第５回理事会
日
１

時

平成 30 年 1 月 27 日（土）

ご報告

9：30～12：00

ふれあい会館会議室

報告事項
１）県央三市自治会連絡会（開催日２月８日（木））について
（１）市自連発表内容（大矢福祉部長）
テーマ「高齢者支援 座間市災害時避難行動要支援者登録名簿への対応」
→プロジェクターを用い、リハーサルを兼ねて説明。（約１０分）
意見：民生委員児童委員との連携について資料に追加したほうがよい。
回答：資料に内容の追加をする。
（２）会議
①会 議
場 所：ハーモニーホール座間 大会議室
時 間：１４：００～１６：３０
参加者：座間市 18 名 市自連役員 ８名 理事 ４名 事務局 1 名 行政５名（市長は挨拶のみ）
海老名市１１名（自治会連絡協議会 ９名、行政２名）
綾瀬市
８名（自治会長連絡協議会５名、行政３名）
他市発表内容：
海老名市自連協
「自治会加入率の向上活動について」
綾瀬市自治会長連協「自治会活動について」
２）市自連ホームページについて
（１）掲載記事と記事作成ガイドの紹介
①相模が丘小学校避難所開設訓練
→訓練の様子だけでなく、組織図や想定内容も掲載されており参考になる。
②緑ケ丘だより
→年２回の発行。新年度の各自治会長の抱負と年度末の総括で、各自治会長の
思いが伝わるものとなっている。
③相武台自治会だより
→毎月発行。直近の行事報告等にとどまらず、地域の歴史などを掲載した号も
あり、よく考えられている。
④ホームページ用記事作成ガイド
→定期的に掲載している自治会・地区自連は、今後も継続してほしい。
未掲載自治会や地区自連は、写真ベースの記事作成ガイドをホームページに
アップしたので、参考にしてぜひ記事を載せてほしい。

３）平成２９年度事業の報告について
（１）市民レクリエーション大会実施概要と決算書
→・全地区自連の参加者合計 延べ５，４１３名、決算額
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6,180,110 円。

（２）県安全安心まちづくり旬間パトロール報告一覧表
延べ参加人数： ５１１名
（３）平成２９年度市内一斉防犯パトロール実施報告一覧表
実施時期：平成２９年１２月上旬から中旬、延べ参加人数：１０２６名
４）部の活動について
（１）総務部
①理事等視察研修会 会計報告
→収入 470,960 円－支出 466,814 円＝残金 4,146 円
残金 4,146 円は、来年度に繰り越すことを理事会として承認。
②地区自連理事会報告書（議事録）
→・定期的に提出しているのは４地区自連のみ。
・単位自治会⇔地区自連⇔市自連の接点であり、情報共有の手段として提出する
ようにしたもの。
→役員全員が読んでおり、地区自連や単位自治会での問題点等を確認し、必要があ
れば調査し、内容によっては市との意見交換会の協議事項にもしている。
ぜひ、提出していただきたい。
③市自連理事会議事録の単位自治会への配布
→・代表理事に単位自治会長分をまとめて渡しているが、単位自治会長に届いて
いない地区もあるように見受けられる。
・市自連理事会の情報を単位自治会とも共有するためにはじめたこと。
・現在は紙で提供しているが、メルアド保有の自治会長にはＥメールで配布
するなど、来年度に向けて検討したい。
④単位自治会への退会防止依頼
→・班長や区長等が嫌で退会する世帯がある。地区自連や自治会毎の事情も違うが
退会されないよう、または、退会した世帯に何とか戻っていただけるような
手立てをそれぞれ考えてほしい。
（２）広報部
①市自連ニュース第１６号
発行日：２月２３日（金）
（３）組織部
①不動産業者による自治会長情報の取得申請
平成２９年１１月１３日～平成３０年１月２６日（金）分の情報を地区自連
理事に提供。
（不動産業者が事務局に来局、或いは電話で情報を問い合わせたもの。）
→加入促進に役立ててほしい。
入居済みの所は、自治会加入の有無の情報が欲しい。
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（４）防災部
①第２回自主防災組織リーダー研修会
実施日：平成２９年１１月１４日（火）
参加者：２０名（防災部１名含む）
②「平成 28・29 年度避難所開設訓練に参加した自治会」（

）内は訓練実施日

・東中学校（２８年６月１８日・２９年５月１９日）
○ひばりが丘２丁目自治会 ○東原団地自治会
・南中学校（２８年６月１８日・２９年６月２４日）
○下栗原北第 1・2・3・4 ○ファミネスさがみ野

○コスモさがみ野

○Ｄスクエアさがみ野 ○Ｄフィールさがみ野 ○下栗原中第 1 と第 3
○クレアールさがみ野 ○クリオさがみ野八番館 ○南栗原大下第 1
○下栗原西

○ふたば ○中原 ○大下西の原 ○大下南台

○東原 3 丁目北第 5・7 ○東原 3 丁目南 ○座間さがみ野団地
○さがみ野第 1 と第 3 ○市営栗原住宅
・東原小学校（２８年６月２５日・２９年１１月１１日）
○芹沢北 ○芹沢東第 1 と第 2 ○クリオさがみ野伍番館 ○東原住宅

○東原中央

○六棟会 ○あずま住宅 ○ハイムさがみの ○アトレさがみ野
○さがみ野さくら

○東原 3 丁目北第 6 ○さがみ野中 2 ○さがみ野第 2

・立野台小学校（２８年１０月３０日・２９年１０月２９日は雨天中止）
○中天台西 ○新中天台北

○アメニティ座間 ○信販座間 ○中峰

○入谷ニュータウン ○東建入谷 ○立野台西 ○わらび運営委員会
・相模が丘小学校（２８年１１月２７日・２９年１１月２６日）
○相模が丘第１

○相模が丘２丁目 ○相模が丘３丁目 ○カーサ相模台

・栗原小学校（２８年１１月２８日）
○ハイム座間中谷 ○中栗原第１ ○西原第２ ○グリーンタウン ○芹沢第１
○いづみ
・相模中学校（２８年１２月４日）
○相模が丘 5 丁目 ○エステスクエア小田急相模原

○相模が丘第４

・相模野小学校（２９年１月２２日・２９年８月２６日）
○広野台第 1・2・3・4 ○リビオシティ ○北相武台
・相武台コミセン（２９年１月２２日）
○相和会 ○北武台 ○エコハイム相武台 ○北相武
○相武台中央 ○相武台中原
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○相武台 12

○小松原

・ひばりが丘小学校（２９年２月４日）
○ひばりが丘第２ ○ひばりが丘睦 ○さがみ野サンハイツ ○さがみ野弐番館
○モラーダさがみ野 ○エステスクエア南林間
・旭小学校（２９年２月１１日）
○ひばりが丘１丁目 ○ひばりが丘５丁目
・座間中学校（２９年１１月１２日）
○緑ケ丘中央

○相武台緑ケ丘 ○さつき ○わかば

○第一住宅相武台団地 ○緑ケ丘南

○新緑ケ丘

○小田急相武台南 ○緑ケ丘 6 丁目 ○相武台

・相武台東小学校（３０年１月２８日予定）
○相和会 ○北武台 ○エコハイム相武台 ○北相武
○相武台中央 ○相武台中原 ○ソフィア相武台

○相武台 12

○相武台 ○小池

・相模向陽館高校（３０年３月予定）

→訓練参加自治会が正しいか各地区自連で確認し間違いや追加情報などがあれば、
清原部長か事務局に早めに報告する。
地図に避難所と避難する自治会等を色付けし、市自連ＨＰで公表したい。
（５）防犯部
①防犯パトロール車でのパトロール
→・４月～１２月の間、座間防犯協会のパトロール車を利用した自治会は
54 自治会。そのうち 36 件は市自連防犯部も把握しているが、自主的に
パトロールしている所も市自連に報告いただきたい。
3/17 の第６回理事会で教えてほしい。
（６）環境部
①上水道施設視察研修会
実施日：平成２９年１１月２１日（火）午前
参加者：参加者２０名（環境部１名含む）
②高座清掃施設等視察研修会
第２回：１２月１日（金） 参加者２１名（環境部２名含む）
第３回：平成３０年２月９日（金）新田宿・四ツ谷、座間、入谷第一、入谷第二
提出期日 １月２６日（金）
→参加者名簿受付済み。参加予定人数 ２３名（環境部１名含む）
第４回：平成３０年２月２４日（土）午前 全地区自連対象２名ずつ
提出期日 ２月１６日（金）※書類は本日配布
→例年、土曜日開催の意見が多かったため企画した。土曜日は、資源物の
処理施設が稼働していないため、高座清掃施設のみの見学となる。
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５）第４回市との意見交換会について
・開 催 日：平成３０年１月１１日（木）
・協議事項：「市内各地域設置の防犯カメラについて」
・年度末までに市民協働課交通防犯係がアンケートを依頼する。
依頼先は、自治会や学校など、平成２７年度に設置に関わった団体。
・設置要望の案件があれば、住所と地図を添えて市民協働課交通防犯係に
単位自治会もしくは地区自連から提出する。
情報共有は必要なので、事務局にも連絡してほしい。
・次回開催日：３月２２日（木）１３：３０～
協議事項案締切 ２月９日（金）までに事務局に提出する。
２

協議事項
１）年度末加入促進キャンペーンについて
・今年度末は実施しないことを提案したい。
→理事会として承認。
理由：労力・拘束時間の割には、効果が薄いように感じる。やり方を再検討すべき。
前回のキャンペーンでの加入者は２名だった。
災害時避難行動要支援者支援制度に関連し、名簿受領と未加入者の自治会へ
の加入を優先的に取り組みたい。
２）平成３０年度市内一斉防犯パトロールについて
・座間市安全安心まちづくり推進協議会からの実施日時（案）
平成３０年１２月１日（土）１０時から１２時まで
→・２９年度は第一土曜日開催だった。年間スケジュールで第一日曜日にしている
自治会もあり、地区自連や自治会ごとに開催日が分かれての実施となった。
意見・３０年度の日時は案が出ているが、定着している日曜開催を要望したい。
３）平成３０年度高座清掃施設等視察研修会について
・開催回数：３回
・日
程：第１回 ７月 ４日（水）
第２回 ８月 ８日（水）
第３回 ９月１２日（水）
→今までは４～５地区ごとに６名前後の募集をしていた。
３０年度は募集方法についても検討する。土曜開催はしない。
意見：ポスターで会員に直接周知すると、募集も容易になるのではないか。
回答：役員会で検討し、より多くの会員が参加できるような周知の仕方を考えたい。
以
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上

