
自治会連合会理事会（４月）会議次第

日 時 平成３１年４月１９日（金）午後２時～

場 所 市役所２階 ２Ｃ会議室

１ あいさつ

髙梨課長より開始の発声。

大津部長より挨拶。

(1)新理事紹介

新理事に限らず、今年度全理事の紹介。

紹介時には、新任理事、あるいは継続理事である旨を付け加えた。

(2)職員紹介

新年度となり、体制に変更があったため市民協働課職員の紹介。

曲本係長、宮坂主任主事、田中主事、遠藤の順。

２ 自治会連合会役員選出

(1)規約説明

総会資料Ｐ１２に添付した規約の確認。

この後、理事から役員の選出を行う旨を説明した。

(2)役員選出

慣例に沿って、各地区副代表理事が別室にて会議の上選出することとした。

なお、平成３１年度・平成３２年度の役員は以下のとおり決まった。

会 長：成 瀬 地 区 代 表 大川要氏（下落合自治会）

副会長：伊勢原南地区代表 宮﨑清氏（大句自治会）

大 田 地 区 代 表 小松均氏（下平間自治会）

会 計：高部屋地区代表 小澤和博氏（峰岸上自治会）

比々多地区代表 森充寛氏（坪ノ内自治会）

監 事：伊勢原北地区代表 武蔵郁夫氏（片町第二自治会）

大 山 地 区 代 表 植松康起氏（子易下自治会）

(3)会長・副会長あいさつ

会長の大川氏、副会長の宮﨑氏、小松氏よりあいさつを賜った。

あいさつの後、休憩を取り、役員が決まったため部屋のレイアウトを変更した。



３ 市理事者の紹介

(1)市長・教育長の紹介

休憩の後、理事者（市長・教育長）の紹介を行った。

副市長については、会議出席の関係で時間の都合がつかなかったため、後ほど紹介

することとした。

(2)市長あいさつ

市長あいさつ後、議題の開始予定時刻まで余裕があったため休憩とした。

４ 議 題 １５：００～開始
(1) 市等協議・依頼事項
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防犯指導員 金子氏）
伊勢原市内の刑法犯認知件数を基に市内の犯罪発生状況を解説。

通常は自転車盗難が多いが、伊勢原市内については万引きが最も多いため、スーパ

ーやコンビニなどの小売業についは対策を講じる予定である。

振り込め詐欺については、過去最悪となった昨年に比べれば発生件数・被害金額と

もに減少しているが、予断を許さない状況には変わりがないため、新たに作った啓

発ポスターを活用して被害縮小に努めたい。

【質疑応答】

Ｑ．毎月刑法犯の認知件数を配ってもらえるか。

Ａ．配る予定である。定例会の際に単位自治会へ配布してもらいたい。

2 防犯灯新設要望について【依頼】（市民協働課交通防犯対策担当 今川担当課長）

原則電柱直付で８０本の防犯灯を新設する予定でいる。

予算に限りがあるので、自治会で協議をして、暗くて危ない箇所に取り付けるよう

に、優先順位を付けた上で要望されたい。

なお、過去に防犯灯を設置した際に、近隣住民への周知が不十分であったことから、

設置後に撤去することがあったため、再発を防止するためにも近隣住民への周知を

徹底したうえで、防犯灯設置申請書内「４ 近隣住民意見」に丸付けをして提出さ

れたい。

【質疑応答】

Ｑ．電柱がないと防犯灯の設置は出来ないのか。

Ａ．予算の都合上、電柱への直付けとさせてもらっているので、理解されたい。

Ｑ．過去に要望し、優先順位が低く防犯灯が設置されなかった箇所については、継

続して要望すれば設置が見込めるか。

Ａ．予算上の都合もあるので、現場を確認のうえ設置の可否を決めたい。

なお、木が生い茂っているなど、現場状況を理由に防犯灯の設置を見送った箇

所については、防犯灯設置のために現場状況が改善されている必要がある。



Ｑ．各単位自治会（１０２単位自治会）に本通知文は配られるのか。

Ａ．各単位自治会に配る。

Ｑ．防犯灯の話ではないが、標識と併せて道路に書かれた一時停止を意味する「ト

マレ」などが薄れてしまい読みづらい場合には、どこに要望すればいいか教えて

ほしい。

Ａ．道路の「トマレ」の書き直し要望については、自治会長に相談があるケースと

学校に相談があるケースが想定される。

自治会に寄せられた要望については、市政現況説明会で要望されたい。対応に

ついては、市の道路整備課や警察が行っているが、それぞれ優先順位を付けての

対応となるため、全ての要望が要望年度中に対応される訳ではないことを了承さ

れたい。

3-1社会福祉協議会理事の推薦について【依頼】（社会福祉協議会 吉野事務局長)

従前は自治連会長に理事を依頼しているため、今期も自治連理事の誰かに社協の理

事を依頼したいとのことであった。

後の議事において、大川会長が社協理事を請けることとなった。

-2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】

平成３０年度の伊勢原支会（支社のようなもの）実績は約1,300万円。そのうち、

約8割を占める1，000万円強が自治会で行っている戸別募金であったとのこと。

使途については市内の社会福祉法人への寄付である。

-3平成３１年度伊勢原市社会福祉協議会会員募集について【依頼】

社協の主な財源であることから、加入者数を伸ばしたいと考えているとのこと。

平成３０年度の会費実績は、1,000万弱。うち、約2/3が自治会経由の会費である。

-4平成３１年児童遊園遊具等の修繕等の申請について【周知】

補対経費は最大10万円で、補助率は3/4。10万円を超える修繕については、補助対

象外という訳ではなく、10万円を超える部分については各自治会等の自己負担にな

るということなので、留意されたい。

-5第２期市民後見人養成講座開催に伴う記念講演会と説明会について【回覧】

講演会と説明会のお知らせ。回覧依頼であった。

※社協が持ち込んだ案件については、地区定例会に説明しに行くとのことである。

4（公財）みどりのまち振興財団理事の選任について【依頼】

（みどりのまち振興財団 廣田理事長)

平成３２年３月３１日を持って、みどりのまち振興財団は解散するが、理事を１名



出してほしい。なお、解散後には精算法人となるため、理事は解任ではなく清算人

として役務が発生する。精算終了時に解任となる点を申し添える。

※慣例では、総合運動公園が高部屋地区にあることから、高部屋地区の理事がみど

りのまち振興財団理事を引き受けている。

この後の議事によって、高部屋地区副代表理事の須藤理事が請けることとなった。。

5 第２４回いせはら市展の作品募集について【回覧】 （社会教育課 小谷課長）

市の展覧会に出品する作品を募るための回覧依頼。

【質疑応答】

Ｑ．いせはら市展で入賞した作品を国県の展覧会へ紹介することはしないのか。

Ａ．実行委員会方式で本展覧会は行っているが、実行委員会から他の展覧会への紹

介は行っていない。意見として承る。

6 伊勢原市行財政改革推進委員会委員の推薦について【依頼】
(企画部 古宮行政経営担当部長）

本委員会は、委員数８名、任期２年、年に５回開催（１回あたり２時間程度）であ
る。
従前では自治連会長を依頼してもらっていたので、今回もお願いしたいとのことで
あった。
なお、後の議事の結果、大川会長を推薦することとした。

7 平成３０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３１年度市
政現況説明会（春季）の開催について【周知・報告】

（人権･広聴相談課 池田課長）
平成３０年度年度秋季の市政現況説明会に寄せられた要望・質問に対する回答一覧

が配布された。所管課についても記載があるため、詳しい内容については所管課へ

問い合わせて欲しいと申し伝えられた。

また、平成３１年度春季の市政現況説明会開催の通知文が配られ、要望・質問の記

載様式の説明がなされた。

8-1平成３１年度赤十字会員増強運動について【依頼】（福祉総務課 金子課長）

例年５月が赤十字会員増強月間となっていることから、赤十字会員増強運動への協

力依頼があった。

-2民生委員児童委員一斉改選に伴う委員候補者の推薦について【依頼】

平成３１年１１月末日をもって現在の民生委員児童委員の任期が満了するため、各

地区に委員の候補者選出の依頼があった。

当該委員については、現任委員に引き続きお願いしたい旨も申し伝えられた。

-3伊勢原市民生委員推薦会委員の推薦について【依頼】

昨年度末を持って委員の任期が満了しているため、改めて委員の選出依頼があった。

従前では自治連理事から２名選出しており、今回は伊勢原南地区の宮﨑自治連副会



長と大田地区の高部理事が委員となった。

※8-1、8-2については地区定例会においても説明するとのことである。

9 生活支援体制整備事業に係る第２層協議体構成員の選出について【依頼】

（介護高齢課 栗田主幹）

介護保険制度開始時の市内対象者は950名程度であったが、現在では4,000人を超え

ている。

これは伊勢原市内に限った話ではなく、全国的に発生している問題であり、現在国

から団塊世代が後期高齢者になる前に各市町村で対応を考えるように通達されてい

る。

このため、まずは地域ごとの情報把握から始める必要があるとのことであった。

【要望】

・地域の事情に詳しい人、発言力がある人など特定の人間の意見が通りやすい環

境では意見の平等性が担保されないため、広く平等に意見を募られたい。

※詳しくは地区定例会にて説明するとのこと。

10 健康バス測定会の募集について【依頼】（健康づくり課 髙橋課長）

参加者から好評を得ているので、色々な自治会の方に知って欲しい。

現在、東海大と共同で事業を行っているので、５～１０年かけて地域ごとの特性を

調査したいとのこと。

昨年度の健康バスの実績も添付されており、参加者のうち健康診断を受けていない

方の把握など地域医療の把握にも効果的であるとのことである。

※地区定例会にて説明したいと意向が示された。

11-1住民参加型スポーツイベント「チャレンジデー」について【回覧】

（スポーツ課 杉山課長）

平成３１年度は５月２９日に実施する。今年の対戦相手は長崎県大村市とのこと。

フィナーレイベントの実施場所は行政センター室体育館であることに留意されたい。

（過去には総合運動公園で実施されていた。）

【質疑応答】

Ｑ．11-1について、周知ビラには「ワールドチャレンジデー」とあるが、これは何

を示すのか。

Ａ．チャレンジデーは、日本国内のみではなく、世界中で行われている。

今年のチャレンジデーでは、海外の都市とも対戦することとしたため、ワール

ドチャレンジデーと記載している。

海外の対戦都市については、今後５月中旬頃に決定すると思われる。



-2「いせはらスポーツ推進委員だより(第２０号)」について【回覧】

新体力テスト、チャレンジデー、ニュースポーツのお知らせと併せて、平成３１年

１月と２月の活動報告が記載されている資料であり、回覧依頼があった。

12 平成３１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】

（子ども育成課 山田課長）

市内には、12の児童コミュニティクラブがあり、平日は午後7時まで営業している。

現在の入所者数は669名で、昨年度と比べると19名増。入所希望をしているが、保

留となっている児童の数は115名であり、昨年度と比べると6名増とのこと。

資料として、昨年度の児童コミュニティクラブの運営委員名簿が添付されており、

今年度の運営委員を推薦する際の参考にされたいとのこと。なお、運営委員につい

ては自治連役員である必要はない。

子ども育成課としては、各地区の定例会終了後に今年度の運営委員を確認させても

らいたいとのことである。

13 平成３０年度伊勢原市「放課後子ども教室推進事業」実施状況及び平成３１年度の

取り組みについて【報告】 （青少年課 桑原課長）

平成３０年度に実施された放課後子ども教室の報告と、今年度の予定について説明

があった。

３０年度時点では大山地区では実施されていなかった当該事業であるが、３１年度

には新設予定である。

大山小については、新規事業という点・学区外（市外）から通学している生徒もい

るので、別途説明に行く予定であるとのこと。

なお、参加者の満足度は高く、今年度のおおやま教室を皮切りに毎年度１カ所ずつ

増設する予定とのことである。

14 伊勢原市都市計画条例審議会委員の選出について【依頼】(都市政策課 飯田参事)

飯田前会長が委員だったので、辞任したことに伴い新たな委員を選出して欲しいと

の依頼。

後の議事で大川会長が委員となった。

15 「きょういく伊勢原」の配布について【回覧】 （教育総務課 古清水課長）

教育委員会の広報誌である。回覧の依頼があった。

【要望】

定例会で配架する際には、綴じて配架することから、左側にとじ代がほしい。

また、第何号かを示す数字を大きく記載されたい。

16 伊勢原市広報板について【周知】 （市民協働課 髙梨課長）

広報板の維持管理（修繕と移管など）と市のスタンスについて髙梨課長より説明。

ここ１０年間の広報板の状況と地区別の広報板数を資料として添付。



(2) 連合会協議事項

① 平成３１年度自治会連合会総会について

平成３１年５月２３日（木）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
■総会スケジュールの確認
■総会開催通知の配布

・配布した総会資料の説明を行った。
・進行やレイアウト、動きの説明を行い、役割分担を決めた。なお、当日の役割は以

下のとおりである。

【司 会】小松副会長

【開会宣言】植松理事

【会長挨拶】大川会長

【議 長】宮﨑副会長

（以下、議事）

【議案第１号 平成３０年度事業報告・第２号 平成３０年度決算】 大川会長

【監査報告】武蔵理事

【議案第３号 令和元年度事業計画・第４号 令和元年度予算】 小澤理事

（議事終わり）

【閉会あいさつ】森理事

②平成３１年度自治会長研修の開催について

・候補日が２日間（７月２日と７月４日）あったため、どちらにするか図った結果、
７月４日（木）に実施することとなった。（中央公民館７月２日キャンセル済）
※日取りが決定したので、単位自治会長宛の通知文を作成し、５月理事会の際に各地
区理事に渡す必要がある。

・テーマについては質疑がなかったが、グループディスカッションについては、テー
マとリーダーを予め決める必要があるとアドバイスを受けたので、検討する。

③令和元年度サマージャンボ宝くじ地元夏祭り協賛先の募集について

今年度のサマージャンボ宝くじ地元夏祭り協賛については、サマージャンボの発売期

間（７月２日～８月２日）に開催される夏祭りのみが対象となる。

当該期間に夏祭りが開催されるのは高部屋地区のみであるため、今年度は対象地区１

カ所である。

④自治会長名簿の確認 ＊５月７日（火）までに事務局へ連絡
連休に入ってしまうので、連休明け５月７日までに各単位自治会長に確認のうえ、修

正の有無に関わらず市に連絡するように伝達。

自治連補助金の算定などに資する資料となるので、期限厳守で依頼した。



⑤各地区ホームページの内容確認について
新年度が始まり、各単位自治会・地区自治会の役員に変更があると思うので、焼きだ
した地区自治会のページを確認して、修正箇所があれば市民協働課まで朱字修正をし
て持ってきてもらうように依頼した。

５ そ の 他
○ 平成３１年度小・中学校校長・教頭名簿について
次に記載する市職員役職者名簿と併せて質問があった。

○ 市職員役職者名簿について
平成３１年度小・中学校校長・教頭名簿と併せて単位自治会への提供に関する是非
の質問があった。
市職員役職者名簿については、総会資料として出す予定である旨を伝えた。

○ 定例理事会について
平成３１年度の定例理事会の日程を伝えた。
今後通知文を出しての周知は行わない旨を伝えた。

○ 理事会資料用ファイルの配布について

理事会資料は１年間で相当な量になるため、専用のドッヂファイルを提供。

不要であれば事務局で回収する旨を伝えたところ、成瀬地区の大川理事、伊勢原北

地区の武蔵理事から返却があったため、配布したファイルは１２個である。

○ 地区定例会の日程確認
各地区の４月・５月の定例会日程について確認した。
大山地区は予め聞いていた予定と変更があったため、地区定例会に説明に行く予定
の課には、曲本係長から連絡をしていただいた。

○ 次回理事会 ５月２０日（月）午後２時から 市役所２階 ２Ｃ会議室

６ 意見交換

今回は説明事項が多く、時間が遅くなってしまったため意見交換は行わなかった。

７ 閉 会

宮﨑自治会長から閉会のあいさつ。

閉会のあいさつに関しては、副会長が交代に行うこととした。


