
ⓒ朝霞市ぽぽたん

ⓒ彩夏ちゃん

自治会・町内会情報誌

彩夏祭で彩夏祭で

踊り子に給水♪
踊り子に給水♪

静岡県西伊豆町へ
静岡県西伊豆町へ

視察！視察！
黒目川沿いで
黒目川沿いでごみ拾い☆ごみ拾い☆

駅前で加入促進
駅前で加入促進街頭活動実施！
街頭活動実施！

自治連あさか

Jichiren 14

ASAKAASAKA

発行／朝霞市自治会連合会



ごあいさつ

自治会・町内会ってなんだろう ??自治会・町内会ってなんだろう ??

朝霞市長　富岡　勝則

朝霞市自治会連合会　会長　松尾　哲

　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
ますことに厚く御礼申し上げます。
　さて、慣れ親しんだ「平成」という時代が間もなく終わろうとしております。この「平成」という時代を振り返っ
てみますと、特に、心に刻まれているのが、「東日本大震災」でございます。この震災以降、本市では、地域防災
計画の見直しをはじめ、小・中学校や公共施設の耐震化のほか、岐阜県瑞浪市など、遠隔地にある自治体と「災

害応援協定」を締結するなど、積極的に防災力の向上に努めてまいりました。
　また、こうした行政における取組とは別に、災害時には、隣近所で助け合うことの大切さや「絆」がクローズアップされ、自治会・町
内会の果たす役割の重要性が改めて認識されました。しかしながら、本市における自治会・町内会の加入率は、年々低下を続けており、
大変憂慮すべき状態となっております。そのような中、自治会連合会におかれましては、加入率の向上へ向け、会員一丸となって活動を
展開していると伺っております。朝霞市が暮らしやすい安心・安全なまちであるためには、地域自治を担う自治会・町内会の皆様の力が
必要です。行政といたしましても、地域コミュニティの醸成に引き続き力を傾注してまいりますので、まちづくりのパートナーとして皆様の
お力添えを賜りますようお願いいたします。
　結びに、朝霞市自治会連合会のますますのご発展と、会員の皆様のご健勝、ご活躍を祈念申し上げ、あいさつとさせていただきます。

　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、日頃から当会の活動にご理解とご協力をいただ
き、厚くお礼申し上げます。
　さて、朝霞市の自治会・町内会の加入率は、現在、43. ７％となっており、過去最低を記録しております。
当会では、この現状を何とかしようと、昨年に引き続き加入促進活動を展開しており、１月には、市内の駅頭
において街頭キャンペーンを実施したほか、２月と３月を加入促進強化運動期間とし、未加入世帯へのご訪問

などを通じて、多くの方に自治会・町内会に関心を持っていただけるよう、会を挙げて取り組んでいるところでございます。
　ところで、私どもの連合会は、市内の 56の自治会・町内会が集まり、それぞれの自治活動がより活発に行われるよう、年間を
通じて様々な活動を行っております。主な活動内容につきましては、本紙面をご覧いただきたいと存じますが、当会の大きな役割
のひとつとして挙げられるのは、「地域の声を集め、地域の課題を共有する」ことでございます。地域の様々な課題を解決するた
めには、１人の力よりも、地域の皆様で集まって考える力が大切だと思います。そして、その力が結集しているのが自治会連合会
であり、当会の強みであると考えております。
　今後におきましても、その強みを生かし、当会や会員の各自治会・町内会では、朝霞市や各関係機関と連携を図り、住みよい地
域づくりのために、様々な活動に取り組んでまいりますので、皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。

 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、さまざま
な活動を行う団体です。具体的な活動としては、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を行っています。より住みよい地域にするためには、１人でも多くの人が
自治会・町内会に加入し、ともに協力して暮らしていくことが大切です。

 自治会・町内会に加入すると…
　自治会・町内会に加入することによって、回覧板で地域の情報を入手できたり、普段の生活で困っていることの
相談ができたり、さらには、大きな災害が発生した時に、スムーズに協力し、支え合うことができるようになった
りします。また、夏祭りなどのイベントを通して、地域の子どもたちが仲良くできたりするのも嬉しいですね♪

 朝霞市の自治会・町内会の集合体が「朝霞市自治会連合会」です♪
　朝霞市には、全部で 81の自治会・町内会がありますが、そのうちの 56団体が加入し、組織している団体が、「朝
霞市自治会連合会」です。朝霞市自治会連合会は、地域の声を集め、地域の課題を共有することのほか、各自治
会・町内会が互いに連絡を取り合い、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
行うために活動しています。
　次のページで、朝霞市自治会連合会が行っている主な行事をご紹介します。
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市長を囲む意見交換会市長を囲む意見交換会

自治会長研修会自治会長研修会

　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。
　この事業は、平成14年度から行われており、
地域が抱えるさまざまな問題を各自治会・町内会
と行政が連携し、情報を共有していくことで地域
課題の解決、地域の発展を目指すことを目的とし
ています。
　今年度は、平成30年 11月 8日（木）に朝霞
市民会館で開催し、11項目の質問を市に提出しま
した。その結果、当日、富岡市長をはじめとした
市の執行部の皆様から回答をいただきました。
　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。
　あなたの周りで何かお困りのことがあれば、自
治会・町内会に相談してみるのもいいかもしれま
せんね！

※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。

　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、朝霞市民まつり「彩夏祭」への出展や、朝
霞市民宿泊優待制度などで交流のある静岡県西伊豆町
を平成 30年 10 月 25 日（木）、26日（金）の日程
で訪問しました。
　今回の視察では、西伊豆町の星野町長にごあいさつ
をいただいた後、同町職員にご協力いただき、「伊豆
漁協仁

に

科
しな

直売所」と「加山雄三ミュージアム」を訪れ
たほか、堂ヶ島の遊覧船に乗船しました。
　視察当日は天候にも恵まれ、西伊豆町自慢の新鮮な
海鮮をはじめ、景観など、西伊豆町の魅力を存分に堪
能し、西伊豆町がどのような自治体かを視察しました。
　朝霞市役所の市民ホールや地域づくり支援課窓口で
は、宿泊優待制度のご案内や西伊豆町のパンフレット
等を配布しています。
　ぜひご覧いただき、お出かけしてみてはいかがで
しょうか？

▲西伊豆町の概要を聞く連合会会員

▲市の回答を聞く連合会会員

西伊豆町ってこんなところ！
　豊かな自然景観に恵まれ、山と海の両方を楽しむこ
とができ、堂ヶ島温泉に入りながら眺める日本一の夕
陽はとてもきれいです！また、鰹節やわさび、ガラス
などが特産品で、観光やふるさと納税に力を入れてい
る自治体です。

No. 質問内容

１ 東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた具体
的な取組について

２ ごみ焼却施設の和光市との共同設置について
３ 高齢者名簿の活用について
４ 公衆トイレの清掃について

５ 市民体育祭における自治会・町内会が参加しやすくな
る工夫について

６ 三原公園の現状報告と要望について
７ 防災行政無線放送について
８ 大雨による越戸川の対策について

９

岡地区の諸課題について
（1）向山公園周辺の排水溝や集水溝の清掃について
（2）城山通りの樹木選定について
（3）都市計画道路・岡通線について

10 野火止用水跡の整備と照明の新設について
11 道路照明灯の増設及び歩道橋の修繕について
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自 町治 内・会 会

●自治連第１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

●自治連第２区●
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

　平成 30年 10月 7日、朝霞市民体育祭の日、「上の原ってどの辺にあるんですか？」と聞かれました。「朝霞
市に上の原という町名はありません」と話すとビックリしていました。ここで地域を紹介します。
　上の原町内会は、旧川越街道（県道新座和光線）を挟んで朝霞中央公園の交差点から朝霞警察署の下の坂を下
りきった 300世帯弱の小さな町内会です。地域内には朝霞警察署、朝霞保健所、あさか向陽園、朝霞市特別養
護老人ホーム「朝光苑」、また、県立朝霞高校、市立朝霞第一中学校などもあります。
　町内会活動を紹介します。最大のイベントは夏祭りです。子供会の皆さんは踊りに模擬店にと大忙しです。む
つみ会（町内会の女性部）の協力のもと年々盛況になってきております。
　市民体育祭も頑張っております。以前は 10位以下の順位で、近年は 5位か
ら 7位辺りを上下しておりますが、4位になったこともあります。
　秋の町内会バス旅行も 14回目となりましたが、大型観光バスが満席になる
ほどの参加があり、みんなでコミュニケーションを取りながら、関東各地を旅
しております。 
　上の原町内会防犯活動隊も幸町団地自治会防犯隊と合同で、月 2，3回程、
町内会全域と県営朝霞幸町団地全域を1時間程かけて実施しております。また、
防災訓練もあさか向陽園さんと合同で年 2回行っております。

　下の原文化会は、加入世帯数が 80世帯余りの小規模な町内会です。少数の町内会でも高齢化の波は同じよう
に寄せてきます。このような環境の中においては、災害が起きた時のことを考えさせられます。
　そこで本年度は、「町会親睦会」を開催することといたしました。会場は「下の原会館」、日時は「秋のクリー
ン活動の日」に行いました。昼食を食べながら、カラオケ、踊り、ビンゴゲーム等を楽しんでいただきました。
　このように、ご近所同士で顔の見えるお付き合いをすることは、災害時等の助け合いにつながるのではないで
しょうか。
　今後もこの催しを継続したいと思います。

町内会あれこれ

下の原文化会親睦会

上の原町内会 会長　新保　知司

下の原文化会 会長　逆井　稔

第１区

第２区

▲「安いよ～！」夏祭りを女性
パワーで盛り上げます！

4



活 動 報 告 その壱

自治連あさか

●自治連第３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

●自治連第４区●
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

　溝沼地域には、溝沼連合町内会を構成する８つの町内会である溝沼第一町内会、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、そして朝霞台ダイカンプラザ自治会
があります。
　溝沼連合町内会の納涼盆踊り大会や朝霞市民まつり「彩夏祭」では
鳴子チーム「朝霞溝連」を応援し、自主防災会の活動や市民体育祭に
も積極的に参加しております。
　さて、私たち溝沼下町内会の活動を紹介させていただきます。日頃
より会員相互の絆を深めつつ、和気あいあいをモットーに、年に２度、
当町内会と溝沼クラブ合同の日帰り旅行を行っております。
　冬には新年会、夏には暑気払いと、会員同士のコミュニケーション
の場を設け、情報交換・意見交換を行い、親睦を深めています。
　また、防犯パトロールは、月に２度、当町内会全域を４班に分かれ
て行っております。
　親睦ボウリング大会や、親睦ゴルフ大会も年に２度実施し、特に親
睦ゴルフ大会は 30年以上継続して活動している息の長い大会です。

　中央町内会は朝霞消防署とスーパーマルエツ朝霞店の間の
小さな町内会です。
　防犯パトロールは、町内会主催で月 1回行うほか、旭通
り町内会・桜ヶ丘町内会との連合会としても月 1回実施し
ています。
　町内会主催ではありませんが、毎週 1回マルエツさんの
駐車場をお借りして実施されているモーニングパーク朝霞さ
んのラジオ体操にご一緒させていただいています。
　10月には「秋のふれあい祭り」を行い、焼きそば、焼き鳥、

たこ焼、フランク焼、ジュース、
お酒の模擬店を出店し、ゲーム
等の無料利用券を配布してアッ
トホームなお祭りを楽しんでい
ます。後片付け終了後は、お手伝いいただいた方々での反省会を行い、毎年暗くな
るまで楽しく盛り上がります。

溝沼下町内会

アットホームな町内会

溝沼下町内会 会長　本橋　輝男

中央町内会 会長　深津　廣良

第３区

第４区

◀
暑
気
払
い
で
は
ア
ル
コ
ー
ル
も
入
り
、
賑
や
か
で

活
発
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
す
！

▲小さいながらも和気あいあいと「秋のふれあい祭り」
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自 町治 内・会 会

●自治連第５区●
栄町町内会、広沢町内会、霞台町内会、昭和台町内会

●自治連第６区●
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

　我が霞台町内会は、東京メトロの操車場に越戸川という小さな川を挟んで隣接している 250戸程の小さな町
内会です。
　そんな小さな町内会なので、町内会の行事と言えば春・秋のクリーン作戦、以前参加していた市民体育祭、
12月に行っている餅つき等で、その他としては「かすみ会」という女性たちで行っているグループがあります。
　春・秋のクリーン作戦では、多数の方々の協力のもと、和気あいあいと雑談まじりに越戸川沿いの歩道脇の除
草をしています。草が密集して手の行き届かない場所がありますが、そこは朝霞県土整備事務所の扱いになって
おり、定期的に除草されています。
　12月の餅つきは、町内会の役員の方々と多数の参加者で、子ども達は
蒸したての餅を、杵を使って餅つき体験をしたり、また、福引抽選会では、
つきたての餅をあんこ・きな粉・からみと 3種類を持ち帰ってもらった
りしています。
　「かすみ会」は、随時集まって和やかに行われているようです。
　このような町内会ですが、他の町内会と同様に高齢化の波は止められま
せん。ですが、“ 明るく、楽しく ” を合言葉に町内会の活動をしていこう
と思っています。

　昨年の 4月に、宝くじ助成事業及び朝霞市の自治会等集会所建設事業補助金、そして十数年間積み立ててき
た会館建設基金により新町内会館の完成に至りました。会館は町内会の行事や会議、地域のコミュニケーション
の場として、さらに防災施設としても寄与することを目的としています。
　当町内会はリサイクル活動の推進に力を入れています。毎月の実績報告と協力の依頼を回覧しています。今の
ところまだ 40％～ 50％くらいの協力度に思われますが、協力度
80％を目標に呼び掛けているところです。
　イベント行事は、新春餅つき大会を成人式前日の日曜日に東か
すみ台児童公園にて行いました。会員 191世帯、居住人数 521名
と比較的小さい町内会ですが、参加人数は常に 200名くらいです。
お餅は臼、杵でつくことにこだわり、子ども用の杵も用意して子ど
も達にも餅つきの体験をさせています。大鍋 4杯分の豚汁もペロ
リと完食となります。昼頃には今年の運試しとしてお米や商品券等
たくさんの景品を用意し、ビンゴゲームと割り箸で作ったおみくじ
のダブルチャンスで当たりを狙います。会員相互の親睦を深め、心
ふれ合う住み良い町づくりに努力してまいります。

明るく、楽しく

町内会近況と活動及び行事の紹介

霞台町内会 会長　菊田　修一

東かすみ台町内会 会長　田中　道雄

第５区

第６区

▲「おいしいお餅にな～れ！！」
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活 動 報 告 その弐

自治連あさか

●自治連第７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

●自治連第８区●
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

　私ども、浜崎東町内会は、浜崎 4丁目、大字浜崎並びに宮戸 1丁目の地域です。東京都朝霞浄水場の南東部
に位置しています。ＪＲ武蔵野線の南側が浜崎 4丁目、北側が宮戸 1丁目になります。宮戸 1丁目は当町内会
発足時は大字浜崎の地名であり、同一地域でした。役員名簿は昭和
36年度より残されていますので、約 60年近い歴史があります。
　町内会の主な活動のひとつとして、毎年 10月に朝霞第三小学校
で開催されています「ふれあいまつり」に 7年前から参加してき
ました。参加当初は、昔遊びとしてベーゴマ回しのみの出し物でし
たが、メンコ、けん玉、竹とんぼなど毎年徐々に出し物を増やして
きました。最近の児童でも意外とベーゴマ回しは人気があり、毎年
好評です。今年は会員の好意でメダカ販売を実施したところ、完売
でした。来年はメダカすくいにすれば、より一層楽しんでもらえる
のではないかと今からあれこれ考えています。
　防犯パトロールは、町内会の三役、区長を中心として毎月第三水曜日に、小学生の下校時間に合わせて午後 3
時から通学路を中心に実施しています。途中の公園で休憩を兼ねて役員会を行い、連絡や情報交換を実施してい
ます。参加者は女性（役員の配偶者）が半数を占め、大変和やかな雰囲気でパトロールを行っております。

　朝志ヶ丘自治会は朝霞市の北西に位置し、志木市に隣接しています。
　昭和 35年に自治会を 23世帯で設立し、現在は 1,065 世帯となっております。
　平成 20年に公園がなくなってからは、親睦のための行事
ができなくなりましたが、近年は小さいながらも夏まつりを
行えるようになりました。
　最近は自治会内でも、引ったくり、空き巣ねらい、不審者
の出没等が発生しており、目標としております “事件の皆無 ”
とまではいかず、会員の皆様に協力を呼びかけ、ご近所と連
携を取りながら防犯活動に務めております。
　防犯パトロールも精力的に行っており、こども会の夜廻り
に自治会事務局、青年部、自警団も協力するなど犯罪のない
明るい町をめざして頑張っております。
　防災に関しても、自警団では毎月第 3日曜日に消防ポン
プの操作訓練を行っており、災害に対応できるように頑張っ
ております。

浜崎東町内会のご紹介

犯罪のない明るい町をめざして

浜崎東
あずま

町内会 会長　須田　茂

朝志ヶ丘自治会 会長　南條　喜明

第７区

第８区

▲ベーゴマまわしは今の児童にも大人気！

▲地域の安全は、私たち地域住民のたくさんの目が
守っています
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朝霞市自治会連合会
自治連あさか 第14号

　「自治連あさか」をご覧いただきありがとうございます。
　この自治連あさかは、朝霞市自治会連合会の情報誌として、
毎年１回発行しています。そして、１人でも多くの方々に読ん
でいただけるよう、昨年、大幅にリニューアルいたしました。
掲載内容も、現在は、連合会の活動や各自治会・町内会の活動
状況などを紹介していますが、今後は、皆さんに役立つ情報も
掲載していきたいと考えております。また、読みやすい文字フォ
ントや活動の様子がよくわかる写真の活用など、見やすく優し
い情報誌を目指していきますので、これからもよろしくお願い
します。 朝霞市自治会連合会広報委員会

　自治会・町内会は、どんな活動を行っているのか、
どんなことをする団体なのかもっと詳しく聞いてみた
い…。また、自治会・町内会に加入したいと思った方は、
お気軽に朝霞市自治会連合会事務局へお問い合わせく
ださい。また、自治会連合会のホームページに、会則
や詳しい活動報告のほか、「自治連あさか」などを掲

載しておりますので、ぜひご覧ください。

編  集  後  記

町内会が中心の鳴子チームがたくさん♪町内会が中心の鳴子チームがたくさん♪

自治会・町内会に
 興味のある方は…

朝霞市の自治会・町内会の加入率の向上に向けて !!

　朝霞市民まつり「彩夏祭」に、自治会・町内会を母体と
する鳴子チームが多く参加していることをご存知ですか？
朝霞市では、自治会・町内会で鳴子チームを組織している
ところがあり、自治会・町内会員同士の絆やつながりを生
かし、毎年、彩夏祭で熱い演舞を披露しています。
　すべての自治会・町内会に鳴子チームがあるわけではあ
りませんが、よさこい鳴子踊りを通して、地域の方たちと
交流ができることは、朝霞市の自治会・町内会の大きな特
徴の一つです。

　朝霞市の自治会・町内会の加入率は、どのくらいだと思い
ますか？平成 29年 1月 1日現在で 43.7％です。実は、昔は
90％を超えるほどでしたが、年々加入率が低下しているのが
現状です。そこで、朝霞市自治会連合会では、加入率の向上に
向けて、昨年に引き続き、2つの加入促進活動を実施しました。

町内会をきっかけに、鳴子
チームに入った踊り子さん
もたくさんいそうだね♪

　平成 31年 1月 25日（金）午後 4時 30分から、朝霞駅や
朝霞台駅、北朝霞駅の駅前にて、啓発用ポケットティッシュを
配布し、自治会・町内会への加入を呼びかけました。

　街頭活動の後、2月と 3月を「加入促進強化運動期間」と題し、各自治会・町内会の担当者の皆さんが、未
加入世帯に直接お伺いしたり、お電話をしたりするなどして、自治会・町内会への加入をお願いしています。新
たに自治会・町内会へ加入した方も、既に加入している方も、ともに同じ地域に住む者として、一緒に仲良く暮
らしていきたいですね♪

１　加入促進街頭活動

２　加入促進強化運動期間 ▲駅前でポケットティッシュを配布しました

読み込むと自治連の
ＨＰに行けるよ♪


