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ⓒむさしのフロントあさか

ⓒ彩夏ちゃん

「withコロナ」で市長との昼食会
隣の人と十分に間隔をとりながら実施し、
地域の課題を市長に伝えました！

第五小学校会議室にて

市職員の方から
溝沼給食センターについての
説明を受けました！
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ごあいさつ

４～７ページは、各自治会・町内会の活動紹介です。

市長を囲む意見交換会朝霞市長　富岡　勝則
　朝霞市自治会連合会の皆様には、日頃か
ら市政全般にわたり多大なるご支援、ご協
力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　昨年、世界中に猛威を振るった新型コロ
ナウイルス感染症は、年が明けても収束せ

ず、再び緊急事態宣言が発令されるなど、市民生活に大きな影
響を及ぼしています。市民の皆様には、マスクの着用や三密の
回避など感染症対策にご協力いただき、重ねて御礼を申し上げ
ます。市では新型コロナウイルス対策本部を設置し、業務やイ
ベントの見直し、オンライン化などの感染症対策に取り組んで
まいりました。また、社会生活や経済活動を維持するため、市
内事業者に対し、「中小・小規模事業者支援金」の交付や相談
窓口を設けたほか、自治会・町内会に対して、コロナウイルス

対策経費を補助する「朝霞市自治会・町内会活動支援金」を交
付いたしました。
　自治会・町内会の皆様には、防犯灯の維持管理など、安心・
安全なまちづくりにもご尽力いただきましてありがとうござい
ます。市では、防犯灯のＬＥＤ化促進のために補助金を交付す
るなど、今後も、各種施策を進めてまいります。
　さて、大相撲初場所では、本市出身の大栄翔関が埼玉県出身
力士として、初の幕内最高優勝を勝ち取りました。現在、暗い
ニュースが多い中で、とても元気をいただきましたが、一刻も
早い新型コロナウイルス感染症の収束を願うとともに、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　会長 松尾　哲
　朝霞市自治会連合会会員及び各自治会・
町内会をはじめ、市民の皆さまには、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。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症の影

響で、連合会事業の多くが中止、書面開催となり、誠に残念な
思いでした。今年は、連合会会員が一堂に会し、情報交換を行
える機会が増えることを願っております。
　さて、私たち自治会・町内会にとって一番大事なことは、
「人と人との触れ合い」であり「つながり」です。連合会では、
自治会・町内会の加入率低下が続く状況を大変憂慮しており、
少しでも歯止めをかけるべく、加入促進活動を行っております。
活動は、新型コロナウイルス感染症感染防止に細心の注意を

はらい、ホームページやSNSでの情報発信を中心に、できる
範囲での活動を継続しております。今後においても、今のつな
がりを大切にし、新しいつながりを少しでも広げられるように、
連合会として努めてまいります。
　「新しい生活様式」とは、コロナウイルスとの共生であり、
「withコロナ」とは、いかにうまくコロナウイルスと付き合っ
ていくかではないかと思います。いたずらに怯えることなく、
三密を避け、手洗い・うがいを励行しつつ、隣近所や町内全体
に目配りし、行政とも手を取り合いながら、もう一時、辛抱し
ていきましょう。
　今後におきましても、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、ご協力をお
願い申し上げます。

令和２年度　年間スケジュール
定期総会（書面開催）
市長を囲む意見交換会 ･････････Ｐ３
加入促進強化運動期間 ･･･････裏表紙
黒目川堤防清掃

理事会（書面開催を含む）
総務委員会（理事会にて審議）
市長との昼食会 ･･･････････････表紙

●全体会 ●自治会長研修会 ●朝霞市民まつり「彩夏祭」
●令和３年賀詞交歓会 ●加入促進街頭活動

令和２年６月８日（月）
10月28日（水）

令和３年２～３月　　  
３月14日（日）

年５回
年３回
年８回

その他

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となったもの

開催日時：１0月２８日（水）午後２時００分から　場所：市民会館　リハーサル室

　この事業は、自治会・町内会が抱えるさまざまな問題を各自治会・町内会と市（行政）が連携し、解決に向
け、意見交換を行うことを目的に開催され、今年度は、各自治会・町内会から１０項目の意見を市に提出し、
問題解決に向けた情報共有を行いました。
　この意見交換会を通して、町内会会員をはじめとした市民の暮らしがより良いものになるよう、市と連携し
ていきます。　　

No. 質問者質問内容
延期された東京2020オリンピック・パラリンピック
に向けて（本町霞台町内会）
市内の高齢化対策としての若年層の取り組みにつ
いて（旭通り町内会）
旧朝霞警察署の跡地利用について
（上の原町内会）
防犯灯ＬＥＤ化補助金について
（本町霞台町内会）
新型コロナウイルス感染症での自治会・町内会への
支援について（本町霞台町内会）
大字根岸、大字台地域の区画整理事業の推進につ
いて（旭通り町内会）
市のイメージアップについて
（本町霞台町内会）

黒目川遊歩道、信号のない交差点、ガードレール設
置等について
南の風公園給水場所の増設及びトイレ改修、はな
みずき公園の植栽について

空き家の実態把握と指導・助言について
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自治会連合会

宮戸町内会

岡町内会

広沢町内会

〈質問・回答の一部抜粋〉
№１　延期された東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて（本町霞台町内会）

質問者

回答者

朝霞市自治会連合会　松尾会長

　東京２０２０オリンピック・パラリンピックが１年延期となりましたが、来年、改めて開催されるオリン
ピック・パラリンピックの、自治会・町内会の関わり方についてお伺いします。

　未だ、感染症の終息は見えないところでございますが、市民の皆さんに大会開
催を諦めずに、気持ちを繋げていただきたいと考え、感染症拡大防止の観点から
参加型体験型のイベントは控え、市広報誌への記事掲載や、動画配信といった情

報発信を中心に大会の機運醸成に取り組んでおります。
　自治会・町内会の皆様の関わり方については、今後の感染症の状況によりますが、改めて、地域の夏祭り
などのご経験を活かしたイベントへのご参加や来訪者に快適にお過ごしいただけるような暑さ対策などに、
お力をお貸しいただければと思います。
　今後も、実行委員会を中心に、感染症への必要な対策を講じた企画を検討してまいります
ので、引き続き自治会・町内会の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

市長

▲市の執行部に対して質問する松尾会長

▲質問に対して回答する富岡市長

回答の詳細はこちらから見られます！

ⓒむさしのフロントあさか
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●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

●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

町内会活動について
膝折町内会 会長　塩野　靖春第１区

　今年度は、新型コロナウイルス感染症により町
内会活動はすべて中止にしていますが、例年は神
社総代会・子供会・老人会や商店会の協力をいた
だき、子之神氷川神社境内にて７月下旬に夏祭り
を盛大に行っています。午前中は子供神輿・スイ
カ割り・子供ゲームなどで楽しみ、午後は盆踊
り・夜店・子供ゲーム、それにナイアガラ花火な
どを行います。市の行事である市民体育祭、また、
朝霞市民まつり「彩夏祭」にも参加協力していま
す。
　町内会の安全・安心のため、毎月末には町内会
地域内道路の清掃も実施し、防犯・防火対策とし
まして、町内各所に防犯灯５０基、消火器３０本を設
置し、町内会の安全・安心を見守っています。

発足６２年　挨拶できるまちづくり
若松町内会 会長　飯塚　昭五第２区

　若松町内会は、弁財公園と三原公園に挟まれた地域に位置しており、４つの事業を通して会員が気軽に挨拶
できるまちづくりをしております。４つの事業とは、①会員相互の親睦、②安全安心住みよいまちづくり、③
高齢者支援、④青少年育成となります。
　今年度、新型コロナウイルス感染症対策のため中止した
納涼夏祭り大会は、昨年から来場者にアンケートを募りデ
ータ分析を始めました。その結果、高評価点として、イベ
ントのスイカ割り、ビンゴゲーム、盆踊りが上位三位とな
りました。また、警備については、以前は班長に協力をい
ただいていましたが、町内会会員全員運営として定着して
います。夏に向けて準備を行い、楽しい祭りにしていきた
いと思っています。
　毎週金曜日に実施している防犯パトロールは、参加者が
昨年と比べ１５０％となりました。コロナ禍でも皆様との挨
拶代わりに拍子木の音を鳴り響かせていきます。

コロナ禍でも、心地よい地域づくりにむけて
溝沼第三町内会 会長　渡辺　俊夫第３区

　当町内会は、おおむね市道１号線（二本松通り）と城山通りの交差点から弁財のスーパーサミット交差点ま
での両脇が区域となっており、６００世帯で構成されています。

　事業内容は、毎月の回覧配布、毎週土曜日の防犯パト
ロール、敬老記念品や小学生入学祝い品の贈呈、街路灯
や街角消火器の維持管理、各種募金の協力・地域リサイ
クル活動等々の活動を行っています。
　町内会の活動は、地域住民の安心安全を皆で作り上げ
ていくことが基本ですが、今年度は恒例の親睦旅行や、
人と人が交流する溝沼連合町内会主催の納涼盆踊り、地
域の文化財である獅子舞の奉納など多くの事業がコロナ
禍のため中止となってしまいました。
　新しい生活様式の中でできることを考え、心地よい地
域を作るため多くの声をいただきながら進めていきたい
と考えています。

笑顔で会えるその日まで
本町霞台町内会 会長　松尾　哲第４区

　桜の蕾が膨らみ始め、日増しに暖かくなってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか?
　さて、当町内会の主な活動を振り返りますと、町内の防犯パトロールを定期的に実施し、地域の安全を見守
っているほか、夏の子供会や、秋の豚汁まつりなどを通じて、会員同士の交流を深めております。特に、豚汁
まつりは、「秋のきれいなまちづくり運動」後に開催され、会員みんなで食べる豚汁は大変人気で、味も格別
です。
　昨年の豚汁まつり等のイベン
トは、コロナ禍のため開催を断
念しましたが、今年は、会員同
士が再び談笑できるその日が来
ることを楽しみにし、必要に応
じ適時適切に対応できるよう、
柔軟に運営しております。
　皆さまも、体調を崩されませ
んようご自愛下さい。

▲町内会の安全・安心のために「いざ、出発！」 ▲みんな笑顔でハイポーズ（昨年度開催豚汁まつりにて）

▲毎週土曜の防犯パトロールの様子
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●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

●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

笑顔溢れる広沢町内会
広沢町内会 会長　渋谷　昇第５区

　広沢町内会は、朝霞駅南側に位置し、広沢公園、南の風公園、あけぼの公園、広沢の池など歴史的文化財と
自然の多さが特徴です。
　会員数は６６０余世帯で、事業としては、春秋のふれあい清掃活動、夏祭り、親睦運動会、四中校区ふれあい

推進事業への協力、餅つき大会、防災訓練、防犯パトロール
活動など、役員・会員が一体となり、大きな家族として町内
会運営・各種事業を行っています。
　特に夏祭りは、町内会の一大行事になります。役員班長を
中心に準備は大変ですが、その分盛況に終わった後の満足感
はひとしおです。会場にはお年寄りから子ども達までたくさ
んの笑顔が溢れ、みんなが改めて自分の町を好きになります。
　今年度は、新型コロナウイルスの影響により、様々な事
業・行事を中止せざるを得ない状況ですが、会員の方々や子
供たちの安全安心に留意しながら、今後も町内会活動を展開
していきたいと思います。

地域住民の共助で活動を
東町内会 会長　内田　好夫第６区

　東町内会では、今年度は新型コロナウイルスの感
染拡大の懸念からすべての行事を中止いたしまし
た。
　町内会の通常活動である月３回の防犯パトロール
や回覧物等の配布作業は、例年どおり実施していま
す。
　ここ根岸台地区でも他の地区の現状と同様、昔か
らの地元住民と新しい住民との交流を活性化してい
くことが町内会の課題となっています。新会員の入
会も少なく、退会する高齢者が増加しています。
　今後の行事運営は、現在もお願いしております地
区内の各種活動団体に、より一層のご協力を依頼し
て、地区住民の交流の場として町内会活動を充実さ
せたいと考えています。

地域は一つ、顔の見えるご近所づくり
田島町内会 会長　醍醐　清第７区

　田島町内会は県道朝霞・蕨線を中心に新河岸川と
黒目川が合流する地域で、世帯数５６０戸ほどの戸建
て住宅で構成されています。
　これまで毎年恒例の夏祭り「納涼大会」、収穫祭＆
フリーマーケット等の親睦事業をはじめ、黒目川堤
防清掃、防災研修会、毎月２回の防犯パトロール等
の地域を守る活動を実施しています。
　最近、若い世帯が多くなり子供たちも増え、夏祭
りでは昼間の「マスの掴み取り」、夜の「盆踊り」・模
擬店に多くの参加を得て、大変好評をいただいてお
ります。
　これらの取り組みを通じて地域が一つとなり、災
害発生時にも対応できるよう、顔の見えるご近所づ
くりを目指しています。

コロナ禍初期の町内餅つき会
浜崎南親和会 会長　石塚　駿太第８区

　当会の餅つき会の歴史をひもとくと、少数の有志による自発的
な餅つきから町会の行事となり、毎年１月末頃に公園等の屋外で
長年実施され、現在に至っています。
　昨年は、会の予定時期に新型コロナウイルス感染症の流行を踏
まえ、開催について役員会で数回検討した結果、令和２年２月２３
日に縮小開催とすることとなりました。
　感染予防のための除菌用アルコールやマスクは入手できません
でしたが、使い捨てビニール手袋はかろうじて入手できました。
感染対策として、餅つきの量を少なくし、また販売の制限（短時
間の販売）、従事者は発熱と体調不良のない人とし、手洗いと手袋
の取替えなどは頻繁に行うよう呼びかけました。最後には、約４０
人の協力者と机を共にし、１時間ほど餅を食べながら歓談しまし
た。
　様々な感染予防対策を実施した結果、参加者に感染もなく良か
ったと思っています。

▲「マスの摑み取り」に興じる子供たち
　（昨年度夏祭りの様子）

▲「杵の持ち方はこうやって…」手を添え教えて
　もらえるのもリアル開催ならでは（昨年度餅つき大会にて）

▲コロナも鬼がやっつけてくれないかな？（昨年度節分会）
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朝霞市の自治会・町内会の
加入率の向上に向けて !!

加入促進強化運動期間

　自治会連合会では、自治会・町内会加入率の低下を受け、総務
委員会を設置し、加入率の向上に向けた取り組みの実施や内容に
ついて検討をしています。市民の方々に自治会・町内会に対して
少しでも興味・関心を持っていただけるように活動をしています！

　令和２年１１月２８日（土）、岡町内会、向山自治会、東町内会が、
主な通学区である朝霞第二小学校にて、アルコール消毒支援を実施
しました！
　この取り組みは、３自治会・町内会がコロナ禍で殆どのイベント
が中止になる中、地域の子どもたちのために何か出来ないかと考え、
朝霞第二小学校に児童の感染予防を目的とした教室の消毒支援を申し入れたところ、実現したものです。
　当日は、４４名が参加し、先生方の手の届きにくいと考えられる図書室、理科室等の特別教室１１か所にて、

机や椅子など児童が頻繁に手で触れる箇所をア
ルコールタイプの除菌ウェットシートでふき取
りました。また、学校と地域が連携するモデル
ケースとして、読売新聞にも活動内容が紹介さ
れました。
　自治会・町内会に加入していない世帯に活動
を理解してもらい、入会を促進する上から、今
後も、学校と地域、自治会・町内会が、協力・
連携できる取り組みを広げていきましょう！

　２月と３月を「加入促進強化運動期間」とし、自治会・町内会の未加入世帯
に加入を呼びかけています。今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を考
慮し、対面での勧誘を避けるなど、工夫しながら活動を行います！

自治会・町内会に興味のある方は…
　「朝霞市自治会連合会」で検索するか、下記問い合わせ先までご連絡ください。

現在の加入率は
40.3％

コロナウイルス対策で
小学校と地域連携！

読んでいただき、
ありがとう
ございました♪

ⓒむさしのフロントあさか


