
                     2021 年７月吉日 
 会員各位  

美濃戸高原別荘地連絡会  
会長 中村敏昭  

 
2021 年度 第 25 回 定期総会のお知らせ 

 
暑中お見舞い申し上げます。 

 ２年半に及ぶ新型コロナウィルス肺炎との戦いは、４度に及ぶ感染拡大の中でやっと始ま

ったワクチン接種で何とか収束への期待が持てるようになってきました。とはいっても高

齢者から始まった接種ですから、働き盛りの世代から青少年、子供に至るまで終わらなけれ

ば全く安堵できず、早期の投与終了と感染者鎮静化を願うばかりです。会員の皆様に於かれ

ましては、感染予防措置や外出・会食自粛を継続される日々と思いますが、もう少しの我慢

と考えてこの困難を乗り越えていかれるよう願うばかりです。 
 さて、8 月 1 日（日）開催予定の定期総会は、上述の状況が続く中で引き続き三密を避け

るため今回も会場を使わず文書で議案をお送りし、賛否のご返事を皆様から頂く形とさせ

ていただきました。 今回も定例議案の審議をお願いするとともに、新たに世話人会人事の

ご承認をいただき、その他のご報告として水道施設大規模修繕工事、 管理費値上げ交渉経

過、連絡会会費納入のお願い、等のお知らせをさせていただきます。  
ご多忙中恐縮ですが、議案に目を通していただき、賛否返答とご意見をいただけますよう、

どうぞよろしくお願いいたします。  
 

第 25 回 定期総会内容 
１． 議案審議  

① 第 1 号議案 2020 年度（第 24 期） 活動報告    加留部事務局長 
② 第 2 号議案 2020 年度（第 24 期） 決算報告    事務局 安藤 
③ 第 3 号議案 2021 年度（第 25 期）活動方針（案） 中村会長 
④ 第 4 号議案 2021 年度（第 25 期）予算書（案）  事務局 安藤  
⑤ 第 5 号議案 役員の改選および世話人の承認     加留部事務局長 

 
2021 年度第 25 回定期総会は昨年に引き続き新型コロナ禍のため会場での開催が中 
止となりました。総会議案審議（賛否回答）は同封ハガキに〇印をご記入の上、7 月 
31 日までに事務局宛に返送してください。総会の成立に関わりますので必ずポストに 

投函していただきます様お願いいたします。 
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  第 1 号議案 

2020 年度 第 24 期活動報告 

                                   事務局長 加留部則彦 

第 24 期は新型コロナウイルス禍にまみれた 1 年でしたがネット会議をフル活用しながら無事に全日程
を終了しました。活動結果は第 24 期活動方針に沿って➡で報告いたします。内容については議事録、報
告書、会報に詳しく掲載済です。 

 

１． 美濃戸高原別荘地の興隆と諸問題の解決へ向け、会社への働きかけを継続する。 

ａ．合意不成立のまま新年度に入った管理費値上交渉の早期決着を目指します。 

 ➡会員に対しては会報や文書にて数回に渡り連絡会方針のご理解をお願いし、会社に対しては数回

に渡り論理的説明を求め、管理規約違反であることを主張しました。 

  連絡会の主張が正しいことを弁護士に確認もしました。会社は今日に至るまで明確な回答を示さず、

連絡会としては従来の方針を継続します。 

ｂ．会社の経営合理化と販売体制の充実を強く促し、地権者数の増加を求めていきます。 

 ➡管理費問題に連動し特に拡販策が最優先事項であることを提案してきたが最近になって茅野市不

動産業「信州土地建物株式会社」に不動産売買を委託することを決定し、会社のホームページに

その旨掲載されました。 

会社の経営合理化案は昨年 10 月に本社機能を美濃戸に移す旨報告を受けました。本社の経理

担当女性が本年 3 月末で退職し代わりの経理担当者が本年 3 月に美濃戸に赴任したが明らかに

準備不足の状態です。 

ｃ．別荘地のアッピールポイントを整理し、ホームページの充実を促します。 

 ➡事務局でホームページ「美濃戸」を見直し昨年 9 月にリニューアルし「こもれびの森美濃戸」を立ち

上げました。より良いホームページを目指すべくご意見お待ちしております。 

d．環境整備のため、倒木・落ち枝処理や間伐、ごみ集積所有料ごみ撤去を要望します。 

➡会社に要請した結果数十件の社有地のやぶ払いや道路わきの間伐は進みましたが地権者所有の

区画では進んでいません。有料ごみについては年初の会社報告書で地権者へお願い文書を出し

てもらい最近は減っているとの報告がありました。 

ｅ．水道施設大規模修繕工事の進捗状況は常に把握し、問題がないかを確認します。 

 ➡連絡会事務局で進捗状況把握の文書管理を始めました。ご希望の方にはいつでもお見せします。 

 

２． 別荘地の魅力化を図る活動を進めていく。 

  ａ．行政の情報や近隣別荘地の活動事例を入手し、別荘地の活性化に役立てます。 

   ➡茅野市長への提案コーナー（茅野市ホームページ）へ茅野市の別荘地の活性化についての対応 
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について質問しました。茅野市は行政として個別の別荘地への取り組みはしておらず、別荘地を含む 

全体の活性化について観光課を主体に活動をしているとのことでした。 

 

ｂ．会社と連動する環境整備活動の外来植物駆除運動を拡大させていきます。 

➡昨年は出来なかったが管理事務所との懇談会で出来るだけ継続することを打ち合わしました。特にオ

オハンゴンソウの駆除は重要であり住民の皆様のご協力をお願いします。 

ｃ．別荘地内の把握がしやすい道路名称付けや案内標識設置に努力していきます。 

 ➡事務局で案を作成したが更に検討を進めていきます。 

ⅾ．管理人との情報交換を密に行い、会社・連絡会双方の要望を実行させていきます。 

 ➡昨年 5 月にメールにて情報交換を実施したが一方通行になりがちで結論を得ることは出来ず、やは

り面談でのやり取りが必要であることから実質会議を検討します。 

 

３．行政への働きかけを継続します 

   市が財産区を管理・監督する点から、当別荘地の興隆を図る接点を求めていきます。 

市にはバス通り路面の早期補修を、警察には犯罪抑止の定期巡回を依頼します。 

   ➡行政を訪問またはメールによる問い合わせを実施しました。 

   ・茅野市役所 建設課 別荘地内バス道路補修の確認（3 年前に 2022 年度実施予定となっていた）を 

（7 月）         した。結果は確定です。お楽しみに。 

            総務部 財産区役員の紹介をお願いしました。文書で依頼すれば仲介するとのこと。 

            防災課 管理事務所が臨時避難場所となることの確認をしました。行政の一方的取り決 

めのようで実質無理がありそうです。  

            農林課 伐採届が管理事務所経由になっている。責任の所在は農林課であることを 

                  確認しました。 

  ・茅野警察署（5 月）   別荘地内パトロールの継続をお願いしました。その後不審事象は未発生で 

す。 

  ・諏訪地域振興局環境課（10 月）  美濃戸簡易水道事業免許更新に関し同課の役割について訪問 

し情報収集した。同課は簡易水道事業の概況調査のみで結果を県の大気課に報告する

だけの役割で更新許可は県水大気課であることが判明した。 

  ・県水大気課   同上から改めて美濃戸の実態を訴え審査の結果を公表してもらうよう依頼した。県の

回答は情報公開請求をしてもらえれば公開することにやぶさかではないが公開できない

項目もあるとのこと。 
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４．財産区長との接触を図ります。 

  昨年度に実現できなかった財産区長との接触機会を作り、情報交換を図ります。 

  ➡上記３．茅野市役所総務課訪問をご覧ください。  

 

５．年２回発行の会報を継続し、更に内容の充実化を図ります。 

 ➡会社との交渉結果を詳細に掲載しています。インフォメーション欄では美濃戸別荘地だけでなく近隣の 

  情報も取り上げ、会員投稿では美濃戸ライフの貴重な体験談を頂いています。 

 

６．今年は枯れ木感謝祭が中止となりましたが、来年の開催に向けその趣旨を多くの方に知っていただく

活動を進めていきます。 

➡1 昨年は雨、昨年はコロナ禍で残念ながら開催中止となりました。今年もコロナ禍の影響は避けられな

さそうです。 

 

７．地権者の交代や代替わりの情報を基に、連絡会新規会員や世話人メンバーのお誘いに力を注ぎす。 

➡事務局で会社の区画図をチェックの結果、非会員の方の区画を確認できました。このデータをベース 

に新規会員のお誘いに努めます。 

                                          以上 
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 第 3 号議案 

２０２１年度（第 25 期） 活動方針（案） 

連絡会 会長  中村敏昭 

 

１． 美濃戸高原別荘地の興隆と諸問題解決へ向け、会社への働きかけを継続します。 

ａ．合意不成立のままである管理費 60％値上げ問題の早期収束を目指します。 

ｂ．会社の経営合理化と販売体制強化促進を監視し、地権者数の増加を求めます。 

ｃ．水道施設大規模修繕工事の進捗状況や工程を確認し、工事の効率化を求めます。 

ｄ．リゾート別荘地が抱える構造的、社会的問題を訴え、解決への共同歩調を促します。 

ｅ． 管理人・本社担当者（新任）との情報交換を密に行い、双方の意思疎通を高めます。 

 

２． 別荘地の魅力化を図る活動を進めていきます。 

ａ．環境整備を進めるため、倒木処理や間伐、落ち枝処理促進などを要望していきます。 

ｂ．会社と連動する環境整備活動の外来植物駆除運動を拡大させていきます。 

ｃ．別荘地内の位置把握がしやすい道路名称付けや案内標識設置運動を進めます。 

ⅾ．行政の情報や近隣別荘地の活動事例を入手し、別荘地の活性化に役立てます。 

 

３．行政への働きかけを継続します 

a.リゾート地域の再興に向けた茅野市及び市の関連団体（ちの観光まちづくり推進機構、 

別荘開発業者連携委員会）との接触や情報入手に努めます。 

b.別荘地バス通り改修計画の進行確認（茅野市建設課）や、窃盗等犯罪抑止のための定期 

パトロールの要望（茅野警察署）を行います。 

 

４．財産区議長との接触を図ります。 

  リゾート別荘地が抱える構造的、社会的問題を共有し、且つ、美濃戸高原別荘地の再興 

に側面的支援を得るため、財産区議長との接触を図り、情報交換と課題解決を図ります。 

  

５．年２回発行の会報を継続し、更に内容の充実化を図ります。 

 

６．枯れ木感謝祭趣旨の周知に努力し、懇談の場を通じて会員相互の連携を広げていきます。 
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７．別荘地の非会員分析や、地権者交替、代替わり情報の入手に力を注ぎ、連絡会新規会 

員の勧誘活動（7・8 月）、及び世話人メンバーのお誘い運動を行う。  

 

※新型コロナウィルス禍の下で、活動の一部に支障が発生した場合はご了承ください。 

                                                    （以上）  
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第4号議案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(自：2021年4月1日　至：2022年3月31日）

（単位：円）

科　　目 予算額① 前年度決算額② 差額①－② 摘　　要

前年度繰越金 215,912 175,101 40,811

２０２1年度会費 299,000 293,690 5,310 1,300円×230区画分

他年度分会費ほか 6,500 42,900 ▲ 36,400

利息 0 0 0

収　入　小　計 305,500 336,590 ▲ 31,090

合　　　　計 521,412 511,691 9,721

（単位：円）

科　　目 予算額③ 前年度決算額④ 差額③－④ 摘　　要

事務局基本経費 60,000 60,000 0 事務局専従（書類の印刷・発送）経費

ホームページ運営費 11,000 46,967 ▲ 35,967 ドメイン使用料、バージョンアップ費用

行動費 20,000 12,579 7,421

交通費 20,000 13,278 6,722

会場費 10,000 0 10,000

通信費 120,000 110,324 9,676

会報 30,000 28,474 1,526

消耗品費 30,000 23,937 6,063

枯れ木感謝祭 0 0 0

備品 0 220 ▲ 220

雑費 0 0 0

支　出　合　計 301,000 295,779 5,221

予　備　費 220,412 215,912 4,500

合　　　　計 521,412 511,691 9,721

　　　　　　　2021年6月27日

美濃戸高原別荘地連絡会事務局
安藤 晋二

美濃戸高原別荘地連絡会　２０２1年度(第25期)予算書（案）

収　入　の　部

支　出　の　部

Sachie Hirabayashi
テキスト ボックス
- 8 -



第 5 号議案 

 
役員の改選および世話人の承認（就任、退任・案） 

   

  2021 年第 25 期役員案 

   会 長   中村敏昭 （N-18） 留任  

   副会長  小清水琢磨（T-22） 新任 

   事務局長 加留部則彦（Y-45） 留任 

   監 事  杉田佳夫 （K-35） 留任 

   会 計  安藤晋二 （NK-70） 留任 

   世話人  宇佐美静子（A-48） 

        石川 暁 （K-33） 2020 年 5月 都合により退任されました。 

        氏原 秦 （N-44） 今総会をもって退任申し出がありました。 

        浦 幸雄 （A-20） 

        佐藤晶子 （NK-7） 

        須永周一 （N-33） 

        高城三男 （NK-24） 

        田中敏夫 （A-115） 

        野々村ひろみ （NK-1） 

        平林幸枝 （Y-16）  

        廣田清二 （NK-55） 

        福井 篤 （NK-66） 

        増田宏史 （T-35） 
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２．その他報告事項 
①水道施設大規模修繕工事当初 5 年計画実施状況報告 【P13 参照】  事務局 
 
②水道施設大規模修繕工事について新たな展開「仮設工事」発生と会社による同工事 

の見直し提案（秋口）について                 中村会長 

2017 年秋に開始した水道施設大規模修繕工事は、2020 年度春・秋 2回の工事 

までが無事終了いたしました。当工事実施分の詳細は別添の「工事計画・実施 

状況」表をご覧ください。2017 年度からの工事予算、実施工事費、積立金等の 

履歴がご覧になれます。 

2021 年度分工事は A・K 地区改修工事が 4月から始まり、終了予定の 6月 

10 日前には無事終わりました。さて、会社は今春この地区工事決定前に漏水 

可能性のまだ多い Y地区を先行工事したい意向が出されました。その工事に 

は「仮設工事」という工程の採用と同時に別途費用の発生を打診されたた 

め、4月に本社訪問をしてその必要性や加算工事費の説明を聞きましたが納 

得できるまでに至らず、その工程採用を断りました。この工事工程や別途費 

用発生の話は水道施設大規模修繕工事の覚書に無い内容であり、その受け入 

れは地権者の積立金支払い総額に直接影響を及ぼすことになるため、 皆さん 

のご理解・承認を得ずには了承はできません。その結果、会社は今年度工事 

を当初スケジュールの A・K 地区に戻して着工したわけですが、今秋以降に 

今後の具体的工事提案を出すとしています。「仮設工事」を必要とする要因が 

今一つ明確でないため、世話人会では今夏、会社に工事詳細を説明させる勉 

強会を開かせ、基礎知識を得たうえで会社提案に備えたいと考えています。 

当然、会社には水道施設大規模修繕工事開始当初の説明責任を怠った責任を 

課すことを念頭に置いて当ります。 

 

③管理費値上げ交渉に関する報告                   中村会長 

    蓼科観光株式会社（以降、会社）が要求した管理費 60％値上げ（2020 年度分から） 

は、連絡会（以降、会）が訴える値上げが法的にも不当とする反対主張に対して真 

摯に答えない会社との間で、平行線のまま 2年目に入りました。 アドバイスをい 

ただくお二人の弁護士のご発言、“会が交渉進展のために会社に歩み寄る必要性 

は無い”というお考えは皆様にご案内済みですが、後述の 4月会社訪問での社長 

面談状況の報告を踏まえ、引き続きこの事態解決への動きを「静観する」で進める 

ことを 6 月世話人会で意見確認しました。 

4 月の本社訪問で会が新たに訴えた事柄は 2点で、1点目は地権者への会社年頭挨 

拶状で松島社長が発した「管理費値上げ交渉に関して連絡会とは合意に達してい 

ないが・・」と表現したことを捉え、合意 に達していない相手に督促請求書等を 
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送り付けるだけでなく訴訟も辞せず等発言した非礼を指摘。2点目は管理規約に絡 

んで会が主張する 第 7・8 条文違反の他に昨年末に第 28 条解釈も加えて、会社 
主張がそれら条文の逸脱行為であることを指摘し回答を求めていた件。松島社長 
の回答は、当方の意味合いを正確に理解できず的外れの返答をするのみでした。社 
長の表情は、法的対抗措置に動いたり、中間妥協案を持ち出す考えはなく、“連絡 
会に会社要求通りの支払いを求めるには成すすべがない、現状のまま放置も已む 
無し”という諦めの印象です。しかしながら、会として会社の動向には引き続き注 
視をしてまいります。 
値上げ交渉が妥結・解決に至らないことに、心穏やかになれない会員の方々がおら 
れると思いますが、何卒現状の会の動きにご理解をいただきたく思います。 
 

④連絡会会費納入の報告とお願い                事務局 安藤 
  a.ご報告 

2020 年度の会費納入率は 2021 年 3月 31 日付け会員数 232 名中納付者 219 名、 

納付率 94.9％で前年度より大幅に改善いたしました。皆様のご協力にお礼申し 

上げます。今後とも納付率の向上にご協力をお願いいたします。 

b.お願い 

．会費の納入期限 

会費の納入は例年７月に総会資料と一緒に支払い票をお送りし、10 月 31 日期限 

での納入をお願いしています。ぜひ期限の日までに会費をお支払い頂きますよう 

お願いいたします。なお、お支払い方法は以下のⅠ～Ⅲがあります。どのお支払

い方法でも結構ですが下記「別荘地地番の記入」をお忘れないようご注意くださ

い。 

Ⅰ.ゆうちょ銀行からゆうちょ銀行に振込む 
ご自分の口座から｢連絡会の預金口座｣に振り替えて下さい。   

記号番号 00510－６―78803 
       Ⅱ.他行からゆうちょ銀行に振込む 

店番〇五九 口座番号 78803 
       Ⅲ.同封の振込用紙で振込む 
          

・別荘地番の記入 

会費の納入にはお名前と別荘地番のご記入をお願いしておりますが、別荘地番を 

お忘れの方がいらっしゃいます。入金管理の都合上必ずご記入下さい。 

振込用紙で振込む場合は通信欄に別荘地番を記載してください。通帳から ATM で

振込む場合でも、名前変更を選択いただいてお名前の後に別荘地番、例えば「ア

ンドウシンジＮＫ－７１」と入れていただければ地番がわかります。 
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正確な入金の確認のためにご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

・会費の前納と二重納付 

会費の前納と二重納付は翌年の会計処理に亘り、会計事務の繁雑化を招き、誤り 

のもととなります。会費はその年度分だけを振込みし、かつ二重に振込まないよ 

う留意をお願いいたします。 

 

⑤ 世話人会では 7 月より事務局分析の連絡会未加入地権者（建物所有者のみ 103

区画）データをベースに非会員の入会募集活動をスタートします。募集チラシ
（P14）、会則、会報をポスティングする予定ですが、会員の皆様もご近所の非
会員の方を見かけましたらお声がけを宜しくお願いいたします。 

 
⑥ 美濃戸別荘地活性化案の募集 

     会報第 46 号でもお願いしましたが他の別荘地には見られない大自然に恵まれた 
美濃戸別荘地の活性化を図るために皆様のお知恵をお借りしたいと思います。 
 

                                    以上 
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１-1．水道施設大規模修繕工事 第1期工事計画・実施状況（予算及び実施費用） 2021/7/6

2017(秋） 2018(春) 2020(春） 2020(秋）

Ａ 5年計画予算（税抜）

A' 5年計画予算（税込）

Ｂ 実施見積額（税込） 5,368 6,308 6,504 4,608 9,827

Ｃ 本工事竣工額（税込） 5,368 6,308 6,504 4,608 9,627

Ｄ
メンテナンス工事（税
込）

4,615 0

E
5年計画予算累計（税
込）

47,770

F
本工事竣工額累計（税
込）

37,971

G
メンテナンス工事累計
（税込）

4,615 4,615

H
工事費用累計：
F.本工事累計＋G.ﾒﾝﾃﾅﾝ
ｽ工事累計（税込）

42,586

I 積立金（各年・税込）

J 積立金累計（税込）

K
進捗度：
F.本工事竣工額累計÷J.
積立金累計

87.1%

L
J.積立金累計ーH.工事
費用累計

990

※注 2017年度秋工事は2018年度工事予定の一部を前倒し工事としたため管理上2018年度工事扱いとする。
（※）添付の資料の他に下記の資料も事務局では整備しています。配布ご希望の方は事務局加留部までお申し出ください。
（※）①水道施設大規模修繕工事当初5ヵ年計画街区図面 ②同 工事計画実施状況（1－2、費用超過分明細、積立金・工事支出推移）
   ③同 会社提示書類記録  ④同 繰延償却資産（固定資産）履歴表

16,291 21,648

286

35,483

28,144

10,835

12,328

11,016

11,016 21,934

77.7% 85.9%

32,769

11,676

4,615

0

10,528(10%)

17,033

24,954

0

4,615

5,357

5,357

2020年度（3年目）
計 画 2018/4～2019/3

12,627(10%)

2019(春）
2019/4～2020/3

12,328(8%)

11,47911,415

2018年度（１年目） 2019年度（2年目）

12,159(10%)

2020/4～2021/3 2021/4～2022/3

9,571 11,171

12,288(10%)

（単位： 千円）
2022年度（5年目）

2022/4～2023/3

11,053

2021年度（4年目）

10,808

43,576

32,759

10,918

9
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美濃戸高原別荘地連絡会   

新会員へのお誘い 
～あなたの声で、大好きな美濃戸を、もっと素敵な美濃戸に!～ 

 

 

 

 

 

 

美濃戸高原別荘地連絡会は、平成 9年に発足。会員相互の連絡や親睦、管理会

社蓼科観光株式会社への要望などの活動を重ねています。会員は現在、約 230

名。別荘地の将来を見据えた情報なども多く取り入れ、連絡会の活動をより幅

広くパワフルなものにしていきたいと考えています。あなたの愛する美濃戸の

明日に、あなたの声を! 皆様のご入会を心よりお待ちしています。 

主な活動：◎会報「美濃戸」の発行（年 2 回 6 月初夏号 12 月冬号） 

     ◎定期総会（毎年 8 月） 5 月～10 月の月初め世話人会開催 

◎管理会社との適時打合せ 

     ◎枯れ木感謝祭の共催（毎年 8 月） 

     ※各種お知らせはホームページでいつでもご覧いただけます。 

            （http://www.minoto-jp.net） 

会 費：年 1,300 円 

入会お申し込み・お問い合わせ：連絡会ホームページ「お問い合わせ・ご意

見メール」または連絡会事務局長 加留部則彦（Y45）TEL080-1086-4884 へ

ご連絡ください。 

～連絡会規約と会報、入会申込書をご用意しています。お気軽にお声がけください。～ 

 

飾らない。急がない。まみれない。 

 

 

 

 

 

美濃戸高原別荘地 
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