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３．１－①　平成２８年度ダイヤランド区民の会 活動報告

１．　総　括 会 長　　丸 山　正 行

　28年度の新体制として、「区民の会」会長とダイヤランド区長を分けた体制を組んでスタートしま

したが、ダイヤランド区長の健康状態が思わしくない為に7月を以て退任いただき、8月より会長・

区長として活動を推進しております。

　新体制開始の直前になりますが、あるOBの方より「セントラル病院が移転するようだ」との話を

伺いました。　当時は3月の総会準備で慌ただしくしておりました為、28年度開始後と考えており

ました。　あれから1年が経とうとしております。　1年の経過というのは早いもので、若い頃の時間

経過と歳を取ってからの時間経過は、頭で感じる感覚が相当違うのかなと感じます。

　私が「区民の会」会長の任に当たってから2期目となりますが、来期（29年度）を含む2年の間で

何とか「区民の会」の体制を強化し次の世代にバトンを渡せるような活動をしたいと考えてスタート

しました。　思うような活動が出来たか？　本日の活動報告で皆さんの評価を得たいと考えてい

ます。

　28年度より以下の部会を統合および新設を致しております。

　　　　　（旧名称） 　　　　　（新名称）

環境整備・交通安全部会　　　　⇒ 環境整備・美化・交通安全部会

環境美化・文化部会 　　　⇒ 文化・健康推進部会

　全国的に高齢者の健康問題が考えられるようになってきており、行政からの相談も受ける中、

ダイヤランドでも取り組んでまいりました。　１年目の活動を報告させていただきますが、今後を

考えると、活動を支えていただける”人物”が不足しており、部会長ひとりに負担がかかっており

ます。　幸い管理センターとの協調を基本とする活動の中で、「生活支援室」などの応援をもらい

進めてきました。　区民の皆さんが気軽に参加できる”区民活動”にしたいですね。

　本日は多数のご参加、ありがとうございます。

２．　部 会 活 動 報 告

２．１　自主防災会 会 長　　丸 山　正 行

　防災会議として（第二土曜日/月）開催しております。　本年度からは管理センターより1名

出席いただいております。　効果としては、防災・消防関連補助金関係の相談や防災訓練

などの支援、その他多岐に亘ります。

① 「平成28年度自主防災組織及び消防施設整備補助金」の交付実績

【資機材整備事業】として 総額　416,380円

町の補助金 <50％>

管理センター負担 <50％>

・　各防災倉庫の備品追加

・　簡易業務無線機のバッテリー補充

・　ヘルメットの補充

【防災倉庫整備事業】として 0円

・　28年度計画はありません

【運営費補助事業】として 100,000円

・　防災訓練及び防災会議等の補助

【消防施設整備事業】として 総額　2,067,012円

町の補助金 <70％>

管理センター負担 <30％>

・　6地区消火栓新設

208,000円

208,380円

1,446,000円

621,012円



・　消火栓ハンドル破損品交換

・　消化ホース追加  20本

・　消火栓囲い枠ペイント

以上で町からの補助金総額は　1,754,000円　となります。

② 簡易業務無線機名義変更及び免許更新費用として 107,244円

第13回定期総会において報告しておりますように、特別会計（積立金）より支出。

③ 函南町総合防災訓練（ダイヤランドでは夏季防災訓練と称しています。）

6月から9月にかけて、延べ人員200名程度が参加、防災本部から役員を派遣しました。

今回は訓練の項目を9項目提案し、各地区に選んでもらいました。

町とダイヤランド自主防災会とのデジタルMCA無線機交信　　　8月28日（日）実施

④ 救護・給食勉強会 10月22日（土）　　南箱根ヴィラにて開催

⑤ 「地域防災の日」の防災訓練 11月13日（日）　　8：00～11：30

前日の防災会議終了後、巡回広報をしました。　当日は晴天で暖かい日差しに恵まれ

ました。　役員、スタッフを含み 200名程度が参加いただきました。

集合場所が不明瞭であるとの指摘もあるようです。　29年度からの活動で見直し、

周知をします。

⑥ 救護・給食勉強会 29年2月19日（日）　　13：30～15：30

講演　「熊本地震視察報告会」　　杉村　清氏

今回の熊本地震について、杉村氏は近隣各地において講演を行い、SBSテレビニュース

などに出演されております。　日頃からのお付き合いの中で講演を快諾いただきました。

２．２　環境整備・美化・交通安全部会 部 会 長　　辻　正 明

① 環境整備関係

各地区から出される環境整備にかんする要望事項と過去の未実施分を合わせて精査し、

管理会社単独で対応できるものはすぐに実施し、行政依頼事項は会長と部会長で協議

後、管理会社で纏めて町に整備要望書を提出している。

尚、依頼事項は年中受付しているので管理事務所の区民の会BOXに投函して頂きたい。

平成28年度申請状況　：　2級町道 2-11号（谷下線）全線の舗装整備要望。　（馬籠

議員と共同で要望）　この件については29年度から順次実施されることとなった。

（実施個所は現在未定）

② 環境美化関係

春のクリーン作戦をダイヤランド在住函南中学生と住民、管理会社社員の総勢 34名で

実施した。　土嚢袋による堆肥作りは3ヶ月後で8割ほど土になっていた写真を中学生に

配った。　（現在は完全に堆肥状態になっている。）

秋のクリーン作戦は各地区の自主的なゴミステーション清掃作業に変更した。　地区に

よっては参加者が15名ほどあり、地区内2ヵ所のゴミステーションが綺麗になって参加者

の連帯感が高まったと報告があった。

③ 交通安全関係

函南町28年度交通安全運動計画に沿って、「安全をつなげて広げて事故ゼロへ」を

目指し、年4回（春・夏・秋・年末）お全国交通安全運動に合わせて第一警備室前で

広報活動を実施した。

また、日常的な注意喚起を図るため、第一警備室前には注意喚起のキャンペーン旗を

常時立てている。

④ 自主防犯パトロール隊関係

隊員（定員20名）で日常の散歩や買い物時に各自がパトロールを行っている。　現在



欠員があるので、隊員を募集している。

また、年2回おミーティングを森の里レストラン内で丹那駐在竹内巡査部長、管理会社

を交えて情報交換をしている。

２．３　文化・健康推進部会 部会長　　花 上　裕 子

住民の皆様、年間を通じての各イベント等へのご参加、ご協力に感謝申し上げます。

① 文化部会イベント

・　７月23日（金）・8月1日（日）　：　8月12日、ダイヤランド夏祭り盆踊り練習。

ダイヤランド、あやめ会のご協力で、毎年、恒例の夏祭りに参加。

丹那小学校にチラシ配布。

・　8月12日（金）　：　夏祭りに参加。　当日、参加者に手ぬぐいのプレゼント。

・　11月27日（日）　：　第五回　杜の音楽会開催。

出演者　6組のグループと独唱（ピアノ伴奏）

約80名の来場者。　毎年恒例化の実績。　和やかに音楽を楽しんだ。

② 健康推進部会イベント

・　6月26日（日）　：　「ダイヤランド健康サポート隊」がスタート。

住民の高齢化に伴い、高齢になってもダイヤランドで自分らしい暮らしを続ける

為に、町・民生委員の方々・管理センター生活支援室・各介護施設・区民の会が

連携して、サポート出来るシステムを作り出していく。

函南町福祉課の長屋容美氏と包括支援センターの木下有子氏を迎えて講演。

・　10月13日（木）　：　ダイヤランド健康サポート隊勉強会　「かんたん！健康食生活」

栄養士　山口　幸氏を迎えて講演。

・　2月５日（日）　：　ダイヤランド健康サポート隊勉強会　「物忘れと認知症の違い」

函南町地域包括支援センターの足立悦子氏を迎えて講演。

＊ 「ダイヤランド猫の会」の報告 　　「のら猫を考える会」　　　花 上　裕 子

2016年度「ダイヤランド猫の会」収支報告。　2016年4月15日奥田様より引き継ぎ残金は

115,833円。　以降2017年2月15日までの収支報告です。

ダイヤランドのフリーマーケットの売り上げ、寄付金により、TNR（野良猫捕獲、避妊・

去勢手術、戻す）運動をNPO動物ノート様の協力を戴き実施。　

今年度はメス6匹、オス4匹のTNRを行いました。　

2017年度も引き続き活動をしてまいります。　皆様のご協力宜しくお願い致します。

4月15日 残高 ¥115,833 4月13日 2016年度動物ノート清算

5月14日 ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ売上 ¥29,800 ¥62,205

5月14日 寄付 ¥4,988 5月25日 動物ノート打合せ ¥3,100

5月25日 寄付 ¥51,000 7月27日 メス2匹、　オス1匹 ¥29,840

10月1日 ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ売上 ¥34,762 7月28日 メス1匹、　オス1匹 ¥25,000

10月1日 メス1匹、　オス1匹 ¥34,800

2月15日 メス2匹、　オス1匹 ¥22,680

合計 ¥236,383 合計 ¥177,625

2017年3月15日現在残金 ¥58,758

　　　　2016年度　ダイヤランド猫の会　会計報告

（手術代+動物ノート活動費含む）

収入 支出



２．４　広報部会 部 会 長　　吉原　英文

① ホームページの改善

・　より多くの人が情報や意見を発信しやすいようにリニューアルを行いました。

・　情報公開範囲の見直しを行い、ログインなしで全ての情報を公開しました。　

・　約100件の記事を投稿しました。

② 勉強会の開催

・　区民の会ホームページへ投稿するための勉強会を開催しました。　（1回）

③ インターネット環境の改善

・　森の里（図書室含む）の Wi-Fi 環境の改善を行いました。

④　 会報の発行

・　第50号、第51号の2号、会報を発行しました。

・　発行回数を減らし、ネット印刷を使うことで印刷費を大幅に減らしました。

２．５　会計 会計責任者　　田 中　真 弓

① 昨年度末の総会にて承認された予算書に基づき、各部会毎の予算の適正な管理・

執行に努めました。

② 決算書の特別会計の項目を、現状に則し一部修正すると共に、防災積立金を別記載に

しました。

２．６　総務部会 部 会 長　　丸 山　正 行

① 「区民会議」の充実

・　幹事・班長同時参加により、原則2ヶ月に一度の開催とした。

・　地区役員の決定や意見の集約を目的に活動した。　しかし、報告等に費やす時間に

　　取られ思うような会議進行とならなかった。

・　会議の「見える化」について、セブン‐イレブン南箱根店入口横　掲示板へ掲示。

　　「区民会議議事次第」・「防災会議議事録」　その他区民の会よりのお知らせなど

② 区民の会　広報誌配布の改善

広報誌については、各地区幹事さんにセンターまで受け取りに来て頂きましたが、

A4版　１ページとなりましたので総務部会から掲示板担当幹事さん宛てに配布をして

おります。

総務部会　→　掲示板担当幹事　→　地区担当幹事　→　班長　→　会員　となります。

③ 会員名簿管理の見直し

名簿管理の再構築を図る目的で計画しましたが出来ませんでした。　次年度以降に

継続とします。

④ 敬老会開催 9月26日・27日　レストラン森の里にて

対象者 543名のうち 122名の参加がありました。　当日は1地区の中島治美さんの

ピアノ伴奏による合唱を行い、参加者の皆さんが楽しいひと時を過ごされました。

⑤ 民生児童委員の推薦

今回、4名のうち2名の方が退任されました。　各地区には候補者の推薦を依頼、また

区長として適任と思われる方へアプローチしましたが、了解頂けませんでした。



役場福祉課、民生児童委員協議会　高橋会長、村越民生児童委員の尽力により、

4名の方が決定、28年12月より活動頂いています。　福祉課や高橋会長の話を聞く

機会があり、印象に残った民生児童委員の役割として　「決して一人で解決をしようと

するのではなく "話を聞いて”役場へ”伝える”ことを重視して頂きたい」　とのこと。

役目を重荷と感じてはいけないのです。　

ちなみに全国的に民生児童委員を承諾して頂ける方が不足している今、原則75歳

未満の方を対象に依頼をしているとのことです。

⑥ セントラル病院の移転

各地区からの意見を聞き纏めた結果、”回答なし”或いは"やむを得ない”との意見が4つの

地区からありました。　しかし”病院の存続を要望”或いは”診療所の検討を望む”声が

多く、区長としてこの声を無視することは出来ませんでした。　町の見解は　「これ以上

診療所を増やすことは考えられない。　農村改善センターの診療所を利用して頂きたい」

とのことで、役場との交渉が難しいと判断し、交渉の相手を変更し交渉を進めています。

現時点では、ここまでの報告しか出来ません。

今後の予定は、セントラル病院の母体である「志仁会」へ今後の計画を示して頂くことを

管理センター経由で依頼しています。　その報告を受けてから、現交渉相手、管理

センター、区民の会、三者の交渉を4月からになりますが、進めて行きます。

２．７　特別委員会 委 員 長　　丸 山　正 行

① レストラン”森の里”の再外部委託

平成28年4月より管理センターによる営業を進めて来ましたが、10月1日より株式会社

ZENとの業務委託契約を締結しました。　本年2月末には一部リニューアルを行い、

メニューなどの変更がされています。

区民の会としても、全てを”森の里”へ任せるのではなく、何らかの支援が出来るよう

バックアップをして行きたいと思っています。

② 売店収益

セブン‐イレブン・ジャパンからの月々の損益計算書によると、ほぼ期待通りに推移して

いる。　100万円/月の利益が計上され、これから店長はじめ社員の労務費、店舗車両費・

通信費・光熱費・減価償却費などの経費を差し引くと黒字という訳にはいかないが、期初

に予測した赤字の範囲に収まるのではないかと思われます。

ただ以前の売店と比べると大幅に改善され、多くの皆様にとても便利になったと喜んで

頂けていることが、数値以上に上々の成果ではないかと、センターでは考えています。



一般会計(区民の会運営費） 平成29年3月20日
収入の部

項目 予算 決算 差異 適用

前年繰越金 640,175 640,175 0 現金52,216円、預金1,587,959円、積立金△100万円

業務委託料 1,020,000 1,020,000 0 毎月85,000円南箱根ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ㈱より

函南町補助金 100,000 100,000 0 自主防災会への運営費補助金

南箱根ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ㈱補助金 100,000 100,000 0 自主防災会への補助金

銀行利息、その他 200 212 △ 12 有志からの寄付、銀行利息

合計 1,860,375 1,860,387 △ 12
支出の部

項目 予算 決算 差異 適用

会議費 40,000 43,559 △ 3,559 ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙ使用料6回分、会議お茶代

事務用品費 30,000 22,811 7,189 ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ代、掲示板用品他

印刷費 80,000 53,933 26,067 管理会社ﾞｺﾋﾟｰ機使用料等

交通・通信費・雑費 10,000 8,592 1,408 町内交通費、振込手数料、証明書
謝礼金 45,000 46,000 △ 1,000 小学校入学祝い、消防団結団式祝金、猫踊り賛助金

地区活動費 300,000 187,282 112,718 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、防災訓練等�地区活動補助/年度末精算

役員/幹事活動費 250,000 270,000 △ 20,000 幹事17名分�役員正副7名分

防災訓練費 100,000 109,078 △ 9,078 防災訓練、勉強会等費用

防災整備費 150,000 27,780 122,220 無線機電波使用料、防災倉庫整備
広報活動費 75,000 25,767 49,233 広報誌発行2回分他
環境整備・美化・交通安全費 35,000 22,558 12,442 防犯パトロール会議・クリーン作戦

文化・健康維持 100,000 69,280 30,720 盆踊り、音楽会、健康サポート隊勉強会

敬老会事業費 50,000 40,069 9,931 打合せ・反省会

自治会活動保険料 110,000 102,880 7,120 自治会活動保険掛け金

予備費（来期繰越金） 485,375 830,798 △ 345,423 現金79,134円、預金1,644,420円、△積立金892,756円

合計 1,860,375 1,860,387 △ 12

特別会計（函南町補助事業等）
収入の部

項目 予算 決算 差異 適用

函南町消防設備整備補助金 1,470,000 1,446,000 24,000 函南町からの補助金�総額の70％
上記整備事業（区）負担金 630,000 621,012 8,988 南箱根ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ負担�総額の30％(区負担分）

函南町資機材整備補助金 0 208,000 △ 208,000 函南町からの補助金�総額の50％
上記整備事業（区）負担金 0 208,380 △ 208,380 南箱根ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ負担�総額の50％(区負担分）

区長、組長(班長）委託費 804,440 801,400 3,040 函南町からの連絡業務委託料(区長＋班長64名分）

敬老会事業運営費補助金 0 354,389 △ 354,389 費用全額町負担

合計 2,904,440 3,639,181 △ 734,741
支出の部

項目 予算 決算 差異 適用

消防施設整備事業費 2,100,000 2,067,012 32,988 6地区消火栓新設、消化ホース追加他

資機材整備事業費 0 416,380 △ 416,380 防災倉庫備品追加、無線機バッテリー補充他

区長、組長(班長）委託費 804,440 801,400 3,040 函南町業務委託料支払（区長＋班長64名分）

敬老会事業費 0 354,389 △ 354,389 9/26、9/27森の里にて実施�計122人参加

合計 2,904,440 3,639,181 △ 734,741

防災積立金
項目 前年繰越金 支出 次年度繰越金 適用

防災無線機ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換費用 500,000 0 500,000 防災無線機ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換未実施（繰越金）

防災無線機維持積立金 500,000 107,244 392,756 無線免許整備（再免許）費用

合計 1,000,000 107,244 892,756

平成28年度「ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ区民の会」決算報告書	



平成28年度決算監査報告

���上記平成28年度決算報告に関し�収支、銀行預金通帳等全般を精査し

���適正に処理されている事を確認したので�報告します。

平成 29年 3月    日

監査人

㊞



*印：兼務者

役職名 氏名 地区

会　長 丸山　正行 １地区

ダイヤランド区長 *丸山　正行 １地区

自主防災会長 *丸山　正行 １地区

環境整備・美化・交通安全部会長 辻　正明 ４地区

文化・健康推進部会長 花上　裕子 ７地区

広報部会長 吉原　英文 ９地区

会計責任者 安永　由紀子 ２地区

総務部会長 *丸山　正行 １地区

（事務局） 斎藤　哲男 ２地区

(敬老会事務局） 小櫻　景如 ６地区

特別委員会委員長 *丸山　正行 １地区

特別委員会委員 *吉原　英文 ９地区

特別委員会委員 田中　真弓 ７地区

監査役 藤田　宗久 ９地区

*　兼任者

役職名 氏名 ロットNO

保 健 委 員 山上　礼子 １３－１１５１ H30.3.31 ２年

民生・児童委員 村越　信子 １３－０４２１ H31.11.30 ３年

民生・児童委員 下郷　宰 １３－０３１５ H31.11.30 ３年

民生・児童委員 藤村　詔三 ３３－００３７ H31.11.30 ３年

民生・児童委員 郷　千恵子 １３－０１２３ H31.11.30 ３年

青少年健全育成地区推進委員長 丸山　正行 ７３－００９３ H30.3.31 １年

環境美化指導委員 川原　徳重 １３－０５３３ H30.3.31 １年

環境美化指導委員 越智　知子 ６３－０１５１ H30.3.31 １年

廃棄物減量推進委員 古田　宏子 １５－００１０－２ H30.3.31 １年

廃棄物減量推進委員 辻　正明 ７３－００２８ H30.3.31 １年

明るい選挙推進協議会 古河　恵子 ２３－０５４３ H31.3.31 ２年

平成２９年度　ダイヤランド区民の会　役員名簿

平成29年 3月20日

７３－００９３

１３－００９２

３５－０１１１

ロットNO

７３－００９３

７３－００９３

７３－００２８

４５－１０００－２
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１３－０２５３

７３－００９３

１５－００８０

３５－００５１

任期

平成２９年度 「ダイヤランド区」 函南町への推薦委員

７３－００９３

２５－０３９８



３．２－②　平成２９年度ダイヤランド区民の会 活動方針

１．　基本方針 会 長　　丸 山　正 行

基本方針　：　信頼と対話と連携

区民の会の皆さんが「明るく健康で末永く暮らせる地域」「信頼を持って何でもし、支え

あって生きていける地域」「それを成す為の区民の会とサービスセンターとの連携」

3つのリング。

２．　部 会 活 動 方 針

２．１　自主防災会 会 長　　丸 山　正 行

① 「平成２９年度函南町防災組織整備事業補助金並びに消防施設整備費補助金」 の内訳

は以下の通り要望書を提出しました。

1) 資機材整備事業要望 小計 323,124円 （内　補助金は50％）

・　本部倉庫保管の医薬品関係の追加 18,427円

・　本部及び各地区防災倉庫の使用期限切れ品の交換 76,653円

・　各地区防災倉庫の備品の追加 124,364円

・　ヘルメット補充 103,680円

2) 防災倉庫整備事業 小計 869,832円 （内　補助金は2/3）

・　本部倉庫の取り換え　【旧倉庫（1地区）の解体含む】 869,832円

　　　　*　１地区と本部倉庫を兼用する

3) 消防施設整備費補助金 小計 608,580円 （内　補助金は70％）

・　消火栓路面囲い枠ペイント 216,000円

・　消火栓破損ハンドル交換 34,560円

・　4地区ホース格納箱破損交換 68,040円

・　ホースカップリング部ゴムリング交換 11,988円

・　消火器本体の交換 277,992円

合計 1,801,536円

町の補助金額 1,166,000円

② 避難計画の確立　（発災から避難所設営・運営）

具体的には4月からの防災会議において決めて行く。

③ 本部組織の充実

④ 地区防災員の見直し・増員 ③・④・⑤は、27年度からの

⑤ 民生児童員との連携 継続案件

安否確認者リスト

⑥ 防災訓練の見直し

・　本部には集合しない訓練。　本部と各避難場所との通信訓練を重視。

２．２　環境整備・美化・交通安全部会 部 会 長　　辻　正 明

① 環境整備関係

そう遠くない将来、大規模な地震や噴火が予想される現在、発災時に安全な避難が

図れるように、各地区の避難所付近の夜間照明、全域の道路側溝グレーチング

取り付け、劣化している道路舗装の修理、危険地区のガードレール取り付けなどを

町へ要望事項として取り上げる。　また未実施案件も要望を継続していく。

}



② 環境美化関係

・　月一回以上、各ゴミステーション及び地区の見回り。

・　春のクリーン作戦。　５月下旬。

・　秋のクリーン作戦。　１０月中旬。

・　各ゴミステーションの設備が老朽化しているので、順次更新するよう、また

　　監視カメラについて設置個所を増やすように管理会社に要望していく。

③ 交通安全関係

例年同様、交通安全週間に合わせて街頭広報活動を実施する他、防犯パトロール隊

の活動を通じてダイヤランド内の交通安全と防犯を図る。

２．３　文化・健康推進部会 部 会 長　　花 上　裕 子

① 文化部

ダイヤランド住民の皆様の為に、活発な交流をはかり、豊かな環境を提供すべくイベント

などの企画・開催をします。　常に、皆さまのご意見・アイディアを募集しています。

・　8月12日のダイヤランド夏祭りに盆踊りで参加予定。

7月、8月に「あやめ会」のご協力を得て、小学生を含む住民の皆様に盆踊りを

練習して頂く。

・　11月26日、　第六回杜の音楽会を開催　

9月～　出演者募集

② 健康推進部

高齢化が進む住民の皆様が、いつまでも自分らしい暮らしが続けられるよう、昨年

スタートした「健康サポート隊」をより充実させていく。　

皆様の幅広いご意見をお聞かせ下さい。　同時に活発な活動の為に、部員を募集中。

・　健康に関する各専門家を招いて、年3～4回、勉強会を開催。

・　「ダイヤランドはつらつ体操クラブ」をサポートしていく。

２．４　広報部会 部 会 長　　吉 原　英 文

① 活動方針

・　区民の会ホームページを活用し、迅速かつ詳細な情報の公開を行います。

・　各会員が自分の意見や情報を発信しやすい環境づくりを行います。

・　区民の会の活動を広くアピールすることによりダイヤランドの価値を高めます。

②　 活動計画

・　ホームページ環境の改善

　　・　より多くの人が情報や意見を発信しやすい環境を作ります。

　　　（例） 投稿できるユーザを増やす。

メールで投稿できるようにする。

郵便で投稿できるようにする。

・　情報発信方法の検討

　　・　スマホやパソコンなどが苦手な人でも、ホームページの情報が得られる環境を

　 　　検討する。

　　　（例） 森の里の入り口付近にTVを設置しホームページの動画を表示する、など。

・　年４回の会報発行



２．５　会計 会計責任者　　安永　由紀子

① 平成２８年度の総会で承認された予算書に基づいて、適正な執行に努めます。

② 定期的な予算実績の管理を行い、中間期には区民会議で報告をします。

③ 役員会に於いて、各部会長からの提出される活動並びに支出報告に基づいて、適正な

　 出納及び処理に努めます。

２．６　総務部会 部 会 長（兼）　　丸 山　正 行

① 会員名簿管理の見直し

名簿管理者について、斎藤哲夫氏ひとりに頼っている状態です。　個人情報の問題

も含めた中で再構築して行きたい。

② 役員・函南町への推薦委員について

決まらない・断られるのです。　切実な問題です。　7年～8年、今のような状態です。　

真剣に考えて頂きたい。　具体的には、5月の「区民会議」において、皆さんの意見を

聞きたいと思っています。　

会議案内を4月に配布します。　これに基づいて幹事・班長さんは意見を下さい。

２．７　特別委員会 委 員 長　　丸 山　正 行

① 各部会よりの要望事項の実現に向け、側面より支援する。

② 管理会社関係

サービスセンター連絡会議（SC連絡会議・1回/月）を通じ、又、随時発生する問題

解決に向けた協議については、委員長の責務と考え遂行する。



一般会計(区民の会運営費） 平成29年3月26日

収入の部 （単位：円）

項目 予算 適用

前年繰越金 830,798 現金79,134円、預金1,644,420円、△積立金892,756円

業務委託料 1,020,000 南箱根ダイヤランド㈱より�85,000円×12ヶ月�
函南町補助金 100,000 自主防災会への運営費補助金
南箱根ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ㈱補助金 100,000 自主防災会への補助金
銀行利息 200 預金平均残高130万円の0.01％

合計 2,050,998
支出の部

項目 予算 適用

総務費 200,000
（内訳）会議費 50,000 区民会議用ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙ使用料6回分、会議お茶代
����事務用品費 30,000 ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ代、コピー用紙代他
����印刷費 60,000 管理会社ﾞｺﾋﾟｰ機使用料等
����交通・通信費・雑費 10,000 交通費、振込手数料、残高証明費用他
����敬老会費 50,000 打合せ、反省会等
謝礼金 45,000 小学校入学祝い、消防団結団式祝金、猫踊り賛助金
地区活動費 300,000 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、防災訓練等�地区活動補助/年度末精算
役員/幹事活動費 270,000 幹事17名分�役員正副6名分
防災訓練費 100,000 防災訓練、勉強会等費用
防災整備費 100,000 無線機電波使用料、防災倉庫整備、チラシ
広報活動費 50,000 広報紙発行4回分、Wi-Fi環境整備等
環境整備・美化・交通安全費 30,000 防犯パトロール会議、春・秋クリーン作戦他
文化・健康推進費 164,000 盆踊り、音楽会、勉強会4回分他
自治会活動保険料 110,000 自治会活動保険掛け金
予備費（来期繰越金） 681,998

合計 2,050,998

特別会計（函南町補助事業等）
収入の部

項目 予算 適用

函南町消防設備整備補助金 426,000 函南町からの補助金�総額の70％
��上記整備事業（区）負担金 182,580 南箱根ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ負担�総額の30％(区負担分）
函南町防災倉庫整備補助金 579,000 函南町からの補助金�総額の2/3
��上記整備事業（区）負担金 290,832 南箱根ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ負担�総額の1/3(区負担分）
函南町資機材整備補助金 161,000 函南町からの補助金�総額の50％
��上記整備事業（区）負担金 162,124 南箱根ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ負担�総額の50％(区負担分）
区長、組長(班長）委託費 801,400 函南町からの連絡業務委託料(区長＋班長64名分）

合計 2,602,936
支出の部

項目 予算 適用

函南町消防設備整備補助金 608,580 平成29年度消防設備整備事業費�消火器交換他
函南町防災倉庫整備補助金 869,832 平成29年度設備防災組織整備事業費�本部倉庫取替え
函南町資機材整備補助金 323,124 平成29年度設備防災組織整備事業費�防災倉庫整備
区長、組長(班長）委託費 801,400 函南町業務委託料支払（区長＋班長64名分）

合計 2,602,936

平成29年度「ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ区民の会」予算書（案）	
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