
期  日

場 所

平成29年度 松林町内会総会

: 平成30年 3月 17日 (土 )午後7時より

; 松林集会所

町内会会員戸数   ―班
(平成30年度3月 現在)二班

三班

21戸
9●Ol戸

18戸

次  第

合計 デЮ戸
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1・ 開会の挨拶

2・ 議長 書記 ,議事録署名人の選出

3・ 議事

1)平成29年度 事業報告
2)平成29年度 会計報告
3)会計監査報告
4)質疑応答 確認 (承認)

5)平成30年度 事業計画と予算案
6)質疑対応 確認 (承認)

7)平成29年度 行事内容と事績
8)その他

4・ 平成30年度 新役員の紹介

5・ 閉会の挨拶

6・ 懇親会

総

町内会長

町内会長

町内会長
会計
会計監査代表
(議長)

町内会長
(議長)

町内会長
(議長)

町内会長

二班 村松伸也

[総会の担当〕
司会
議長
書記
議事録署名人

望月愛雄 ′ιみ
｀

川口秀治
後藤 豪 ルrし

村松伸也

一班
三班
三班
二班



[平成29年度 事業報告]

[平成30年度 事業計画案]

平成29年度 計画 結  果

1・ 田中英利様宅前の側溝と段差の補修

2・ 後藤幸彦様宅前から加藤みつゑ様宅道路補修

3・ カロ木屋 武様宅、北側道路補修

4・ 側溝鉄製蓋(グレーチング)設置

5日 防犯IXTの (LED)化  (2灯 )

6・ 松林集会所備品整備

・継続

・8月 完了

・8月 完了

薔継続

・7月 完了 (川住様宅、川合様宅の所 )

・集会所内の消火器 (6本 取替え)

1口 田中英利様宅前の側溝と段差の補修工事  l・継続

2・依田光子様宅から篠原清―様宅まで道路補修 l・ 新規

3・ 武藤敏夫様宅から稲垣昭夫様宅前側溝の見直1“再要望

・側溝鉄製蓋 (グレーチング)設置      l・ 継続

5・ 防犯灯(LED)化 (篠原清一様宅前取替え1灯)l・新規

6・ 松林集会所備品整備           I口 要望
可搬ポンプ

(30年 10月 に配備の予定)

防災倉庫
(31年度富士富市の予算に組み込まれる)

(新町内会長と設置場所を検討、引き継ぎ)



平成29年度松林町内会 会計報告

3 士 宮 10 10

2)集荷所

修繕費

消防ポンプ修理代 28,296
28,296

3)防災・防犯

維持管理費

街灯電気料金 31,355

45,354
街灯 LED化(2灯 ) 6,000

借地代 6.460

混合油代 1.539

4)道路管理費 羽鮒山草取り燃料代(5名 ) 5,000 5,000

平成29年度 純収支決算額

平成29年度 収支決済/収入額

平成29年度 収支決済/支出額

平成29年度 繰越金額

76,894(収入合計一支出合計 )

1,668,715

275,576

1,393,139

平成29年度 繰越金額内訳 ・富士宮信用金庫 (3/2現在)1,279,595

現金 (3/2現在)  113,544

1,207,718

火災保険(損保ジヤバン

項  目 明  細 金  額 単  計

1)町内会費 一班(21戸 ) 126,000

291,500二班 (10戸 ) 601000

三班 (18戸 ) 105.500

2)補助金 街灯補助金 36,000

40,960
羽鮒山清掃補助金 4,960

4)その他 春の美化運動出不足金 6,000

20,000
道作り出不足金 6,000

秋の美化運動出不足金 8.00C

収入合計 1,668,715 352,470

5)寄付口祝儀

補助金

お日待ち。ご祝儀(3名 分 ) 6,000

611400

郷の神様 口ご祝儀(3名 分 ) 4,000

蔵開き。 ご祝儀(3名 分 ) 6,000

消防団委員・補助金・特別活動費 35,000

上羽鮒区運動会・協力金 101400

6)雑費 総会飲食費、印刷代 21,099

55,700

春の美化運動・ジュース代 4.661

道作り清掃。ジュース代 4.592

無縁仏・造花交換代・線香代 298

秋の美化運動・ジュース代 5,395

集会所・正月飾り代 1.058

ドンド焼き飲食 (お菓子代 ) 11.264

集会所にて敬老会祝い〔役員飲食代 ) 5.512

用紙代、障子紙、ファイル、コビー代 1,821

支出合計 275,576



(収入の部 )

項 目 明  細 金 額 繰越金 計
平成29年度

繰越金

預金(富士富信用金庫) 1,279,595

1.393.139見金 113,544

平成30年度松林町内会 予算書  (案 )

3)預金利息 E士宮信用金庫 150

4)その他 春の姜化運動出不足金 0

直作り出不足金 0

秋の美化運動出不足金 0

集会所使用料 0

0

収入合計 1,726.389 333,150

予定 41 690 (収入合計一 合計

2)集荷所

修繕費

騰品整備 30,00C 30,000

3)防火・防犯 封灯電気料金 35,00C

54,460

准持管理費 断灯LEDか (2灯 ) 6.00C

断灯修繕費 5,00C

昔地費 6.46C

ポンプ燃料代 2,00C

4)道路管理費 1草刈燃料代  (1000X4)   i      4,0001   4,000

5)寄付・祝儀 お日待ち・ご祝儀 (3名 分) 6.00C

61,000

補助金 椰の神様・ご祝儀(3名 分) 4,00C

職開き ・ご祝儀(3名 分) 6,00C

消防団員・補助金・特別活動費 35,00C

L羽鮒区運動会協力金 10,00C

6)雑費 総会飲食費・Fp刷 代 20,00C

53,500

醸の美化運動・ジュース代 6.00C

置作り清掃  。ジュース代 6,00C

職縁仏・造花代・線香代費 1.00C

決の美化運動・ジュース代 6.00C

集会所・二月飾り費 1.50C

ξンド焼き飲食代・おネL(リ ズム幼稚園費) 12.00C

コピー用紙代 1.00C

支出合計 291.460

平成30年度

平成30年度

収支決済/収入額
収支決済/支出額

次年度 繰越金額

1,726,389

291,460

1,434,929

(支出の部 )

項 目 明  細 金  額 単  計

1)集会所 電気料金 17,00C

88,500

維持管理費 ガス料金 22,00C

火災保険 (損保ジャバン) 31,50C

陀壇管理費 700C

灯油代 1,00C

水道料金 10,000

1)町 内費 明 細 金 額 単 計

―班 (21戸 ) 126,000

291,500二班 (10戸 ) 60000
三班 (18戸 ) 105.500

2)補助金 野頭補助金 36,000

41,600羽鮒山清掃補助金 5,600



会計監査報告

平成29年度 松林町内会 会計決算書 ならびに

監査の結果正当であることを認める。

関係帳簿類について

平成30年 3月 吉日

錯踏瑚 ゝ援、電 Ъ  鶉



平成29年年度事業内容と事績

松林町内会

月 日 行 事 内 容

4/15 上羽鮒区役員:会開催、報告事項と要望書の提出等の確認、

春の町内の清掃の実施、町内会ポンプ班発足

寄り合いサロン松林、おしゃべり会

4/16
4/18
5/16 寄り合いサロン松林、野外おしゃべり会 (水辺の学校 )

上羽鮒区役員会開催、報告事項、今後の取り組み、要望書提出後の状況

平成29年度、上羽鮒区住民帳新規作成等

5/20
5/21
6/4 ・八幡宮 (氏子神 )、 の清掃実施後、氏子総代と役員にて打ち合わせ

・寄り合いサロン松林、おしゃべり会 (健康講話 )

・上羽鮒区役員会開催、敬老会、河川清掃の説明、要望書

6/20
6/22
7/2 ・河川美化運動、盆の道づくりの実施、羽鮒山池の草取りと側溝ゴミ上げ、河川清掃

・寄り合いサロン松林、おしゃべり会   *雑 がみ回収説明会 (場所 芝川公民館 )

・上羽鮒区役員会開催、防災訓練の説明、敬老会の日程決定等

7/18
7/22
8/12・彼岸花の球根の植え付け、

コ上羽鮒区役員会開催、敬老会の開催と人数の確認等。
・寄り合いサロン松林、夏の熱中症対策等。

8/13
8/15
8/27 ・総合防災訓練実施、内容は放水訓練、消火器 (実技の訓練 )

9/9
9/18

上羽鮒区役員委員会開催、今後の予定 (交流運動会の説明)

敬老会開催、集会所にて4名の方がお祝い、来れない方に、お祝いを届けしました。

寄り合いサロン松林、芝富小学校4年生との交流9/19
10/7
10/8

上羽鮒区役員会開催。防犯灯取替え計画書の提出。今後の予定等

八幡宮(氏神)お 日待ち祭典開催

上羽鮒区交流運動会、今年度は松林は髪長iが参加、芝川中学校にて開催

寄り合いサロン松林、食生活の見直し。おしゃべり会

水仙の植え付け、雨の為中止、後日に植える。

10/15
10/17
10/29
11/9
11/12

"上羽鮒区役員会開催、防犯灯要望書等、今後の予定の説明。
・郷の神様祭典開催

・寄り合いサロン松林、おしゃべり会
・第38回ゴミー掃作戦実施、町内全体と集会所周囲の清掃、

11/15
11/19
12/3

12/9

・地域防災訓練の実施、(町内会危険箇所作成)医療救護活動講習に参加

・上羽鮒区役員会開催、普通河川監視員の選出、平成30年度新委員の選出等
・平成30年度事業計画、防犯灯、要望書提出
・寄り合いサロン松林、ハーモニカ演奏、おしゃべり会

12/12
12/19
1/13 上羽鮒区委員会開催、役員口事業報告等・事業要望の提出

松林町内会・平井町内会 合同のドンド焼き実施 (今年度は松林町内会が当番でした)

寄り合いサロン松林、食の大切さ、おしゃべり会

1/14
1/16
2/11
2/20

上羽鮒区役員会開催、昨年度の反省等・上羽鮒総会等,

寄り合いサロン、おしやべり会

3/4 ・29年度上羽鮒区状況の最終確認、総会準備
n平成29年度  松林町内会総会
・平成29年度  上羽鮒区役員会総会

3/17
3/18



平成30年度 松林町内会 役員名簿

―班
――班
―班
鳳班
重班

林
鰻
藤
篠

(H32隼度 |よ二班 )

羽行、羊賄、総林、平井で輪機器1

正宏檬)1班 池血治郎檬  川含

自主防災会


