
平成 30年度 事業活動報告

1.平成 30年度 年間行事

(1)かにが沢桜祭 り大会 〔平成 30年 4月 1日 (日 )か にが沢公園〕

主催 :かにが沢桜祭 り実行委員会

担当 :テ ン ト設営・撤収、会場ゴミ箱管理、 (旧役員で担当)

(2)かにが沢盆踊り大会 [平成 30年 8月 25日 (土)～ 26日 (日 )かにが沢公園]

主催 :かにが沢盆踊 り大会実行委員会

担当 :テ ン ト設営・撤収、会場ゴミ箱管理、

(3)座間市民レクリエーション緑ケ丘地区大会 〔平成 30年 10月 7日 (日 )座間中学校〕

主催 :市民レクリエーション実行委員会 (以下市民レク実行委員会と称す)

内容 :運動会形式 9競技 座間健康体操、盆踊 り、福引大会、

参加人数 279名 、 市民レク実行委員 20名 、 委員会開催 6回、

(4)避難所開設訓練

主催 :緑ケ丘地区自連 。相武台自治会 。明王自治会

平成 30年 11月 11日 (日 )参 加者 171名 、  実行委員 21名 、実行委員会開催 7回、

訓練項目 :受付体験、体育館内配置、 トイレ作成 。設置、心肺蘇生、AED、 非常食試食、

(5)美化デー (市内一斉実施 )

平成 30年 11月 4日 (日 )

主催 :座間市自治会総連合会

内容 :自 治会区域内を各自治会で清掃

(6)どんど焼き[平成 31年 1月 13日 (日 )かにが沢公園]

主催 :緑ケ丘地区社会福祉協議会

担当 :会場設営、撤去、焚き火の管理、安全確保

2.座間市自治会総連合会関係行事

(1)座間市自治会総連合会定期総会 [平成 30年 5月 26日 (土)ハ ーモニーホール]

代表理事、専任理事、単位 自治会長ほか 3名 の代議員の計 13人出席

(2)自 治会役員研修大会 〔平成 30年 9月 9日 (日 )ハ ーモニーホール〕

各自治会 3名 以上の参加

(3)自 主防災組織 リーダー研修会

① 平成 30年 06月 29日 (金)参 加 2名  (県総合防災センター)

② 平成 30年 11月 28日 (水)参 加 4名  (座間市消防庁舎)

(4)県安全安心まちづくり旬間パ トロール

平成 30年 10月 14日 (日 )参 加者 50名

(5)座間市一斉防犯パ トロール

平成 30年 12月 2日 (日 ) 参加者 80名     (市 ・市自連・警察共催 )

(6)高座清掃施設組合等視察研修会

平成 30年 07月 04日 (水) 参加者 12名



(7)上 下水道施設視察研修

平成 30年 10月 30日 (火)参 加 2名

3.専門委員会活動報告

(1)広報委員会

① 平成 30年 07月  広報誌 「緑ケ丘だより」発行

② 平成 30年 10月  広報誌 「緑ケ丘だより」臨時号発行

③ 平成 31年 01月  広報誌 「緑ケ丘だより」発行

(2)防災委員会

防災役員会議を5月 より11月 までの 7回開催と反省会。 詳細は会議報告に記載。

(3)市民レクリエーション実行委員会

市レク実行委員会を5月 より9月 までの 5回開催と反省会。詳細は会議報告に記載。



2019年度事業計画

NO 事業項目 活動内容 ◎印は重点行事等

1

自治会 と

地 区 自治会連合会 の

発展

1.自 治会員の加入促進

2.非会員の自治会行事や活動への参加呼びかけ

3.地区自連内の自治会間の交流 と情報交換

◎会員拡大

2

市自連との連携 1.市 自連理事会への出席と地区自治会連合会の状況報告

2.市 自連からの情報 。要請 。指示事項を地区自連自治会内に徹底

3.市 自連事業への参加

◎市内自治会との情報交換と交流

3

防災活動 と

防災組織づくり

1.防災訓練の促進、防災講習会の開催、防災対策の推進

2.自 主防災組織の充実

3.市 、消防署、消防団との協力

4.座間市一斉防災行動訓練 自治会単位で参加

◎避難所開設防災訓練、自主防災 リーダー研修会

4

防犯活動と

交通安全運動

1.防犯や交通安全の講習会開催、防犯対策や安全対策の推進

2.防犯パ トロールの実施 と普及活動、防犯灯の管理

3.市、防犯協会、交通指導員や交通安全協会、警察署等との連帯

4.防犯協会所有のパ トロール車の活用

◎県安全安心まちづくり旬間パ トロール

◎市内一斉防犯パ トロール

5

地域ふれあい活動 1.市民レクリエーション大会の開催、桜祭 りや盆踊 り大会への参加

2.老人会や敬老会への支援と協力

3.地 区社協や民生委員等との協力、ふれあい交流会

どんど焼きへの協力

◎市民レク、桜祭 り、盆踊 り大会、どんど焼き

6

環境衛生 。健康対策 1.市内一斉美化デーの実施、自主美化デーの推進

2.高座清掃施設組合視察や講習会の実施

3.市、健康普及連絡会、廃棄物減量委員会等との協力

◎美化デー

7

1.日 本赤十字、市社協、原水爆禁止、赤い羽根、年末助け合い事業ヘ

の社費 。会費・寄付金の募金に協力

2.市 自連指定の通販に協力

3.市や市社協等との協力

◎上記 4団体への寄付と市社協への会費支出

8

青少年の健全育成運動 1.子供会への支援や協力

2.市、学校、PTA、 学校地域交流会や青少健組織との協力

◎青少健まつ り

9
広報活動 活動状況の公開、会員の意見・情報の交換

◎緑ケ丘地区自治会連合会会報 「緑ケ丘だより」の発行

-7-

相互援助と

社会福祉活動
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