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第２回理事会 ご報告 

日  時 平成 30 年 7 月 7 日（土） 9：30～12：00 座間市役所５－２会議室 

出 席 者 役員・理事（欠席：１名） 

１ 報告事項 

 １）市民レクリエーション大会について             

各地区自連の日程 

地区自連 開催日 地区自連 開催日 

新田宿・四ツ谷 １０月２１日（日） 相模が丘 １０月１４日（日） 

座間 １０月中 小松原 １０月２８日（日） 

入谷第１と入谷第２ １０月７日（日） ひばりが丘 １０月７日（日） 

立野台 １０月８日（月祝） 東原・さがみ野 １０月８日（月祝） 

緑ケ丘 １０月７日（日） 栗原 ９月３０日（日） 

相武台 １０月２１日（日） 南栗原 ９月３０日（日） 

・徒競走、リレー競技は一括で加入するＡ料率適用種目の対象外。 

 主催元が個別に保険に加入する。 

・詳細は「座間市民レクリエーション大会基本方針」 

（平成３０年度市自連定期総会議案書 P56-57に掲載）を参照する。 

   

 ２）部の活動について 

  （１）組織部                              

①7/10（火）に第 1 回会議を開催予定。毎月第２火曜日 13：30～開催する。 

     議題・加入促進へのそれぞれの地域での話し合いについて 

    ②不動産業者に開示している自治会長情報の共有 

     →地区自連会長は、大規模開発などに伴い住民の安全確保のために必要な 

      情報を自治会長とタイムリーに共有してフォローしてほしい。  

（２）防災部 

 ①自主防災組織リーダー等研修会 

     実施日：６月２９日（火） 

     参加者：２１名（防災部１名含む） 

     研修場所：県総合防災センター（厚木市） 

     研修内容：午前の部 (1)実技研修（簡易搬出・搬送訓練） 

               (2)防災体験学習  

          午後の部 (3)演習（避難所運営ゲーム） 

               (4)講義 国民保護について  

     →市の一次避難所２８箇所のうち、２０箇所で開設訓練をしている。 

      未実施の一次避難所について、部として訓練を促していきたい。 
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（３）防犯部 

   ①県安全安心まちづくり旬間パトロール                  

     ・計画書提出期日： ９月１４日（金） 

     ・実施報告書：  １１月 ９日（金） 

      １０月に実施した防犯パトロールの計画と実績報告で構わない。 

旬間パトロールとして別に実施するかは、各地区の判断に任せる。 

→・原則、計画書と実施報告書のフォーマットは HP からダウンロードする。 

   ・ダウンロードできない場合は、事務局から紙フォーマットを入手する。 

→防犯パトロール時の拡声器使用（第１回理事会）についての回答。 

  パトロール車使用時：現在の申請は座間防犯協会が申請済。 

                  次年は座間警察署生活安全課が交通課総務係に申請

する。 

       徒  歩   ・小人数（１グループ１０人程度）で地域を巡回する場合は 

申請不要。 

              ・規模が大きい（１グループ２０人以上）など申請すべきか 

判断に悩む場合は、座間警察署交通課総務係に連絡する。 

              ・チラシ配布については、再度確認する。 

  （４）環境部 

    ①高座清掃施設組合等視察研修会 

    ・第１回： 開催日 ７月４日（水） 

          参加者 ４０名（役員３名含む） 

    ・第２回： 開催日 ８月８日（水） 

          参加者 ２５名（すべて自治会員で定員に達し、受付終了。） 

    ・第３回  開催日 ９月１２日（水） 

          定 員：２５名 

          申込期間：８月１６日（木）～８月３１日（金） 

          

 ３）ホームページ運営委員会について 

（１）システム移行 

     ７月６日（金）３社に見積もりを依頼。 

    →・仕様書を渡して見積もり依頼済み。期日：７月１９日（木） 

・７月２３日（月）に業者を選定する予定。 

     ・意見：市役所の HP を間借りできないか。 

      回答：市自連の事業や地区自連、単位自治会の活動を主体的に発信していく 

には、HP も広報媒体として自前で運営するべき。 

 

４）市との意見交換会について              

  （１）第１回開催日：７月３日（火）       

     協議事項①日本赤十字社協力金と市原水爆禁止募金について 
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          キットに料金加入者負担の「払込取扱票」を入れてほしい。 

          →・赤十字協力金は上部組織に確認する。 

           ・市原水爆禁止募金は手数料分の予算を計上した上で、 

平成３１年度総会に諮るので、承認されれば料金加入者負担 

「払込取扱票」を入れられる。 

         ②一時(いっとき)避難場所の設置について 

          市の設置に関わる現状と今後の見通し 

          →・平成３１年度末までには設置する予定。 

           ・自治会独自で設置した一時(いっとき)避難場所は、危機管理課と 

協議し、問題なければ市が認める見通し。 

         ③地域集会所建て替えに伴う補助金について 

          集会所建て替え費用を要綱「集会所新築事業補助金」に入れる旨の 

平成 30年 2月市長宛市自連からの要望書への回答を依頼。 

          →文書での回答を申し入れた。 

（２）第２回意見交換会 

開 催 日：９月２０日（木） 

協議事項案提出期日：８月７日（火） 

     ※行政への協議事項提出期日は、原則会議開催 1か月前。   

     →・協議事項がある場合は、期日までに文書にて提出する。 

     ・南栗原地区自連からの消火器の交換や廃棄についての件も文書で事務局に 

期日までに提出する。 

 

２ 協議事項 

１）部の活動について 

（１）総務部 

①第３５回自治会役員研修大会               

a)自治会功労者表彰対象者選定 

  事務局が「座間市自治会総連合会表彰に関する規程」に基づいて 3名選定。                    

  自治会長：加藤修治氏 皆原東自治会   平成 24年度～29年度 ６年間 

  理  事：後藤明正氏 立野台南自治会  平成 25年度～29年度 ５年間 

       清原良昭氏 広野台第２自治会 平成 26年度～29年度 ４年間 

  →３氏について、理事会として了解。 

      b)講 演 

      テーマ「高齢者の見守りや支援」 

      鎌倉市の七里ガ浜自治会にヒアリング 

      ・３名講演に来ることを理事会として了解。 

・講師の謝礼は１人あたり１万円としたい。 

     →・研修大会当日の役割分担は次回理事会にて担当をだします。 

     →・第１回理事会で意見のあった認知症については取り上げない。 
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       理由：市や社会福祉協議会、包括支援センターなどでも様々なサポート体

制や講座など情報は沢山あるので、それらを活用してほしい。 

 （２）防災部 

    ①第２回自主防災リーダー等研修会 

     開催日  １１月２８日（水） 

     時 間  ９：００～１６：００ 

    場 所  座間消防本部新庁舎 

    集 合  現地（駐車場は使えない） 

     募集方法 各地区自連当たり３～４名としたい。 

     →募集方法は、理事会として承認。 

          自主防災リーダー等研修会既受講者（27 年度～29 年度で 136 名）が 

ベター。HP に掲載している。 

     内 容  午前 救急講習、屋内消火栓放水体験、迷路体験室（煙避難体験）等          

午後 J-DAG（発災直後の共助・協働の活動を実践する行動ゲーム） 

    →募集のための書類は、第３回理事会で各地区自連に配布する。 

（３）環境部 

   ①上下水道施設視察研修会 

    開催日  １０月３０日（火） 

    視察地  相模川流域下水道左岸処理場（茅ヶ崎市の柳島管理センター） 

         座間市の四ツ谷配水管理所 

    集合場所 市役所ロータリー 

    集合時間 ８：３０   帰着時間 １５：３０  (予定) 

    参加者募集方法：各地区自連２名とし、理事の参加希望者はその中に入れたい。 

    →募集方法は理事会として承認。 

     ※参加を募る際、２キロほどは処理場内を歩くことも明記する。 

    →・柳島管理費センターまで１時間半ほどかかるため、座間市の四ツ谷配水管理 

所は状況によっては行かないこともある。 

    ・定員２５名。募集の書類は第３回理事会で配布する。 

     →・ポスター、回覧での募集はしない。 

理由：募集人数に対して、チラシ等作成に伴う人的、費用両面でコストが 

高すぎる。 

（４）福祉部 

    ①市災害時避難行動要支援者登録名簿     

     a)名簿の更新状況 

     b)新規受領の促進 

      ・２９年度自治会としての受領率は４０％ほど。 

・未受領の原因を調査することも必要ではないか。 

     c)単位自治会での登録名簿の扱いに対する市自連からの要望 

     ※部で検討し役員会に諮ったうえで、９月の第３回理事会に案を出したい。 
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    →7/23（月）に福祉部の打ち合わせを行う。 

 

２）共催等承認申請（案）について（会長）         

 ・共催、後援等に関する要綱（案）と申請書（案）を作成。 

  →・第９条(１)「虚偽」のほかに「不備」の文言も入れる。 

 ・承認書については役員会にて検討する。 

 

３ その他 

１）座間市ひまわりまつりについて 

 （１）座間会場の応援  

期  間    ８/１１（土）～１５（水） 

    集合時間と場所 ８：３０ 本部   終了は１６：００位 

    応援依頼人数  ４名/日 

    応援内容    歩行者の誘導 

 

２）相武台前駅南口広場勉強会（仮称）への委員推薦依頼について  

 ・市が南口に駅前広場等を検討、それに先立つ地元勉強会のため。 

   市自連から１名：小野役員を推薦した。 

   相武台地区自連から１名：萩原会長に市都市計画課から依頼がある。 

 

 ３）市社会福祉協議会福祉まつりについて           

   組織部中心で参加する。内容は前年度と同様、自治会活動のアピール。 

申込書は事務局から提出する。 

   →第３回理事会で詳細を説明する。 

 

４）四ツ谷ひまわりの会について 

   →・四ツ谷会場にも足を運んでほしい。 

    ・臨時駐車場も３０～４０台分ほど設けた。 

 

５）市自連事務局の夏休み期間について（事務局） 

     期間：８月１３日（月）～１５日（水） 

   →理事会として承認。 

 

以 上 

 


