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ごあいさつ
朝霞市自治会連合会

朝霞市長

富岡

松尾

勝則

朝霞市自治会連合会の皆様におかれましては、日頃から市政

哲

会長

朝霞市自治会連合会会員の皆様をはじめ、市民の皆様には、

全般にわたり多大なるご支援、ご協力を賜っておりますことに

日頃から当会の活動にご理解とご協力をいただき厚くお礼申

厚く御礼申し上げます。

し上げます。

さて、日本全体で人口減少が続いている中、幸いにも、本市

さて、ご存知のとおり、朝霞市の自治会・町内会への加入

は現在も増加傾向にあります。しかし、近い将来、本市におい

率は年々低下し続け、地域コミュニティの弱体化が懸念され

ても減少に転じると予測されており、地域コミュニティの機能

ております。この現状を打破すべく、当会として何かできる

低下、また、その根幹とも言える自治会・町内会への影響も否

ことはないか検討を重ね、本年、具体的な加入促進活動を開

定できません。ご承知のとおり、本市の自治会・町内会の加入

始いたしました。１月には、多くの方々に自治会・町内会に

率は低下し続けており、地縁による組織である自治会・町内会

関心を持っていただくため、市内の駅頭において街頭キャン

が、その組織力を保つことは、人口減少の進行に伴い、ますま

ペーンを実施したほか、２月の１か月間を加入促進強化月間

す難しくなるものと思われます。

とし、各自治会・町内会の担当者が地域の未加入世帯に直接

そのような中、朝霞市自治会連合会におかれましては、本年

伺い、加入のご案内をさせていただくなどの活動に取り組み

１月には駅前での加入促進街頭活動、２月には加入促進強化月

ました。また、この自治連あさかも、まずは手にとってもら

間を実施し、懸案となっている自治会・町内会の加入率向上に

えるようにと、「読む」広報から「見る」広報へとデザイン

向けて、本格的に始動されました。自治会・町内会は、任意の

を一新し、厳しい現状を少しでも改善するために、当会とし

団体ではありますが、地域における安心・安全で良好な住環境

て大きな一歩を踏み出したところでございます。

を維持するための要であり、また、行政にとりましても、本市

こうした当会の活動をはじめ、この自治連あさかや自治会・

の更なる発展に欠くことのできない大切なパートナーでござい

町内会の行事などを通じて、一人でも多くの方に自治会・町

ます。そして、その連合体である朝霞市自治会連合会の果たす

内会に興味を持っていただき、それがやがて、加入率の向上

役割も、今まで以上に重要になってくるものと思われますので、

につながることを願い、今後も継続して加入促進活動を展開

引き続きお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

してまいりたいと考えております。

結びに、朝霞市自治会連合会のますますのご発展と会員の皆

結びに、当会や自治会・町内会の活動を通じ、安全で快適

様のご健勝、ご活躍を祈念申し上げまして、あいさつとさせて

な住みよいまちづくりに向けて尽力してまいりますので、引

いただきます。

き続き、皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。

朝霞市自治会連合会を知っていますか？
朝霞市自治会連合会は、各自治会・町内会が互いに協力・連携し、地
域課題の共有や情報交換などを通し、それぞれの自治会・町内会の運営
をよりスムーズに行うための組織です。現在、朝霞市内に81の自治会・
町内会がありますが、そのうち56団体が加入しています。

私も自治会・
町内会に
入ろう！

自治会・町内会とは？
自治会・町内会は、地域に住む人たちが、安全で快適に暮らすことができるよう様々な活動を行っている団体で
す。例えば、防犯・防災活動や環境美化活動、親睦事業や地域情報の提供などの活動を行っています。
より住みよい地域にするためには、より多くの人たちが自治会・町内会に加入し、ともに助け合い協力して暮ら
すことが大切です。
自治会・町内会に加入されていない方はぜひ、自治会・町内会への加入をご検討ください！また、ご近所に加入
されていない方がいらっしゃる場合は、自治会・町内会への加入をおすすめください！
なお、加入に際しては、地域の自治会・町内会の役員の方にお問い合わせいただくか、朝霞市自治会連合会事務
局
（朝霞市役所地域づくり支援課内 ℡048-463-2645）までお問い合わせください。
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市長を囲む意見交換会
自治会連合会では、毎年、市長を囲む意見交
換会を開催しています。

平成29年11月17日（金）
No.

質

問

内

容

この意見交換会は、日頃の生活や自治会活動

１

などで、気づいたことや要望などを市長をはじ

東京オリンピック・パラリンピック開催に向けての取組に
ついて

２

朝霞市のシティプロモーションについて

３

自治会・町内会に対する学校関係の配布物について

４

地域包括支援センターと自治会・町内会との関係について

５

市内の都市公園の除草について

６

交通標識の路上ペイントについて

７

下水道の普及状況について

８

ゴミの個別収集について

９

朝霞駅前葬祭センター（朝霞駅東口）新設に伴う県道交差点
整備について

10

わくわく号の増発と始発終バス時刻の延長について

11

西弁財側から西原側に渡る歩道橋について

めとした市執行部と意見交換し、より良い地域
をつくることを目的に実施しています。
今年度は、平成29年11月17日（金）に朝霞
市民会館において開催し、当会から11項目の
質問を提出し、市から回答をいただきました。
地域が抱える問題はさまざまです。地域の自
治組織である各自治会・町内会と行政が連携し、
情報を共有していくことが地域課題の解決、ま
た、地域の発展につながるものだと思います。
この意見交換会をきっかけとして、私たちの
住む朝霞市がより良い、住みやすいまちとなる
よう、今後も行政との連携を密にしていきたい
と考えております。
※当会からの質問内容と市からの回答は、朝霞
市ホームページの自治会連合会のページをご覧
いただくか、事務局（朝霞市地域づくり支援課
内）
にお問い合わせください。

▲答弁する富岡市長

自治会長研修会
岐阜県瑞浪市へ！
自治会連合会では、自治会長研修会として、毎年テーマを
決めて先進地等の視察を行っています。
今年度は、昨年度に引き続き「都市間交流」をテーマとし
て、朝霞市と「災害時における相互応援に関する協定」を締
結している岐阜県瑞浪市を平成29年10月19日（木）、20日
（金）
の日程で訪問しました。
今回の視察では、瑞浪市の水野市長にごあいさつをいただ

▲質問する松尾会長

平成29年10月19日
（木）
、20日（金）

岐阜県瑞浪市
名古屋市、岐阜市へいずれも直線で約
40km。濃尾平野の北東端に位置する瑞浪市は、
室町時代の創業といわれる美濃焼を中心に発展
してきた商工業都市です。朝霞市
とは平成23年９月２日に「災害
時における相互応援に関する協
定」を締結しています。
デスモくん

いた後、同市職員にご協力いただき、「化石博物館」と「陶
磁資料館」
、
「農産物等直売所きなぁた瑞浪」、「ちゃわん屋み
ずなみ」を訪れました。
瑞浪市は、まちのいたる所で化石が採掘でき、1300年の
歴史がある美濃焼が有名なまちです。こうして現地を訪れ、
また、地域の人と触れ合うことで、より愛着が沸くものと思
います。朝霞市役所地域づくり支援課窓口では、瑞浪市の化
石博物館をはじめとした文化施設４館共通パスポートを配布
していますので、みなさんもぜひ、瑞浪市を訪れてみてくだ
さい。

▲瑞浪市役所で瑞浪市の概要等をお伺いしました。
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自 治 会 ・ 町 内 会
１

第

区

県営朝霞幸町団地自治会

会長

中澤

幸江

コミュニケーションを大切に

私達、県営朝霞幸町団地は、自治会を結成して22年目になります。
当初は自治会も若い人や子ども達も多かったのですが、今や高齢化が進み、子ども（小・中学生）の数も当初の
３分の１以下になってしまいました。子供会に至っては活動が危ぶまれている状態です。
住民も高齢化し、大きな災害に対応しなければと思い、災害でエレベーターが止まったときのことを考えて、
10月のきれいなまちづくり運動の後に、団地内の公園に集合というあまり負担のない避難訓練を行いました。
防犯パトロールも、毎月２回、
上の原町内会と合同で、第１・第３
土曜日に役員と専任者５、６名で実
施しています。
団地内清掃も、きれいなまちづく
り運動の他に、月１回最終日曜日に
行っています。この月１回の草むし
りが団地内の方々とのコミュニケー
ションにとても活躍しています。

第

2

区

▲月1回の団地内清掃で住民同士のコミュニケーションも

新和自治会

副会長

松尾

茂治

規模に合わせた自治会活動

新和自治会は、三原２丁目の面積の３分の１ほどの地域で組織された小規模な自治会です。古い地域でもあり、
年々会員の平均年齢は高くなり、大きな行事が行えるほどの会員数でもないことから、この規模ならではの活動を
行っています。
主な活動内容は、初夏と秋のイベント、時節の行事、日常の防犯活動があります。
毎年恒例のイベントは、初夏の日帰りバス旅行です。今年度は群馬県の四万温泉にて豊かな新緑と温泉を満喫し
てきました。秋には、例年体育部主催でゲーム大会を開催し、皆さんが参加して楽しい
１日が過ごせるよう実施していたのですが、今回は天候に恵まれず残念ながら中止と
なってしまいました。
時節の行事としては、今年度は婦人会主催で秋の敬老の日に敬老会の記念行事を実施
しました。
防犯活動としては、市、警察、地区、学校などが実施する講習会への参加、地域の防
災訓練への参加とともに、毎月第２、第３金曜日には自治会会員の参加で地区内の夜回
りを実施しており、日頃の防犯意識の向上を図っております。また、地域内の防犯対策
を強化したいという要望もあり、一昨年には地域内の道路、交差点などに防犯カメラを
▲防犯カメラを設置しました
設置して、人の手が少ない小規模自治会ならではの防犯対策を実施しております。

４

自治連第１区

自治連第２区

上の原町内会、緑ヶ丘親交会、膝折町内会、膝折宿町内会、
膝折団地自治会、シャルマンコーポ第二朝霞自治会、
県営朝霞幸町団地自治会

下の原町内会、下の原南部町内会、下の原文化会、
弁財町内会、若松町内会、三原町内会、富士見台自治会、
新和自治会、ローリエ朝霞台自治会

活 動 報 告
第

3

区

その壱

溝沼第三町内会

会長

岡野

茂

溝沼第三町内会

溝沼第三町内会は、二本松通り沿いに南は城山通り、北は弁財坂上
の通りまでの細長い区域です。また、南に綿屋の坂と神明坂、北には
弁財坂と３つの坂があり、毎週実施している防犯パトロールには苦労
しています。このような細長い区域の町内会になったのは、旧溝沼町
内会の世帯数が多くなったことと、昭和42年の市制施行に合わせて
旧溝沼町内会が発展的に解散し、旧溝沼６地区の３区と６区が合併
し、溝沼第三町内会が発足したことによると思われます。
▲地域の防犯パトロール中
当町内会の活動は、毎週１回の防犯パトロール、月１回のリサイク
ル活動、夏休みの前期と後期に町内３会場で児童を対象とした14日間のラジオ体操、会員の親睦を目的に年２回
のゴルフ大会、ボウリング大会、そして日帰りバスツアーを実施しています。
溝沼連合町内会主催の事業にも積極的に参加しています。また、町内会ゴルフ部と町内会合同で、黒目川花まつ
りや溝沼納涼盆踊り大会に出店（金魚すくい、ヨーヨー釣り、生ビール・ポップコーン等販売）し、地域の皆様に大
変喜ばれています。
これらの活動を通して会員同士の絆が深まり、町内会の活動・運営に、より積極的に関わっていただき、活気あ
る町内会にしていきたいと思っております。

第

4

区

旭通り町内会

会長

石川

陽二郎

旭通り町内会の活動を紹介します

春、４月には青葉台公園の噴水広場でお花見会を行います。やきそば、豚汁、おでん、おにぎり、おもちゃや日
めくりカードなどを用意し親子で楽しんでいただける行事です。町内会の会員限定で配られるビンゴカードによる
ビンゴゲーム大会は大いに盛り上がります。
秋には朝霞市民体育祭があります。自由種目に出場し、町内会員相互の交流を図っています。
今年度で21回を数える日帰り旅行会は11月12日に実施しました。行き先は群馬県の沼田市です。リンゴ狩り
を楽しみ、人気の道の駅へ寄り、吹割の滝を見学しました。リンゴ狩りは園内食べ放題というありがたさ。参加者
20名でおおいに堪能してきました。誉国光酒蔵を見学し、昼食後は吉祥寺庭園散策です。楽しい旅程を終えたら、
関越道で一路朝霞へ。バスの中でも楽しくビンゴゲームです。景品は１～３
位が豪華賞品！あとはみな参加賞です。20名でビンゴゲームをして３時間
以上も楽しみ、朝霞に到着したのは午後６時過ぎでした。
ご紹介の活動は一例ですが、こうして１年のすべての活動が終わり、４月
がまた巡ってきたら、町内会は総会が開催されて１年が無事終了です。
なお、私達の町内会では、１年を通して青葉台公園の芝生広場で毎朝６時
30分からラジオ体操を行っています。会員に限らずどなたでも参加いただ
▲毎朝ラジオ体操をしています
けますので、多い日には200人ほどが集まることもあります。

自治連第３区

自治連第４区

溝沼第一町内会、溝沼第二町内会、溝沼第三町内会、
溝沼第四町内会、溝沼第五町内会、溝沼下町内会、
溝沼住吉町内会、朝霞台ダイカンプラザ自治会

旭通り町内会、桜ヶ丘町内会、富士見町内会、
本町霞台町内会、中央町内会、仲町町内会、
コンフォール東朝霞自治会
５

自 治 会 ・ 町 内 会
５

第

区

昭和台町内会

会長

中里

繁利

会長

髙橋

京子

みんなで楽しく

よく、「昭和台町内会はどこにありますか」と尋ねられます。私たちの
町内会は、隣に有楽町線の操車場が望める、朝霞市のはずれの100世帯余
りの町内会です。
古くからの住民も多く、高齢者も多いのですが、春と秋の町内清掃では、
みなさん積極的に参加してくださっています。
娯楽的な、町内会全体参加の行事をと思いますが、老若男女すべてを対
象とすると、なかなか難しい状況です。
その中で、唯一の行事が秋の朝霞市民体育祭（秋の運動会）です。秋晴れ
の１日をみんなで楽しみます。特に玉入れは、全世代が参加・協力できる
競技です。
体育祭閉会後も、有志による打ち上げなど、秋の１日を楽しく過ごして
います。こういったことを、これからの町内会の活動に生かしていきたい
と思います。

６

第

区

城山町内会

城山町内会、頑張ってます

皆さんは、城山町内会と聞くと、ほとんどの方は「城山公園の近くにある町内会か」
と思われるでしょうが、当町内会は朝霞市の端にあり、赤池橋を渡ると和光市とい
う公共交通のないチョット不便な根岸台８丁目に位置しています。会員数も110世
帯ほどの小さな町内会ですが、小さいながらも最大のイベントが夏祭りです。カキ氷、
フランクフルト、ポップコーンは例年行いますが、今年は会員のみなさんに冷たい
生ビールを飲んでいただきたくてビールサーバーを用意して好評でした。また、会
員の方より「メダカすくいやらない？全部用意してあげるから」との嬉しい申し出
▲メダカ何匹すくえるかな？
がありました。祭り前日メダカが大量に死んでしまうという悲しいアクシデントが
ありましたが、当日は子どもも大人も楽しむことができました。命の大切さや、飼えなくなったからと川に放し生態系を壊す
ことのないように、等の話もすることができました。子どもたちは輪投げ・ゴム鉄砲（割り箸で自作）で何度も遊んでいました。
スイカ割りのスイカは会員の方が家庭菜園で作った大きなものを提供してくださり、存分に遊んだあと割ってみんなでおいし
くいただきました。子ども達の笑顔がとても輝いていました。夜はビンゴ大会。景品を購入する役員は「何が喜んでもらえる
かな」、会員は「今年は何が当たるかな」
「一番は誰かな」と…これも楽しみのひとつです。
毎年７月から12月まで、毎週土曜の夜、各班交代で町内会活動範囲の防犯パトロールをしています。10月11日の埼玉県一
斉パトロール時も役員・会員の方と見廻りし、みなさんの防犯に対する関心の高さが伺えました。
当町内会も高齢化が進み会員数も減少していますが、会員皆様のご協力をいただき、夏祭りや防犯パトロールは地域の活性
化・安全安心のため続けていきたいと思っています。

6

自治連第５区

自治連第６区

栄町町内会、広沢町内会、霞台町内会、昭和台町内会

岡町内会、向山自治会、東町内会、
東南部町内会、東かすみ台町内会、城山町内会、
三栄自治会

活 動 報 告
第

7

区

その弐

上内間木町内会

会長

髙橋

浪治

青色回転灯自主防犯パトロール

当町内会では、「防犯パトロール」と書かれた腕章を全戸に配り、散歩のときなどに自主的な防犯活動をお願い
してきました。
平成27年から、地域防犯推進委員を町内から募り、朝霞地区防犯協会会長及び朝霞警察署長から委嘱を受け、
青色防犯パトロールの講習会に参加した13名が活動しています。
数年前に、「町内会で車輌を用意して防犯パトロールを行ったらどうか」という意見が出たのですが、車輌の購
入代・車検代・保険料等を考慮して断念しました。現在借りている青パトはガソリン代、保険料等の負担がないた
め、町内会としては大変利用しやすいです。
現在、月に３回の防犯パトロールを行い、青色回転灯自主防犯パ
トロールマニュアルに沿った防犯活動や、児童・生徒の見守りを行っ
ています。
内間木地域は範囲が広く住宅が点在しているので、車輌によるパ
トロールが適しています。１時間30分から２時間くらいで内間木地
区や近隣の地区、通学路などをパトロールします。今後は町内会員
の方々の協力を得て、防犯推進委員を増員し活動していきたいと思
います。

第

8

区

霞ヶ丘親睦会

会長

小野

敬三

霞ヶ丘会館活用の拡大に向けて
私達、４町内会（浜崎南親和会・浜崎親交会・霞ヶ丘東親和会・霞ヶ
丘親睦会）は、管理運営している霞ヶ丘会館の利用者拡大に向けて、隔
月で運営委員会を開催しています。
運営委員会の主な議題は、情報交換と、会館運営の充実・安定化の
ためにいかにして多くの方に利用していただけるか、そのために会館
の使い勝手をよくして、メンテナンスを定期的に行うこと等です。そ
れは正しく会館予算の充実を意味します。

▲「う～ん、そうきたか！」
週１回の勝負にみんな力が入ります！

会館は、利用料収入と市からの補助金で運営しています。私達はな
お一層力を入れて利用者拡大を目指さねばなりません。そこで私達は
「隗より始めよ」で、さっそく趣味の会「囲碁愛好会」を立ち上げました。

現在は十数名会員が集まり、週１回の定例会を行っています。参加者は毎月の勝敗で順位を競い、ささやかな賞品
を楽しみに和やかな時間を過ごしています。
これからも、利用者拡大に向けていろんな形で会館運営の充実に向けた活動を進めていきたいと思っています。

自治連第７区

自治連第８区

上内間木町内会、下内間木町内会、田島町内会、
宮戸町内会、宮戸立出町内会、浜崎東町内会、
浜崎上町内会

浜崎南親和会、浜崎団地自治会、浜崎親交会、
朝志ヶ丘自治会、霞ヶ丘東親和会、霞ヶ丘親睦会、
境久保町内会
7

退職自治会・
町内会長

大岡 昇

明彦

恒彦

修一

利幸

平成 年度をもって退職さ
れた自治会・町内会長の皆様
をご 紹 介 し ま す 。
在職２年以上の方には、平
成 年度定期総会において、
感謝状と記念品を贈呈いたし
まし た 。
（敬称略）

在職 年１か月

（城山町内会）

在職４年 滝﨑

（弁財町内会）

在職２年 松本

（広沢町内会）

在職２年 二田

（三栄自治会）

在職２年 大貫

一明

沙緒理

章洋

（下内間木町内会）

在職２年 須田

（浜崎東町内会）

在職１年 堀川

（富士見台自治会）

在職１年 杉原

（ 朝霞台ダイカンプラザ自治会）

10

29

28

自治会・町内会加入促進活動を実施しました！
朝霞市の自治会・町内会への加入率は、昭和55年の90.2％をピークに年々低
下し、平成28年には44.5％となっております。
このような現状を踏まえ、自治連で何かできることはないかと検討しました。
その中で、１月25日
（木）に朝霞駅、朝霞台駅、北朝霞駅の駅頭で、市民の方に、
自治会・町内会への

朝霞市自治会・町内会加入率推移
100%

90.2%

加入を呼びかける
街頭活動を実施し

87.4%

80.5%

また、２月を「自治会・町内会加入促進強化月間」とし、

66.8%
58.6%

60%

53.1%

期間中、各地域の自治会・町内会の担当者が、未加入の世
44.5%

平成
28

年

23

年

年

18

48.5%

平成

平成

13

年

年

8

平成

平成

3

年

年

60

平成

昭和

55

年

年

48

昭和

昭和

40%

帯に直接お伺いし、加入の案内をさせていただきました。
この活動を通じて、多くの方に自治会・町内会に関心を
持っていただき、少しでも、地域におけるコミュニティの
醸成につながればと思います。

は町内会が
』
灯
犯
防
『
います
管理して

皆さんが普段使っている道路にある照
明灯には、県や市が管理している「道路照明灯」と、自治会・
町内会が管理している「防犯灯」があります。
夜間、
暗くて通るのが怖い、事故が起きそう…地域のそういっ
た声をもとに、自治会・町内会で防犯灯を設置して、皆さんが
安心して暮らせるようにしています。暗いなと感じている場所
があれば、自治会・町内会の会議等の中で、設置の提案をして
みるのも一つの手かもしれません。

朝霞市自治会連合会
自治連あさか 第13号

▲街頭活動を実施しました

ました。

76.1%

80%

編 集 後 記
本号は、これまでと比較して大きくデザインを変更
しました。これまで、自治連あさかの読み手の多くは、
自治会・町内会に加入している方でしたが、これから
は、自治会・町内会に未加入の皆さんにも読んでいた
だけるように作成しました。まずは、この自治連あさ
かを手に取ってもらうことを意識し、掲載内容はもち
ろん、全体のデザイン、文字フォントや大きさ、写真
の使い方などの細かい点も配慮しました。次号の作成
に当たっても、よりよい自治連あさかになるよう努め
てまいります。
第４区

本町霞台町内会

会長

発行／朝霞市自治会連合会 発行日／平成30年３月１日（年１回発行） 編集／朝霞市自治会連合会理事会
問合せ／朝霞市自治会連合会事務局（朝霞市役所市民環境部地域づくり支援課内）☎048(463)2645
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