
自治会連合会理事会（４月）会議報告

日 時 平成２９年４月２０日（月）午後２時～

場 所 市役所２階 ２Ｃ会議室

１ あいさつ

(1)新理事紹介

・前理事を地区ごとに紹介

(2)職員紹介

・市民協働課職員を紹介

２ 自治会連合会役員選出

(1)規約説明

・自治連の組織や役員に関する規約を確認する

(2)役員選出

・各地区の副代表が５Ｂ会議室に移動して役員を選出。

〈会長〉 飯田 博

〈副会長〉髙山 廣一 富塚 正

〈会計〉 石井 良秋 大川 要

〈監事〉 武蔵 郁夫 広瀬 房治

(3)会長・副会長あいさつ

～ 休憩 １０分(座席の移動）～

３ 市理事者の紹介

(1)市長・両副市長・教育長の紹介

(2)市長あいさつ



４ 議 題 １５：１０～開始予定
(1) 市等協議・依頼事項
＊ 第６回いせはら芸術花火大会のお礼について

（いせはら芸術花火大会実行委員会 柏木委員長ほか）

1 地域安全ニュースについて【回覧】
・今年に入り振り込め詐欺の件数が増加傾向にある。特に還付金詐欺が増加してい

る。ＡＴＭを操作して、現金を還付することは絶対ない。オレオレ詐欺において

は合い言葉を決めるなど事前の対策が必要である。

・春の交通安全運動が４月６日から１５日まで実施された。新年度を機に新ためて

交通安全への意識を持ってほしい。

（伊勢原警察署生活安全課 舩橋係長）

2-1防犯灯の故障を発見した場合のお願いについて【回覧】

・４月から防犯灯のＬＥＤ化による管理が始まった。防犯灯の故障の際はコールセ

ンターか市役所の市民協働課交通防犯対策係まで連絡をいただきたい。また、新

設の要望や修理以外の問い合わせは受け付けないので、直接市役所の市民協働課

交通防犯対策係へ問い合わせてほしい。

-2防犯灯新設要望について【依頼】
・平成２８年度にＬＥＤ化へ併せ１４０基を新設した。ある程度、地区の要望を満

たしていると思うが、今年度も例年通り新設要望を受け付ける。８０基を予定。

５月３１日までに防犯灯設置申請書を市民協働課交通防犯対策係まで提出してほ

しい。なお、その際は近所の同意をとってほしい。

(理事）防犯灯と観光灯の違いが分かりづらい。

→防犯を目的に路地などに設置するのが防犯灯で、黄色い管理プレートが電柱な

どについている。観光灯は商工会などが設置しており防犯灯よりも装飾されたも

のが多いと思う。その他にも公園灯や街路灯などがあり、目的や管理者が異なる。

(理事）修理はどのくらいかかるか？

→土日を除き、３日ほどである。

（理事）設置場所が把握できていない。地区として把握しておく必要があるか？

→市で管理するので、地域として必要がなければ把握の必要はないが、新設要望

をする際の参考などにはなると思う。台帳が整理できた段階で地図情報として提

供できるようにしたいと考えている。必要なところについては、ご連絡をいただ

きたい。

(理事）新設要望は期限が切れたら受けとってもらえないのか？

→年度の新設数に限りがあるので期限内に提出していただきたい。

（理事）新設要望についての案内は、定例会の会場ではなく、できるだけ理事会の

席でほしい。地区定例会の準備を事前にしたいので。

(理事）新設の８０基について、地区別の内訳を出せないか？

→市内で８０基とし、全体の中で優先順位を決めている。従来は５０基であった

のを３０基上乗せしている。

（市民協働課交通防犯対策係 髙梨担当課長）

3-1共同募金会伊勢原市支会 共同募金運動協力御礼及び実績報告について【報告】

・共同募金運動に対し協力のお礼。約１３００万円の内、１０００万円が自治会か

らの戸別募金である。

-2平成２９年度伊勢原市社会福祉協議会会員募集について【依頼・回覧】

・民生委員と自治会で会員の募集を行ってもらっている。自治会については、主に

正会員（個人・世帯）１口３００円の会員募集を担ってもらっている。ご協力を

お願いしたい。

-3平成２９年児童遊園遊具等の修繕等の申請について【周知】

・平成２８年度から制度が変更し、１０万円を上限とし、補助率が３／４となった。

期限は決まっているが、随時相談してほしい。



-4社会福祉協議会理事の推薦について【依頼】

・約２年間の任期で理事を１名推薦してほしい。

-5社会福祉協議会第３次地域福祉活動計画点検推進委員会委員の推薦について

・前任者の退任に伴い、平成３０年３月３１日までの残任期間、１名委員を推薦し

ほしい。

【依頼】

-6社会福祉法人神奈川県共同募金会伊勢原市支会委員の推薦について【依頼】

・前任者の退任に伴い、平成２９年７月３１日までの残任期間、１名委員を推薦し

ほしい。

（社会福祉協議会 井出事務局長)

4 総合計画審議会委員の推薦について【依頼】
・平成２５年度から平成３４年度までを計画期間とする第５次総合計画の後期基本

計画を策定するため５年に一度の総合計画審議会の委員の推薦をお願いしたい。

なお、最上位の計画によりできれば連合会長にお願いしたいと考えている。

(経営企画課 黒石参事）

5-1平成２９年度市政現況説明会（春季）の開催及び平成２８年度市政現況説明会
（秋季）要望事項等に対する回答について【依頼・報告】
・春の現況説明会を５月２３日（火）自治会連合会総会終了後に市民文化会館小ホー

ルで開催する。内容は「平成２９年度予算の概要（仮）」について市長より講演を

行う。平成２９年度の要望事項等がありましたら、５月２３日の総会時に提出をお

願いしたい。また、秋の現況説明会の要望事項に対する回答を配布する。地区の定

例会で各自治会長へお渡しいただきたい。

-2男女共同参画プラン策定委員会委員の推薦について【依頼】
・今年度に男女共同参画プランの見直しを行う。今年度４～５回の会議を予定してい

る。委員の推薦をお願いしたい。

（人権･広聴相談課 佐藤課長）
6-1市民文化会館事業開催事業の情報提供について【周知】

・５月３日開催の人形劇まつりん、５月７日開催の少年少女音楽祭、ベートーヴェン

第九「合唱付」コンサートの周知のため自治会長へチラシを配布してほしい。

（理事）自治会長へチラシを配布しても周知のしようがない。

→公共施設などにも配布させていただいている。

（理事）地区の広報板に自治会の承認なしに催しのチラシを掲示していることがある。

掲示には自治会の承認を得てほしい。

-2市民文化会館事業協会理事の推薦について【依頼】

・役員の改選に伴い事業協会理事の推薦をお願いしたい。

(市民文化会館 栢沼担当課長)

7-1第14回いせはら環境展周知チラシについて【回覧】

・５月１３日（土）・１４日（日）の伊勢原環境展のチラシの回覧について依頼。

（理事）回覧板では時間がかかり、開催日を過ぎてしまうことが考えられる。可能で

あればもう１カ月前に回覧すべき。

-2環境対策審議会委員の推薦について【依頼】

・２年間の任期満了に伴い委員の推薦をお願いしたい。

（環境対策課 倉橋課長）

8-1平成２９年度赤十字会員増強運動について【依頼】

・「国内災害救援」「国際活動」「献血事業推進」「救急法の講習会」「救援物資の

支給」など寄付金を財源に運営している。５月１日から３１日までの赤十字会員増

強運動について協力をお願いしたい。各地区定例会で説明をさせていただきたい。

５分程度お時間をいただきたい。

-2民生委員制度１００周年記念関係者向けピンバッジの着用について【依頼】

・民生委員制度創設１００周年記念バッジの着用をお願いしたい。期限に定めはない



が、特に強化週間である ５月１２日～１８日については着用をお願いしたい。

（福祉総務課 三河課長）

9 野良猫の不妊手術費補助金制度制限回数拡大について【回覧】

・４月１５日号の広報でもお知らせしたが、野良猫の去勢不妊手術費補助の１世帯当

たりの回数を５匹に拡大した。チラシの回覧をお願いしたい。また、前回の理事会

で依頼した健康バスの要望が少ない状況である。実施してもよいというところがあ

ればご連絡をいただきたい。

（理事）野良猫かどうかの判断がつかない。

→申請される方の良心にまかせている。

（理事）野良猫を捕獲できるのか？

→捕獲機を購入予定である。貸し出しも検討する。

（健康づくり課 辻参事）

10 住民総参加型スポーツイベント「チャレンジデー」について【回覧】

・５月１日号の広報でも大々的にお知らせする。昨年の何種類かのチラシがあり分か

りづらいとの反省があった。反省を元に今年はＡ３版の見開きのチラシ１種類とし

て分かりやすくした。

（理事）健康づくりは市のためにやるのではなく自分のためにやるものである。報告

をするのもいいが、皆さんのためになるというような発想にしないといけない。他

市では歩数計のアプリなどを利用しているところもある。視点を変えてＰＲする必

要があるのではないか。

（理事）ラジオ体操を実施するが、チラシを作成してほしい。

→３月の理事会で依頼した。スポーツ課か各公民館へチラシ案をお持ちいただけれ

ば印刷してお渡しできるようにしている。

（スポーツ課 小巻課長）

11 平成２９年度児童コミュニティクラブ運営委員会委員の推薦について【依頼】
・４月１日から平成３０年３月３１日までの１年間の市内に１３ある児童コミュニテ

ィクラブの運営委員の推薦をお願いしたい。各地区定例会で決めていただき、定例

会終了後に確認の連絡をさせていただく。

（子ども育成課 大山参事）

12 きょういく伊勢原第７号の配布について【回覧】

・昨年は、日本遺産の決定を受け６月に発行した。きょういく伊勢原第７号の回覧を

お願いしたい。 （教育総務課 古清水課長）

13 第２２回いせはら市展 作品募集について【回覧】

・前期（絵画・版画・彫刻）が６月７日～１１日、後期（書、写真、陶・工芸）を６

月２１日～２５日まで開催する。昨年は２４２点の応募があり盛大に開催できた。

今年も盛大に開催できるよう周知をお願いしたい。

（社会教育課 吉田係長）

14 伊勢原市広報板について【周知】

・広報板についての取扱いについて確認していただくため、各自治会長へ配布をお願

いする。

（理事）市内の広報板の中には、機能しなくなっているものもある。自治会に管理を

任せるのもいいが、事務局は見て回ったことがあるのか？

→以前、回ったことはある。

（理事）板が固くて画鋲が入らない広報板がある。

→地区で活用しているものについては、予算の範囲内で修繕をする。個別に相談して

ほしい。

（市民協働課 土方課長）



～ 休憩 ５分 ～

自治連役員の各団体における委員の推薦について協議した結果、次のとおり委員の推薦を

決定する。

社会福祉協議会理事→飯田会長

社会福祉協議会第３次地域福祉活動計画点検推進委員会委員→大川理事

社会福祉法人神奈川県共同募金会伊勢原市支会委員→桐生理事

総合計画審議会委員→飯田会長

男女共同参画プラン策定委員会委員→谷亀理事

市民文化会館事業協会理事→長嶋理事

環境対策審議会委員→武蔵理事

(2) 連合会協議事項

① 平成２９年度自治会連合会総会について

平成２９年５月２３日（火）午後２時～ 伊勢原市民文化会館 小ホール
理事集合時間・場所 午後１時～ 伊勢原市民文化会館 練習室１
■総会（案）を協議
■役割分担を決定
あいさつ：飯田会長

司 会：富塚副会長

議 長：髙山副会長

開 会：武蔵理事

事業報告：武蔵理事

決 算：大川理事

事業計画：広瀬理事

予 算：石井理事

監査報告：前嶋前理事

閉 会：広瀬理事

※司会者一任の発生は高部屋地区、比々多地区にお願いする

■総会スケジュールの確認
■総会開催通知の配布
・委任状は事前に取りまとめて事務局へ

②平成２９・３０年度コミュニティ研究委員会委員の選出について
・自治会連合会からは引き続き舞出理事を委員として選出。地区の委員は次のとおり

伊勢原北地区：橋本会長（板戸第二）

伊勢原南地区：宮﨑会長（大句）

大山地区：鈴木会長（大山上）

高部屋地区：岩田会長（洗水）

成瀬地区：関野会長（北高森）

比々多：後日連絡あり

大田：小松会長（上平間）

③平成２９年度自治会長研修の開催について

・７月の第１週に開催。会場はＪＡ伊勢原大会議室を予定。内容は第一部に市内の犯
罪発生状況について伊勢原警察署に講演をお願いし、第二部にグループディスカッ
ションを行う。詳細は来月の理事会の議題としたい。

④自治会長名簿の確認 ＊訂正箇所は、５月１日（月）までに事務局へ連絡

⑤各地区ホームページの内容確認について
・訂正事項等をご連絡いただきたい。



５ そ の 他
○ 平成２９年度小・中学校校長・教頭名簿について
○ 組織の改正について

○ 市職員役職者名簿について
○ 定例理事会について
○ 地区定例会の日程確認
伊勢原北 4/25 18:00～ 5/24 19:00～ 北コミ

伊勢原南 4/25 19:30～ 5/25 19:30～ 南公民館 ※3月は某所

大山 4/27 19:00～ 5/26 19:00～ 大山公民館

高部屋 4/23 19:30～ 5/23 19:30～ 高部屋公民館

比々多 4/26 19:00～ 5/25 19:00～ 比々多公民館

成瀬 4/22 19:00～ 5/27 17:00～ 成瀬公民館

大田 4/27 19:00～ 5/27 19:00～ 大田公民館

○ 次回理事会 ５月１９日（金）午後２時から 市役所２階 ２Ｃ会議室

６ 意見交換

７ 閉 会


