
美しい里 「小倉の里会」

第６回 会員総会議案書

２０１４年８月１4日（木）

軽井沢アイスパーク １F会議室



本日の議案

 会員総会 １３：００～１３：４５

＜報告事項＞
第1号報告 平成２５年度事業報告
第2号報告 平成２６年度事業計画

（別荘案内整備計画案）

＜決議事項＞
第1号議案 会則改訂の件

▶ 懇 親 会 １４：００～１５：００
２Fオープンスペース



監査報告書

私は、小倉の里会の平成26年3月期の

会計について監査した。

監査の結果、当会は適法かつ正確に

処理されていることを認めた。

平成26年7月5日

小 倉 の 里 会

会 計 監 査 新 庄 和 彦



第１号報告 平成２５年度事業報告

１、収支計算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日） 単位：円

予算 実績 予算比 予算差

会員数 245 243 99.18% -2 死亡、入院当

608356 608,356

会　費 490000 486,000 99.2% -4,000

賛助会費 30,000 43,000 0.0% 13,000 新築工事６件　　＠7.166円

親睦参加費 25,000 32,500 0.0% 7,500

寄付他 450,000 772,000 0.0% 322,000 １６７名

利息収入 0 18 18

995,000 1,333,518 134.0% 338,518

印刷費 23,000 27,554 119.8% 4,554 小倉の里たよりｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾄ

郵送費 30,000 28,820 96.1% -1,180

通信費 10,000 9,430 94.3% -570 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾚﾝﾀﾙｻﾊﾞｰ

会議費 10,000 4,500 45.0% -5,500 総会会場費

電気代 18,000 17,007 94.5% -993

賃借料 63,600 63,600 100.0% 0 柳澤様土地賃借、掲示板

事務用品 10,000 7,250 72.5% -2,750

設備費 1,300,000 1,278,245 98.3% -21,755 入口門柱等

管理費 35,000 25,000 71.4% -10,000

親睦会 35,000 27,003 77.2% -7,997

諸手数料 2,000 2,680 134.0% 680 〒振替用紙、残高証明

その他 0 0 0.0% 0

1,536,600 1,491,089 97.0% -45,511

66,756 450,785 675.3% 384,029

備考

期末残高

２０１3年度実績 　（単位：円）

収入合計

支
出

支出合計

収
入

前期末繰越



２、小倉の里入口整備計画 完成報告

正面入口

女街道入口



◆入口整備費用と資金

第１期 ２０１２年１０月： 女街道入口地図 １２万円

第２期 ２０１３年 ４月： 正面入口門柱（右） ５７万円

正面入口地図移設 １２万円

正面入口街灯設置 ７万円

第３期 2013年 １０月： 女街道入口門柱 ４７万円

第４期 2014年 ４月： 入口左門柱 （地主返答なし）

費用合計 １３５万円

◆ 資 金

・寄付金 １９７名様 １１３万円

・臨時会費 例年1000円の年会費を2000円 ２４万円

資金合計 １３７万円



第２号報告：平成２６年度事業計画

１、別荘案内表示整備計画（案）

１）現状の問題点
①設置してから長期間経過している

ためポールが腐ったり、表示板が
落ちている所がある。

②ポールは町が所有し、プレートは
町から受領し、各自が自由に取付。
色彩、書き方、取付方法等に統一性がない。

③新築別荘など新たに取付たい人がいても、
取付けるスペースがない。



２）整備計画の概要

①耐久性の確保：

・町所有の木製のポールを返却し、小倉の里会が

アルミ製のポールを設置する。（１本６６千円）

②統一性の確保：

・町の木製の案内板に代わり、小倉の里会が作成

するアルミ製の案内表示板を使用してもらう。

（希望会員負担 ２箇所２枚まで ＠３，０００円）

③案内しやすい環境創り：

・ポール上部に誘導看板（ここはC―3）を取付る

ことで来客等への案内しやすい環境を創る。



３）設置事例（南が丘・南原）



 設置事例（追分笑坂）



４）新旧ルール比較等

◆申込み受付：９月初旬「小倉の里たより」及びWebサイトでご案内
①Webサイト申込②Eメール申込③書面（FAX）申込

◆設置予定 ：今年度ポール７本を１１月までに設置予定（約４８万円）
来年度以降申込枚数の多い所から年２本（約１３万円）

現在（町）のルール 変更後のルール

木製　（町所有） アルミ製　当会所有

町が了解取得 当会が了解取得

形　　態 木製（２枚まで無料） ｱﾙﾐ製(２枚まで＠３千円)

色　彩 町指定色（焦げ茶） 同　　左

書体、書き方 白字で自由な書体 業者が、統一書体で

矢型の向き 矢印を下方向に 業者が基準通りに

取　　付 空いている所に 業者が番号順に

ポールの形態と所有権

ﾎﾟｰﾙ設置箇所土地利用承諾

案内板



設置予定地

女街道入口
２本 ２５枚

C地区入口
１本 ２２枚

A地区入口
３本 ４８枚

B,S地区入口
１本 １５枚



第１号議案：会則改訂の件

第１３条（別荘案内表示等）

１ 別荘案内表示物（ポールおよび案内板）の形態、色彩、記入

方法、取付方法等は軽井沢町の定めに従い、当会が設置

管理する。

２ 別荘案内表示ポールは、当会が土地所有者の了解を取得し、

当会の費用で設置管理する。

３ 別荘案内表示板の取付を希望する会員は、所定の申込書

を事務局に提出し、実費を支払う。実費は、案内表示板制作

費用、記入費用、取付費用等で、1枚3,000円とする。

４ 案内表示板は、１会員２ヶ所、２枚まで申込することが出来る。

５ ３月末迄の申込受付分は５月末迄に、９月末迄の申込受付

分は１１月末迄に取り付ける。

６ 当会会員以外の表示物、町の基準に準拠しない表示物等は、

事務局が取り外すことが出来る。



事業計画 ２ 本年度の道路・水路整備

＜２０１３年度改修実績＞

①A地区私有地にある公共排水管を

撤去し、町道に水路を新設工事 （ １～３月）

②水路崩壊箇所の応急処置 （１０，11月）

③メイン道路簡易舗装工事 (１０，１１月)

＜本年度の改修予定＞

①C地区水路崩壊箇所の改修

②メイン道路陥没箇所のアスファルト舗装

③段差解消工事数か所



◆火災

・C３０、C４１に隣接する木材処理施設から、昨年９月、本年5月１３日

夜に出火。 通算３回目の出火。

・9月は焚火の不始末、5月は原因不明も自然発火、放火との噂あり。

◆異臭、悪臭

・春ごろ同所より異臭が漂い始め、小倉の里および近隣から町役場

に苦情多数寄せられる。

・町役場と協議した結果、行政指導権限のある県にお願いする。

・６月４日、１８日に県担当者が社長と面談、行政指導を行う。

産廃業届出書の提出を勧告。

臭いもきついので、チップの撤去を口頭指導。

・7月１５日、県担当者、町役場担当者とで第３回目の立入検査。

これ以上チップを掘ると臭いがでるので、秋以降に搬出作業を

再開する。 それが終了したらここは閉鎖し、他に移転する。

最終搬出、撤去時期等について。県から指示書を出す。

■近隣火災と異臭問題



・昨年１０月、小倉の里奥の隣接地にソーラー設備建設

計画が持ち上がる。

・隣接地へ買収交渉するも３名の大地主、計画を聞い

て拒否。

・県の伐採許可も困難な見通し。

・計画は中断したものと思われるが、町役場からの

情報収集、自然保護委員会の主要メンバーと連動

しつつ動向を注視していきたい。

■サル・クマ情報

・5月１８日、風越公園近くの森林に親子クマの痕跡あり。

・小倉の里内でのサルの情報はありません。

■ソーラー発電設備計画


