
自治会連合会理事会（４月）会議報告

日 時 平成２７年４月２０日（月）
午後２時～午後６時２０分

場 所 市役所２階 ２Ｃ会議室

[進行 佐伯市民協働課長]

１ あいさつ [竹内市民生活部長] 14:00
(1)新理事紹介
・全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

(3)本日の進行を説明

２ 自治会連合会役員選出 14:10
(1)規約説明
(2)役員選出
・各地区の副代表が第２委員会室に移動して役員を選出。
平成２７・２８年度役員
〈会 長〉飯田 博
〈副会長〉武蔵 郁夫 広瀬 房治
〈会 計〉小林二三男 冨塚 正
〈監 事〉牧島 信雄 前嶋 孝

(3)会長・副会長あいさつ 14:30

～ 休憩 10分（座席の移動）～

３ 市理事者の紹介 [竹内市民生活部長] 14:45
(1)市長・副市長の紹介
(2)市長あいさつ

時間の都合上、議題「５ その他」を先に進める 14:50
○コミュニティ助成事業について
・地域の防犯活動に必要な備品を充実させるため、防犯パトロールに必要な防犯
ベスト、防寒着、ＬＥＤライト等を自治会数分購入するために、今回要望したとこ
ろ、４月に入り、採択決定がされた。

・今後、市予算の６月補正を行い、自治会連合会予算についても、歳入、歳出として
２５０千円を補正する予定。購入は、秋頃から予定。

○平成２７年度小・中学校校長・教頭名簿について
○定例理事会について
○地区定例会の日程
伊勢原北 4/28、19：00～ 5/25、18：00～ 北コミ
伊勢原南 4/25、19：30～ 5/24、19：30～ 南公民館
大 山 4/24、19：00～ 5/26、19：00～ 大山公民館
高 部 屋 4/23、19：00～ 5/23、19：30～ 高部屋公民館
比 々 多 4/24、19：00～ 5/26、19：00～ 比々多公民館
成 瀬 4/25、19：00～ 5/23、17：00～ 成瀬公民館
大 田 4/28、19：00～ 5/27、19：00～ 大田公民館

○ 次回理事会 ５月２０日（水）午後２時から 市役所２階 ２Ｃ会議室



４ 議 題 １５：０５～開始
(1) 市等協議・依頼事項
＊第５回いせはら芸術花火大会について【お礼】

(いせはら芸術花火大会 柏木実行委員長）
1 地域安全ニュースについて【回覧】 （伊勢原警察署生活安全課 向井課長）

2 防犯灯照度改善事業について【依頼】 （交通防犯対策課 小巻課長）
(理事）昨年度、工事業者から工事に入る際、連絡が入らなかった。
(課長）業者への徹底と併せて、決定通知と一緒にスケジュール表を添付する。工事

終了後には、業者から自治会長へ報告をさせることとする。

3 平成２７年国勢調査の調査員募集について【回覧】 （経営企画課 黒石課長）

4-1平成２７年度防災訓練及び研修会の開催について【周知】
-2総合防災ガイドブックの配布について【周知】 （防災課 高梨担当部長）
（理事）ガイドブックの配布は、この定例会で自治会長配布分あるのか。
（部長）今後開催する避難所運営会議等の説明会の場で配布していきたい。
（理事）５月１日から、公民館等で配布と書いてあるが、それは備えられるのか。
（部長）それは、準備する。自治会長へは、別途会議の席で配布していきたい。

5 平成２６年度市政現況説明会（秋季）要望事項等に対する回答及び
平成２７年度市政現況説明会（春季）の開催について【報告・依頼】

（広報広聴課 辻課長）
＊平成２７年度市政現況説明会（春季）の開催方法の変更

・前半で市長からの講演を３０分程度行い、説明会後半の幹部職員との意見
交換会は実施しないこととなった。

・要望については、随時行っている。

6 「きょういく伊勢原」について【回覧】 （教育総務課 風間課長）

7 第２０回いせはら市展 作品募集について【回覧】 （社会教育課 谷亀参事）

8-1チャレンジデーＩＳＥＨＡＲＡ２０１５について【回覧】
-2チャレンジデーにおけるすこやかリズム体操練習会の実施について【回覧】

（スポーツ課 目黒課長）

9 平成２７年度赤十字社員増強運動について【依頼】 （福祉総務課 吉川参事）

10-1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】
-2平成27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】
-3平成27年児童遊園遊具等の修繕等の申請について【周知】

（社会福祉協議会 井出事務局長)

11 自治会連合会役員改選等に伴う団体の役職について【依頼】
①社会福祉協議会理事の推薦について
② 〃 評議員の推薦について
③神奈川県共同募金会伊勢原市支会委員の推薦について
④善意銀行配分委員の推薦について
⑤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
⑥顕彰規程に基づく選考委員会委員の推薦について

（社会福祉協議会 井出事務局長)
⑦シルバー人材センター理事の推薦について

（シルバー人材センター 松田事務局長）
⑧伊勢原市行財政改革推進委員会委員の推薦について

（企画部・行財政改革担当 古宮担当部長）
⑨伊勢原市社会福祉審議会委員の推薦について （福祉総務課 吉川参事）
⑩伊勢原市民生委員推薦会委員の推薦について ( 〃 ）
⑪市民文化会館事業協会理事の推薦について

（市民協働課 市民文化会館担当 須藤担当課長）
⑫都市計画審議会委員の選出について （都市総務課 飯田課長）



12 伊勢原市都市マスタープランに係る地区市民会議について【協議】
（都市総務課 飯田課長）

（理事）日程的に時間がないようだが、市民周知方法が６/１号広報と５月定例会で
依頼する回覧のみであるが、果たして周知しきれるかどうか。

（課長) 多くの方々に参加してもらいたいため、６月下旬から７月上旬にかけての
開催で検討したい。各地区代表と日程については相談させてもらう。
それを整理して、５月自治連理事会で開催日程を報告したい。

13 伊勢原市広報板について【周知】 （市民協働課 佐伯課長）
16:40

～ 休憩 ～

(2) 連合会協議事項
議題11 団体の役職について協議
①社会福祉協議会理事 …飯田会長、武蔵副会長、広瀬副会長
② 〃 評議員(～5/31まで）…小林理事、牧島理事、前嶋理事、冨塚理事

舞出理事、佐藤(正)理事、
〃 評議員(6/1～） …小林理事、牧島理事、前嶋理事、冨塚理事

今井理事、舞出理事、青柳理事、
③神奈川県共同募金会伊勢原市支会委員 …佐藤(正)理事
④善意銀行配分委員 …舞出理事
⑤第３次地域福祉活動計画点検推進委員会委員 …前嶋理事
⑥顕彰規程に基づく選考委員会委員 …大川理事
⑦シルバー人材センター理事 …市川理事
⑧伊勢原市行財政改革推進委員会委員 …飯田会長
⑨伊勢原市社会福祉審議会委員 …小林理事
⑩伊勢原市民生委員推薦会委員 …広瀬副会長、佐藤(克)理事
⑪市民文化会館事業協会理事 …佐藤(正)理事
⑫都市計画審議会委員 …飯田会長

① 平成２７年度自治会連合会総会について 17：00
平成２７年５月２６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

総括・挨拶 飯田会長
司会・役員紹介 広瀬副会長
議長 武蔵副会長
開会 小林理事
事業報告 牧島理事
決算 前任会計（事務局から依頼）
事業計画 前嶋理事
予算 冨塚理事
監査報告 前任監事（事務局から依頼）
規約改正報告 飯田会長
規定廃止報告 飯田会長

■総会スケジュールの確認
■総会開催通知の配布

②平成２７・２８年度コミュニティ研究委員会委員の選出について
各地区自治会から１名ずつの選出 …４月３０日（木）まで
理事からの選出 …伊勢原南地区 舞出理事

③自治会長名簿の確認 ＊訂正箇所は、５月１日（金）までに事務局へ連絡

④新任自治会長研修について
平成２７年７月２日、３日のどちらかで開催予定。

６ 意見交換

７ 閉 会 18：20




