活動実績書（都筑ふれあいの丘まちづくり協議会）
作成：平成３０年２月２８日
【平成２８年度】
別紙「平成２８年度活動実績」
（総会報告書 2018.5.25）および
「第５回都筑ふれあいの丘まちづくり協議会総会議事録」（2018.5.25）参照
【平成２９年度】
定例の運営委員会は奇数月の第 4 木曜日に開催。役員会は随時開催。
（１）樹名板の整備
・昨年７月に作成した樹名板の汚れが目立ってきたため洗浄、乾燥、テプラ交換、ラ
ッカー仕上げをした。
（7/3）４０枚中１枚紛失していて今回は３９枚取り付けた。
（7/4）
（２）駅周辺の駐輪・駐車問題
・年間数台を集積所に持っていくが効果なし。
・Q 大ゼミは整備されて殆ど敷地内に収まっている。（７時頃先生が整理している）
・OK の駐輪問題

場内放送で喚起してくれている。 ・従業員が整理している。

・止める人のマナー問題。駐輪ラックが修理されていない。路上にはみ出している。
・９/11 駐車違反実態調査実施

（7:00～20:30）

・殆どが送り迎えの車。「送り」は数秒だが「迎え」は数十分に渡る場合もある。
・悪質なものは、業者の車で場所を変えながら数時間駐車し、この周辺の自販機の空
き缶回収、補充をしている。
・駅に出入りしている布団乾燥車は２時間ほど駐車していた。
・横断歩道、交差点内に駐車している車もある。
（３）ふれあいの丘連合祭への参加（10 月 15 日）
らくがきコーナー、ガリバーマップ、まちづくりの活動報告ＰＲなど
（４）
「都筑ふれあいの丘まちづくりプラン」に関し事業者との協議
⓵

田中土建工業（株）からの案件（7/24 修正案受取）
・港北ニュータウン地区街づくり協議指針に沿った計画になっていないため、街並み
の維持、調和のとれたまちづくりのため修正を要望。受け入れられずに建設開始。

②

川喜田建設設計事務所からの案件 ＜駅に隣接した、まいばすけっと＞

③（株）ＡＯＫＩホールディングスからの案件 ＜ＡＯＫＩ本社増築計画＞
工事期間は解体作業を含め、Ｈ29 年 9／19 ～Ｈ30 年 11 月末まで。
④

大東建託からの案件（富士見茶屋跡地）

⑤

大東建託からの案件（高山地区）モンテアルタ建て替え工事

⑥

アン・クリエーションからの案件（オーケー壁面の看板工事、岩盤浴設置）
・1/10 看板設置場所を回って環境に調和するデザインを要望。一部受け入れ。

（５）交番問題の途中経緯

民間交番・防犯センター（立ち寄り所）見学（7/11）

・港北区、大倉山 太尾防犯拠点センター（18 町内会・自治会が運営。毎日開館。
警察官立ち寄り所となっている。）
・青葉区、防犯たまプラーザステーション
（６）ホームページの開設 通信第 14 号の作成・配布
（７）協議指針他について都市整備局まちづくり課とミーティング（11/22）
・まちづくり活動は、まちの資産を高めるため民間の活力を利用して、横浜市で立ち
上がったもの。ニュータウン全体の指針をまとめて見直してほしいと要望した。
（８）自転車路面標示問題 1/9(火)13:30～15:30
・都筑土木事務所と一緒に歩いてマークの貼る位置、間隔などの説明を受けた。
・協議会の要望：駅裏一画は違法駐車が多いので、自転車が車道を走るようになると
事故が発生するリスクが高くなる。青の矢印シールを貼らないよう要望。一部実現。
以上

開催日時
2017 年 5 月 2５日（木）
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開催場所

第５回 都筑ふれあいの丘
まちづくり協議会総会（定例総会）

エステスクエア
ふれあいの丘集会室

市営つづきが丘住宅自治会：石井麗子（協議会会員）
高山自治会：小林恵美子（協議会会員）
タンタ自治会：眞田充博（自治会会長 / 協議会副会長）増田智秀（川和東小 PTA 会長）
エステ自治会：高崎達朗（自治会会長）増田博行（協議会監事）福富洋一郎（協議会会長）田中正之（協議会
理事）江口弥生（協議会会計）古賀なお美（協議会理事）井上憲子（協議会理事）
①平成 28 年度 都筑ふれあいの丘まちづくり協議会定例総会 議案書
②平成 28 年度 活動報告
[ 第１号議案 ]
③2016 年度 都筑ふれあいの丘まちづくり協議会 収支決算書
[ 第２号議案 ]
④2016 年度 都筑ふれあいの丘まちづくり協議会 活動予算と実績
〃
⑤2016 年度 都筑ふれあいの丘まちづくり協議会 支出予算と実績内訳、会計監査報告書
〃
⑥2017 年度 都筑ふれあいの丘まちづくり協議会 活動計画（案）年間スケジュール
[ 第３号議案 ]
⑦2017 年度 都筑ふれあいの丘まちづくり協議会 活動予算（案）
[ 第４号議案 ]

議

題

１．開会
司会：眞田副会長
挨拶：福富会長
２．出席者確認報告（眞田副会長）
：役員７名中、7 名全員出席。
会則 10 条５項 総会の開催は役員の 2/3 以上の出席をもって成立する。
３．議長は会則第 10 条 7 項により会長の福富、議事録署名人は増田氏（エステ）が選任されました。
議事事項採決方法：拍手による方法とする。
（議事は出席会員の過半数で決する。会則第 10 条 6 項）
４．議案審議：
第１号議案 平成２８年度 都筑ふれあいの丘まちづくり協議会 活動報告
古賀理事より報告 （資料②参照）
（１）会議開催：・第４回定例総会開催（5/26）
・運営委員会…６回開催
・役員会…１１回開催
（２）プラン認定の報告：①PR パネルの製作、掲示（ふれあいの丘駅１ヶ月、郵便局 半年以上展示）
②タウンニュースの記事による PR
（３）事業者との協議開始：①村中建設（株）セリア広告物 ②高山の一般住宅３軒 ③伊藤超短波（株）看板
④田中土建工業（株）マンション ⑤横浜市交通局 まいばすけっと
（４）駅前広場の活用イベント：樹名板プロジェクト開催（７/９）
①子ども達３６名、保護者・スタッフ総勢６６名参加 ４０枚の樹名板を作成。
雨のため会場を駅前広場からエステ集会室に変更。
②反省会を開催し今後の課題、取り組み方を協議。
③樹名板の写真入り地図、パネルを作成。
（連合祭で展示）
（５）第９回ふれあいの丘連合祭へ参加（10/16）
・ガリバーマップ
・樹名板イベントの報告、プランの概要版パネル展示
・シール投票
・チョークによる「らくがきコーナー」 ・アイデア募集コーナーを設けた。ブース来場者は 200 名ほど。
（６）協議会便り第１３号発行（11/26）
地元企業の応援、紹介記事「知ってる？まちのこと！」掲載開始。第１号として「コーヒーターミナル」掲載。
（７）交番問題について：①アンケートをもとに都筑警察担当者と協議。
②民間交番を見学（相模原市の民間交番、町田市のセーフティボックス、サルビア）
（８）その他の活動：
①駐輪問題について OK へ対処依頼のため写真入り文書作成。
②環境美化活動 第４日曜１０：００～、ハマロードサポーターに協力。
③防犯パトロールに協力。丘連定例会、合同懇親会に参加し活動について情報共有。
④過去の協議会便り、運営委員会議事録、プラン、樹名板地図を USB へ記録。ホームページ開設準備。
⑤桜並木、シボルツリー、番屋式交番、駅前広場の活用について地域の方にアイデア募集し、検討中。
採決：第１号議案は拍手多数で承認されました。
第２号議案 平成 28 年度収支決算報告及び監査報告
会計：江口、監事：増田氏より報告
（資料③④⑤参照）
（１）平成 28 年度都筑ふれあいの丘まちづくり協議会収支決算報告
会計江口より説明、報告。
（２）平成 28 年度都筑ふれあいの丘まちづくり協議会会計監査報告書
増田監事より証拠諸票の提示を受け調査した結果、適正であったとの報告がされました。
採決：第２号議案は拍手多数で承認されました。

第３号議案 平成 29 年度活動計画（案）
田中理事より説明
（資料⑥参照）
（１）会合：運営委員会の開催……原則奇数月 第 4 木曜日 19 時開始。
役員会の開催…原則偶数月
エステスクエアふれあいの丘集会室で開催。
（２）建築事業者への対応：①事業者から申請があれば都筑ふれあいの丘まちづくりプランに沿った対応をします。
②申請時の協議には勉強会などが必須と考えています。
（３）駅前美化活動の協力……毎月第４日曜日 10~11 時（7,8,12,1,2 月はお休み）
（ハマロードサポーター） 清掃活動、花の管理と年２回の植え替え作業、プランターサポーターづくりなど。
（４）イベント開催：①連合自治会主催の連合祭（10/15）に参加。
②富士山景観ポイント探し。
③地下鉄開通１０周年への参画。
（５）協議会便り第 1４号兼ニュースレター発行（企業ニュース・店舗 PR 開拓）
（６）検討事項：店先の庇やベンチの設置、既存施設利用しての子供の居場所作り、景観ポイントマップ、サイン設
置やシンボルツリー（ジャカランタ）推進。
（７）マナー活動他：違法駐輪削減活動、あいさつ運動、防犯パトロール活動の協力。
（８）その他の活動：①メンバー募集……PC に強く、協議会便りの編集などができる人材、建築に強い人材、その
他あらゆる人材募集。
②民間交番設置可能性を探る見学会や勉強会。
採決：第３号議案は拍手多数で承認されました。
・増田監事より総会の時期について５月に開催ではなく４月にしたらどうかとの提案があった。← 助成金などの
手続き上５月に行っていた。役員会で今後どうするかを検討する。
・挨拶運動：各自自主的に行っているが具体的に検討していく。
・景観ポイント探し：地域の範囲と違う部分もあるので、更に検討をする。
・エステ自治会より毎年年度末（３月）に戴いていた賛助金を他自治会同様、今期から会計年度初め（４月）に戴く
ことを高崎自治会長が了承してくださった。
第４号議案 平成 29 年度収支予算（案）
収入は４自治会からの賛助金、ニュースレターとして地元企業の紹介を載せる広告料。
支出は過去の支出額を参考にしてイベントごとまた必要事務費などを算出。
以上のように⑦資料をもとに江口協議会会計より説明。
採決：第４号議案は拍手多数で承認されました。
第５号議案 運営委員・役員の選出（会則第２章
福冨会長より退任者と推薦者の報告
退任者：増田 博行（監事）
推薦者：高崎達朗（監事）

会員及び役員参照）

理事：福富（会長）
、眞田（副会長）
、田中、古賀、井上
会計：江口
監事：高崎（エステ自治会会長）
上記７名が平成２9 年度役員となります。
採決：第５号議案は拍手多数で承認されました。
５．議長解任
福富会長：本日の議案は全て終了いたしましたので、議長を退任させていただきます。
６．閉会
眞田副会長：第５回都筑ふれあいの丘まちづくり協議会総会を終了致します。ありがとうございました。
以上
議事録作成
議事録作成者
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議事録署名人

平成 29 年 6 月 3 日（土）
井上

憲子

印

