前年同様

新規

新規

前年同様



松林町内会

1.田中英利氏宅前の4All溝 と段差の改良補修工事

2.依田光子氏宅から篠原清一氏宅道路補修工事

3.武藤敏夫氏宅から稲垣躍夫氏宅側溝の改良

4.地域内側溝グレ・・―‐チングの設置

5.防犯灯のLED化

継続

新規

再要望

新規

前部同様

区関係

1.羽鮒山山頂付近土砂搬入事:案等の強視。

2.花いつばいの町琴 くり運動。 Oill年通 り実施。

3.寄 り合い処の活動支援。

4.高齢独居者‐・の 見回 り声掛け運動の継続、独居以外の高齢者世帯への気

配 り声掛けの実施。

水配人関係

1。 安居山用水管理業務 と雨天時の監視。

2.用水の上砂堆積、簿石、流本、ゴミの監視排出。

3.用水危険個彦i簡易堰堤の整備。

絆づ くり

1.春の環境美化選動、夏の河り|1清掃及び草刈 り作業の実施。

2.総合防災副1練、地域防翻 1練.各町内会の創意ある訓1練を期待する。当地

は土砂災害危険地域に指定あり。危険個所に対する関心を持つことが必

要。

3.地域交流運動会プラスソン企画の実施。地域の人たちがこぞつて参力員し、

運動をしながら、親睦と交流を図る有意義な施策です。多 くの管様の参JJD

を整む。

安″か、安全の環境づくり

1.福率臨 力熱、7肖防団活動、学重見守 り委員、安全協会役員の交通安全活動

境美イ麟 進員の活動、保促麟 員及びその他各種委員の活動に感謝すると

と幅に本年 {〕 弓|き 続 き同様の活動を継続 .

2,ぼ負担分 防犯火rの LED化
幹線道路に設置の医負担分の蛍光管街灯がかな り残つている。予算の制

約があるが、計画的にり]り 替えを図っていく。

その他の提案

1.役員 (班長及び福祉協力員)手当につし`て。

2.慶弔費の見直 し 区民の葬畿への藩謬毎の支出にういて。

3.区長選出方法について、町内会制から地区交代制ノヽ、。

… 6・―



平成30年度  上羽鮒区会計 予算書  (案 )

自 平成 30年 3月  1日
至 平成 31年2月 28日

(単位 :円 )

収 入 総 額      3,795,113
支 出 総 額  3,795,113
残   金     0

内

科   目 前年度実績 予 算 額 差 備   考

繰 越 金 1,439,448 11685,113 245,665

区  費 898,750 900,000 1,250 273戸  21AL;縫

補 助 金 1,186,100 1,180,000 -6,100
敬老会370,000 防る巳灯電気料132,000
防犯灯l′ED化300,000 防災事業104,000
花の里事業100,000展望台草刈り60,000等

雑 収 入 34,080 30,000 ‐-4,080

利  子 17 0 …17

合  計 3,558,395 3,795,113 236,718

(支出内訳)

科  目 前年度実績 予 算 額 差 備  考

会 議 費 35,000 60.000 25,000 窓会費用等

電 気 料 105,986 110,000 4,014

事 業 費 1,073,910 11050,000 -23,910

敬老会370,00r_D 防犯灯LED化 300,000
防災事業130,000花の里事業110,000
鷹動会負担金40,000
展望台草メJり 61‐D,000等        ′

役員手当 200,000 200,000 G

班長手当 60,000 60,000 C

補 助 金 285.500 350,000 64,50C
防ろ巳灯電気料 185,000
羽鮒用水30,000
池の峠草メl∫ り36,(》00 寄合処25,000 等

福利厚壺 41,000 40,000 …1,000 スポーツ祭参加 高齢者見回り 等

交 際 費 43,820 45.000 1,180 医長会 環自協会費 等

修 繕 費 7,500 45,000 37,500 防うL灯修理 等

機  費 10,466 10.OOO …466 事務用品等

予 備 費 10,100 1,825,113 1,815,016 予算科目は、予備費・繰越金

合計 1,878,282 3,79じ ,1]3 1,921,881

(憧し′科 日間の転用を課めるものとする。)
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平成30年度  上羽鮒区役員名簿

町内会名
役職 坂本町内会

町内会長 斉藤   秀俊

副町内  会長

町内会会計 田中

1班班長 佐藤   和秀 古見

副班長 和田  伊織 小林   一正 早川 正

2班班長 宇佐 美昇二 助野 大輔

副班長 窪田   貴男

3 班班長 佐野  一樹 野村   秀夫 森谷

副班長 渡邊   公 孝 大倉 伊藤

4 班班長 山口   昇嗣

副班長 田中      忍

5 班班長

副班長 深沢 正博

6 班班長

副班長 望月 雅人

7班班長 吉田 治政

副班長

自主防災支部長 斉藤   秀俊

消防団員
織地   孝幸

防災委員 各班長、副班長 高橋

青少年指導員

民生児童委員 後藤   良行

保健委員 渡邊   公孝

福祉協力員 冠城 武範 高野   一已 佐藤

寄り合い処代表

体育委 員 渡井 啓治 渡邊   是穏 清

環境美化推進委員

水配人 稲葉   箕 後藤    幸雄

農協総代 佐野   正 石川   明ー 佐藤  隆夫

農協総代婦人部 渡邊   尚子

安全協会役員 望月   真司 佐藤 益男 村松

同婦人部 佐野  礼子

学童見守り 清

集会所管理者 斉藤   秀俊

集会所防火管理者 野中 山口 務

神社長

氏子総代   1班 望月 公博 大久保友ー 佐藤 望月

        3班 佐藤   守 田中       忍

        5班

普通 河川監視員 後藤   幸雄

農業委員

横山    紀 和 依田   史健

宇佐美清司

彰也 川口   秀治

村松   伸芳

広人 章

正義

中野充世志 佐藤      実 日原   雅裕 鈴木紀一郎

中野   敏行 信也 芹野   良治

佐野      栄 裕太 小野田哲也

佐野   紀ー

後藤   保博

通 子 稲垣   幸美 青野   順子

鈴木   文人 高 橋   正宏

各班長、副班長 各班長、副班長 正宏 各班長、副班長

平野   哲司

佐 野   純一

中野充世志 佐藤      実 加木屋   武 小林   恒夫

芦川和佳 （平野町内会) 佐藤   紀如 後藤     豪
四條   浩樹

伊藤     剛

松川  行伸

石川   達博

明光   貴洋

厚子 篠原   精一 望月   正己

佐野   広志 和美  晶人 佐野   秀司

近藤   清隆

城内   章夫 芹野   良治

清      邦洋 佐藤   貴哉 西村      篤

橋倉   誠次
佐藤旭

渡 邊   文隆 ニッ神  正吉

林      高良 小林   恒 夫

望月  弘務 英利 鈴木紀一郎

後藤   弘光 清利 望月      章 後藤     昇

区長   佐藤    功        副区長  斎藤  秀俊    区会計  佐藤  隆夫     書記  中野  充世志
（防災会長）

羽行町内会 平井町内会 松林町内会 平野町内会

中野充世志 佐藤      実 加木屋武 鈴木紀一郎
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