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岩見沢市町会連合会（第 54 回）総会が平成 31 年 4 月

24 日（水）、岩見沢平安閣において開催されました。 

 千葉会長の挨拶のあと、永年、町連・町会活動にご尽力

された方々に会長から感謝状が贈呈されました。 

議長に春日町第 1 町会会長 姫田 克寛氏を選出し、

姫田議長の議事進行により、平成 30 年度事業報告並びに

一般会計、特別会計の決算報告と監査報告が行われ、報告

どおり承認されました。 

引き続き、平成 31 年度事業計画案、一般会計及び特別会計の予算案が提案され、審議の上、原

案どおり承認されました。 

最後に選任事項として役員の選任について、町連役員選考委員長の山口 裕一氏より経過説明

がなされ、選考結果のとおり承認されました。 

姫田議長の適切な議事運営により、最後まで円滑に進行し、総会は閉会しました。 

 総会終了後、松野市長から「岩見沢市のまちづくり～10 年先を見据えて～」と題した講話があ

り、出席者である各町会長は熱心に聞き入っていました。 

 市長講話終了後には懇親会が行われ、松野市長、井幡議長をはじめ、社会福祉協議会 髙松会

長、民生委員児童委員協議会 梅田会長、町会連合会 中田顧問をお招きし、盛会の中終了いた

しました。 

 

●令和元年度岩見沢市町会連合会役員名簿● 

              

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 職 氏   名 所属町会 備考 

会 長 千葉  修 東町 2・8町内会 留任 

副会長 

尾崎 和男 栄町会 留任 

春木 芳則 志文光和町内会 留任 

米内山 定雄 赤川町会 新任 

会 計 岡田 忠彦 こぶし町会 留任 

総務部長  干場 法美 耕成町会 留任 

企画部長 葛西  章 笹の子町会 新任 

環境衛生部長 吉田  享 やまと町内会 留任 

福祉部長 柴田 博之 稲穂町会 新任 

交通防犯部長 南  隆志 駒が台町会 新任 

監 事 

温井  元 桜木団地町内会 新任 

荒井 忠男 北２条町会 新任 

佐藤 堅司 南友町会 新任 

平成３１年度岩見沢市町会連合会総会(第５４回) 

講演をする松野市長 

 

令和元年度町連役員 

 



 

①ボランティア袋の小型化について 

・環境衛生部の事業について、市で配布するボランティア袋が 40ℓ なので、高齢者がゴミを拾

うには大きすぎる。また、大きな袋でゴミを拾ったのち、分別しなければならないのも大変

なので、小さな袋も使えるようにしてほしい。 

（回答） 

・市の廃棄物対策課にて 20 ℓ のボランティア袋を試験的に作成しております。試験的な作成と

いうことなので、枚数に限りがございますが、希望される方は廃棄物対策課まで問い合わせ

ください。 

 

②灯油タンクの油漏れの啓発方法について 

・環境衛生部の事業の中で、灯油タンクの油漏れ事故防止に向けた啓発とあるが、具体的にど

のようなことをするのか？  

（回答） 

・今年の 6 月に草刈り時期の灯油漏れ事故防止についての回覧をしており、また 10 月を目途に

冬季の啓発チラシを作成し、各町会・自治会へ回覧にていたします。 

 

③町連のホームページについて 

・広報活動について、町連のホームページをよく見ているが、その中に各地域や各町会からの

お知らせや活動内容を掲載できるスペースを作ってもらえないか。 

（回答） 

・現在ホームページに各町会のお知らせ等を掲載できるよう検討を進めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度町連各部の主な取り組み 

 

総務部 

・町連役員及び単位町会活動の充実強化のための研修 

（1）町会長基礎研修会の開催  

（2）町会長研修会の開催 

・市長を囲んでの懇談会の開催 

・「町連女性の集い」の開催 ・ 女性を中心とした組織の確立 

企画部 

・広報ちょうれんの発行  

・町連つうしんの発行 

・各種事業等に関する情報提供及びホームページの更新・充実強化  

環境衛生部 

・ごみ減量化、ごみ分別徹底、資源ごみの分別回収の促進 

・自然環境保全や生活環境の維持向上に向けた取組みの促進 

・各種環境・衛生団体との連携及び協力 

福祉部 

・各種募金に協力 

・民生委員児童委員協議会と情報を交換・交流を図る 

・第 13 回町連ふれあいパークゴルフ大会の開催 

（開催日時・場所:7 月 7 日北村土里夢パークゴルフ場） 

交通防犯部 

・交通安全対策：事故のない安全・安心な地域づくり  

・地域防犯対策：犯罪のない安全・安心な社会、地域づくり 

・地域防災対策：災害に備え地域での防災意識の向上 

総会での質疑に関する回答 



 

 

平成 30 年 10 月 11 日より、義援金の募集を市内各町

会・自治会に依頼し、取りまとめた義援金 300 万円の

目録贈呈式を 5 月 17 日（金）岩見沢広域総合福祉セン

ターで行いました。 

町連 千葉会長より岩見沢市共同募金会 中田会長

へ目録の贈呈を行いました。 

町会・自治会の皆様のご協力をいただき、誠にあり

がとうございました。 

 

 

 

 

去る 5 月 28 日（火）札幌市、かでる２・７「かでるホール」で北海道町内会連合会主催の「全

道町内会活動研究大会」が開催されました。冒頭、各市町村町会の役員として貢献され、10 年以

上の会長を務めた方々で、各組織から推薦された表彰者が功労者として表彰されました。岩見沢

市からは 5 名の方が授賞され、当日は出席した藤田氏、春木氏が表彰状を受け取りました。誠に

おめでとうございます。 

また、町内会・自治会広報コンクール表彰では、連合町内会部門で町連発行の「広報ちょうれ

ん」が佳作として入選し、町連千葉会長が表彰状を受け取りました。 

次に「長寿社会を楽しく健康に生きるコツ～笑いに学ぶ健康学～」と題して、国立病院機構函

館病院名誉院長の伊藤 一輔氏による講演がありました。健康寿命を延ばす「笑い」について医

学的根拠も交えながらの講演で、役員も聞き入っていました。 

 

●表彰者● 

柿崎 英雄 氏（春日町第３町内会）  春木 芳則 氏（志文光和町内会） 

戸澤 明美 氏（なかよし町会）    加藤 肇  氏（若松第２町内会） 

藤田 充宏 氏（日の出中央町会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 左から（尾崎副会長、藤田氏、千葉会長            講演の様子 

      春木副会長、米内山副会長） 

 

 

平成 30 年北海道胆振東部地震災害義援金目録贈呈式 

令和元年度全道町内会活動研究大会 



 

去る、6 月 6 日（木）に町連町会長基礎研修会が開催されました。この研修会は初任者の町会

長に対し、町会活動の基本的な内容についてご理解を頂くことにより、町会・自治会組織の運営

に対する不安を取り除くとともに、地域活動の意識の向上と住みよい地域づくりのため開催して

おり、当日は町会長 73 名が出席されました。 

今回は令和元年度町会・自治会活動の手引きに基づいて、1 つ目のテーマとして「町会・自治

会及び町会連合会のしくみについて」と題し、町会連合会 尾崎副会長より、2 つ目のテーマと

して「各種支援制度と個人情報保護について」と題し、町会連合会事務局の岩見沢市 総務部 市

民連携係室 佐藤係長より研修を行いました。 

 研修会に参加された町会長さん方には、今後の町内会・自治会活動をしていく上で、参考にし

ていただければと思っております。 

 研修会終了後は、懇親会に入り町会長同士の懇親を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修会の様子 

 

 

 

令和元年度町会・自治会活動の手引きを発行いたしました。 

内容としましては次の項目となっております。 

 1 町会・自治会のしくみ 

2 岩見沢市町会連合会について 

3 町会・自治会の加入促進について 

4 町会・自治会の法人化について 

5 行事などに参加を促すには 

6 個人情報保護について 

7 防災活動について 

8 岩見沢市まちづくり基本条例について 

9 市からの補助金等の支援制度について 

10 市の業務、窓口について 

町会活動の参考にしていただけたらと思います。 

手引きはホームページにも掲載し、町連事務所にもご用意し

てあります。 

 

連絡！ 

町連事務所の FAX 番号が以下の通りに変更になりました。  

「０１２６－３５－７２３５」 （※電話：０１２６－２４－６０７１） 

町連町会長基礎研修会 

令和元年度町会・自治会活動の手引き 


