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小田原市自治会総連合
会 長　木 村 秀 昭

小田原市自治会総連合会長  木村秀昭　あいさつ
　４月10日に行われた総会において、５期９年目の総連合会長に就任いた
しました。
　地域の皆様には、日頃から地域の環境美化活動や防犯活動などを通じ
て、自治会活動に多大なるご理解ご協力をいただき、心より厚くお礼申し
上げます。
　自治会総連合では、今年度、市内全地区で実施している「自治会カード
おだわら」事業のリニューアルや自治会加入促進月間の新規事業など、大きく分けて７つの事
業計画を策定いたしました。
　国内では、新型コロナウイルスの感染拡大状況や、日本各地における集中豪雨による災害状
況など、地域の皆様も不安を抱えられているかと思いますが、このような非常事態の状況下に
おいて、最終的には地域住民相互の連携、協力、助け合いが不可欠であると考えます。
　今後も、お互いに顔の見える関係づくりを構築しながら、安全安心なまちづくりを推進して
まいりますので、変わらぬご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

緊急のお知らせ“風水害等に対する早期避難への取組”
 自治会総連合では、身に迫る風水害等に対し、行政と連携して以下の内容について備えを強化しています。

○特に、避難所・避難場所での
　・新型コロナウイルス感染予防対策
　・避難行動要支援者対策（個別支援計画の作成等）
　・ペットの受け入れ態勢の検討
について、自治会総連合防災部会を中心に取り組んでいます。

○小田原市
　「土砂災害ハザードマップ」
　「洪水ハザードマップ」を活用して、
　自宅の危険度を確認しましょう。

○「わが家の避難行動マニュアル」に
　従って行動しましょう。
　（令和２年９月に改訂予定）

住みよいまちは　自治会から
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１　地域力の向上（自治会組織の強化）
（１）地域の新しい仕組みづくりの推進

地域コミュニティ組織の活動の活性化
各種地域活動団体の連携を強化し、防災や福祉など様々な分野に取組んでいます。

（２）各種団体との連携の推進
地域活動推進協議会

各種団体の事業計画の報告など

≪26地区の地域コミュニティ組織の構成（令和元年度末）≫
組　織　名 団体数／委員数 組　織　名 団体数／委員数

緑地区まちづくり委員会 １３団体／３０人 絆ふかめたい東富水 １９団体／５９人
新玉地区まちづくり委員会  １４団体／３０人 富水地区まちづくり委員会 ２５団体／７９人
万年地区まちづくり実行委員会 １２団体／２８人 桜井まちづくり委員会  ３７団体／５０人
幸地区まちづくり委員会 １２団体／２９人 酒匂・小八幡地区まちづくり委員会 ２５団体／８７人
十字地区まちづくり委員会 ６団体／２４人 下府中まちづくり委員会 １９団体／３１人
片浦地区まちづくり委員会 ４団体／１４人 富士見地区各種団体連絡協議会 ２２団体／３１人
早川地区まちづくり委員会 ２６団体／３４人 豊川地域コミュニティ運営協議会 ２０団体／４０人
大窪地区まちづくり実行委員会 １７団体／３３人 上府中地区まちづくり委員会 １８団体／５９人
山王網一色まちづくり委員会 １７団体／２９人 曽我地区みまもり委員会 ４団体／１１人
足柄地区まちづくり委員会 ９団体／２８人 下曽我地区団体運営協議会 １７団体／２２人
芦子地区まちづくり委員会 １３団体／３１人 国府津地区まちづくり推進委員会  １８団体／３５人
二川地区まちづくり推進委員会 １１団体／２５人 前羽地区団体長等連絡会 １６団体／２７人
久野地区各種団体代表者会  ２５団体／３９人 橘北地区まちづくり委員会 ２６団体／４８人

令和２年度自治会総連合の事業計画概要

健康教室（幸） 落書きクリーン作戦（前羽） 農業体験学習（上府中）

山王網一色サロン（山王網一色） 防災体験会（十字） めぞん足柄（二川）
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（３）会員加入促進対策
自治会加入促進月間　※新規事業

　今年度から毎年５月を加入促進月間と位置づ
け、自治会未加入世帯へのリーフレットの配布、
市役所や公共施設への自治会加入申込書及び加
入申込受付箱の設置、加入促進ポスターの掲示
など、自治会加入促進を図っていきます。
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、今
　年は11月に実施予定です。

「自治会カードおだわら事業」店舗
などリニューアル！
　総連合では、自治会加入者が地元商店などで
利用できる「優待カード」を発行する「自治会
カードおだわら」事業を、現在、市内130の店
舗や企業のかたにご協力いただき、市内全地区
で実施しております。
　今年度は、自治会員がより多くのお店などで
利用できるよう、事業に協力いただける店舗な
どへの依頼をあらためて行い、令和３年４月の
リニューアルに向けて準備を進めております。
　また、自治会員の皆様には、自治会カード及
び案内パンフレットをあらためて配布いたしま
す。

（４）あいさつ運動の推進　
全市一斉あいさつ運動

11月２日㈪に実施予定

（５）コミュニティ助成事業の活用
印刷機と紙折機を購入予定

２　安心安全まちづくり運動の推進
（１）地区防災計画の浸透

自主防災組織の強化
各地区で防災強化の取組を実施

（２）防犯活動の強化
振り込め詐欺被害防止の啓発

啓発物品を作成し配布予定

（３）交通安全運動の推進
交通安全教室などによる交通安全
意識の啓発

３　環境問題への取組み
（１）身近な地球温暖化対策の推進
（２）ごみの減量化と再利用の推進
（３）地域環境美化運動の支援

全市一斉美化清掃運動
11月８日㈰に実施予定

（４）クリーンさかわ等の実施

４　自治会長の意識向上
（１）連合会長会議の開催

毎月上旬に開催

（２）自治会長大会の実施
10月21日㈬に開催予定
（表彰や講演会を実施）

（３）研修会の実施
地域活動シンポジウム

来年１月23日㈯に開催予定
地域活動団体や地域コミュニティ組織
の活動発表

（４）自治会長等功労者の表彰
自治会に貢献した退任役員を表彰

▲カード

▲協力店舗
　案内パンフレット

広報の配布や
回覧板があります！

皆が協力して
ゴミ置場の管理や
清掃を
しています！

見守り活動や
あいさつ運動で

地域の皆で守るよ！

災害の時は
どうしたら？

自治会が避難場所を
運営し訓練も
しています！

地域で行事を
開催しているよ

問い合わせ・加入の方法は？問い合わせ・加入の方法は？
1. 市役所戸籍住民課､マロニエ､UMECOの窓口の申込書を受付箱に投かん
2. 総連合 HPのお問い合わせフォームにメールを送る
3. 電話などで市へ問い合わせ

市からお住まいの地区の
自治会長へ連絡します

小田原市自治会総連合事務局
( 小田原市役所地域政策課内 )

そうだ
自治会に加入しよう
そうだ
自治会に加入しよう

ー暮らしに安心をー

行政や地域の
情報がわからないと
困るなあ

住みよいまちは自治会から

小田原市自治会総連合

小田原市自治会総連合HP

問い合わせ先 〒250-8555 小田原市荻窪 300 番地
TEL 0465-33-1457
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編集・発行　小田原市自治会総連合
広報組織部会　（部会長）柳下　登 　（部会員）曽我祐行　渡辺光男　譲原春夫　植村久夫

連絡先　自治会総連合事務局（地域政策課）３３－１４５７

※総連合へのご意見・ご要望があれば総連合事務局までお問い合わせください。

５　情報発信機能の充実
（１）自治会だより「人・まち・ふれあい」
　　　 の発行
（２）自治会長ニュースの発行
（３）総連合ホームページの活用
（４）FMおだわらの活用（地域情報の発信）
（５）回覧・掲示板の有効活用

６　行政との連携
（１）首長、議会との意見交換
（２）行政との懇談

７　他市町との連携
（１）全国自治会連合会大会への参加及び
　　　 先進都市視察の実施

全国自治会連合会大会
11月12日㈭に広島県福山市で開催予定
先進都市視察
10月末に愛知県豊橋市を視察予定

（２）県内自治会連合会との連携

（３）近隣市町との連携

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況や感染予防対策に伴い、
次の事業は中止又は延期といたしました。

○自治会加入促進月間（５月）　　　　　　　延期
○クリーンさかわ（５月）　　　　　　　　　中止
○新任自治会長研修会（５月）　　　　　　　中止
○山王川・久野川一斉清掃（６月）　　　　　中止
○ブロック別自治会長会議（６月）　　　　　中止
○小田原市いっせい総合防災訓練　　　　　　中止
○連合会長先進都市研修視察（７月）　　　　延期
○三者合同研修会（８月）　　　　　　　　　中止
○マンション代表者との意見交換（11月）　   中止

令和２年度小田原市自治会総連合　連合会長名簿
役職名 連 合 会 名 連合会長名 役職名 連 合 会 名 連合会長名

会　　長 富　水 木村　秀昭 連合会長 十　字 本多　誠一
副 会 長 国府津 川口　博三 連合会長 片　浦 廣石　計典
副 会 長 万　年 加藤　芳永 連合会長 早　川 鈴木　雄一
会　　計 富士見 関野　次男 連合会長 大　窪 石幡　保雄
理　　事 新　玉 飯田　和男 連合会長 二　川 奥津　竹夫
理　　事 幸 渡辺　光男 連合会長 東富水 加藤　　敏
理　　事 足　柄 柳下　　登 連合会長 桜　井 宮内　宏人
理　　事 久　野 駿河　　寛 連合会長 酒匂・小八幡 譲原　春夫
理　　事 下曽我 曽我　祐行 連合会長 下府中 秋山榮太郎
監　　事 山王網一色 森　　　正 連合会長 豊　川 植村　久夫
監　　事 芦　子 金子　和允 連合会長 曽　我 新鹿　　勲
監　　事 上府中 沖山　　明 連合会長 前　羽 瀧澤　　純
連合会長 緑 土谷　正光 連合会長 橘　北 下浅　三雄

情に

小田原市自治会総連合ホームページ

小田原市自治会総連合


