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　昭和３６年１２月８日に「川崎市連合町内会連絡会」として発足しました川崎
市全町内会連合会が、このたび５０年という節目を迎え、ここに「創立５０周年
記念誌」を発刊するはこびとなりました。川崎市全町内会連合会が半世紀と
いう長い歳月を経て、この日を迎えることができたのも、ひとえに、諸先輩
方をはじめ、町内会・自治会に関わる皆様一人ひとりの地道な努力の賜物と、
心より感謝を申し上げます。
　また、今年の３月１１日に発生しました東日本大震災におきましては、今も
なお多くの方々が避難生活を余儀なくされております。川崎市の町内会・自
治会といたしましても、総力をあげて支援に取り組んでいるところでござい
ますが、人知を超えた災害が続く昨今において、地域住民の方々からも、「人
と人とのつながり」の重要性について多くの声があがっています。私達、町
内会・自治会では、従来から一貫して、地域住民の方々からの御要望にお応
えできるように、地域に根付いた連携づくりを進めてまいりました。先行き
が不透明なご時勢ですが、私達は地域の中で育んできた団結力「絆」の力に
よって、どんな困難な問題に対しても乗り越えることができると信じていま
す。
　これから、川崎市全町内会連合会は、地域コミュニティのさらなる活性化
に向けて、また新たな一歩を踏み出します。今後とも、川崎市をはじめ、町
内会・自治会、各種団体の皆様のあたたかいご協力とご支援をお願い申し上
げまして、ここにごあいさつにかえさせていただきます。

　川崎市全町内会連合会の創立５０周年を心からお祝い申し上げます。
　また、これまで５０年の長きにわたり、輝かしい歴史を築いてこられました
歴代の役員をはじめ、会員の皆様の御努力に心から敬意を表します。
　現在、大きく変転する国際社会や国内の諸情勢のもと、本市を取り巻く社
会環境も、不透明かつ厳しいものがあります。それに加え、このたび発生し
た未曾有の大災害は、市民生活に大きな影響を及ぼしました。
　こうした中にあっても、行政としては「誰もがいきいきと心豊かに暮らせ
る持続可能な市民都市かわさき」を目標として、川崎市全町内会連合会の皆
様の御協力をいただきながら、市民一人ひとりが日々安心して暮らしていけ
るよう、川崎が持つ歴史と伝統を受け継ぎ、豊かな可能性を最大限に活用し
ながら、市民本位のまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
　今後も、川崎市全町内会連合会が、市民本位のまちづくりのパートナーと
して、多くの重要な役割を担いつつ、さらに災害にも強い人と人との絆を大
切に、この５０年誌に記された輝かしい歴史と伝統に、新たな充実発展の歴史
を加えられますことを心から御祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。

　川崎市全町内会連合会の創立５０周年にあたり、心よりお慶び申し上げます。
　昭和３６年の発足以来、５０年の長きわたり、行政や関係機関と協働して町内
会・自治会相互の連携と友好を深めると共に、地域のふれあい活動や青少年
の健全育成、防犯、防災活動など、様々な活動を通しまして、川崎市政の発
展、住民福祉の向上にご尽力を賜っておりますことに、深く敬意を表します
とともに心から感謝を申し上げます。
　近年、国においても地方分権の推進が図られ、時代の変化に対応できる自
主・自立した、真に豊かで活力のある「まちづくり」を進めることが求めら
れております。
　皆様におかれましては、住民自治の担い手として、安全で安心できる住み
よいまちづくりに、より一層のご尽力を賜りますよう切にお願いいたします。
私たち市議会といたしましても、市民の皆様が安心して、心豊かに暮らせる
まちづくりに全力で取り組んでまいります。
　終わりに、川崎市全町内会連合会の限りないご発展と、関係各位のご健勝
とご多幸を祈念いたしまして、お祝いのことばといたします。

地域コミュニティのさらなる活性化に向けて 50周年を祝う

川崎市全町内会連合会会長
彈塚　誠

川崎市長
阿部　孝夫

川崎市議会議長
大島　明
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①JR横須賀線武蔵小杉駅
②�溝口第３町会のパトロー
ル隊
③�宮前区・平瀬川の清掃に
参加した中学生
④多摩川カヌー教室
⑤多摩川花火大会
⑥�再開発が進む武蔵小杉駅
周辺
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①東扇島東公園の「かわさきの浜」
②浮島の太陽光発電所
　（メガソーラー）
③臨海部の工場夜景
④春の二ケ領用水
⑤改装された川崎駅東口駅前広場
⑥ミューザ川崎
⑦�自然採光を取り入れた川崎駅東
口バスターミナル

❺

❸
❷❶

❶

❹

❷

❻

❺

❼

❸

かわさきスケッチ

❹
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裏表紙写真： 二ケ領用水の円筒分水　二ケ領用水は多摩川などを水源とする全長32kmの人工用水路で、2011年に竣工400年を迎えた。
円筒分水は、この用水を分流するための施設で、国の登録有形文化財（高津区久地）。
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住民の関心を生む活動を
司　会：まず、彈塚会長に、ここ10年を中心に町内 

会・自治会、また全町連の活動状況について
お聞きしたいと思います。

彈　塚：昭和56年から町内会長を続けていますが、そ
こで感じるのは町内会・自治会の役員のなり
手が少ないことです。65歳過ぎの人でなけれ
ば、役員を受けていただけないし、なかなか
町内会・自治会活動にも参加してもらえない
状況です。全町連に加入する多くの町内会・
自治会で、役員のなり手や会員集めで苦労さ
れていることと思います。私たちもことある
ごとに人が集まる行事をやろうと考えていま
す。集まることによって、お互いの信頼関係
が深まり、その結果、いくらか参加していた
だける方が増えました。また、東日本大震災
以来、人々の考え方に変化が出てきました。

司　会：具体的にどういうところですか。
彈　塚：防災に対する認識が深まり、どこの町内会・

自治会も防災訓練をやろうという動きが出て
きました。また、地域社会の人と人とのつな
がりが見直されるようになりました。地域住
民の皆さんの防災に対する関心が高くなって
いると感じますね。

司　会：高橋さんは麻生区で町会長をお務めです 
が、人の暮らしやまちが変化する中で、様変
わりしている活動や事業もあると思います
が、いかがでしょうか。

高　橋：千代ヶ丘町会のスタートはまだ開発が進んで

いない昭和48年でした。当時は16世帯で、山
坂が多く、高齢者の住みづらいまちでした。
現在は180世帯です。今は難しくなりました
が、当初から、入会時に調査票をいただいて
います。災害時の安否確認、成人の日や敬老
の日のお祝い以外には使わないという約束
で、会員台帳を会長宅で保管しています。

　　　　　65歳以上の方には敬老の日に民生委員さん
と一緒にお元気かを確認しながらお祝いをお
渡ししています。また、毎年の市内統一美化
活動日には、公園の清掃にお子さんを連れた
若い方100人近くに参加していただいていま
す。ビールやジュースを飲みながら町会のコ
ミュニケーションの場にしています。この10
年間での重点的な活動は、振り込め詐欺対策
と学童の見守りです。防犯協会の青色パト
ロールカーで注意を促したり、小学生の下校
時にパトロールを行ったりしています。

　　　　　会長に推薦していただいてから12年になり
ますが、狭い社会のお付き合いなので人間関
係が難しいですね。特にゴミ置き場のことは
気を使います。以前、やっと手に入れた新居
の横がゴミ置き場だった住人の方から、心痛
な思いで電話がありました。近隣のことです
から、慎重な対応をしました。班長さんと一
緒に生活環境事業所にお願いして、速やかに
ゴミ置き場を移動していただきました。

　　　　　また、節電が話題になると、会員さんから
「町会の防犯灯も全部消したらどうか」と提
案がありました。その意見も理解できました

が、「節電は家庭で努力する」ということで
皆さんと話し合い、納得していただきました。
とにかくいろいろなことがあります。

きめ細かな取り組みに感謝
司　会：市長もご就任から10年ということで、時期も

重なると思いますが、町内会・自治会の活動
にはどんな感想をお持ちですか。

市　長：お二人のお話を伺って、町内会・自治会が行
政の目の届きにくい近隣社会の諸問題に、き
め細かく対応してくださっていることがわか
りました。一人ひとりがバラバラでは、良い
まちづくりはできません。

　　　　　地域社会には行政が扱う大きなくくりの仕
事と近隣社会の細かい課題があります。そし
て、両方がきちんと解決されないと良い社会
は生まれません。行政が気づかなかったり、
できなかったりしたことに、きちんと取り組
んでいただくなど、町内会・自治会と行政は
地域社会の両輪だと考えています。

　　　　　リーダーを中心に、自主的に取り組んで問
題を解決される町内会・自治会には、大変感
謝しています。

　　　　　近年、役員のなり手がない、高齢者が主体
という話がありました。町内会・自治会加入
率は、ここ10年で６〜７ポイント下がり66％
です。任意団体としては高い数字ですが、共
助の部分を扱う公益的な活動団体なら、90％
くらいないと細部まで目が届かないかもしれ
ません。

　　　　　東京で働いている方が多く住んでいること
を考えれば、65歳以上にならないと活動に目
を向けてもらえないのは、やむを得ないと思
います。高齢者になって、広域的な活動も減
り、地域生活の時間が長くなり、しかも、知

識も経験もある人が地域に目を向け、活動す
るとなれば、地域づくりの主役は65歳以上で
定年を迎えた方であるのも当然な気がします。

　　　　　ただ、中には町内会・自治会活動の中心に
なってもらいたい若い人が、勤務と日常生活
を切り替えて、役員になってくださるケース
もあります。そういう人を見つけることもこ
れからは大切です。

孤立しない地域社会を
司　会：地域社会学の研究者として、横倉教授は町内

会・自治会のあり方をどうご覧になっていま
すか。

横　倉：地域社会は、市町村単位でのくくり方や町内
会・自治会のような日常生活の範囲でのくく
り方など、いろいろな見方があります。

　　　　　川崎区と麻生区とでは成り立ちが違うよう
に、まず川崎の戦後の大きな流れを見ていく
と、産業構造の変化と、また、東京のベッド
タウン化で、住む人の職業や通勤の範囲も変
化しています。多くの人が都内に通勤し、夫
婦共働きで２人とも都内に出ているなど、非
常に流動性が高くなっています。隣人が定着
していれば、近隣関係は持ちやすいのですが、
隣人がいつ変わるか、わからない集合住宅や
地域では、町内会・自治会の関係のあり方も
影響されてきます。

　　　　　一方、少子高齢化が進んでいるのも事実で
す。重化学工業が盛んな時代は、地方から若
い人たちが川崎に出て来て、一人住まいも若
年層が中心でした。最近は少子高齢化の影響
で高齢者の一人世帯が増えています。それで
も川崎は、ほかの市町村に比べ、生産年齢人
口の比率が高いのですが。さらにグローバリ
ゼーションで住民の多国籍化も進み、川崎は

市長座談会

地域社会をつくる
両輪の一つを担って

川崎市全町内会連合会（以下、全町連）が設立して50周年を迎えた今年、東日本大震災によっ
て、これまで以上に地域の絆がクローズアップされるようになりました。地域社会の担い手と
して、ここ10年を中心にした川崎市の町内会・自治会活動を検証しながら、これからの時代
に求められる町内会・自治会の姿を、彈塚誠全町連会長、女性の視点から長く町会長を務めて
おられる高橋慶子さん、阿部孝夫川崎市長、そして地域社会学の専門家・横倉節夫神奈川大学
教授とともに、考えていきたいと思います。

［司会］加藤聡 神奈川新聞社川崎総局長

阿部孝夫市長
【プロフィール】
東京大学法学部を卒業
後、自治省に入省。そ
の後、外務省、環境庁
などを経て平成４年に
退官。大学で教壇に立
つ。平成13年、川崎市
長に当選。著書に『ス
パイスの効いた地域づ
くり』『これからの日
本、これからの地方自
治』など。

彈塚　誠さん
【プロフィール】
昭和56年、富士見１丁
目町内会長就任以来、
川崎市防犯協会連合会
会長をはじめ、川崎区
安全・安心まちづくり
推進協議会会長、（財）
川崎市生涯学習財団評
議員、企業市民交流事
業推進委員会委員長な
ど、多彩な分野で活躍。
平成21年には総務大臣
表彰を受賞。今年７月
に川崎市全町内会連合
会会長に就任。
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大きく変わっています。
　　　　　こうした変化を町内会単位に見ていくと、

何十年も隣人が変わらず、まれに面倒なトラ
ブルが起こることがあります。それを乗り越
えると、さらに助け合える近隣関係が生まれ
ます。しかし、地域の人間関係の希薄化が進
むと、問題が生じます。その典型は閉じこも
り、孤立化です。高齢者の一人世帯では、地
域の人間関係も家族もなく、親類関係も希薄。
閉じこもる理由が多くなります。

　　　　　また、高齢者だけではなく、川崎に住んで
間もなく、隣近所のつながりがない小さいお
子さんを持つ若い夫婦にも孤立があります。
父親が出勤して、乳幼児と若い母親が一室に
閉じこもり、24時間、顔を合わせていたら、
ますます追いつめられてしまうでしょう。

　　　　　そういう人たちを助け合い、人間関係をど
う結ぶか。町内会・自治会や地域社会が、閉
じこもり問題を解決する鍵になっています。

　　　　　ただ、大震災以降、多くの人が地域の絆を
求めています。これが一時の現象で終わるの
か、ここで町内会・自治会が地域の絆、信頼
できる人間関係をつくるのか。その点でも若
い母親や高齢者とのつながりが大切です。

　　　　　夫婦間で「子はかすがい」と言いますが、
親同士の関係にも「子はかすがい」はありま
す。知らない母親や父親同士が、幼稚園や小
学校の行事を媒介にして、手を結ぶ事例がた

くさんあります。同じように、町内会・自治
会でも子ども会などを通じてお子さんを持つ
若い世代との連携は効果があります。

　　　　　それから、環境や福祉など、一つのテーマ
に沿ったNPOや市民活動団体がたくさんあ
りますが、それらと町内会・自治会と連携さ
せていくことも大切です。町内会・自治会は
地域住民を対象とした面としての組織化を進
め、NPOや市民活動団体はテーマごとの点
として多くの人を集めます。面と点がうまく
連携すれば、その取り組みが広がり、同時に
良い地域をつくるための信頼できる人間関係
が築けます。しかも地域には、いろいろな分
野で経験を積んだ、元プロがいらっしゃいま
すから、地域が豊かになり、万一の助け合い
の体制も作れます。

市　長：町内会・自治会には、絆づくりのさまざまな
場面で核になっていただいております。例え
ば、平瀬川を中心にまちづくりを行うグルー
プのように、特定の目的を持ったボランティ
ア団体を町内会・自治会が応援する例もあり
ます。これは市民ボランティアが始めた活動
が徐々に近辺の町内会・自治会を巻き込んだ
ものですが、町内会・自治会と連携した広域
的な活動は多くの人を参加させ、いざという
時に絆となって大きな力を発揮します。川崎
でもそういう芽はたくさん出てきています。

　　　　　PTAで生まれる親同士の絆は強いものが

あります。子ども会活動や子どものスポーツ
クラブも多くあります。このような子どもを
介した絆を町内会・自治会にどう結びつける
かもポイントです。

　　　　　また、閉じこもりの高齢者対策は、災害発
生時の大きな課題です。PTAのように組織
的ではないので、意図的に絆をつくらなけれ
ばなりません。宮前区の見守りのグループは、
全国的なモデルにもなっています。ここは
リーダーが頑張って仲間を増やし、活動の輪
を広げています。

　　　　　一方、子育て支援は各区役所を総合的な窓
口にしましたので、区役所と連携して、子ど
もを持つ若い親が集まって絆を作っていくこ
とを期待しています。

防災から絆づくりへ
司　会：先ごろの大震災以降、防災対策も見直されて

いますが、防災の観点から市が町内会・自治
会に改めて期待されることは何ですか。

市　長：震災に備えるには、実際に発生した直後にど
う対処するかが重要で、そのために今、自主
防災組織を強化しています。その核になって
いくのは、やはり町内会・自治会です。大津
波や原発事故は別ですが、地域社会で備蓄や
訓練をしっかりと行い、リーダーを中心に役
割分担をしながら自主防災力を強化していく
ことが重要だと考えています。

司　会：今、市長から防災上の取り組みも含め、町内
会・自治会への期待がありましたが、50周年
から、さらに60周年70周年と活動を続けるう
えで、これからの町内会・自治会をどのよう
に運営しようとお考えでしょうか。

高　橋：この10年で少子高齢化が急速に進み、単一の
町内会・自治会では運営が難しくなってきて

いる部分があります。そのため、近隣の町会
と協議して、４町会で子ども会を運営したり、
老人会も２町会で助成金を出し合い活動して
います。また、夏の盆踊り大会も、毎年、当
番を交替しながら、小学校の校庭で８町会に
よる盛大な盆踊り大会をやっています。

　　　　　麻生区では、単一の町内会・自治会での活
動がほとんどですが、このように近隣町会同
士の地域の輪を広げる活動もしています。

　　　　　そして、地域には良い人材があふれていま
すので、ネットワークづくりが課題です。今、
町内会で、役員として活躍しているのは壮年
男性の皆さんですが、それを支えるのが婦人
部や班長さんで、班長会議になるとPTA活
動などの経験豊富な方もおり、90％が女性で
す。また、新婚の若い女性の方にも班長になっ
ていただいておりますが、皆さん一生懸命、
働いてくださいます。こういう人たちの資質
を大切にしながら、持てる力を充分に発揮し
ていただける環境づくりを、男性役員のご協
力を得て、次の10年に続けたいと思います。

司　会：彈塚会長、連合会の会長という立場も含め 
て、今後についていかがでしょうか。

彈　塚：この間、川崎競馬場の中に地区の防災倉庫を
作らせていただきました。総合的な防災対策
になると、やはり単一の町内会・自治会だけ
では限界があります。これからは、場所を借
りるなど、地元企業の力もお借りしながら、
各分野の団体等と連携していかないといけな
いと考えています。

　　　　　一方で、行政からの協力をいただきながら、
学校区単位で防災訓練をやっていますが、も
う少し広域的に対応できるよう、合同の防災
訓練を行うなど、災害に強いまちづくりをよ
り一層、進めていきたいと思っています。

市　長：防災は小学校、中学校区を核としています�

高橋慶子さん
【プロフィール】
平成11年、麻生区千
代ヶ丘町会会長就任。
麻生区町会連合会理事
を経て、平成21年より
監事。現在、麻生防犯
協会理事、第３期あさ
お福祉計画推進会議副
委員長、麻生区社会福
祉協議会理事などの役
職を兼任。平成21年、
町内会・自治会長永年
勤続功労者表彰受賞。
川崎市全町内会連合会
理事。

横倉節夫さん
【プロフィール】
神奈川大学人間科学部
教授。専門分野は現代
の日本社会の変動と人
間の問題、地域社会
学・産業社会学。著書
に『公民の協働とその
政策課題−地域と自治
体第29集』『共同と自
治の地域社会論』『社
会学−現代日本社会の
研究』など多数。
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が、今、学校と地域社会がオープンに結びつ
くような考え方で進めていますので、町内会・
自治会と学校との関係が緊密になってきてい
るのは良いことだと感じています。

彈　塚：そして、一番大切なものは、人と人との絆で
す。絆がなければ、いくら訓練をやってもダ
メです。まず、そこに力を入れようと考えて
います。

行政や団体との連携のもとに
司　会：期せずして大震災が一人ひとりの意識を変え

ているようです。横倉教授は、川崎市の町内
会・自治会の今後の取り組みや行政との連携
に、何を期待されますか。

横　倉：単一の町内会・自治会でできないことを、町
内会が連合して協力しながら、進めている事
例に「大したものだな」と感心しました。

　　　　　例えば震災時、すぐ帰宅するのではなく、
ある程度落ち着くまでは、その場所に留まる
傾向が強くなり、そうなると都内の企業に勤
める親が迎えに行くまで、生徒は学校で預か
ることになります。その時、果たして学校の
先生方が多くの生徒を預かりきれるでしょう
か。とすると、地域の力を借りないわけには
いきません。単一または連合した町内会・自
治会の力が必要になると思います。

高　橋：私の町会にも、小学生のお子さんが２人いる
都心にお勤めのご夫婦がおります。震災当日、
お子さんが心配で奥様は早めに帰路に着きま
したが、ご主人は12時過ぎに動いた電車で、
それより遅れて奥様は７時間かけて歩いて、
夜更けに帰宅されたというお話を伺いまし�
た。

市　長：今回の震災では、「保護者が迎えにくるまで�
は、子どもを学校から帰さない」ということ
の重要性が認識され、新しい課題になりまし
た。学校単位の備蓄や地域の人たちと先生方
との協力は不可欠であり、これから必要な対
応策を構築しないといけないと思います。

高　橋：皆さんから防災会議を開いてほしいと希望が
あり、７月に防災会議を開催しました。防災
会議を年３回、11月に小学校で４町内会合同
の避難所訓練を企画しています。今回の体験
を契機に、改めて地域を見渡すと高齢者、障
がい者の方もいらっしゃいます。そこで連帯
の輪を広げ、これからは安全安心のまち、弱
者の方でも住みよい、やさしいまちづくりを
したいと考えています。

横　倉：これからの町内会・自治会は、住民が安全で
安心して生活していけるよう、福祉でも防災
でも教育でも環境問題でも、行政や他の組織
と相互に取り組まなければならないでしょ

う。防災や震災時の対応でも、高橋さんのお
話のように、障害者と福祉、高齢者と医療の
問題も絡んできます。ただ、難しく考えたり、
肩肘張ったりしていると、頭だけが先行して、
具体的なことができなくなります。

　　　　　防災でも、防ぎきれない災害をいかに減ら
していくか、という『減災』に向けた取り組
みにも、町内会・自治会が大きな役割を果た
すと期待されています。

　　　　　また、町内会・自治会と行政は、あくまで
も対等なパートナーとして連携を組むことが
必要ですし、町内会・自治会が市や区などの
行政に対して、もっと提言をしてもいいで
しょう。例えば、地域住民と区職員が一緒に
広域避難場所まで歩いて「お年寄りや小さな
子どもを抱えて、本当に行けるだろうか」「道
がふさがれてしまっているか」など、さまざ
まな条件を想定して、検証し、多角的な視点
から行政に提言するのです。もちろん予算に
限りがありますから、全部はできないと思い
ますが、そこで行政がなすべきことと地域住
民がなすべきことを互いに認識しあうことも
必要です。

地域社会づくりのパートナー
司　会：参加と協働のまちづくりで、市長は町内会・

自治会に何を期待していますか。
市　長：川崎市の町内会・自治会の活動については、

高く評価しています。また、川崎市には区民
会議があり、各区単位で町内会・自治会の代
表やボランティアグループ、市民活動団体の
代表など、地域のリーダーが集まり、そこで
課題を出し合い、解決策を提案し、実践しま
す。提案も言いっ放しではなく、行政が行う
ことと、自分たちでできることを振り分けま
す。これまでも新しい提案が生まれました。
町内会・自治会からもどんどん提案してもら
いたいと思います。

　　　　　それから、大震災の教訓が非常に大きく、
それが一つ一つ前に進んでいることを実感し
ています。地域社会が成熟し、細かい部分で
問題解決をするケースが増えています。これ
を整理することも行政の課題ですが、これま
での企業や団体に加え、大学との地域協力や
防災協定を含め、町内会・自治会には行政の
良きパートナーとして、ともに新しい課題に
も取り組んでいただきたいと思います。

司　会：市長のお言葉にあるように、行政や各機関と
連携をしながら町内会・自治会が、ますます
発展されることを期待しています。

� （平成23年9月16日）

いきいきまちづくり
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幸区
河原町団地
４·５·６号棟自治会

いつ起こるかもわからない地震や水害などの天災、そして、火災。人々が安心して暮らすには、
万一の災害から大切な人命や財産を守るための備えは大切です。隣近所だからこそできる災害へ
の取り組み。町内会・自治会でも自主防災活動に取り組んでいます。

万一の時だけでなく
日頃の予防や啓蒙を重視

年間計画に基づいた活動で非常事態に備える
　河原町団地４・５・６号棟自治会には自衛消防隊があり、30年以上も続い
ています。昭和49年、その時代の先端をいく14階建て高層住宅として建設さ
れた河原町団地。当時を知る人は少なくなりましたが、自衛消防隊は入居が
始まった直後にできたようです。「そのころははしご車のはしごが10階まで
しか届かず、それ以上の階のために自衛消防隊が必要だったようです。現実
に消火栓は11階以上にしかついていません」と自治会長で消防隊の隊長でも
ある君和田孝さんは振り返ります。
　それから30年。ダスト室に火のついたタバコが投げられ、11階からホース
をつないで消火したり、住居の火災では隣室から入って消火したこともあり
ました。
　「われわれの消防隊の目的は消火ではなくて、住民への啓蒙・啓発活動を
行い、防火意識を持ってもらうことです。万が一火災が起こった時は、あく
までも初期消火。消防車が着たらバトンタッチする。そういう活動をしてい
ます」。とはいえ、隊服隊帽で身を固め、整列訓練や放水訓練をする姿は住
民の目にも頼もしく映ります。また、定期的に棟内の消防用設備の確認や防
災センターで研修を行い、各世帯に消火器を配布。数年前の地震には全戸の
被害状況のアンケートを取りました。こうした地道な活動が地域の安心を育
んでいます。

現在、隊員は37人。隊長の君和田さん以下、副隊長２人、事務局１人、連絡員３人、会計１人と
いう体制で活動。集会室で行われた2011年５月の定期会合。３月11日の東日本大震災を受けて、
地震発生時における消防隊の行動基準について、活発に話し合われました。

会合で活発に意見を交わす隊員。「消防用
設備の管理を通して団地のことがよくわか
りました」「消火器が使えるようになりま
した」と、それぞれに隊員としての手応え
を感じています。大震災の直後も団地内に
被害がないか、パトロールを行いました。

隊長の君和田孝さん。「消防隊は他の専門
部と同じように各階から推薦してもらいま
すが、経験が大切なので、１年で辞められ
ても困ります。ですから、お願いする時に
長くやってもらえるように頼んでいます。
もう、みんな10年選手です」。

毎年１月に行われる自衛消防隊単独の出初め式。地域の消防関係者を招待し、団地の住民
に向けて活動をアピールし、火災予防への意識づけを図ります。「毎年、うちも作りたい
という町内会がありますが、まだ、ほとんど発足していないようです」と君和田さん。

高齢者も気楽に参加できるように、防災訓練では椅子を用意して、豚汁を食べたり、餅を食べた
り、おしゃべりしながら町内の交流を図っています。坂の多いこの町会ではリヤカーも大切な避
難の手段。

災害に強いまちづくり

宮前区
鷺沼町会

防災をテーマにした
コミュニティづくりを

泥臭くてもいい。まず、アクションを起こすこと
　鷺沼町会では「災害時、３時間以内に安否確認」をテーマに顔の見える防
災ネットワークによる安心して暮らせるまちづくりに力を入れています。町
内の防災に対する啓蒙活動をはじめ、防災用品の整備、万一の時の安否確認
から避難場所までの誘導、要援護者のマップづくりなど、きめ細かい防災活
動に取り組んでいます。「今、ご近所との絆がなくなっています。隣の人が
何をやっているのかわからないのでは、何かあった時に困ります。それをな
くすためにも、防災活動が良いのではと考えました」。持田和夫町会長は語
ります。
　毎年、１月に行われる防災訓練は、運動会とともにこの町会の二大行事で
す。「防災訓練は昔からありましたが、公園で消火訓練をするなど小規模な
ものでした。そこでみんなが集まって仲良くなれるように大々的にやってみ
ようと考えました。阪神大震災が起きた１月17日の前後の日曜日ならTVな
どでも震災の報道もあり、人々の関心も膨らみます」。
　「自分の町会という意識になってほしい」。多くの人々を集める防災訓練に
は、避難や初期消火活動の訓練だけでなく、防災をきっかけにしたコミュニ
ティづくりがあります。これが町会活動の原点です。平成22年度には、川崎
市自主防災活動功労者表彰を受賞しました。

平成22年度の防災訓練は500人を超える参加者が集まりました。東日本大震災の影響でさらに関
心が高まる平成23年度は1000人を超える参加が予測されるとか。準備は大変ですが、うれしい悲
鳴も。

25年前、有馬鷺沼町会から分かれた鷺沼町
会の２代目町会長の持田さん（右）は任期７
年目。副会長で防災推進委員の恒川康夫さ
ん（左）と二人三脚で顔の見える防災ネット
ワークによる安全安心のまちづくりを進め
ています。

町内の全戸に配布される町会発行の「防災
ニュース」や要援護者支援のためのマップ・
要綱づくりも鷺沼町会ならではの防災活
動。地域の情報と役員の足で要援護者支援
マップは作られました。
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防犯部の仕事はパトロールだけではありま
せん。367灯もある町内の防犯灯の管理や
掲示板に防犯ニュースを掲示するなど、ど
れも継続性が求められる仕事です。地道な
取り組みがまちの安全安心を支えていま
す。写真は防犯灯の標識をつける防犯部。

川崎区
藤崎町内会

毎日が安心して暮らせる安全なまち。犯罪や非行のない明るい“まちづくり”は私たちみんなの願
いです。地域を巡回する防犯パトロール、防犯灯の設置や維持管理など、町内会・自治会ではそ
れぞれの地域の実情や必要性に合わせて、効果的な活動を行っています。

黄色の
ウインドブレーカーが
生み出す地域の安心

自転車と犬の散歩で定期的な防犯パトロール
　平成18年秋、近隣で女子中学生が不審者にスカートを切られる事件が起こ
り、学区である川中島中学校を中心に藤崎小学校、川中島小学校など、学校
の要請に応え、３校と近隣７町会で川中島中学校地域教育会議を発足し、そ
の一環として各町会の防犯活動がスタートしました。取り組みは各町会ごと
に異なりますが、藤崎町内会では早速黄色のウインドブレーカーを揃え、生
徒児童の登校時のパトロールを行いました。
　南北1,200m東西800mと単一町会（約5,000世帯）としては広い範囲にわた
る藤崎町内会。町内の生徒児童も４中学校５小学校に通学しています。パト
ロールが必要な時間帯は通学時のわずか30分程度。その間に広い範囲をカ
バーしなければなりません。そこで考えたのが自転車による２人一組のパト
ロールでした。通学路を揃いのユニフォームの大人が通行することで、登下
校の安全だけでなく、空き巣などの犯罪にも抑止力を発揮します。
　一方で毎日、愛犬の散歩を行う地域の人々にも同じユニフォームを着ても
らうように声を掛け「ワンワンパトロール」がスタート。それから、５年間。
雨の降っていない日には、必ず防犯パトロールが行われ、地域のコミュニケー
ションとまちの防犯に大きな成果を上げています。

広い範囲をカバーするには自転車は効果的。自転車パトロールのメンバーは町内会の防犯部を中
心に20数人。平均年齢は70歳を超えていますが、社会とのつながりを持つことで若さを保ちます。

「子どもたちに『元気（犬の名前）のおばちゃ
ん』と呼ばれるようになってうれしいです。
新入学の時期など、子どもたちのお母さん
から声を掛けられることも多く、いろいろ
な人と話せていいですね」。これも「ワン
ワンパトロール」の成果です。

藤崎小学校西門に集まる岩瀬
憲一町内会長とパトロール
隊。長続きの理由はAB2班
に分けて一日交代とし、都合
や体調が悪い日は強制しない
こと。「子どもたちや町民の
皆さんから声を掛けてくれる
ようになって、パトロールに
やりがいが出てきました。将
来はゴミ出しの人にもユニ
フォームを着てもらって、井
戸端会議をしてほしいです」。

安心して暮らせるまちづくり

長尾会館の前で井田肇町会長と打ち合わせをする町会の防犯部の人々。その姿を見て、子どもた
ちやまちの人々が安心できるように、どんな日も制服と制帽で防犯パトロールを行います。

多摩区
長尾町会

まちぐるみのサポートで
子どもたちの安心を

地域安全安心ステーションモデルにも選定
　平成17年、神奈川県で「犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例」が施
行される一方、全国では幼児や児童を巻き込んだ悲惨な事件が続きました。
長尾町会では平成18年４月に「子どもサポート員」を新設し、町内に募集。
270人を超える応募者がありました。これは小学校の校門や通学路だけでな
く、自宅での植木の水やりや布団干し、近隣での買い物、散歩など日常の中
で、子どもたちの安全を見守る活動です。
　また、自主的な防犯活動の一環として町会の所有車で防犯パトロールを
行っていましたが、その効果を上げるため青色回転灯の装備を警察に申請。
平成18年11月24日に許可を受け、川崎市の町内会・自治会で第１号として装
備車によるパトロールを始めました。
　こうした地道な防犯活動が評価され、平成19年度には警察庁が進める地域
安全安心ステーションモデル事業にも選定。現在も防犯部によって、毎月５
日、15日、25日には青色回転灯装備車のパトロールを行い、町会の行事での
警護、夏休みや年末年始の特別パトロールを続けています。「まちぐるみの
防犯活動が犯罪への抑止に効果をあげています。これからも地道な努力を続
けていかなければなりません」。井田肇町会長は意欲を見せます。 

青色回転灯を装着した町会のパトロールカーは児童の下校時間に合わせて、通学路をパトロール。
それぞれの家庭の庭先では防犯パトロールのネームカードを下げた子どもサポート員が子どもた
ちを見守ります。

住宅地に接する長尾神社や公園も防犯パト
ロールの重要なポイント。不審者やホーム
レスが徘徊しないように、広い境内や草陰
なども手分けしてパトロールにあたりま
す。この日も異常なし。

長尾小学校の近くの通学路では、交通災害
から子どもたちを守ることも大切な仕事。
「小学生の登下校だけでなく、行事や夏休
みのパトロールと結構忙しいです」。
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中原区
井田共和会
第2町会

地域の人々が心豊かに、安らかに暮らせるよう、四季折々の表情にあふれる自然を育み、きれい
で住みよいまち並みをつくることが望まれます。身の回りのゴミ対策、集積所の維持管理や地域
住民による資源集団回収、また公園・道路の清掃や美化など、それぞれの町内会・自治会はきれ
いなまちづくりに力を入れます。

自分のまちだから、
自分の手で美しくしたい

自然と向き合う1時間。参加者のやりがいに
　毎月第３土曜日の朝１時間。オレンジ色のジャケットに身を包んで遊歩道
の清掃や整備をする人々がいます。中原区新城から井田まで約2.4km続く江
川せせらぎ遊歩道。平成15年、かつて悪臭を放つドブ川だった水路は市と地
域の協働による事業で、清流の流れる遊歩道に生まれ変わりました。その大
切な遊歩道がいつまでも地域の人々に親しまれるように、地域の力で継続的
な維持管理を行っているのが井田共和会第２町会です。
　遊歩道の完成まで10年以上、市との調整を行ってきた中原区・高津区沿川
10町会の連絡会議。中原区側の代表が井田共和会第２町会の町会長、長瀨政
義さんでした。「地域に関わりのない市民団体も含めて、美化や管理を放任
すると、どう利用されるか不安なので、町会として関わりたかったのです」。
それまでも公園緑地愛護会制度により、ほかの２公園の美化を手がけてきた
この町会。関心のある町会役員や有志たちに遊歩道の美化を呼びかけました。
さらに、「ボランティア募集」の現地看板による参加者もあり、常時30 〜 40
人が集まります。平成17年度から日常的な美化活動だけでなく、緑化計画や
利用調整まで行う公園管理運営協議会に発展。環境整備に取り組んでいます。

平成15年「手づくり郷
ふるさと

土賞」を受賞した遊歩道。町会では尻手黒川線井田橋付近上下流約１
km、4000㎡を管理。「あぜの道」とゾーニングされ、ウメ、アジサイ、カリン、ユスラウメなど、
樹木や草花も多い。

等々力水処理センターで高度処理された水
は水質も中水レベル。水温は通年25℃程度
で、コイなどの棲息に適しています。藻の
繁殖によって、水の流れに濁りが出るため
に、水路の清掃も大切な仕事です。

「まちをきれいにすることが目的ですから、
散歩する人や行き交う人に参加してほし
い」と長瀨さん。転入者や町会以外からも
この看板を見て参加があります。新しいご
近所付き合いも生まれています。

活動が終わって参加者
に声をかける長瀨町会
長（左端）。「長い時間
やっていてもダメなの
で、活動はいつも１時
間。夏季は１時間ス
タートを早め、７時か
ら行います」。資源ゴ
ミの集団回収にも力を
入れます。

きれいなまちづくり

地域の４つの中学校、７つの小学校も清掃や地域学習でこの活動に参加します。「まちづくり
フォーラム」では、平中学校、菅生小学校、稗原小学校の生徒、児童が平瀬川について学んだこ
とを発表しました。

宮前区
向丘地区
連合自治会

環境美化活動から育った
誇れるまちづくり

ふるさとへの夢を語り合う「七夕サミット」
　宮前区内46町内会・自治会による向丘地区連合自治会（杉田進会長）では、
平瀬川流域まちづくり協議会（黒沢一之会長）を構成して、平瀬川とその周
囲の環境美化活動を進めています。
　平成２年、蔵敷商店会の会長だった松井隆一さん。商店会の勉強会で講師
から「平瀬川を活かすまちづくり」のアドバイスを受け、この活動を立ち上
げ、現在、事務局として活動をリードしています。当時の平瀬川改修計画は
味気ないコンクリート二面張り。松井さんらは「絵になる川にしたい」と勉
強を重ね、多自然型川づくり運動を進めました。平成５年には地元町内会・
自治会、商店会、青年団、PTA、生産組合とともに「うるおいのあるまち
づくり地域問題促進委員会」を発会。川崎市に多自然型の川づくりを陳情し、
要望書を提出。改修工事が事業変更になりました。
　その後も、勉強会やワークショップ、ウォークラリーの開催、流域マップ
の作成などの活動を続け、また、地域の自然保護団体との連携を広げていき
ました。そして、沿岸に桜を植え、湧水広場が作られ、アユが川を上るため
の魚道を設けるなど、自然豊かな川の表情を取り戻しています。毎年７月に
はこの活動を振り返り、未来につなぐ「七夕サミット」が開催されています。

サミット第１部の平瀬川の清掃には菅生中学校の生徒も参加。「以前は自転車が何台も投げ込ま
れていました。最近は空き缶も少ないですね」と、小学生からずっと参加している地元の中学校
生。

上流の水沢から長沢、蔵敷、初山、平、神
木本町・上作延の６つのポイントで清掃。
廃棄物の撤去や草刈りで川の表情が変わり
ます。川の流れの中にはアユの姿も多くな
りました。写真は神木本町２丁目。

サミット第２部「まちづくりフォーラム」
で地区の活動状況を発表する杉田進連合自
治会長。「形が見えるから、活動が続きます。
平瀬川をきれいにしようとする気持ちは、
参加する人みんなが同じです」。
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川崎区
京町３丁目
町内会

子どもからお年寄りまで、人と人とのふれあいが行き交うまち。お祭、盆踊り、運動会、そして、
季節やそのまちならではのさまざまな催しなど、みんなが気軽に参加できる地域の行事は地域の
つながりを強くします。世代を超えて、一つのテーマや目的に向かう中で、まちや人への思いが
生まれます。

「まちの縁側」で高齢者に
優しいまちづくり

地域が結束して面倒見のいいコミュニティを
　平成17年度から川崎区は地域福祉の一環として、誰もが気軽に立ち寄り、
話をしたり、相談したりできる地域の交流の場「地域の縁側づくり」を進め
ています。京町３丁目町内会でも毎月第２金曜日の午後、町内会館で「縁側」
を行い、毎回、40 〜 50人が集まります。
　「ここに来て、顔を合わせて、お茶を飲むのが楽しいんです」。参加費も不
要。防災やオレオレ詐欺防止の話、カラオケや演芸など、毎回、参加者が楽
しめる内容。夏休みには子どもたちと交通安全の映画を鑑賞します。
　「高齢者が一歩でも家を出てくれればいいんです。いつも来ている人が来
ないとか、情報集めが一番の目的です。」と町内会長、藤代訓子さん。
　３年前、副会長だった藤代さんと山口美登里さんの２人の民生委員を中心
に始まった「京町３丁目の縁側」。「長続きするように」と、半年ほど検討を
重ね、町内会に諮りスタートしました。町内会の人々や地域包括支援センター
の協力を受けながら、介護予防や一人暮らしの高齢者の見守りなど、地域の
福祉に効果を上げています。「疲れたと文句をいいながらやっていますが、
また、それが楽しくなって」。この日も山口さんは達成感を味わいました。

36回目を迎えるこの日の「京町３丁目の縁側」。まず、ビデオを見ながら、体操で体を動かします。
介護予防や転倒予防に効果がある「ほほえみ元気体操」を考案者の一人でもある岸さんのリード
で行います。

その日の催しが一息ついたころ、役員の皆
さんが心を込めて作った季節の味覚が出さ
れます。これも参加者の大きな楽しみ。味
について、作り方について、ますます話が
広がります。

続けていくためには人の力が必要。前列左
から、民生委員上田さん、会長藤代さん、
民生委員山口さん、副会長岸さん。２列目
左が保護司の芝田さん。最後列右端が婦人
部長庄司礼子さん。
そのほか婦人部の皆さんと「京町３丁目の
縁側」を団結力で支えています。

この日は町内在住の長唄三味
線演奏家、杵屋勝芳歌師匠の
演奏と師匠の三味線に合わせ
た懐かしのメロディーの合
唱。歌舞伎をルーツとする長
唄三味線にちなんで、歌舞伎
をビデオ鑑賞しました。

ふれあいのあるまちづくり

毎年、町内の皆さんが楽しみにしているバス旅行。バス４台を連ねて出かけま
す。平成23年６月には富士五湖に出かけました。高齢者の１割の参加が目標。

幸区
南河原地区
町内会連合会

連合会のまとまりを
活かして地域のふれあいを

「わたしの町のすこやか活動」で介護予防を推進
　17の町内会を合わせた範囲に、小学校が２校、中学校が１校、神社も女躰
神社が一つ、民生委員協議会も地区の社会福祉協議会も単独という南河原地
区。地域の行事や活動の多くを町内会連合会が進めています。南河原地区町
内会連合会の幸田晋一会長も南幸町３丁目南町内会の会長を兼務しています。
　川崎市では平成12年度の介護保険制度とともに、介護予防を地域で推進す
る「わたしの町のすこやか活動」が実施されています。この制度は原則とし
て中学校の学区を単位に、地域のボランティアが高齢者の閉じこもりの防止
や健康の増進を進めるものですが、市立南河原中学校の学区と町内会連合会
の範囲が一致するここでは、連合会として「わたしの町のすこやか活動」に
取り組んでいます。
　17の町内会を合わせると、65歳以上の人口は約4,400人。川崎駅に近く、
早くからまちが形成されたこの地域は、急速な高齢化が進んでいます。「老
人会もあるのですが、積極的に参加しないお年寄りのサポートがもっと必要
です」と幸田会長。
　町内会ごとの対抗で盛り上がる「町内会連合会大運動会」や夏のお祭りな
ど、世代を超えた催しにも力を入れ、町内会連合会のまとまりを活かして、
地域のふれあいを育てています。

「わたしの町のすこやか活動」では、65歳以上の方を主な対象に、お花見やバス旅行、お年寄り
の暮らしに必要なさまざまな講習会などに取り組んでいます。幸田会長はこの活動の代表も兼任。

平成22年のバス旅行は大井川鉄道へ。右端
のネクタイ姿は幸田会長。

毎年３月末には、南河原公園で「お花見と
散策の会」が開かれ、例年約350人もの元
気な高齢者が参加。南河原中学校吹奏楽部
の演奏が会を盛り上げます。
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中原区
上丸子

八幡町町内会

高齢化社会のふれあい
「会館でお茶しましょう」

まったり、ゆっくり、みんなが気楽におしゃべりする場
　上丸子八幡町町内会（奥山富春町内会長）では、一人暮らしをはじめ町内
のお年寄りを対象に八幡町会館で毎週月曜日の午前10時から午後３時まで

「会館でお茶しましょう」を行っています。会といっても毎回特定のテーマ
があるのではなく、参加したい人が自分の都合のいい時間に集まって、おしゃ
べりをしたり、折り紙や数独パズルで思い思いにひとときを過ごします。運
営は民生委員の大原陽子さんと稲葉姫実子さん。老朽化した八幡町会館の建
て替えを機に始まりました。
　「皆さんに新しい会館を見に来ませんかという呼びかけから始めました」。
毎週月曜日の朝10時に会館の鍵を開けて来場者を待ちました。当初は７〜８
人ほどが参加。現在、参加者も20人近くに増え、中には90歳を超える人もい
ます。午前中だけでなく午後３時まで楽しみます。
　時には会館の厨房を利用して、そうめんや天ぷらをつくったり、季節が良
い時には外に出ることもあります。活動のほとんどが参加者の要望です。
　会場費は不要。お茶代も町内会から補助があるので、参加費も無料です。
まったり、ゆったり、今のまま続けたいと二人は考えています。

みんなでワイワイ楽しく過ごすことが一番のテーマ。民生委員の大原さん、稲葉さんにとっては、
地域のお年寄りのさまざまな情報に触れられることが大切です。一人暮らしの高齢者が困ってい
ることを山本さんたち男性スタッフがサポートします。

東日本大震災の直後だけに、災害対策は参
加者みんなの関心事。家具の転倒防止につ
いて、レクチャーを受けます。粗大ゴミの
捨て方など、高齢者が苦手な日常生活のい
ろいろな場面をみんなで考える風景はまる
で井戸端会議のよう。

活動の担い手、大原さん（左）と稲葉さん
（右）。八幡町会館はスロープ、手すり、トイ
レなど、バリアフリー設備も充実。震災の
日には、避難所として町民だけでなく帰宅
困難者も受け入れました。「避難所と知って
もらうだけでもこの活動の意味があります」

大きな机の上に
は、折り紙、パ
ズルなど、いろ
いろなものが並
びます。30年来、
同じマンション
に住んでいて、
あいさつだけ交
わしていた人
と、ここで初め
てお話ししたと
いう例もありま
した。

高津区
橘地区
連合自治会

30年続く連合会行事が
住民のつながりを育む

地域に根づいた町内会・自治会活動をさらにきめ細やかに
　昭和30年以降、都市化が進み、９万人超の人口を抱える橘地区には、現在
50の町内会・自治会があります。この地区は町内会・自治会のまとまりがよ
く、橘地区連合自治会として、さまざまな取り組みを行っています。
　川崎市民プラザで開催される子どもから高齢者まで楽しめるさまざまな趣
向を集めた「橘ふるさと祭り」。町内会・自治会対抗で行われる秋の「親子
運動会」。「防災訓練」はそれぞれの町内会・自治会でも行われますが、連合
自治会でも毎年１回、1,000人規模で行います。
　また、橘地区のスポーツ活動振興会が中心になり、町内会・自治会対抗で
ソフトボール、バレーボール、バドミントン、ゲートボールのスポーツ大会
を行っています。熱心な町内会・自治会では、朝６時ごろから中学校のグラ
ウンドを借り、クラブ活動の生徒が通学する前に練習します。
　「いざという時には、遠い親戚よりも近くの他人です。常日頃のおつきあ
いが大切です」と語る連合自治会会長の柏木靖男さん。これらの催しを通じ
て、子ども会、PTA活動、スポーツ活動からの広がりが、町内会・自治会活動
への積極的な参加を生んでいます。古くからのまちに新しい住民が徐々に増
え、新旧住民が滑らかに融合している橘地区。これまでに町内会・自治会を
築いていった先人たちの力が今も連合自治会にしっかり息づいています。

敷地１万坪の市民プラザで行われる「橘ふるさと祭り」は、毎年8,000人の参加者を集めます。
高齢者は町内の代表としてカラオケや踊りなどを発表し、子どもたちはふるさとの思い出を紡ぎ
ます。

「第32回橘ふるさと祭り」は「橘の元
気を全国へ」がキャッチフレーズ。東
北の物産コーナーやエコ活動の啓発
ブースが登場しました。地区の諸団体
の人々による実行委員会によって運営
されます。

橘中学校で開かれる「親子運動会」。各種
目では町内会・自治会ごとに得点を競いま
す。世帯数の多い町内会・自治会では、選
手を決めるために予選を行うところもあり
ます。種目の中で最も盛り上がるのは町内
会・自治会対抗リレー。

34回を数えた防災訓練。すべての町内会・
自治会が、隊列を組んで、避難場所に指定
されている橘小学校に集合します。自主防
災といっても、消防署との連携など、組織
がしっかりしているのが特徴です。

ふれあいのあるまちづくり
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宮前区
五所塚
町内会

老人会活動がまちの
ネットワークと活気を創出

健康への誇りと信頼。高齢者の力が地域を牽引
　昭和30年代に宅地分譲が始まり、まちが形成された五所塚。町内会も設立
50周年を迎えます。「町内の人口は約1,500人。そのうち65歳以上が480人で
すから、高齢化率は32％になります」。町内会長の髙久實さんが語るように
市内でも屈指の高齢化率。その町内のふれあいを支えるのが、昭和42年に設
立された老人会「長生会」です。活動は町内会館に隣接する長尾公園で毎週
１回ずつゲートボール、ニューゲートゴルフ、グラウンドゴルフ。町内会館
では週３回の卓球と女性を中心にした趣味の会に、歩こう会に代わり始まっ
た誕生会があります。
　五所塚では公園管理運営協議会を立ち上げ、町内会で３つの公園の管理運
営を行っています。公園の草刈りや清掃にも、長生会がパワーを発揮。地域
緑化推進地区の指定を受け、公園の周囲にアジサイの株を植えたり、三角公
園に花を植えたりする時にも、子ども会の親子らのリーダー役として、長生
会が活躍します。また、年１回の地域の催し、五所塚祭りでも実行委員の３
割以上が長生会会員。慣れた手つきで祭りの運営を担います。
　ライフスタイルの多様化で老人会入会に抵抗を感じる人も増えています
が、会員は現在約100人。まだまだ増やしていきたいものです。

この日はグラウンドゴルフ。朝９時から11時過ぎまで20人ほどが楽しみます。手軽に楽しめる個
人競技は、周りに気兼ねもいらないので人気上昇中。参加者のほとんどは70歳以上。中には90代
の方もいます。

縦横約30メートルで変形敷地の長尾公園で
はグラウンドゴルフフルサイズのコースは
できませんが、初心者や日常の運動には十
分。草刈りやアジサイの株を植えるなど、
この公園の維持、緑化にも長生会が活躍し
ます。

一回り終わって休憩。町内会館で用意した
お茶を飲みながら、話に花が咲きます。「朝
早く起きて、みんなで話して。こういう場
があることが一番いいことではないでしょ
うか」と町内会長の髙久さん。

「健康、友愛、奉仕
がこの会のテーマで
す。健康であるため
には少しでも外に出
なくては。公園清掃
も外に出るきっかけ
です。長寿を誇りに
するクラブにした
い」。平成20年から
長生会会長の福田美
亘さん（中央）。

健康に関する話題に加え、成年後見人制度や尊厳死など、
テーマには高齢者と一緒に暮らす家族にも役立つ情報も
多く、もっとさまざまな世代に参加してほしいと、その
糸口を現在、模索中です。

左から、堀口さん、渡邉さん、常松さん。スタート時に
は参加者が少なく苦労しました。町会が毎月発行する「く
りやニュース」の記事やピンクの用紙に印刷した各回の
お知らせで参加者を募ってます。

多摩区
栗谷町会

「続ければこそ」の思いが
育んだ10年間の「わ」

近隣の人間関係は高齢化社会を乗り越える原動力
　昔は農家が30世帯ほどだった集落にさまざまな地域から人々が移り住み、
栗谷町会（岸景美会長）は現在、2,400世帯の町会を形成するようになりま
した。平成10年、町会理事の常松さんは「町内の人間関係が希薄となってお
り、何かあった時に高齢者・弱者が困難を来す」と考え、町会に福祉部の設
立を提案しました。その後、町会役員会（当時・岸隆会長）で、老人会とは
別に福祉活動を中心とする部門が必要と考え、平成12年10月に福祉部が発足
しました。翌年からシニア世代の交流の場『くりの「わ」』が始まりました。

「住み慣れた地域で心身ともに安心・安全の老後を過ごすこと」をテーマに、
８月を除く毎月第３金曜日に町内会館に集まり、高齢者の生活に必要な情報
を講師や地域の人々とともに考えます。
　「いざ、困った時に頼める人間関係を地域に作ることが必要」と力説する
常松さん。「お年寄りのためと思って活動していましたが、ここで学んだこ
とが自分の生活に役立っています」。前会長の堀口さんは当時民生委員。立
ち上げ時には、福祉関係者や会に関心のありそうな人に声を掛けるなど、実
行委員会づくりに奔走しました。それからずっと続く『くりの「わ」』。「常
松さんの思いが今もぶれないで続いています」と、現会長の渡邉さんは感慨
深く10年間を振り返ります。

２回に１回は体操の先生を招いて、全員で体を動かします。先生の上手な体操指導は、参加者に
も人気があります。町会の理解や区保健福祉センターの支援も『くりの「わ」』が続けられる要
因の一つです。

『くりの「わ」』では年に
１回、秋の作品展（展示
会）をやっています。町
内の皆さんに呼びかけ、
手芸品や絵画や工芸品な
どを、町会会館に展示し
ます。２年前には多摩市
民館のギャラリーで開催
しました。

※�「わ」は人の輪と心の輪
の両方の意味を持ちま
す。

ふれあいのあるまちづくり
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「歩く会」でまちを知り、
隣人を知る

中原区
上平間
第2町会

独自の広報紙・記念誌の
発行で町会活動を活発に

まちや町会に関わる人々の思いを次代につなぐ
　中原区上平間第２町会では平成12年７月１日に町会広報紙「ふれあいのひ
ろば」を発刊。以来、年４回定期的に発行を続け町会の全戸に配布。昨年10
周年を迎えました。また、平成７年に町会創立40周年記念誌を発行。さらに、
50周年、55周年記念誌として町会の歩みをまとめ、町の人々の思いを伝え、
地域の歴史を残しています。
　「ここは高度成長期に急に人口が増えた町です。広報紙の発行で皆さんに
町会への関心を寄せてもらい、郷土の歴史を身近に知ってもらいたいと考え
ました。さらに、災害弱者のために隣組単位のコミュニティを形成できない
だろうかと考えたのが始まりです」。現在も「ふれあいのひろば」の編集に
関わる町会長、堤秀夫さんは振り返ります。
　この町会では高齢者の見守り活動や趣味の会、子どもたちとの世代間交流
など、さまざまな活動が活発に行われています。そして、その背景には、地
道な広報活動による地域情報の共有が大きく貢献しています。

「町会長に代わった時、私たち役員も何か新しいことをしようと高揚していた中で考えたのが、
広報紙の発行でした」と前町会長の山上正さん。左から総務部長の丹野政記さん、堤さん、山上
さん、広報部長の松森礼子さん。

記念誌からはその期間の町会の活動や関
わった人々の思いが伝わります。40周年誌
は文字中心の誌面でしたが、50周年、55周
年とだんだん写真も増えました。「皆さん
の仕事を役員名簿だけで残したくはありま
せんから」。そこにも堤さんのこだわりが
あります。

「ふれあいのひろば」は４月、７月、
10月、１月に発行。１面では町会に
関わる行事や地域の人々のエッセイ
など、２面では町会で行っている趣
味の会の詩、俳句の作品、短歌の投
稿など、まちの人々の作品が紙面を
楽しく飾っています。

町会会館で行われている
俳句会「天神台句会」。
ここでの成果が「ふれあ
いのひろば」に掲載され
ます。それが皆さんの励
みにもなります。

市民と行政の橋渡しとなる「市政だより」「議会かわさき」などの広報紙の配布や回覧だけでなく、
町内会・自治会独自での広報紙、記念誌の発行、Webサイトの立ち上げなどで活動の内容を伝え、
町の声を町内会・自治会や行政に反映させ、地域を活性化しています。

情報を共有するまちづくり

麻生区
細山町会

新旧住民が一体になれる交流の場づくり
　昭和15年、金程、向原と合わせ100に満たない世帯数で発足した細山金程
町内会。高度成長期を迎えると次々に宅地造成が進み、新しい町内会や自治
会が生まれました。そして昭和50年、細山町会と改め、現在、これらの新し
い町内会・自治会を取り囲むような形で、1,670世帯が加入する町会を形成
しています。町会長２年目を迎える山田喜一郎さん。「学区となる小学校も
２校あり、地域が飛び飛びなので、運営が難しい」と語ります。旧細山は神
明社の氏子、香林寺の檀家で、農業に関わる季節の行事などでつながりがあ
りますが、その中で急増した新住民との交流の機会がありませんでした。
　そのため、当時会計だった山田さんが声を掛け、始まったのが「歩く会」
です。「細山に住んでいても細山を知らない人が多く、まちをみんなで歩いて、
互いに顔見知りになることが目的でした」。それが町会の行事として恒例に
なり、５年が過ぎました。毎回、50人以上の参加があります。
　この「歩く会」と「敬老会」「ゴルフ大会」が町会の三大交流行事で、そ
れとともに、平成23年は震災の影響で中止になりましたが、毎年夏には昔か
ら続く地域の８町会合同の盆踊りがあります。古くから住む人と新住民が一
体になる、ふるさとのまちづくりを進めます。

町会の交流事業の一つとして毎年１回行われている「ゴルフ大会」。誰でも気軽に参加できる「歩
く会」、趣味を持つ高齢者が集まる「敬老会」とともに、スポーツを通じても住民が集まれる機
会を作っています。

敬老会事業は敬老の日に町内の75歳以上を
細山会館に招待して、踊ったり、食事をし
て楽しみます。新住民と言われた人々もそ
ろそろ70代を迎え、対象者は300人ほど。
100人ほどの参加があります。

「町会の役割は、いかに住み良いまちづく
りを進められるかです」と、多摩区長を務
めた経験もある山田さん。新しい人に町会
の役員になってもらったり、参加するきっ
かけづくりを会計時代から力説していまし
た。

五重塔がある香林寺や民俗史料が残されている香林寺の資料館など、名所や旧蹟もある細山町会。
毎年、歩く会のコースも変えています。コースは体育厚生部長を中心に実行委員会で作成します。

ふれあいのあるまちづくり
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向小学校の東門で下校する児童を見守る町
内会の皆さん。取材日翌日からは交通安全
週間が始まり、町内でテントを立てて、ま
ちを行くドライバーや歩行者にチラシ入り
のティッシュを手配りします。この日も午
前中はその準備がありました。

川崎区
大島１·２·４丁目
町内会

地域の力で継続させる
下校時の見守り活動

学区内の町内会と連携して安全安心の通学環境を
　「こちらは川崎防犯協会並びに川崎警察署です。ただいま青色回転灯装着
車両を使って、児童の見守り活動を実施しています。子どもを犯罪の被害か
ら守るため、登下校の時間帯には地域の皆さんの目を向けて子どもたちを守
りましょう…」。ここ大島４丁目町内会では１丁目・２丁目町内会と連携して、
市立向小学校の児童の下校時の見守り活動を行っています。
　きっかけは８年前。「私が交通安全対策協議会の会長だったこともあり、
子どもたちの登下校を地域で見守ろうと提案しました。そのころは児童を巻
き込んだ事件も多く、誰も反対しませんでした」と町内会長の藍原晃さんは
振り返ります。大島地区の連合町内会長を務める藍原さんの声でひと月を10
日間に分け３つの町内会で分担し、児童の下校時に校門に立ったり、校内の
防犯パトロールを行うなど、地道な活動を行っています。
　毎月21日から30日までを受け持つ大島４丁目町内会では防災部、婦人部、
文化部、交通部、民生委員、老人部から４人ずつ出て、毎日４〜５人で小学
校の東門・西門に立ち、児童の下校を見守ります。「子どもは地域の宝です。
子どもたちがいる限りずっと続けていかなければなりません」。日常的な取
り組みが、子どもたちだけでなく、まちの安全安心を支えています。

下校時の児童に声をかける会長の藍原さん。「向小学校の子どもたちは元気よくあいさつがで
きます」。見守りを行う町内会の皆さんには子どもたちが通学した小学校への変わらぬ愛情が
感じられます。

「私たちもなるべく外に出るようにしてい
るんですが、いち早く地域の方が緑色のビ
ブスを着て出てくださっているのでほんと
うに助かっています。新１年生の保護者も
安心しています」と市立向小学校校長の一
色恵津子先生。左のポスターも町内会が制
作したもの。

毎月１日と10日の川崎区の「子
どもの日」は青色回転灯を装着
した防犯協会のパトロールカー
が小学校の周辺を巡回。この日
は４丁目町内会副会長で防犯協
会の防犯推進委員でもある小野
沢さんが運転しました。

近年の都市環境において、交通事故から人々を守ることは、避けて通ることのできない大きな課
題です。川崎市の各町内会・自治会でも、子どもやお年寄りをはじめ、一人でも多くの人々を交通
事故の危険から守るため、地域ぐるみのさまざまな工夫と地道な努力で安全活動を行っています。

交通事故のないまちづくり

麻生区
はるひ野
町内会

ホームページで情報共有
深まる住民の絆

メールが可能にした現役世代の町内会活動
　平成16年に新しく生まれたまち、はるひ野。はるひ野駅が開業する２カ月
前の同年10月に16班約90世帯で、はるひ野町内会は発足しました。この町内
会の特徴は、40代後半から50代が世帯主に多く、会員の年齢が若いこと。町
内会活動への参加も積極的です。その一方で、役員でも現役で仕事を持つ人
が多く、広報部会長三宅康夫さんも「私自身も共働きでしたから、回覧板を
見る時間がない時はそのまま回していました」と言います。
　平成18年10月開設した町内会のホームページは、副会長の近藤さんを中心
にコンテンツを作っていきました。「皆さん、ホームページの仕事をされて
いる方も多いようで、専門的な知識もありました」。梅澤馨会長は人材に恵
まれて、この事業が進められたことを実感しています。
　昨年２月、現在のホームページに刷新。ホームページには回覧板だけでな
く、まちなみ協定の内容や、街路灯の地図など、生活に必要なまちの情報が
掲載されています。「とりあえず回覧板は次のお宅に回しておいて、その内
容は時間がある時にホームページでゆっくり見ています」と三宅さん。
　この日の町内会清掃にも400人ほどが参加。情報共有がまちの絆を深めて
います。

毎月第１土曜日の午後６時に行われる定例の役員会。役員の皆さんが若いこともあって、活発に
議事が進められます。その翌週土曜日にはブロック長を集めて、約100人いる班長の分まで回覧
資料を渡しています。

現在1,420世帯が加入している、はるひ野
町内会。転入したばかりの住民も同じよう
に情報共有ができることが、町内会のホー
ムページのメリットです。広報部会の２人
の担当者が逐次情報を更新しています。

まちなみ協定を紹介するページ

問い合わせのコーナーには電子メールで住
民からの質問や苦情も寄せられます。近藤
副会長がすべてのメールをチェックして、
町内会の各担当者に回答を依頼。それぞれ
の問題を解決するシステムです。

広報部会副部会長の
栗山義史さん（左）
と三宅さん（右）、
梅澤町内会長（中）。
「個人情報が流出し
ないように気を使い
ます。やがては町内
の話し合いがホーム
ページでわかるよう
にしたい」と三宅さ
んは考えます。

情報を共有するまちづくり



30

高津区
溝口第３町会

子どもたちの安全を守る
地域の温かい思い

町会デビューのきっかけづくりにも効果
　川崎市の東西を結ぶ国道409号線、府中街道に面した市立高津小学校。頻
繁に行き交う車やオートバイから子どもたちを守るために、溝口第２町会、
溝口第３町会はパトロール隊を作って見守り活動を続けています。
　溝口第３町会がパトロールを始めたのは平成15年。当時頻発した児童への
殺傷事件に危惧した前町会長、上田さんと元防犯部長の高橋さんが「事件が
繰り返されないように」と提案し、スタートしました。「当初は参加ができ
る方だけでしたので、パトロールの人員が足りずに大変で、婦人部は火曜日、
子ども会は水・金曜日、男性は月・木曜日と担当を決めました」。当時を知
る婦人部の大久保タキ子さんは振り返ります。現在は人数も徐々に増え25人。
割り振りは続いていますが、下校時になるとどこからともなく当日参加でき
るパトロールの人々が黄緑色のベストを着て現われ、通学路に立ちます。
　「小学校から年２回招待があります。新入生入学時の顔合わせ。１年生が
２年生に上がる時には感謝状や子どもたちの作ったメダルをいただきます」
と町会総務部長の土屋孝夫さん。「子どもたちのあいさつの声に元気をもらっ
ています」。スタート時から婦人部の一員として参加する庄司良江さんも、
日々のパトロールにやりがいを感じています。

街頭で見守るパトロール隊。東日本大震災の日は低学年の下校の見守りが終わって、いったん帰
宅した後、地震による混乱から守るために、再度出動。倒壊する恐れのある塀から離れるよう誘
導しました。

この活動を提案した前町会長の上田正夫さ
ん。現在は町会顧問のかたわらパトロール
隊の隊長でもあります。この日も府中街道
を渡る歩道橋の前で見守り。上田さんの子
どもたちへの思いは今も続きます。

今年から総務部長を務める土屋さんが町会
で活躍するようになったのは、定年後の４
年前から。「パトロールをやったことから、
町会にスムーズに参加できました」。ヒゲ
のおじちゃんで子どもたちにも人気。

パトロール隊の世話
役の皆さん。左から、
土屋さん、毛

も ぎ

木幹
も と や す

育
町会長、大久保さん、
宇田川有二防犯部副
部長、庄司さん。

交通事故のないまちづくり

各区町連の取り組み
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　川崎区では、犯罪・火災・交通事
故のないまちをめざし、警察署や消

防署、各種関係団体と合同で川崎区
安全・安心まちづくり推進協議会を

平成17年に設立しました。地域に密
着した活動として、防犯教室の開催

をはじめ、青色回転灯を使
用した子ども見守り活動
や、地域防犯パトロールに
取り組むなど、安全・安心
対策について、総合的な啓
発活動を行っています。
　また、防災対策について
は、自主防災組織連絡協議
会が中心となり、講演会や
地区合同の防災訓練の場を
通じて、各町内会間の連携
を図っています。

　川崎区では、川崎区スポーツ推進
委員の協力のもと、町内会対抗の川
崎区女子バレーボール大会、川崎区
男子ソフトボール大会を開
催し、今年でバレーボール
大会は40回目、ソフトボー
ル大会は30回目を迎えまし
た。また、秋には、子ども
会や企業市民と連携し、か
わさき市民祭りではパワフ
ルかわさき区民綱引き大会
を開催しています。近年は
参加者が約1,000人集まり、
仲間の声援を受けて、熱戦

が繰り広げられています。さらに、
３年前から、川崎区ではお年寄りや
障がいのある方でも気軽にスポーツ

にふれることができるように、カ
ローリングというニュースポーツの
普及にも取り組んでいます。

スポーツ活動の振興

安全・安心のまちづくり対策

魅力のあるまちづくり対策

　川崎区連合町内会は、昭和47年
の川崎区発足に伴い、川崎区内各
地区連合町内会の親睦を図ること
を目的にスタートしました。まも
なく40年を迎えようとしている現
在は、中央・渡田・大島・大師・
小田・田島中央・臨港の７地区で
組織されています。それぞれの地

区がその特色を活かしたまちづく
りをすすめると共に、区全体とし
ても、スポーツ、防犯・防災、美
化活動などの事業に一丸となって
取り組んでまいりました。
　近年の川崎区は、臨海部の環境
推進、羽田空港の国際化、工場跡
地の大規模共同住宅の開発等によ
り、急激な変化の時期を迎えてい
ます。子育て世代の新しい住民が
流入する一方で、古くからの住宅
地には多くのお年寄りが住んでお
り、新旧住民同士の交流という面
からも、町内会・自治会に求めら
れている役割は、非常に大きなも
のとなっています。川崎区連合町
内会は、今後も明るく住みよいま
ちづくりを目指して、各地区連合
町内会間の連携を強化し、住民組
織活動の推進に寄与してまいりま
す。

川崎区の町内会活動の特色

川崎区のデータ

伝統との調和がとれた「にぎわいのまち」川崎区

この街に住む人たちの交流を盛んに

川崎区連合町内会
会長　彈塚　誠

世帯数	 113,452世帯
人口	 220,921人
	（男）118,505人（女）102,416人
外国人（再掲）	 11,932人
1世帯当たり	 1.95人
年齢構成　0〜 14歳	 26,336人
　　　　　15 〜 64歳	 150,929人
　　　　　65歳以上	 43,656人
平均年齢	 43.1歳
人口密度	 5,489人／ K㎡
出生	 1,936人	（H22年1月〜12月）
死亡	 2,058人	（H22年1月〜12月）
転入	 14,421件	（H22年1月〜12月）
転出	 13,170件	（H22年1月〜12月）
面積	 40.25K㎡	 （H23.4.1現在）
商店数=小売業数	 1,975店	 （H19.6.1現在）
都市公園数	 153個所	 （H22.3.31現在）
公園面積	 72.94ha	 （H22.3.31現在）
１人当たり公園面積	 3.36㎡	 （H22.3.31現在）
町内会・自治会の組織状況	 （H23.7.1現在）
　団体数	 91団体
　加入世帯数	 67,061世帯
　加入率	 63.3％
　規模別団体数（H23.7.1現在）
　100世帯まで	 5団体
　1,000世帯まで	 67団体
　2,000世帯まで	 17団体
　2,001世帯以上	 2団体
※特記のないものは平成23年3月31日現在

　川崎区では、美しく住みよいまち
づくりを進めるために、美化運動実
施川崎支部を組織し、多摩川美化活
動や市内統一美化活動などで、各種
団体や企業市民と共に区内の清掃に

取り組んでいます。
　また、大師地区では、まちづくり
クラブが中心となり、実行委員会を
組織し、毎年夏に、かわさき大師サ
マーフェスタを開催しています。サ

マーフェスタでは、名所を巡るクイ
ズ・ウォークラリーや、大師地区の
伝統や文化が子ども達へ継承される
ように紙トンボ・輪投げなどの伝承
遊びが企画されています。

市内統一美化活動

青色回転灯パトロール 防災訓練

かわさき大師サマーフェスタ（伝承遊び）かわさき大師サマーフェスタ（クイズ・ウォークラリー）

体育館の床で楽しむカローリング バレーボール大会

KAWASAKI
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女子バレーボール大会

　スポーツ行事の企画運営には、町
内会・自治会はもちろん、幸区スポー
ツ活動連合振興会や幸区スポーツ推
進委員会、幸区青少年指導員連絡協
議会など各種団体が関わっており、
多くの区民が参加して相互の連携と
地域の活性化を図ることに成功して
います。

　男女ソフトボール大会、女子バ
レーボール大会、グラウンドゴルフ
大会、ランニング大会に加え、今年
からはバスケットボール大会も始ま
りました。さまざまな種目に多くの
区民が参加して、会場はいつも活気
に満ちあふれています。

　川崎駅西口周辺は、大工場群が地
方へ移転した後、跡地の再開発事業
が盛んに進められました。近年では
「音楽のまち・かわさき」のシンボ
ルとなる「ミューザ川崎シンフォ
ニーホール」がオープン。平成18年
には大型ショッピングモール「ラ
ゾーナ川崎プラザ」も完成し、市内
外から多くの人が訪れてにぎわって
います。駅至近の好立地のため、大
型マンションの建設も相次ぎ、急激

に人口が増加しています。
　幸区は、昭和47年に区政が施行さ
れた際、旧御幸支所管内の御幸地区
町内会連合会と本庁管内であった南
河原地区町内会連合会、そして中原
支所管内の日吉地区町内会連絡協議
会の三つの組織が一つとなって幸区
町内会連合会が発足しました。住民
相互の連携と地域の発展を目指して
います。

住民相互の連携と地域の発展目指し

活気が満ちあふれるスポーツ大会

　幸区町内会連合会のホームページ
を平成21年に開設しました。区役所
をはじめ関連団体のホームページか
ら閲覧することが可能です。幸区町
内会対抗スポーツ大会などのイベン
ト情報のほか、町内会・自治会加入
のご案内も発信しています。
　平成23年度には、それぞれの町内
会・自治会のホームページを作成し
ました。お住まいの地区の町内会・
自治会の魅力や地元のお祭り、運動
会、防犯・防火のパトロール、交通
安全運動など、身近な情報をお伝え
しています。町内会・自治会をより
身近に感じていただくことで、転入
されてきた新しい区民の方の町内
会・自治会への加入促進を支援して
います。

ホームページを開設し、
地区の魅力や情報を発信

　昭和47年の区政施行で、幸区が
誕生しました。同時に、それまで
別々の管内で活動していた三つの
連合会組織が一つにまとまり、地
域の発展と区民が相互に心をふれ
あい、いつまでも住み続けたくな
るまちづくりを目指して、幸区町
内会連合会が発足しました。
　昨年実施しました区民アンケー

トでは、82.1%の方が｢幸区は住
みやすい｣、85.1%の方が「幸区に
住み続けたい」と答えていただい
ています。また、平成23年４月の
調査では、町内会･自治会の加入
率が72.6％と７区の中で最も高
く、平成21年度から３年連続の
トップとなっています。これは、町
内会･自治会の会長さん、役員さ
んをはじめ、皆様が日頃から加入
促進に取り組んでいただいている
結果であり、本当に頭の下がる思
いです。心から感謝申し上げます。
　今後は、伝統行事のリレーカー
ニバルや、ソフトボール大会、バ
レーボール大会、近年急速に普及
したグラウンドゴルフ大会など、
多彩なスポーツ活動の振興と、住
民相互の連携を図りながら『心の
ふれあうふるさとさいわい』を目
指すとともに、幸区の発展に努め
てまいりたいと思います。

幸区の町内会・自治会活動の特色

幸区のデータ

いつまでも「住み続けたくなる」まちづくり幸区

心のふれあう ふるさと さいわい

幸区町内会連合会
会長　鏑木　茂哉

リレーカーニバル

グラウンドゴルフ大会

男子ソフトボール大会

バスケットボール大会

世帯数	 73,421世帯
人口	 155,582人
　（男）79,884人	 （女）75,698人
外国人（再掲）	 3,719人
1世帯当たり	 2.12人
年齢構成　0〜 14歳	 20,122人
　　　　　15 〜 64歳	 105,674人
　　　　　65歳以上	 29,786人
平均年齢	 42.5歳
人口密度	 15,419人／ K㎡
出生	 1,711人	（H22年1月〜12月）
死亡	 1,267人	（H22年1月〜12月）
転入	 10,589件	（H22年1月〜12月）
転出	 9,379件	（H22年1月〜12月）
面積	 10.09K㎡	 （H23.4.1現在）
商店数=小売業数	 1022店	 （H19.6.1現在）
都市公園数	 100個所	 （H22.3.31現在）
公園面積	 38.34ha	 （H22.3.31現在）
1人当たり公園面積	 2.49㎡	 （H22.3.31現在）
町内会・自治会の組織状況	 （H23.4.1現在）
　団体数	 68団体
　加入世帯数	 51,906世帯
　加入率	 72.9％
　規模別団体数（H23.7.1現在）
　100世帯まで	 0団体
　1,000世帯まで	 53団体
　2,000世帯まで	 14団体
　2,001世帯以上	 1団体
※特記のないものは平成23年3月31日現在

SAIWAI
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　中原区は、古くから商・住地域に隣接して工業が立地した混住
社会として発展してきました。連絡協議会は川崎の副都心を形成
する武蔵小杉駅周辺と東京･横浜への交通アクセスの良さから転
入区民の増加で変化する地域ニーズの発掘と対応に積極的に取り
組みます。
　今年は「３･11東日本大震災」が発生した後、避難所運営や救
援物資受け入れに各地の社会福祉協議会が活躍しました。区内に
も町内会連絡協議会と同様に社会福祉協議会があります。
　区民の安全･安心な生活を支援するためには、防犯･防災･交通
安全･美化運動･子育て支援･高齢者の見守りなど、組織や運動と
町内会連絡協議会がより強く連携していきたいと考えています。

　第１は、転入人口の増加と地域社
会との関わりを円滑に構築すること
が大きな課題です。住民組織も区内
の変貌に合わせて「都市型コミュニ
ティ」の地域社会へ変身を目指した
活動が求められます。特に転入区民
の「地域デビュー」が欠かせません。
子育て世代から高齢退職者まで、誰
もが町内会や子ども会活動に気軽に
参加して「顔の見える」関係を築く、

これが「地域デビュー」であり「都
市型コミュニティ」が目標にする姿
です。
　第２は、文化と伝統の継承です。
区内を通る中原･綱島・府中の３つ
の街道と竣工400年を経過した「二ヶ
領用水」､ 寺社の行事と地域のお祭
りなどを ｢都市型コミュニティ｣ が
引き継ぎ育てていくことも大きな課
題です。

　第３は「安全・安心なまちづくり」
です。平坦地が多い区内は自転車で
の移動が便利です。ただ欠点は、自
分流のマナーとルールが原因で起こ
す事故が絶えないこと。犯罪の発生
は少なくても、防犯活動は「明るく
住みよいまち」にするため日常的に
欠かせません。

　中原区は、昭和８年に当時の中原
町が川崎市と合併し、後に昭和47年
（1972年）４月、川崎市が政令指定
都市に移行したのに伴い、旧中原支
所管内を中心に誕生しました。
　中原区町内会連絡協議会は、昭和
36年設立の前組織を引継ぎ、現在77
町会（自治会）が加盟しています。
　近年はJR横須賀線に武蔵小杉新
駅の開業や周辺地区で工場用地の再

開発による超高層集合住宅の建設
ラッシュが重なり、区内への転入者
の増加が目立ちます。人口は約23万
人余、世帯数は11万6千を超え（前
ページ・中原区のデータ参照）、と
川崎市７区の中で最大となりました。
　これには、多摩川の水辺から井田
山の丘陵地までほぼ平坦地が多い地
形に合わせて、鉄道７駅を中心に開
けた商業施設など生活環境の良さも

高い評価を受け、「住んでみたい町」
としても高ランクを得ているからで
す。ほかに、川崎フロンターレのホー
ムグラウンドでもある等々力陸上競
技場、多目的スポーツ施設の ｢とど
ろきアリーナ｣、国際交流センター
など、市民に活気と潤いを与える場
所も多い「魅力あふれるまち」になっ
ています。

区の概要（誕生から現在まで）

地域の課題

中原区町内会連絡協議会として　中原､ 綱島、府中と歴史を誇る
３つの街道に多摩川と多摩丘陵の
２つの緑地空間に恵まれた中原
区。国の人口減に反して増える川
崎の人口が近年武蔵小杉地区で増
加した高層マンション群を中心に
入居した結果です。平成22年の国
勢調査でも区内人口は約23万人と
なり市内一番となりました。町内
会･自治会も77組織が小杉･丸子･
大戸・住吉･玉

ぎょくせん

川の５地区に連絡協

議会を設けて ｢安全･安心な町づ
くり｣ に取り組んでいます。
　地域環境の課題は新時代を迎え
ました。区内転入者の多くが未組
織であり､ 集合住宅ごとの管理に
問題はなくても近隣組織との関係
など地域的なコミュニティの形成
が急務です。｢東日本大震災｣ の
例からも､ 防災･防犯を通じて区
民の積極的な社会参加をさらに期
待いたします。区内は平坦地が多
く自転車が便利な町ですが､ 自転
車交通事故も問題です。
　商店街も元気です。各地区の連
合会が輪番でイベント当番を務め
ます。観光協会も区内に３つもあ
り ｢桜祭り｣ を開きます。日本一
の生産量を誇る草花･パンジー、
世界のアスリートが集まるとどろ
きアリーナ､ Jリーグサッカー	
｢川崎フロンターレ｣ のホームグ
ラウンド･等々力競技場も中原区
の自慢です。訪問を歓迎します。

中原区の概要（誕生から現在まで）

中原区のデータ

再開発により住民が急増、コミュニティづくりが課題に中原区

｢歴史と緑豊かなまち中原｣プラス･タワーマンション

中原区町内会連絡協議会
会長　長瀨　政義

住吉さくらまつり 新丸子阿波おどり

多摩川美化活動

世帯数	 116,350世帯
人口	 229,734人
　（男）118,660人	（女）111,074人
外国人（再掲）	 4,399人
1世帯当たり	 1.97人
年齢構成　0〜 14歳	 30,139人
　　　　　15 〜 64歳	 167,385人
　　　　　65歳以上	 32,210人
平均年齢	 39.6歳
人口密度	 15,512人／ K㎡
出生	 2,759人	（H22年1月〜12月）
死亡	 1,431人	（H22年1月〜12月）
転入	 19,953件	（H22年1月〜12月）
転出	 18,977件	（H22年1月〜12月）
面積	 14.81K㎡	 （H23.4.1現在）
商店数=小売業数	 1355店	 （H19.6.1現在）
都市公園数	 107個所	 （H22.3.31現在）
公園面積	 90.46ha	 （H22.3.31現在）
1人当たり公園面積	 3.93㎡	 （H22.3.31現在）
町内会・自治会の組織状況	 （H23.7.1現在）
　団体数	 77団体
　加入世帯数	 82,896世帯
　加入率	 70.5％
　規模別団体数（H23.7.1現在）
　100世帯まで	 5団体
　1,000世帯まで	 35団体
　2,000世帯まで	 29団体
　2,001世帯以上	 8団体
※特記のないものは平成23年3月31日現在

NAKAHARA
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　高津区では市内初の試みとして、
平成15年12月に防犯パトロール隊を
発足させました。町内会・自治会を
中心に、区民が主体となった防犯活
動を目的にパトロールを続けていま
す。当初、４地区隊130名程度だっ
た参加者も平成23年度現在、98地区
隊4000名以上が参加しています。
　パトロール隊立ち上げ
の目的は、それぞれの地
域の特徴によってさまざ
まです。例えば、宇奈根
町内会区域は住宅街と工
場が混在し、夜間になる
と人通りが少なくなる地
域です。そういった特徴
をふまえ、人口の増加に
合わせてパトロール隊を
立ち上げました。また、
駅前の人通りが多い地域
に位置するパークシティ
溝の口自治会では、夜に

なると敷地内の広場やベンチに人が
集まってきたり、部外者がたむろす
る姿が見られるようになったためパ
トロール隊を立ち上げ、月６回程度
活動をしています。
　どの地域でも、開始時間など活動
の内容をそれぞれ工夫しながら活動
しています。特に橘地区では、毎年

年末に100名以上の隊員が参加して
地区全体で合同パトロールを行うな
ど、地域全体で協力して活動を続け
ています。

　高津区でも大型マンションの増加
に伴い、市外からの転入者が増えて
います。既存の町内会や自治会では
そういった方々に向けての加入促進
や、マンション自治会活動の手助け
を続けてきました。こうした努力の
甲斐もあって町内会・自治会が中心
となって行われる区内のイベントも
毎年、盛大に行われています。
　今年で高津地区では46回目、橘地

区では43回目を迎えた親子運動会に、�
小さなお子さんをつれた家族の姿を
多く見かけます。このことは、若い
世代を地域のコミュティに積極的に
迎え入れ、地域が一体となって次世
代へ継承していく努力を続けてきた
成果です。
　また、高津、橘の両地区で毎年行
われる防災訓練も、町内会・自治会
が中心となり住民の力によって行わ

れている行事の一つです。人口の増
加に伴って、町会役員の呼びかけに
より千人規模の訓練に発展していま
す。
　高津区の町内会・自治会は時代や
社会状況が変化しても、そこで活動
する住民自身の努力によって地域コ
ミュニティの基本の場として機能し
ています。

地域のコミュニティ活動を次の世代へ

TBP（高津防犯パトロール隊）

　高津区全町内会連合会は、高津地
区及び橘地区の104の町内会・自治
会で組織され、地域コミュニティの
発展に寄与しています。
　これまで区の大きな行事や取り組
みとして、夏の風物詩として歴史あ
る「高津区民祭」や「橘ふるさと祭
り」を開催し、区民の手作りをモッ
トーとした区民の自主運営、自主参
加により、コミュニティの広場とし
て輝かしい実績をあげています。ま
た、両地区で行っている「親子運動
会」や「ソフトボール大会」につい
ても40回を超え、子どもから大人ま
で幅広い世代が交流し、コミュニ

ティの輪を広げています。また、い
つ来てもおかしくない東海・関東直
下型地震に備え、高津・橘地区で毎
年防災訓練を実施し、災害による被
害を最小限にすべく努力していま
す。さらに、平成15年には高津区防
犯パトロール隊を結成し、区民が主
体となり安全安心なまちづくりの実
現のための取り組みを行っています。
　このようにさまざまな活動に努め
ているところですが、現在の課題と
して、高津区は住民の転出入が多く、
地域との関わりが薄い方が増えてき
ており、町内会・自治会の加入率が
減少傾向にあります。
　しかし、先の東日本大震災以来、
誰もが「地域の絆」が大切であると
感じ、地域コミュニティの意識が高
まり、あらためて私たちの活動が重
要であると区民の皆様も認識してい
るところだと思います。
　今後は、私たちの活動に多くの区
民が関わりを持っていただき、「地
域の絆」を深めるために、自主防災
をはじめとしたさまざまな取り組み
を行うことで参加の機会を増やし、
地域コミュニティを築くことで、暮
らしやすいまちづくりに寄与してま
いりたいと存じます。

高津区の町内会活動の特色大きなイベントを通し、幅広い世代の住民が交流高津区

「地域の絆」を築くために

高津区全町内会連合会
会長　𠮷﨑　隆男

親子運動会

青少年指導員・体験学習会 防犯パトロール

子どもフェア
世帯数	 101,505世帯
人口	 214,462人
　（男）108,758人	（女）105,704人
外国人（再掲）	 3,784人
1世帯当たり	 2.11人
年齢構成　0〜 14歳	 29,921人
　　　　　15 〜 64歳	 152,905人
　　　　　65歳以上	 31,636人
平均年齢	 40.0歳
人口密度	 12,542人／ K㎡
出生	 2,385人	（H22年1月〜12月）
死亡	 1,284人	（H22年1月〜12月）
転入	 16,410件	（H22年1月〜12月）
転出	 16,128件	（H22年1月〜12月）
面積	 17.10K㎡	 （H23.4.1現在）
商店数=小売業数	 861店	 （H19.6.1現在）
都市公園数	 149個所	 （H22.3.31現在）
公園面積	 101.54ha	 （H22.3.31現在）
1人当たり公園面積	 4.72㎡	 （H22.3.31現在）
町内会・自治会の組織状況	 （H23.7.1現在）
　団体数	 104団体
　加入世帯数	 65,010世帯
　加入率	 63.6％
　規模別団体数（H23.7.1現在）
　100世帯まで	 15団体
　1,000世帯まで	 67団体
　2,000世帯まで	 17団体
　2,001世帯以上	 5団体
※特記のないものは平成23年3月31日現在

高津区のデータ

TAKATSU
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　「宮前区区づくりプラン」
の理念に基づいて、区民の
合意形成を図りながら、行
政とのパートナーシップの
もと、魅力あるまちづくり
をめざすことを目的に設置
された区民主体の団体で
す。町内会・自治会と市民
活動団体が互いに連携し
て、「フォトコンテスト」
や「まちづくり広場ラブみ
やまえ」など、さまざまな
活動を行っています。

　「小さな手　大きな手　みんなで
築く宮前区」を合言葉に、昭和57年
の区誕生時から区民の手づくりで開
催され、今年で30回目を迎える宮前
区民祭。第３回からは川崎市中央卸
売市場北部市場を会場とし、市場ま
つりとの同時開催で例年20万人を超
える人々が来場し、地域住民のふれ
あいと交流の場となっています。

宮前区民祭

宮前区まちづくり協議会

市内統一美化活動

みやまえスポーツふぇすてぃばる

宮前区における春の全国交通安全運動「宮前区アイ作戦」

　宮前区全町内・自治会連合会は、
昭和57年の宮前区誕生とともに宮
前地区連合町内会と向丘地区連合
自治会とでスタートし、30年目を
迎えた現在、70町内会・自治会、
６万世帯あまりで組織され、相互
連携を図りながらさまざまな活動
を進めています。

　かつて農村地域であった宮前区
は、豊かな自然と多様な伝承文化
を大切に守りながら、「都市生活
と伝統が出会うまち」として発展
を続け、今では、人口22万人を超
える多彩な魅力にあふれたまちと
なっています。
　一方、こうした都市化とともに
人々の生活スタイルや価値観の多
様化が進み、地域コミュニティの
あり方にも変化が生じており、い
かに地域住民相互の「絆」を深め
ていくかが課題となっています。
　私たち宮前区全町内・自治会連
合会は、地域と行政をつなぐパー
トナーとして、新しい文化と古く
からの伝統、それぞれの良さを活
かしながら、地域の皆さまと連携
して、心の通い合うまちづくりに
寄与してまいりたいと思います。

心の通い合うまちを目指したさまざまな取り組み

宮前区のデータ

都市生活と伝統が出会うまち宮前区

心の通い合うまち・みやまえを目指して

宮前区全町内・自治会連合会
会長　工藤　正興

　独自の取り組みとして、宮前・向
丘の両地区からそれぞれモデル地区
を指定し、記念品として清掃用品を

贈呈する等の激励会を開催。美化活
動意識の高揚を図っています。

　区民の健康増進を図り、宮前区を
ふるさととする誇りを育むための一
助として、ジュニアフットサル大会
などの各種スポーツ大会を開催。ス
ポーツを通じて地域住民の相互理解
を深めています。

　春の全国交通安全運動に合わせ、
区内各所の交差点において実施。町
内会・自治会が中心となり、関係行
政機関と連携しながら、愛（アイ）
する宮前区から交通事故をなくすた

め、プラカードを手に交通安全を呼
びかけるほか、のぼり旗、タスキ、
そして多くの眼（アイ）で特別街頭
監視を実施して、広く交通事故防止
を訴えています。

市内統一美化モデル地区激励会

アイ作戦・特別街頭監視

フォトコンテスト審査会 まちづくり広場ラブみやまえ

宮前区ジュニアフットサル大会

宮前区民祭パレード

世帯数	 94,473世帯
人口	 218,824人
　（男）109,555人	（女）109,269人
外国人（再掲）	 2,762人
1世帯当たり	 2.32人
年齢構成　0〜 14歳	 33,196人
　　　　　15 〜 64歳	 151,040人
　　　　　65歳以上	 34,588人
平均年齢	 40.3歳
人口密度	 11,765人／ K㎡
出生	 2,397人	（H22年1月〜12月）
死亡	 1,187人	（H22年1月〜12月）
転入	 15,786件	（H22年1月〜12月）
転出	 14,827件	（H22年1月〜12月）
面積	 18.60K㎡	 （H23.4.1現在）
商店数=小売業数	 669店	 （H19.6.1現在）
都市公園数	 198個所	 （H22.3.31現在）
公園面積	 92.81ha	 （H22.3.31現在）
1人当たり公園面積	 4.25㎡	 （H22.3.31現在）
町内会・自治会の組織状況	 （H23.7.1現在）
　団体数	 70団体
　加入世帯数	 60,126世帯
　加入率	 65.1％
　規模別団体数（H23.7.1現在）
　100世帯まで	 15団体
　1,000世帯まで	 41団体
　2,000世帯まで	 3団体
　2,001世帯以上	 11団体
※特記のないものは平成23年3月31日現在

MIYAMAE
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　多摩区には、歴史的な環境資源で
あり多くの人が訪れる二ケ領用水な
ど、水と緑の豊かな自然環境が存在
しており、それらの環境を
守るための活動が数多く行
われています。そのひとつ
として、市内統一美化活動
に合わせて二ケ領用水の遊
歩道などの清掃を行う「水
辺の愛護活動」を実施して
います。また、多摩川美化
活動においては宿河原堰
（せせらぎ館横河川敷）に
実施本部を置き、毎年多く

の団体にご協力をいただきながら、
市民の大きな財産である多摩川の清
掃活動を、地域住民の手によって

行っています。こうした活動により、
親しみのある水辺づくりと自然環境
を守る意識を育んでいます。

　生田緑地には、日本民家園、岡本
太郎美術館、青少年科学館、藤子・F・
不二雄ミュージアムなど、豊かな緑
に囲まれた文化・芸術施設が立地し
ており、「この指とまれ」をキャッ
チフレーズに自然環境を活かした区
民祭が、開催されています。また、
春と秋には、ばら苑が一般開放され
数多くの花が訪れる人の目を楽しま

せています。このような自然に恵ま
れた多摩区の地域資源、環境を守り、
次の世代につなげていくために、町
内会・自治会の活動も活発に行われ
ています。
　また、スポーツの振興にも地域を
あげて取り組んでおり、スポーツ推
進委員会、青少年指導員会、子ども
会などの地域団体と連携し、稲田地

区では、男子ソフトボール大会、少
年少女ドッジボール大会、ニュース
ポーツフェスティバル、生田地区で
は、親子運動会、バレーボール大会、
少年野球大会などを開催しており、
地域の活性化を目指した「区民が参
加・交流する場」としての役割を果
たしています。

　いざという時のために、「共助」
の観点から地域住民の防災意識を高
め、自主防災組織の育成に努めると
ともに、「災害に強いまちづくり」
をめざして地域の連携強化を推進し
ています。そのひとつとして、町内
会・自治会が区役所、区内の大学と
連携して、防災マップづくりに取り

組みました。
　また、防災フェア、防災対策研修
会、防災訓練などを区役所と協働し
て実施するなど、区民が安全に暮ら
すことのできるまち、安心して住む
ことができるまちをつくるための環
境づくりに向けて積極的な活動を
行っています。

安全・安心のまちづくり

地域の活性化

環境美化

　豊かな自然に恵まれた観光資源
や魅力ある文化資源などが多く存
在する多摩区は、川崎市が政令指
定都市に移行した昭和47年に誕生
しました。多摩区町会連合会はそ
の10年後、昭和57年７月の分区に
より、稲田町会連合会と生田地区
町会連合会の二つの町会連合会で
新たに編成されました。
　区内には、環境資源として貴重

な財産である多摩川、今年400年
を迎えた二ケ領用水を有し、生田
緑地の中には、日本民家園、今年
生誕100年を迎えた岡本太郎の作
品を展示している岡本太郎美術
館、現在プラネタリウムを含めリ
ニューアル中の青少年科学館、９
月には藤子・Ｆ・不二雄ミュージ
アムが開館しました。今後豊かな
観光資源として地域とともに活性
化していくことを望んでおりま
す。そして、今年３月には区民待
望の多摩スポーツセンターが開館
し、地域における健康づくりの拠
点として、さらには地域コミュニ
ティの交流の場としてもその役割
を果たしています。
　多摩区町会連合会は、地域に根
ざした魅力ある町づくり、安全・
安心へ向けた取り組みを目指し多
摩区全体の活性化へとつなげてい
きたいと考えています。

多摩区の町内会活動の特色

多摩区のデータ

水と緑の豊かな環境を生かしたまちづくり多摩区

地域に根ざした魅力あふれるまちへ

多摩区町会連合会
会長　佐伯　喜世志

親子運動会

町内会清掃活動

多摩スポーツセンター

多摩川美化

防災訓練

世帯数	 99,139世帯
人口	 204,212人
　（男）105,539人	（女）98,673人
外国人（再掲）	 3,663人
1世帯当たり	 2.06人
年齢構成　0〜 14歳	 25,714人
　　　　　15 〜 64歳	 145,824人
　　　　　65歳以上	 32,674人
平均年齢	 40.6歳
人口密度	 10,015人／ K㎡
出生	 2,086人	（H22年1月〜12月）
死亡	 1,200人	（H22年1月〜12月）
転入	 14,938件	（H22年1月〜12月）
転出	 15,563件	（H22年1月〜12月）
面積	 20.39K㎡	 （H23.4.1現在）
商店数=小売業数	 977店	 （H19.6.1現在）
都市公園数	 156個所	 （H22.3.31現在）
公園面積	 143.59ha	 （H22.3.31現在）
1人当たり公園面積	 6.78㎡	 （H22.3.31現在）
町内会・自治会の組織状況	 （H23.7.1現在）
　団体数	 90団体
　加入世帯数	 61,180世帯
　加入率	 59.2％
　規模別団体数（H23.7.1現在）
　100世帯まで	 29団体
　1,000世帯まで	 45団体
　2,000世帯まで	 11団体
　2,001世帯以上	 5団体
※特記のないものは平成23年3月31日現在

TAMA
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　麻生区町会連合会としては、人と
人とのつながりを大切にした、明る
く住みよいまちづくりを活動の指針
としています。３月に発生した東日
本大震災により、地域のつながりの
重要性が強く意識されるなか、当連
合会として助力ができればと考えて
います。
　当連合会の代表的な事業のひとつ

として、毎年、各町会で抱えている
地域課題の解決のため、各町会から
要望書を取りまとめ、行政機関等へ
提出しています。この事業は、地域
課題解決のため直接関係機関へ要望
を訴え改善を図るほか、各町内会・

自治会において、要望をまとめる過
程で、各種課題について地域内で協
議を行うことに大きな意味があると
考えます。自分たちの住むまちをよ
り良くしようとする意識を、地域内
で共有する姿勢が非常に大切です。

　また、区内の現状や課題などを把
握するため、「地域を知る」をテー
マに、区内各所の視察と地元町会か
ら活動事例などの説明を聞く、勉強
会を毎年実施しております。
　これまで区内の寺社、市内初の小・
中学校連携の公立学校、市内初の大

型農産物直売所、営農団地、民俗資
料館など旧所名跡や公共施設などを
視察しています。
　視察後には、地元町会の会長たち
から活動事例や抱えている課題など
についての説明を受け、町会活動の
活性化の一助としています。

地域課題解決に向けた取組み

「地域を知る」をテーマにした勉強会の開催

地域への情報発信

麻生区の町内会活動の特色

麻生区のデータ

人と人とのつながりを大切にしたまちづくり麻生区

　ほかに特徴的な事業としては、「麻
生区町連だより」の発行が挙げられ
ます。身近で生活に役立つ紙面づく
りを心がけ、平成元年５月の第１号
発行から、平成２３年７月号まで６４回
の発行を数えます。また、平成２０年
２月号（第５４号）から麻生区内の町
内会・自治会の活動紹介記事の連載
を開始し、これまでに２０を超える事
例を紹介しております。この連載を
通じて多くの人に、町内会・自治会
を知っていただくことができればと
考えています。
　また、麻生区へ新しく転入されて
きた方など未加入者の方への啓発の
ために、平成２１年度に当連合会の

ホームページを開設しました。その
中で町内会・自治会活動やエリア
マップを掲載し、
新たな情報発信の
場として、地域コ
ミュニティの活性
化や地域の壁を越
えた交流の推進を
図っています。
　今後も、当連合
会のさまざまな活
動を通して、自分
たちの住むまちへ
の愛着と誇りを育
み、区のさらなる
発展に向け微力な

がら邁進していきたいと考えていま
す。

視察勉強会

　麻生区は、昭和57年７月、多摩
区から分区して誕生し、平成24年
に区制30周年を迎えます。分区当
時の人口約９万５千人、世帯数約
３万３千世帯でしたが、平成23年
７月現在、人口約16万９千人、世
帯数約７万３千世帯、区の誕生か
らおよそ30年で、その規模は倍近

くとなり、まちとしての成熟期を
迎えつつあります。
　麻生区町会連合会も分区と同時
に71町会で発足し、平成元年には
柿生地区、麻生東地区の統合を経
て、現在104町会が加入しています。
　区の玄関口である新百合ヶ丘駅
周辺地区は、川崎市による計画的
なまちづくりが展開され、今や多
くの方が集う場所として大いに賑
わいを見せております。ここ数年、
文化・芸術資源を活用したまちづ
くりも進められ、市の新たな拠点
として着実に発展を続けています。
　麻生区町会連合会は、今後とも
行政や各関係団体と連携を図りな
がら、地域に住む人たちが安全で
安心して暮らせ、笑顔であいさつ
の交わしあえる、人と人とのつな
がりを大切にすることによりでき
る心豊かなまちづくりに今後とも
取り組んでまいります。

心豊かなまちづくりを目指して

麻生区町会連合会
会長　飯塚　馨　

麻生区町連だより 麻生区町会連合会ホームページ

防災訓練 美化活動区民まつりパレード

世帯数	 72,526世帯
人口	 168,156人
　（男）82,884人	 （女）85,272人
外国人（再掲）	 1,887人
1世帯当たり	 2.32人
年齢構成　0〜 14歳	 23,759人
　　　　　15 〜 64歳	 113,438人
　　　　　65歳以上	 30,959人
平均年齢	 42.0歳
人口密度	 7,276人／ K㎡
出生	 1,525人	（H22年1月〜12月）
死亡	 1,091人	（H22年1月〜12月）
転入	 10,961件	（H22年1月〜12月）
転出	 10,012件	（H22年1月〜12月）
面積	 23.11K㎡	 （H23.4.1現在）
商店数=小売業数	 617店	 （H19.6.1現在）
都市公園数	 309個所	 （H22.3.31現在）
公園面積	 151.50ha	 （H22.3.31現在）
1人当たり公園面積	 9.01㎡	 （H22.3.31現在）
町内会・自治会の組織状況	 （H23.7.1現在）
　団体数	 104団体
　加入世帯数	 46,545世帯
　加入率	 64.7％
　規模別団体数（H23.7.1現在）
　100世帯まで	 31団体
　1,000世帯まで	 61団体
　2,000世帯まで	 9団体
　2,001世帯以上	 3団体
※特記のないものは平成23年3月31日現在

ASAO
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多忙を極める日常の活動
———— ��まず、皆さんの町内会・自治会の特色や在任

中の活動についてお聞かせください。
畑　　：小田栄町は一戸建ての多い落ち着いたまちで�

す。私は今年の４月から町内会長をやってい
ます。前会長は11年間やって来られた方でし
た。父も町内会長だったので私は二世です。

　　　　　活動は生活安全活動、美化活動、交流親睦、
募金活動などですが、平成21年１月から12月
まで、これからの町内会を考え、その課題を
解決するために、町内会役員と関係団体代表
の９人で検討委員会を持ち、町内会の提言を
まとめ、現在の活動の指針としています。

小　島：塚越２丁目町内会は約1,000世帯です。町内
会には防犯、衛生、体育、文化、交通、社会
福祉、婦人部、子ども会と８つの部がありま
す。年間の活動は、４月の総会から、春秋の
全国交通安全運動の実施、日本赤十字社の社
資徴収、納涼盆踊り大会、ラジオ体操、防災
訓練、御嶽神社の祭礼、お年寄りへの記念品
贈呈、地蔵尊の供養、リレーカーニバルや区
民祭の参加、共同募金、秋の火災予防運動、
町内の餅つき大会と年末特別警戒、賀詞交換
会、節分祭、さらに毎月日曜日の午前８時か

ら１時間ほど役員が交代で町内の公園の清掃
を行います。ほかに防犯灯の維持管理もして
います。

𠮷　房：小島会長もおっしゃったように、町内会は祭
礼や盆踊りなど多彩な行事のほかに広報物の
配布などの仕事もあり、忙しい毎日です。そ
の中で平成21年から犯罪の抑止活動を行って
います。きっかけは、犯罪防止に効果がある
ということで、町内会の防犯灯を白色から青
色に切り替えたことです。また、アフリカ難
民の子どもたちへワクチンを贈る財源にする
ため、ペットボトルキャップの収集活動を地
域に広げています。毎月10kgくらい集まります。

　　　　　もう一つは、大震災をきっかけに、自主防
災に一層力を入れ、そのための人間関係の構
築、絆づくりを進めています。安全安心のま
ちづくりに向けて、皆さんの意見を聞いて検
討しています。

宮　田：前町内会長が月に数回、自転車に山ほど配布
物を積んで組長さんに配っている姿を見て、
大変な仕事と思っていました。でも、引き受
けた以上はやらなければならないので、まず
町内会の組織化に着手しました。町内をブ
ロックに分けて、ブロック長を置き、役所に
依頼して、配布物はブロック長へ直に送って

新旧町内会長・自治会長座談会

多くの人との出会いと笑顔が
私たちの宝物です

川崎市全町内会連合会の50年の歩みの中には、さまざまな町内会・自治会の活動があります。
そして、その歴史を語るには、各団体の牽引役として、また、各区連合会のまとめ役として、
それぞれの時代に活躍された、町内会長、自治会長の存在に触れないわけにはいきません。会
長歴30年のベテランから今年就任されたフレッシュな会長まで、各区から１人ずつ出席してい
ただき、それぞれの思いやこれからの町内会・自治会の方向性を話していただきました。

［出席者］
畑　　敏雄さん� （川崎区小田栄町内会長）
小島　春男さん� （幸区塚越２丁目町内会前会長）
𠮷房　正三さん （中原区小杉２丁目町内会長）
宮田　良

よし と き

辰さん� （高津区新作第一町内会前会長）
芒
のげ ざ き

崎　八重子さん�（宮前区梶ヶ谷金山町内会長）
関口　鐘

かね ゆ き

雪さん� （多摩区長沢自治会前会長）
飯塚　馨さん� （麻生区栗木町内会長）

もらい、そこから10数人の組長に配布をする
ようにしました。行事、庶務、総務担当と３人
の副会長を決め、さらに民生委員を主体にそ
れまで町内会になかった福祉部を作りました。

　　　　　昔、60世帯ほどだった新作も、今では６つ
の町内会があり、人口も１万人以上。第一町
内会だけでも配布物の数が1,700にのぼりま
す。市から配布物も多く、年間を通して、一
番大変な仕事です。

芒　崎：町内会長になって２年目を迎えました。今ま
で副会長としてある程度仕事は把握していま
したが、急に町内会長になり、仕事の大変さ
にびっくりしました。自主防災、火災予防運
動、防犯パトロールなど、皆さんからアドバ
イスをいただきながら、前町内会長の運営を
引き継いでいます。活動としては公園体操、
公園の整備などですが、皆さんが自主的に
やってくださるので助かっています。また、
研修会も何回か開けるようになりました。た
だ、回覧が月に１回なので、情報が行き渡っ
ているかが心配です。皆さんの声を聞きなが
ら、新しいことを少しずつ発信し、これから
の活動に続けようと思います。

関　口：40年前、長沢は小田急線生田駅からひと山越
えて徒歩で約40分かかり、生田の孤島と呼ば

れていました。バス開通後は生田高校と百合
丘高校が開校し、開発も進み、大手ゼネコン
がどんどん住宅を造りました。

　　　　　在任中は加入促進と地域住民の親睦に力を
入れました。盆踊りや敬老会、防災訓練など
に加え、秋にはバスを連ねる日帰り旅行を行
いました。その結果、だんだん加入者が増え
ました。

　　　　　また、生田町連として、当時の山口会長が
非常に積極的な方で、地域住民の意見や要望
をまとめ、陳情を行いました。当時は市役所
の市民局、建設局など、担当部署に文書を出
したり、髙橋市長、阿部市長に直接お願いを
しました。全部は通りませんでしたが、７〜
８割が通って、町連への信頼も高まりました。

飯　塚：栗木町内会は、昭和47年に区画整理組合を設
立し、49年に新百合ケ丘駅ができ、多摩新線
が開通したころから徐々に人口が増えてきま
した。新しく開発された地域なので、年々町
内会員が増えています。62年に川崎市施策の
マイコン企業誘致の栗木第二土地区画整理組
合を設立し、農・住・工の三要素の組合主体
の区画整理を行い、多くの方々が町内会に加
入されました。

　　　　　特に力を入れている活動は、防災と防犯で
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畑　　：年齢が高い世代は町内会の加入率も高いので
すが、マンション、アパート住民や20代〜 30
代は加入率が低いです。特にワンルームマン
ションの入居者は町内会にはほとんど興味を
示しません。

　　　　　隣の町内の工場跡地に500世帯ほどの分譲
マンション２棟が完成、１棟が計画されてい
ます。一気に1,500世帯のマンションが完成
すると、世帯数ではもともとの町内会がのみ
込まれます。

　　　　　現在、町内会は高齢者が多いんですが、分
譲マンションは完全にニューファミリー層で
すから、加入すれば子どもたちも増え、町内
の人口構成が大きく変わります。層の薄い年
代が町内会に加入すれば会員のバランスがと
れて、町内会の活性化につながります。役員
の高齢化を解消するためにも、マンションの
住民を取り込みたいのが本音です。

𠮷　房：うちの町内会は子どもをターゲットにしてい
ます。お祭りにパパやママを連れてきて、山
車を引き神輿を担ぐ。これがコミュニティづ
くりの第一歩です。その時の懇親会などで「小
杉２丁目町内会はこういうことをやっていま
す」とマンションの住民に話します。

畑　　：ただ、問題もあります。学区です。お母さん
たちは小学校が一緒だと、PTAなどの付き
合いでまとまりやすいのですが、一つの町内
会が複数の学区にまたがると、それが難しい
です。

宮　田：うちも末長小、新作小、橘小があり、昔は�
梶ヶ谷小にも通っていました。学区がバラバ
ラだと子ども会もまとまりません。連合町内
会の運動会では町内会ごとに選手を決めます
が、小学校が違うと「どの子の足が速いか」
選手選びも難航します。

関　口：私が目を付けたのは農道です。大規模開発の
場所には必ず農道があります。当時、農道は

自治会長が判を押さなければ廃道にできませ
ん。業者は廃道を許可する判がほしい。そこ
で「必ず自治会に加入すること」という条件
をつけました。これが功を奏し、当初800世
帯が今では2,800世帯まで増えました。

飯　塚：区役所でも転入者からお問い合わせがあれば
「あなたの町内会は○○です」と案内してく
れますが、マンションの入居者へ加入案内し
ようと建設業者へ相談しても業者は「個人情
報の保護で名前を教えられない」というケー
スが増えています。開発時には必ず業者があ
いさつに来ますが、その時の対応が鍵ですね。

プライバシーの見えない壁
———— �ほかの町内会・自治会でも個人情報保護条例

がネックになっていますか。
小　島：30年間、町内会長をやりましたが、去年から

町内会名簿が作れなくなりました。一軒一軒
回っても、「うちはいいです」と電話番号を
書いてくれません。ずっと続いた名簿が廃止
になりました。

宮　田：うちでも困っています。町内会に入っていな
い新しい住民から町内会長に頻繁に問い合わ
せがあり、いつも困っていました。そこで何
年も作っていない会員名簿を作ろうと、住所、
氏名、電話番号を書いてもらう原稿用紙を回
しましたが、組長さん以外は誰も書きません。
しようがないので、この５〜６年、名簿を作っ
ていません。

芒　崎：去年、町内会名簿を作るので地区長さんから
班長さんへと記入用紙を回しました。個人情
報を出したくない方が多く、最終的に名前を
載せた方に名簿を配布しました。すると後か
ら「名簿がもらえない」と苦情が出て、もめ
ました。要介護者に何かあった時には民生委
員が訪問することもあります。みんな個人情

す。町内会で消防車を所有し、自衛消防隊も
組織しています。年に一度、おおしばら公園
で、町内会主体の防災訓練を大規模に行って
おり、町内会の方々をはじめ、マイコン企業
の社員や桐光学園の生徒さんなど多くの方々
に参加していただいています。防犯では、町
内会の役員と一緒に子ども会やPTAの役員
がパトロールカーに乗って、防犯パトロール
を行っています。

加入者を増やすために
———— �新住民の加入に苦労していると耳にします。

みなさんの町内会・自治会はいかがですか。
𠮷　房：うちの町内会には土地の人はほとんどおら

ず、みんな戦後に引っ越してきた人で、65年
以上になり、現在は３代目です。その人たち
は町内会に加入していますが、マンションの
居住者はなかなか加入しません。年齢的に若
く、独身者が多く、町内会に全然関心があり
ません。これらの人たちといかに交流を図る
かが課題です。

芒　崎：マンション居住者に町内会に入っていただく
場合、世帯ごとでなく１棟ごとに入っていた
だいています。今も町内に50数棟の建売住宅
が建築されています。建設会社も「町内会に
加入するよう」に説明しているそうですが、
「町内会に入ってもメリットがない」と加入
しない方もいます。どうやって町内会に加入
してもらうかを検討しているところです。

関　口：困るのはゴミの集積所です。集積所は10から
15世帯ごとにありますが、そこに新しい住宅
が建つと転入者は「どこにゴミを出すのか」
と役所に聞きます。すると「自治会の皆さん
に相談してください」ということになり、近
くのゴミの責任者のところに行きます。そこ
で「自治会への入会」を促すと入会します。

芒　崎：新しい住宅の居住者は若い世代が多く、説明
してもなかなか町内会に入ってもらえませ
ん。少し前に建った７棟の建売住宅も近所の
ご厚意で既存のゴミの集積所を使えるように
なりましたが、それでも加入は３軒で、ほか
の４軒は保留のままです。

宮　田：建売住宅が10軒新築して、そこに街灯が付き
ました。すると電灯料の請求書はそのブロッ
クにいきます。それを住民が「町内会で払っ
てほしい」と来ました。町内会でも考え「町
内会に入れば電灯料を払います」と駆け引き
をして、10軒とも加入しました。そうでもし
ないとなかなか入ってもらえません。

芒　崎：先ほどの建売住宅も「防犯灯の電灯料をどう
するか」町内会で話し合っています。また、
交通量の増加など、いろいろな面で頭を痛め
ています。

関　口：マンションの場合は「防犯灯は市の助成もあ
りますが、自治会が修理代を負担しています」
という文書を不動産業者に渡し、加入を依頼
しています。それでも、加入後２〜３年でマ
ンションの住民がそっくり自治会をやめたこ
とがありました。自治会でも古紙回収を行っ
ていますが、そのマンションでは入居者が独
自に古紙回収を行い、収益をマンションの管
理費に充てるというのです。そんなマンショ
ンが３つ４つありました。

宮　田：良心的な建設会社なら、入居時に町内会に問
い合わせたり、ブロック長を紹介して、加入
してもらうようにしています。今はだいぶ解
消されましたが、うちは昔の集落ですから旧
家が多く、そこに新しい住民が入ると、何と
なくぎくしゃくしていました。新住民だけの
町内会は、意外にうまくまとまっています。

———��川崎区でも新しいマンションが増えています
が、新旧住民の交流はいかがですか。

小島　春男さん
【プロフィール】
幸区塚越２丁目町内会
前会長。昭和32年から
半世紀以上町内活動に
関わる。幸区町内会連
合会会長、川崎市全町
内会連合会会長を歴
任。現在同会顧問。自
主防災、交通安全指導
に尽力。

畑　敏雄さん
【プロフィール】
４代前の町内会長だっ
た父の跡を継ぎ、平成
23年４月から川崎区小
田栄町内会長に。川崎
市職員時代は麻生区役
所保健福祉センター所
長などを歴任、川崎区、
多摩区などにも勤務。

宮田　良
よし と き

辰さん
【プロフィール】
昭和53年から平成23年
３月まで高津区新作第
一町内会会長。５期20
年川崎市議を務め、第
30代市議会議長に。高
津区全町内会連合会前
会長、川崎市全町内会
連合会前副会長。

𠮷房　正三さん
【プロフィール】
中原区小杉２丁目町内
会長に就任して25年。
中原区町内会連絡協議
会前会長、川崎市全町
内会連合会前副会長、
NPO法人小杉駅周辺
エリアマネジメント初
代理事長。環境大臣賞
をはじめ環境保全部ほ
か活動に関する表彰受
賞多数。
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𠮷　房：町内の地形や防犯と防災の取り組みがわかる
町内会のマップを作り、町内会館に大きく掲
示していますが、去年、転入者のためにそれ
を縮小し、冊子にして配布したんです。町内
の良いところ、悪いところを地図に落とし込
み、町内のことや町内会活動をアピールしま
した。町内会に関心を持ってもらう点ではか
なり効果がありました。

飯　塚：災害時のために、各世帯の避難場所を示す防
災マップを作って、全戸に配布しました。住
民の中には避難場所や避難経路を把握してい
ない方もいらっしゃると思いますので、家族
で「少し遠回りだけど、この経路で逃げよう」
などと実際に避難経路を確認しながら歩いて
みてほしいんです。

大震災で変わった防災意識
———— �防災の話が出ましたが、大震災で住民の意識

に変化がありましたか、また、実際に被害
はありましたか。

畑　　：川崎区は海に近く、沿岸部には大きなコンビ
ナートがあり、液状化現象も心配です。今回、
町内会館の一部が崩壊しました。市で行って
いる町内会館の耐震診断や耐震補強の助成制
度に申請中です。また、防災意識の高まりに
合わせて、自主防災を学校単位で行うなど、
新しい取り組みをみんなで考えています。

芒　崎：避難場所の対応に困っていました。この町内
会は尻手黒川線をはさむ地域に分かれ、避難
場所は尻手黒川線南側は野川小学校で、北側
の班は宮崎中学校です。しかし十分に周知さ
れていないので、町内会の皆さんは自分の避
難場所を知りません。区役所と調整しながら
お知らせ版を配布しようと考えています。

𠮷　房：震災後、市で指定された避難場所以外に、町
内会として日本医科大学と大西学園のグラウ

ンドの２カ所を緊急時の避難場所に依頼しま
した。市から指定された避難場所よりも近い
のです。また、避難場所の表示板がわからな
い状態だったので、新しく作りました。

小　島：これまでは町民の関心が低かったんですが、
大震災で関心が高まり、これからの防災訓練
には町民がたくさん参加すると思います。う
ちでも私の後任者が、今、役員会でいろいろ
な面で検討しているようです。

———— �新しい取り組みもありますか。
芒　崎：以前から防災倉庫の話が出ていますが、なか

なか防災用具を買う予算もなく、買っても置
く場所がなく、悩んでいます。以前、空地が
あったので、市が公園にしてくれれば防災倉
庫を作る予定でしたが、市に予算がなく実現
しませんでした。防災倉庫を整備するか、各
世帯に防災ツールを配るか、皆さんの考えを
聞きながら進めようとしています。

宮　田：新作第一町内会では、消火栓の近くに消火用�
ホースを用意する計画が進み、ホースとノズ
ルを収納する場所の検討に入っています。近
所で火災が起これば、消防署と連絡しながら、
すぐに消火栓につなげて、消火ができます。

新しい課題と取り組み
———�これからはどういった町内会・自治会活動が

求められるのでしょうか。
𠮷　房：私たちは自転車のマナーアップ運動に取り組

んでいます。平坦地である川崎区、幸区、中
原区は自転車の事故がすごく多く、また、マ
ナーもすごく悪い。町内会の各ポイントにの
ぼり旗を立て、パトロールを継続しています。

芒　崎：私は務まるかどうかわからない不安のうち�
に、町内会長を引き受けました。女性という
ことではじめは気後れしていましたが、ほか

報保護条例に苦労しています。
𠮷　房：業者に手を打って分譲マンション購入者に一

筆交わすようにすれば、確実に加入しますが、
ただ、入会して町内会費をもらえばいいので
はありません。私たちはお金よりも、人間関
係がほしいのです。人間関係の融和を図り、
互いに絆を作り、いざという時に、防災でも
防犯でも連携をとれるようにすることなんで
す。

宮　田：でも、大震災を教訓に、住民も隣近所が大切
だとわかってきたので、これからは多少協力
してくれると思います。現在、現会長に働き
かけ、名簿制作作業をしています。町内会で
一番大切なのは普段の隣近所の交流です。

日常の中での防犯の取り組み
———— �防犯灯の管理をはじめ、防犯に力を入れてい

る町内会・自治会も多いようですが。
芒　崎：西福寺の事件※から時間がたちましたが、防

犯パトロールなどの活動も皆さんに理解し
て、協力してもらえる方法を考えています。
自分の身は自分で守らなければならないです
が、地域で協力し合えば、また、違う視点で
安全が守れると思います。

宮　田：梶ヶ谷では宮前区と高津区合同で必ず年１回
防犯パトロールをしていますね。高津の梶ヶ
谷地区も小学校の所で痴漢が出て困っていま
した。その後、金山で悲惨な事件が起こり、
それ以来、両区の区長や警察署長も出てパト
ロールを行います。暗い所なんです。

--------------------------------------------------------------------------------------------
※�平成18年９月23日、JR梶ヶ谷貨物ターミナル駅下トン
ネルで帰宅途中の女性が、何者かに襲われた事件。そ
の後、再び犯罪が起こらないように、このトンネルの
壁面には市立野川中学校の生徒の手で水中の絵が描か
れました。

芒　崎：JR貨物線下のトンネルですね。中学生が壁
に絵を描いてくれて、夜は明るくなり通りや
すくなりましたが、日中は暗さを少し感じて
います。それから鳩のフンとゴミの汚れが目
立つ所があるので、トンネルの清掃をと思っ
てはいるのですが、思うだけでなかなか手を
出せずにいます。

飯　塚：私たちの町内会では不法投棄が多くて困って
います。農用地があり、周囲に家がないため、
そこに車でベッドや冷蔵庫を捨てに来ます。
道路への不法投棄と違い、民地への不法投棄
は道路公園センターに回収してもらえませ
ん。仕方がないので防犯カメラの設置を検討
し、まず、神社に設置しました。道路への取
り付けも考えています。

関　口：去年、不法投棄の多い鴛
お

鴦
し

沼自治会は独自で
防犯カメラを設置しました。不法投棄の車の
ナンバーが判明し、その結果、警察が検挙し
ました。長尾町会でも防犯カメラ設置の看板
で、空き巣防止に効果を上げています。これ
らの事例をもとに、多摩防犯協会は各町内会
に呼びかけ、今年は５台、防犯カメラを取り
付けます。不法投棄ばかりでなく、空き巣、
侵入にも効果があり「自分のまちの安心」を
PRするためにも一番良いようです。

———— �防犯カメラの設置も町内会・自治会の活動を
理解してもらうポイントになりますね。

畑　　：「川崎駅前に50数台の防犯カメラを取り付け
て犯罪が半減した」と警察の話があり、私の
町内会でも公園の入口に防犯カメラの設置を
準備しています。公園は不法投棄も多く、子
どもたちも出入りしますから、２つの効果が
あります。まず１台から始め、徐々に追加す
る予定です。区内の各町内会も導入を考えて
いるようです。町内会の定例会でも興味を示
してもらえました。

芒
のげ ざ き

崎　八重子さん
【プロフィール】
副会長を経て、平成22
年から宮前区梶ヶ谷金
山町内会会長として数
少ない女性町会長を務
める。ほかに21年に宮
前地区婦人消防隊委員
会第11期委員長。宮前
警察署協議会委員。

関口　鐘
かね ゆ き

雪さん
【プロフィール】
昭和62年から平成15年
まで多摩区長沢自治会
会長に。平成15年から
多摩防犯協会会長を務
め、21年度神奈川県県
民功労者表彰受賞。22
年秋の褒章で藍綬褒章
を受章。

飯塚　馨さん
【プロフィール】
平成５年、麻生区栗木
町内会会長に就任。今
年で在任19年目を迎え
る。長年の町内会活動
への実績が評価され、
平成19年自治功労賞を
受賞。さらに同年5月
から麻生区町会連合会
会長に。川崎市全町内
会連合会副会長。
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にも先輩はたくさんいらっしゃいます。いろ
いろな面で男性と女性とでは見る目が違いま
す。女性の視点で町内会を活性化したいと思
います。町内会の活動内容を住民の皆さんに
知っていただいて、一緒にやってもらえる人
を見つけていきたいと思います。

————�役員の高齢化が進むようですが、世代交代は
難しいですか。

𠮷　房：役員の平均年齢が70歳を超えており、若い人
にも入ってもらいたいと考えています。町内
会というと、盆踊りや運動会だけのイメージ
があるようで、行政に関わる仕事や防犯や防
災など、多彩な仕事があることをアピールし
なければなりません。月に１回、子ども会や
役員、一般の住民を町内会館や私の家に招い
て、町内の良いところ、悪いところをあげて、
リストを作り、精査しています。これがない
と町内会の世代交代はできません。

会長という仕事の中で
————�皆さんは町内会・自治会の仕事に関わって、

良かったと感じることがありましたか。
関　口：大勢の人と知り合えたことです。多摩区の皆

さんだけでなく、麻生区や高津区や川崎区の
人たちや、電車の中でも、役所に行っても、
知らない人からも声をかけられました。こう
いう人の交流がありがたかった。自治会長を
長くやった一番の宝は人との付き合い。たく
さんの人に知り合えたことです。

畑　　：先月、町内で火災があり７世帯12人が罹災し
ました。その時に罹災者の一時避難場所とし
て町内会館を開放しましたが、町内の皆さん
が食糧や衣類、話し相手、アパート探しまで、
罹災者を積極的にサポートして、早い段階で
収束しました。町内が一つにまとまれる。私
も自信がつきました。大震災の直後の出来事
だけに、非常に感銘を受けました。

小　島：良かったことは、町内の隅々までがわかった
ことです。道を尋ねる人がいると「町内会長

のところにいって聞いてきてくれ」「小島さ
んは町内の生き字引」と感謝されるのがうれ
しいです。

飯　塚：「自分たちのまちを自分たちで守ろう」を合
言葉に、行政の動きよりも早く消防自動車や
青色パトロールカーも持つなど、積極的に活
動を進めていることです。

𠮷　房：長い間、町内会長をやっていると、顔を覚え
られて、小さな子どもやほとんどの人からあ
いさつしてもらえます。これにつきます。

芒　崎：副会長時代と違い、実際に会長として関わる�
と、皆さんがいろいろな仕事をしてくれて、
町内会のいろいろな部分が動いていることが
わかりました。皆さんがおっしゃるように、
いろいろな人と関わって、少し人間が大きく、
懐が深くなりました。「これからも頑張って
いけそう」これが今の気持ちです。

宮　田：その前は市の職員でしたし、ずっと市役所と
関わってきて感じたのは、町内会の仕事は役
所の担当者に恵まれないと長続きしないとい
うことです。おかげさまで、橘出張所の代々
の所長、課長をはじめ、皆さんがよくやって
くれて、行事もみんなスムーズにできました。

小　島：私も平成２年から幸区町連の会長をやりまし
たけれど、直接の担当である地域振興課をは
じめ市役所のどこも一生懸命に対応してくれ
ました、それがあったからこそ私も長く続い
たのだと思います。本当に感謝しています。

（平成23年８月23日）

５０年のあゆみ
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昭和３６年（１９６１年）
１２月　川崎市連合町内会連絡会結成大会開かれる（市立労働会館）。
　　　町内会･自治会など３１８団体が参加し ｢市内各連合町内会相互の

連絡を密にし､ 地域社会の振興発展をはかる｣ ことを目的に結
成｡ 規約を決めると共に、初代会長に高昇三氏が選出される｡

昭和３７年（１９６２年）
４月　防犯灯補助金交付要綱ができる｡
５月　�町内会･自治会に対する市の諸交付金増額並びに市広報課内市

民係（仮称）の新設についての陳情書を提出する｡
１０月　川崎市美化運動実施本部が発足する｡
１１月　防犯灯設置補助金交付要綱ができる｡

昭和３８年（１９６３年）
９月　川崎市全市域が ｢煤煙の排出の規制等に関する法律｣ の指定地

区となる｡
１２月　常任理事会で､ ①町内会･自治会未加入世帯の解消　②広報紙

の配布　③防犯灯補助金の増額について協議する｡

昭和３９年（１９６４年）
６月　総会において永年勤続町内会長及び退任理事に対して感謝状を

贈る｡
７月　新潟地震被災に対する見舞い金の募金活動で１，１４０万円が集ま

る｡ 地震羅災者に対する見舞いと被害状況視察を行う｡

昭和４０年（１９６５年）
４月　防犯灯維持費の助成金が８０％に増額される｡
６月　第２代会長に横山央氏が選出される｡
１２月　青森県三沢市大火羅災者に対する募金を行う｡

昭和４１年（１９６６年）
３月　大師及び中原町内会連合会で町内活動についての世論調査を行

う｡
７月　総会において３月に行った世論調査の結果報告を行う｡
１２月　川崎市連合町内会連絡会結成５周年記念大会が開催される｡

昭和４２年（１９６７年）
４月　市長選挙で金刺不二太郎氏が再選される。
８月　第３代会長に明石正義氏が選出される｡
１０月　新潟･山形地方集中豪雨羅災者に対する見舞金を贈る｡

昭和４３年（１９６８年）
２月　常任理事会で町内会･自治会敷地の免税措置について協議をす

る｡
４月　町会長バッジを制定する｡
５月　稲田･生田･柿生３地区の連合会で町内会等の活動について世論

調査を行う｡
５月　小田･田島中央･臨港３地区の連合会で町内会等の活動について

世論調査を行う｡
１２月　大気汚染防止法･騒音規制法が施行される｡

昭和４４年（１９６９年）
４月　川崎市は、市電を廃止し、ワンマンカーバスを運行する。
８月　川崎市連合町内会連絡会の名称を川崎市全町内会連合会とする。
１０月　｢町会花壇コンクール｣（美化新生活運動･高津支部）に､ 二子

第５町会など５団体が参加｡

昭和４５年（１９７０年）
45年度　�市・県から初めて助成金の交付を受ける（市65万円、県１26

万円）｡
１１月　百合丘誕生１０周年記念文化祭を開催する｡
１２月　東パキスタン災害羅災者に対する見舞金（４１１，１2７円）を贈る｡

昭和４６年（１９７１年）
4６年度　町会長へ市営バスの無料乗車証が交付される｡
４月　市長選挙で伊藤三郎氏が当選する｡
８月　町内会･自治会館建設資金の融資制度が発足する｡

昭和４７年（１９７２年）
３月　生田地区町会連合会が交通安全優良団体として市長より表彰さ

れる｡
４月　川崎市が政令指定都市となり､ 区制が施行される（川崎区､ 幸

区、中原区､ 高津区､ 多摩区）｡
４月　川崎市屋外広告物条例が施行される｡
７月　中原区町内会婦人部連絡協議会が発足する｡
９月　高津区の市営高山団地周辺９町内会が向ヶ丘診療所の拡充を求

め署名運動を行う｡

1961年 － 2001年

結成から40年まで

川崎球場でプロ野球大洋ホエールズが日本シ
リーズ優勝（昭和35年）

市営埠頭を埋める輸出自動車（昭和42年）

中原区役所の開設記念式典

旧国鉄川崎駅前（昭和39年）
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昭和４８年（１９７３年）
４月　生田緑地周辺８町内会等が ｢緑地の民間ゴルフ場開放｣ を求め

る請願を行う｡
５月　川崎市の人口が１００万人を突破｡
６月　川崎信用金庫からテント１００張りの寄贈を受ける｡

昭和４９年（１９７４年）
２月　多摩区の菅町会が多摩川の船着場近くに記念碑を建立する｡
６月　川崎区の桜本２丁目町内会が、桜本児童公園内に相撲の土俵を

設ける｡
１０月　幸区の南幸町町内会が、空ビン回収で市長より表彰される｡

昭和５０年（１９７５年）
８月　第４代会長に青山清次氏が選出される｡
８月　幸区の河原町団地で、犯罪防止のための夜間パトロールを始め

る。
１１月　百合丘生誕１5周年文化祭を開く｡

昭和５１年（１９７６年）
９月　地域住民組織研究会で市内一円を視察する｡

昭和５２年（１９７７年）
７月　川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金交付制度が発足する。
１０月　｢川崎市八ヶ岳少年自然の家｣ と甲府市を視察する｡
１２月　ロッテ球団歓迎市民集会に参加する｡

昭和５３年（１９７８年）
１０月　第１回 ｢川崎市民祭り｣ が開かれ参加する｡

昭和５４年（１９７９年）
５月　アメリカ合衆国ボルチモア市との姉妹都市提携に参加する｡
６月　川崎市市民自治財団を設立する｡
６月　第１回多摩川美化活動を実施する｡
８月　第５代会長に大島保氏が選出される｡

昭和５５年（１９８０年）
４月　自動車に「川崎ナンバー」が誕生する。
６月　幸区の河原町団地自治会で､駐在所の巡査部長へ感謝状を贈る。
６月　第１回市内統一美化活動を実施する｡
１２月　百合丘地区結成2０周年記念を祝い、百合丘駅前に時計塔を設け

る。

昭和５６年（１９８１年）
１月　市議会で高津区と多摩区の分区線引きが決まる｡
１１月　生田地区町内会連合会が2０周年記念式典を開く｡
１２月　国際障害者年募金運動より車椅子１３台､ 補聴器2０個を川崎市に

寄贈する｡

昭和５７年（１９８２年）
７月　分区により７区となる｡（宮前区､ 麻生区誕生）。
９月　障害者福祉活動として黄色いハンカチ6，０００枚を川崎市に寄贈

する｡

昭和５８年（１９８３年）
４月　川崎市自主防災組織活動助成金交付制度を発足させる｡
７月　幸区古市場町内会の子どもたちが､ 古タイヤの太鼓を祭りで披

露する｡
１２月　川崎市総合自治会館が開館する｡

昭和５９年（１９８４年）
６月　中原区苅宿町内会が緑化推進運動功労者の総理大臣表彰を受け

る｡
７月　麻生区多摩美町会が地域の緑を守ろう､ と市に陳情を行う｡

昭和６０年（１９８５年）
１１月　第１回住民組織研究会で水上勉氏が ｢人間について｣ 講演｡
１１月　障害者福祉専門委員会が福祉機器展の視察と講演会に参加する。

昭和６１年（１９８６年）
１０月　第１回川崎市全町内会大会を開催する｡
１０月　自転車等の放置防止に関する条例を施行する｡
１１月　川崎地下街アゼリアが、川崎駅東口広場にオープン｡
１２月　７月６日の衆参同日選挙の啓発に積極的に参加し､ 自治大臣か

ら表彰を受ける。

昭和６２年（１９８７年）
２月　住民組織研究会で俵孝太郎氏が ｢これからの政治とくらし｣ 講

演。
６月　姉妹都市提携１０周年でリ工力市に訪問代表団を派遣する。

昭和６３年（１９８８年）
５月　姉妹都市ウーロンゴン市（オーストラリア）に代表団員を派遣

する。
１１月　「川崎市市民ミュージアム｣ がオープンする｡
１２月　川崎区本町２丁目町内会で ｢火の用心｣ のパトロールを行う。

地下街アゼリアがオープン（昭和61年）

日本を代表する写真家10人の作品展が開かれ
た市民ミュージアム写真展示室（昭和63年）

高津市民祭で外国人が飛び入り参加（昭和51
年）

ロッテの川崎進出で握手する伊藤市長、松井
球団社長、金田監督（昭和52年）
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平成元年（１９８９年）
１月　ソ連･アルメニア共和国地震災害救援募金を行う。
２月　川崎市自治功労賞を制定及び第１回功労者を表彰する。
３月　川崎区の町内会婦人部等が ｢市営老人ホーム建設｣ の署名を市

議会に提出する｡
５月　姉妹都市ボルチモア市に代表団員を派遣する｡
７月　第６代会長に山口武氏が選出される｡
１１月　市長選挙で髙橋清氏が当選する｡
１１月　高津区の工場跡地に「かながわサイエンスパーク（KSP）」が

オープン｡

平成２年（１９９０年）
１１月　生田地区町会連合会３０周年記念式典を開く（記念誌を発行）。
１２月　川崎市医薬品等ソ連緊急協力市民委員会 ｢愛の手募金活動｣ を

推進する｡

平成３年（１９９１年）
３月　｢ソ連愛の手募金｣ で募金2７，７１９，6０2円が集まる｡
８月　雲仙･普賢岳の火山活動が長びく中で ｢雲仙募金活動｣ を実施

する｡
１０月　｢雲仙募金｣（6８，１９2，４１6円）を島原市と深江町に寄託する｡
１２月　川崎市全町内会連合会創立３０周年記念大会を開催する。

平成４年（１９９２年）
４月　「川崎市平和館」の開館（中原区）。
７月　北海道中標津町と友好都市を結ぶ。
１０月　｢あさおまつり唄｣ 区民まつりで披露される（麻生区）。
１１月　全町内会大会で俳優の米倉斉加年氏が「芝居と､絵と､人生と」

と題して講演。

平成５年（１９９３年）
１月　７区のシンボルマークが決まる。
２月　自治功労賞贈呈式で、ボストンマラソン優勝者・山田敬蔵氏が

講演。
８月　北海道奥尻町の地震災害救援募金への協力（奥尻町へ5３，25４，5

56円を送金）。
１０月　川崎駅東口のイベント「いいじゃん�かわさき」開始。

平成６年（１９９４年）
２月　自治功労賞贈呈式で、琵琶奏者・上原まり氏が講演と演奏「私

と琵琶」。

１１月　市制７０周年記念・全町内会大会。
　　　町内会自治会役員永年勤続功労者表彰。
　　　評論家・森田実氏が「どうなる日本の政治」と題して講演。
１２月　市のシンボルマーク決まる。

平成７年（１９９５年）
２月　兵庫県南部地震被災者救援募金（見舞金１62，８３３，４０2円）
６月　自主防災組織からの要望（自主防災組織の充実・強化等９項目）。

平成８年（１９９６年）
５月　市制だよりの月２回発行開始。
７月　「かわさき市民放送」開始。
１１月　全町内会大会で落語家・桂米丸師匠が ｢笑いと人生｣ で講演。
１１月　多摩区自主防災組織連絡協議会が発足。

平成９年（１９９７年）
３月　川崎市自主防災組織連絡協議会の設立。
７月　第７代会長に中島豪一氏が選出される｡
９月　川崎市が「こども１１０番」事業の支援スタート｡
１２月　東京湾アクアライン（１5.１㌔）が開通。普通車料金は４，０００円。

平成１０年（１９９８年）
１月　県に対して要望（全町連への県広報活動団体報奨金補助を）。
１０月　｢かながわ･ゆめ国体｣ への協力。

平成１１年（１９９９年）
６月　全国自治会連合会に加盟（神奈川県全町内会連合会を結成）。
９月　川崎大師観光ボランティア養成事業開始（川崎区）。
１０月　「岡本太郎美術館」オープン（多摩区）。

平成１２年（２０００年）
２月　麻生まちづくり会議発足（麻生区）。
３月　かわさき大師観光ガイドの会発足（川崎区）。
３月　長野県佐久市と ｢交流都市宣言書｣ の交換式（宮前区）。
１２月　中原･麻生世紀越えカウントダウンイベント開催。

平成１３年（２００１年）
２月　麻生観光協会発足（麻生区）。
９月　７都県市合同防災訓練が新川崎地区をメイン会場に行われる

（幸区）。
９月　北海道中標津町との友好都市活動を実施する｡
１０月　市長選挙で阿部孝夫氏が当選する。
１１月　創立４０周年記念�第１6回川崎市全町内会大会。

かながわサイエンスパーク（KSP）

ソ連への医薬品　第１便出発式

アクアライン開通
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2002年　平成１4年

１月

２月

３月

４月
５月

５月

６月

７月

７月

９月

10月

11月

１月

２月

５月

８月

10月

７月
８月

９月

１０月

１０月

１１月
１１月

川崎市の出来事川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き
「成人の日を祝うつどい」をとどろきアリー
ナで開催。新成人は14,570人
日石三菱川崎事業所の敷地内で不発弾の処理
撤去を実施
川崎銘菓を集めた初の「お菓子の市民サミッ
ト」を川崎商工会議所内で開催
政令指定都市移行30周年
人権侵害の相談や救済申し立てを受ける人権
オンブズパーソンの業務を開始
旧向ケ丘遊園のばら苑を「生田緑地ばら苑」
として一般に無料開放
多摩休日急患夜間診療所内に北部小児急病セ
ンターを開設
省エネルギー化で市職員がノーネクタイ・
ノー上着で２カ月間の勤務を開始
第84回全国高校野球選手権神奈川大会で桐光
学園が初優勝。夏の甲子園に初出場

児童虐待防止の「子どもSOSカード」を全
児童・生徒に配布
東扇島（川崎区）に海づりのできる西公園が
オープン
市民マラソン「多摩川ハーフマラソンin川
崎」の参加者が過去最多の3,075人

欧州の単一通貨「ユーロ」の紙幣と硬貨の流
通を開始
第52回ベルリン国際映画祭で宮崎駿監督作品

「千と千尋の神隠し」が最高賞の金熊賞
森英恵さんが率いる服飾大手ハナエモリが倒
産
個人情報を管理する「住民基本台帳ネット
ワーク」が稼働
ノーベル物理学賞に小柴昌俊、化学賞に田中
耕一が受賞

第４2回川崎市全町内会連合会総会
役員・理事研修会
⃝活動事例発表　高津区全町内会連合会
⃝講演「市政を語る」川崎市長　阿部孝夫氏
対市要望（４項目）

役員他都市視察研修会　１８名出席
金沢市・金沢市町会連合会
福井市・福井市自治会連合会
全国自治会連合会岡山大会　8名出席
小島春男氏が全国自治会連合会会長表彰を受ける。
中標津町全町連役員が来川し、友好都市交流会を開催
第１７回川崎市全町内会大会
⃝講演「住民参加型のまちづくりとコミュニティー」
　�太子堂２・３丁目まちづくり協議会副会長　梅津政
之輔氏

⃝�町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連
合会感謝状贈呈

（1）川崎縦貫高速鉄道の建設計画促進について
（2）区スポーツセンターの建設促進について
（3）都市計画道路や各幹線道路等の建設促進について
（4）�JR南武線未高架地域の踏切内における車歩道分離

等による歩行者の安全確保と交通渋滞の解消対策に
ついて

社会の出来事

2003年　平成１5年

１月

２月

３月

４月
５月

５月

６月

７月

８月

８月

８月
９月

10月

11月

１月
２月
３月

７月

８月
12月

７月
８月

９月

１１月

１１月

１１月

川崎市の出来事川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き
市立図書館で利用者が検索や予約を行えるシ
ステムが本格稼働

「かわさき新産業創造センター」が幸区に
オープン
医療情報案内システム「かわさきのお医者さ
ん」がスタート
各区役所に保健福祉センターを設置

「国際環境特区」「国際臨空産業・物流特区」
が構造改革特区に認定
ラッピングバス第1号「タマちゃん」の市バ
ス運行開始
インターネットによる防災気象情報の配信を
開始
子どもが自由に遊べる施設「子ども夢パー
ク」がオープン
かわさき国際友好使節（K.I.F.A）制度がス
タート
政令指定都市初の国民健康保険料のコンビニ
納付を開始
初の市民文化大使が誕生
第74回都市対抗野球大会で市代表の三菱ふ
そう川崎が優勝
政令指定都市初のインターネットによる電子
入札を導入
初の住民参加型ミニ市場公募債「川崎シン
フォニーホール債」の申し込み受付けを開始

朝青龍がモンゴル人初の横綱に昇進
世界初のクローン羊ドリーが死亡
新型の急性肺炎（SARS）がアジアから世界
に拡散
世界水泳100メートル平泳ぎで北島康介が世
界新で初優勝
フランスの猛暑で１万人超の死者が発生
米国でBSE牛が発生

第４３回川崎市全町内会連合会総会
役員・理事研修会
⃝活動事例発表　宮前区全町内会連合会
⃝講演「市政を語る」川崎市長　阿部孝夫氏
対市要望（４項目）

全国自治会連合会東京大会
川﨑善太郎氏が全国自治会連合会会長表彰を受ける。
第１８回川崎市全町内会大会
⃝�講演「現代青少年のこころ～大人はどう向き合うか」
落語家・少年院篤志面接委員　桂才賀氏

⃝�町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連
合会感謝状贈呈

役員他都市視察研修会
北九州市・北九州市町会連合会
大分市・大分市自治会連合会

社会の出来事

最近10年のあゆみ

（１）�ＪＲ南武線未高架地域の踏切内における車歩道分離
等による歩行者の安全確保と交通渋滞の解消対策に
ついて

（２）幹線道路及び都市計画道路等の整備促進について
（３）柿生駅周辺の整備について
（４）生田緑地の総合整備事業促進について
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2005年　平成１7年2004年　平成１６年

１月

２月

３月

４月

４月

５月

６月
７月

８月

９月

１０月

１１月

１月
２月
３月

４月

４月
５月

６月
７月

８月
９月

９月

９月

１０月

１１月

３月

４月

６月
６月
７月
８月
11月

２月
３月

４月

５月
５月

９月

10月

２月

７月
８月

９月

１１月

１１月

１１月

７月
８月

９月

１０月

１０月

１０月

１１月

川崎市の出来事川崎市の出来事 川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き
子どもを狙った犯罪対策に市立小学校１・２
年生全員に防犯ブザーを配布

「かわさきかるた」の完成記念に、かるた大
会を子ども夢パークで開催

バスケットボールのスーパーリーグで東芝ブ
レイブサンダースが優勝
市民主役のまちづくりを目指し自治基本条例
を施行
消防ヘリコプター・新「そよかぜ１号」の運
航を開始
農業振興のためのかわさき「農」の新生プラ
ンを発表
観光案内所が川崎地下街アゼリアへ移転
地域の課題解決を目指す「区民会議」の試行
を開始
里山を守り育てる「かわさき緑レンジャー」
を公募し市民７人に委嘱
第76回都市対抗野球大会で市代表の三菱ふそ
う川崎が優勝
市長選・参議院議員補欠選・市議会議員宮前
区補欠選が行われ即日開票。投票率36.32％
市総合コンタクトセンター「サンキューコー
ルかわさき」を開設

市制80周年を記念してロゴマークを発表
第１回福祉産業創出フォーラムを開催
JR川崎駅自由通路西口に観光案内所がオー
プン
家庭系粗大ごみの収集を全面有料化。事業系
ごみの収集を許可業者へ委託
全国初、市税のコンビニ納付を開始
ホームレスの緊急一時宿泊施設として「愛生
寮」を川崎区に開所
かわさき南部斎苑を川崎区に開設
市制80周年を迎える。ミューザ川崎シンフォ
ニーホールで記念式典を開催
子ども夢パーク１周年記念まつりを開催

「川崎市ホームタウンスポーツ推進パート
ナー」を認定
新総合計画基本構想素案と自治基本条例素案
についてタウンミーティングを各区で開催
川崎フロンターレが水戸戦に勝利し、５年ぶ
りのＪ１昇格を決める

市の全面協力のもと総合情報誌「るるぶ川崎
市」を発刊
市交通事業60周年を記念しチョロQとバス
カードを発売

21世紀初の国際博覧会「愛・地球博（愛知万
博）」が開幕
JR西日本福知山線で脱線事故。
死者107人でJR史上最悪の惨事
中央省庁でクールビズを開始
茨城県の養鶏場で鳥インフルエンザが発生
北海道・知床が世界自然遺産に登録決定
預金者保護法が成立
建築士が耐震強度を偽装

ヤフー BBの顧客情報460万人分が流出
米航空宇宙局（NASA）はかつて火星地表
に「海」を確認と発表
バグダッドで取材中に拉致された邦人記者ら
２人無事解放
市民参加の裁判員制度法が成立
柳楽優弥さん（14）がカンヌ史上最年少で最
優秀男優賞
国交省の温泉表示実態調査で加水・加温が約
９割と結果発表
新潟県中越地震が発生

昨年１０月に発生した新潟県中越地震の被災地に向けて、
１１月から募金活動を行い、新潟県へ災害義援金を贈呈
した。（見舞金４2，１１０，８７１円）
第４5回川崎市全町内会連合会総会
役員・理事研修会
⃝活動事例発表　麻生区町会連合会
⃝講演「市政を語る」川崎市長　阿部孝夫氏
対市要望（８項目）

第2０回川崎市全町内会大会
⃝�コンサート　洗足学園音楽大学による弦楽四重奏、
金管アンサンブル

⃝�町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連
合会感謝状贈呈

役員他都市視察研修会
神戸市・神戸市自治会連絡協議会　１１名出席
全国自治会連合会創立2０周年記念岡山大会　８名出席
安岡信一氏と青山一氏が全国自治会連合会会長表彰を
受ける。

第４４回川崎市全町内会連合会総会
役員・理事研修会
川崎市制８０周年・川崎市市民自治財団設立25周年・川
崎市総合自治会館開設2０周年記念して一般の町内会長・
自治会長にも対象を拡大し、住民自治組織活性化講演
会を開催した。
⃝活動事例発表　多摩区町会連合会
⃝�講演「難問解決・ご近所の底力　安全・安心なまち
づくりに向けて～成功の秘訣・失敗の理由～」NHK
生活・料理番組ディレクター　黒川敬氏

対市要望（６項目）

市制８０周年を記念し、全町連川崎フロンターレ支援マッ
チを開催。市内４，４０８名を招待した。
２日　川崎フロンターレ�対�横浜FC
等々力陸上競技場
役員他都市視察研修会　１３名出席
青森市・青森市町会連合会
盛岡市・盛岡市町内会連合会
全国自治会連合会仙台大会　７名出席
熊倉忠三郎氏が全国自治会連合会会長表彰を受ける。
第１９回川崎市全町内会大会
⃝�コンサート　ソプラノ歌手・三河尻晴美さんによる
日本歌曲等の歌唱

⃝�町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連
合会感謝状贈呈

（１）�町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支
援について

（２）�JR南武線未高架地域の踏切内における車歩道分離
等による歩行者の安全確保と交通渋滞の解消につい
て

（３）川崎縦貫高速鉄道線整備の早期着工について
（４）�多摩川河川敷グラウンド（小向仲野町Ａ，Ｂ，Ｃ，多

摩川大橋、古市場）環境整備について
（５）�横浜市営地下鉄３号線のあざみ野駅から新百合ヶ丘

駅への延伸について
（６）�向丘診療所の存続について
（７）�身近な地域交通環境の整備について
（８）�五反田川放水路の再着工について

（１）�JR南武線未高架地域の踏切内における車歩道分離
等による歩行者の安全確保と交通渋滞の解消につい
て

（２）川崎縦貫高速鉄道線整備の早期着工について
（３）多摩川河川敷グランドの環境設備について
（４）生田緑地の総合整備事業促進について
（５）�横浜市営地下鉄３号線のあざみ野駅から新百合ヶ

丘駅への延伸について
（６）�町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支

援について

社会の出来事

社会の出来事

10月２日、J２優勝を決める� 撮影：大堀 優



64 65

2007年　平成１９年2006年　平成１８年

１月

２月

３月

４月

４月
５月
７月

９月

１０月

１０月
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３月

３月
９月
10月
10月

２月
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８月
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７月

８月

１０月

１１月
１１月

１１月

１１月

７月
８月

１０月

１１月

１１月

１１月

川崎市の出来事川崎市の出来事 川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き
第73回皇后杯全日本総合バスケットボール選
手権大会で富士通レッドウェーブ（川崎市）
が２連覇

「音楽のまち・かわさき」のマスコットキャ
ラクターを「かわさきミュートン」と命名
電子メール配信サービスとして「メール
ニュースかわさき」がスタート
普通ごみ収集が週４回から週３回へ。ミック
スペーパー分別収集のモデル実施範囲拡大
昭和音楽大学の新百合ケ丘キャンパスが開校
麻生区の禅寺丸柿が国登録記念物に認定

「第３回アメリカンフットボールワールド
カップ2007川崎大会」を開催。優勝はアメリ
カ、準優勝は日本

第78回都市対抗野球大会で川崎市代表の東
芝が８年ぶり６度目の優勝
芸術文化振興施設「川崎市アートセンター

（麻生区）」が開館
「宮前区まちづくり協議会主催第１回フォト
コンテスト」を開催

自治体として全国初の国連「グローバルコン
パクト（GC）」へ参加表明

「川崎市立多摩病院」が開院
「音楽のまち・かわさき・アジア交流音楽祭」
を開催

「サンキューコールかわさき」を年中無休に
サービス強化

「カッパーク鷺沼」がオープン
世界最大級のホオジロザメ（雄）のはく製が
完成。川崎マリエンで公開

「市アスベスト飛散防止に関する指針」を施
行

「第１回かわさき科学技術サロン」を開催
「こども110番」のキャラクターに「ドラえも
ん」を起用
かわさきロボット競技大会「バトルロボット
部門」に全国から過去最多参加者数
岡本太郎美術館（多摩区）の「ウルトラマン
伝説展」に過去最多の４万6,546人が入場
かわさき健康づくりセンター（川崎区）が
オープン
第29回かわさき市民まつりを開催。来場者約
56万１千人
地方分権推進タウンミーティングを開催

宮崎県知事選で無所属のタレント東国原英夫
氏が初当選
宇宙飛行士の若田光一氏が日本人初の宇宙長
期滞在に決定
タミフル異常行動問題で厚労省が10代患者
の使用制限を指示
石川県能登半島で震度6強の地震が発生
安倍首相退陣、後継に福田康夫氏
サブプライム問題で米経済失速
郵政事業の民営化がスタート

第20回冬季トリノ五輪で、荒川静香がフィ
ギュアスケートでアジア勢初の金メダル
WBC決勝で王監督率いる日本が優勝。初代
世界王者となる
移動端末向けの地上デジタル放送「ワンセ
グ」が29都府県でスタート
気象庁が緊急地震速報の運用をスタート
冥王星が惑星から除外される
秋篠宮家に悠仁さまご誕生

第４７回川崎市全町内会連合会総会
第８代会長に小島春男氏が選任される
役員・理事研修会
⃝活動事例発表　幸区町内会連合会
⃝講演「市政を語る」川崎市長　阿部孝夫氏
対市要望（１４項目）

全国自治会連合会東大阪大会　８名出席
役員他都市視察研修会
大和郡山市・大和郡山自治連合会　１４名出席
第22回川崎市全町内会大会
⃝�講演「防犯対策」神奈川県安全防災局　安全安心ま
ちづくり推進課　川崎分室

⃝�町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連
合会感謝状贈呈

浜松市自治会連合会役員の視察研修を受け入れ

第４6回川崎市全町内会連合会総会
役員・理事研修会
⃝活動事例発表　川崎区連合町内会
⃝講演「市政を語る」川崎市長　阿部孝夫氏
対市要望（１2項目）

役員他都市視察研修会
下関市・下関市連合自治会　１３名出席
全国自治会連合会防府大会　１１名出席
彈塚誠氏と黒沢一之氏が全国自治会連合会会長表彰を
受ける。
第2１回川崎市全町内会大会
⃝�コンサート　昭和音楽大学による歌曲と弦楽合奏曲
の名曲

⃝�町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連
合会感謝状贈呈

（１）�町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支
援について

（２）�JR南武線未高架地域の踏切内における車歩道分離
等による歩行者の安全確保と立体交差化による交通
渋滞の解消対策及び高架化の促進について

（３）�川崎縦貫高速鉄道線整備の早期着工について
（４）�多摩川河川敷グラウンド（小向Ａ，Ｂ，Ｃ）の環境

整備について
（５）�横浜市営地下鉄３号線のあざみ野駅から新百合ヶ丘

駅への延伸について
（６）�身近な地域交通環境の整備について
（７）�国道409号線（川崎縦貫道路）整備計画の早期実現

について
（８）�JR川崎駅北口自由通路の整備について
（９）�JR横須賀線の小杉新駅建設に伴う利用者に配慮し

た環境整備について
（１0）�溝口駅南口地区の早期整備について
（１１）�小田急向ヶ丘遊園駅南口ロータリーへのモニュメン

トの設置について
（１２）�川崎駅東口の恒久的な自転車駐輪場の整備について
（１３）�防犯灯補修費補助金の引き上げについて
（１4）�JR登戸駅、小田急向ヶ丘遊園駅周辺の整備につい

て

（１）�町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支
援について

（２）�JR南武線未高架地域の踏切内における車歩道分離
等による歩行者の安全確保と交通渋滞の解消対策及
び高架化の促進について

（３）�川崎縦貫高速鉄道線整備の早期着工について
（４）�多摩川河川敷グラウンド（小向Ａ，Ｂ，Ｃ，多摩川大

橋、古市場）環境整備について
（５）�横浜市営地下鉄３号線のあざみ野駅から新百合ヶ丘

駅への延伸について
（６）�身近な地域交通環境の整備について
（７）�五反田川放水路の再着工について
（８）�国道409号線（川崎縦貫道路）整備計画の早期実現

について
（９）�JR川崎駅北口自由通路の整備について
（１0）�JR横須賀線の小杉新駅建設に伴う利用者に配慮し

た環境整備について
（１１）�溝口駅南口地区の早期整備について
（１２）�小田急向ヶ丘遊園駅南口ロータリーへの岡本太郎作

品の設置について

社会の出来事
社会の出来事
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１１月

川崎市の出来事川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き
富士通レッドウェーブが全日本総合バスケッ
トボール選手権大会女子３連覇を達成
外国企業向けビジネス支援オフィス「かわさ
きスタートアップルーム」を開設
クロアチア共和国メシッチ大統領が市を訪問
川崎産業観光検定の第１回初級試験を実施
市内初の小・中学校連携校「市立はるひ野小・
中学校」が開校

「東扇島東公園」が開園。50年ぶりに砂浜が
復活

市内初、大型農産物直売所の「セレサモス」
がオープン
中国四川省大地震、市消防局隊員を国際緊急
援助隊として派遣

「映像のまち・かわさき推進フォーラム」を
設立
市内初、宮前区で「コミュニティバス」の運
行を開始

「スーパー陸上2008川崎」が開催
「川崎市緊急経済対策本部」を設置
女性初のプロ野球選手誕生（県立川崎北高校
の吉田えりさん）
全国高校駅伝競技大会に県立多摩高校が初出
場

中国製の輸入冷凍ギョーザからメタミドホス
等の農薬を検出
韓国ソウル・南大門で火災が発生し国宝の楼
閣が全焼
中国四川省でM7.8の地震が発生し約４万人
が死亡
東京秋葉原で無差別殺傷事件
米アップルの新型携帯電話

「iPhone 3G」が国内で販売開始
米証券会社リーマン・ブラザーズの経営破た
んで金融危機拡大

第４８回川崎市全町内会連合会総会
役員・理事研修会
⃝活動事例発表　中原区町内会連絡協議会
⃝講演「市政を語る」川崎市長　阿部孝夫氏
対市要望（１４項目）

全国自治会連合会札幌大会　１2名出席
役員他都市視察研修会
北海道中標津町・中標津町全町内会連合会　１2名出席
第2３回川崎市全町内会大会
⃝講演「オレオレ詐欺・振込め詐欺・市内の犯罪件数等」
　�神奈川県安全防災局　安全安心まちづくり推進課　
川崎分室

⃝�町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連
合会感謝状贈呈

（１）�町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支
援について

（２）�国道409号線（川崎縦貫道路）整備計画の早期実現
について

（３）�JR川崎駅周辺の総合整備について
（４）�川崎駅東口の恒久的な自転車駐輪場の整備について
（５）�幸区役所庁舎の早期建て替えについて
（６）�JR横須賀線の小杉新駅建設に伴う利用者に配慮し

た環境整備について
（７）�JR南武線未高架地域の踏切内における車歩道分離

等による歩行者の安全確保と立体交差化による交通
渋滞の解消対策及び高架化の促進について

（８）�溝口駅南口地区の早期整備について
（９）�川崎縦貫高速鉄道線整備の早期着工について
（１0）�身近な地域交通環境の整備について
（１１）�小田急向ヶ丘遊園駅前への観光案内版の設置につい

て
（１２）�局地的な豪雨に備えた親水施設の安全対策強化につ

いて
（１３）�横浜市営地下鉄３号線のあざみ野駅から新百合ヶ丘

駅への延伸について
（１4）�災害時における避難場所としての都市公園の利用方

法について

社会の出来事
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８月

９月

１１月
１１月

１１月

川崎市の出来事川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き
白山小学校跡地に日本初の映画専門大学「日
本映画大学」創設の方針を決定
京浜港セミナーを開催。市長、東京都知事、
横浜市長による初のトップセールスを実施
アメリカンフットボール「U-19グローバル
チャレンジボール2009川崎大会」を開催

「川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしん
ゆり）2009」を初開催
川崎競馬場に世界最大の大型ビジョン「川崎
ドリームビジョン」が誕生

政令指定都市初の「川崎市議会基本条例」が
成立
ミューザ川崎シンフォニーホール開館５周年
記念コンサートに皇太子殿下御臨席
行財政改革の効果を市民へ還元。水道料金を
引き下げ決定
８都県市合同防災訓練が東扇島東公園をメイ
ン会場に行われる
セブン-イレブン・ジャパンと市が「地域活
性化包括連携協定」を締結
市長選挙、阿部孝夫氏が３選
岡本太郎美術館が開館10周年を迎える
米ボルティモア市で姉妹都市提携30周年記念
式典を開催

天皇陛下即位20年
第81回米アカデミー賞で「おくりびと」と

「つみきのいえ」の日本作品がダブル受賞の
快挙
経済対策の一施策として定額給付金の支給が
開始
米歌手マイケル・ジャクソン氏（50）が急死
皆既日食が日本の上空では46年ぶりに観測
第45回総選挙で民主党が大勝

町内会・自治会加入促進パンフレットを作成
川崎市全町内会連合会ホームページを開設
第４９回川崎市全町内会連合会総会
役員・理事研修会
⃝活動事例発表　高津区全町内会連合会
⃝講演「市政を語る」川崎市長　阿部孝夫氏
対市要望（１３項目）

全国自治会連合会鳥取大会　１2名出席
役員他都市視察研修会
兵庫県姫路市・姫路市連合自治会
第2４回川崎市全町内会大会
⃝�講演「落語を聞いて悪徳商法に勝とう！」夢見亭
わっぱさん

⃝�町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連
合会感謝状贈呈

（１）�町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支
援について

（２）�川崎縦貫道路の早期実現及び国道409号線の整備に
ついて（川崎区）

（３）�JR川崎駅北口自由通路の整備について（川崎区）
（４）恒久的な自転車駐輪場の整備について（川崎区）
（５）��JR横須賀線の小杉新駅建設に伴う利用者に配慮し

た環境整備について（中原区）
（６）�JR南武線未高架地域の踏切内における車歩道分離

等による歩行者の安全確保と立体交差化による交通
渋滞の解消対策について（中原区・高津区・多摩区）

（７）溝口駅南口地区の早期整備について（高津区）
（８）�川崎縦貫高速鉄道線整備の早期着工について（宮前

区、麻生区）
（９）身近な地域交通環境の整備について（宮前区）
（１0）�多摩区内の観光施設及び教育施設に関する総合的な

案内版等の設置について（多摩区）
（１１）�局地的な豪雨に備えた親水施設の安全対策強化につ

いて（多摩区）
（１２）�横浜市営地下鉄３号線のあざみ野駅から新百合ヶ丘

駅への延伸について（麻生区）
（１３）��災害時における避難場所としての都市公園の利用方

法について（麻生区）

社会の出来事
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2010年　平成２２年 2011年　平成２３年

１月

２月

３月

４月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１０月

１１月

１2月

１月

２月

２月

３月

３月

４月

５月

６月

６月

７月

８月

９月

１月
３月

４月

５月

７月

８月

３月

３月

４月

７月

８月

２月

７月

８月

９月

１０月

１０月
１１月

２月

３月
７月

８月

９月

９月

１１月

川崎市の出来事 川崎市の出来事川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き 川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き
大型農産物直売所の「セレサモス」の利用者
が50万人突破
第64回毎日映画コンクール表彰式をミューザ
川崎シンフォニーホールで開催
JR横須賀線武蔵小杉駅が開業

国内最大級の太陽光発電所「メガソーラー」
が臨海部で建設を開始
東扇島東公園「かわさきの浜」で潮干狩りが
解禁
江戸のタカ狩りを再現した中原街道時代まつ
りが開催
新たな交通手段の確保に向けて乗り合いタク
シー「山ゆり号」の試行をスタート
川崎競馬場の川崎ドリームビジョンがギネス
世界記録に認定
市制記念多摩川花火大会に有料協賛席を初導
入
第81回都市対抗野球大会で市代表の東芝ブレ
イブアレウスが優勝
首都高川崎線（殿町～大師ジャンクション）
が開通
都市計画道路尻手黒川線（Ⅲ期）が開通し

「柿生大橋」と命名
市・英国シェフィールド市友好都市提携20周
年記念事業を開催
市バス60周年記念式典を開催

市は大規模地震に備えた「防災シンポジウ
ム」を開催
岡本太郎美術館で生誕100周年を記念した企
画展を開催
優れた技術を紹介する「川崎国際環境技術展
2011」を開催
11日に発生した東日本大震災で市内でも震度
５強の大きな揺れを観測
地震によりミューザ川崎シンフォニーホール
が天井落下で休館。復旧は25年３月末の予定
日本映画学校を母体とする日本初の映画専門
の「日本映画大学」が開校

約553種4700株のバラが咲き誇る「生田緑地
ばら苑」で春の一般開放を実施
市は電力供給不足の対応に「電力不足対策基
本方針」を策定
市内（５～６月）で熱中症の搬送者が昨年の
４倍と発表
テレビの完全デジタル化で市内各所で地デジ
相談会を開始
川崎区生れの歌手・坂本九さん生誕70周年事
業で「坂本九さん追悼コンサート」を開催
３日「藤子・F・不二雄ミュージアム」がオープ
ン。この日はドラえもんの誕生日

日本航空が会社更生法で破たん
高橋大輔がフィギュアスケート世界選手権で
日本男子初優勝
新潟県佐渡市で放鳥したトキの自然界で初の
産卵を確認
上海国際博覧会（上海万博）が開幕。会場面
積は過去最大
東京都心と成田空港を結ぶ「成田スカイアク
セス」が開業
広島平和式典に国連事務総長、米大使が初め
て参列

東北地方にM9.0の日本国内観測史上最大の
地震・津波が襲来
地震被災により福島第１原子力発電所で放射
性物質が外部放出。レベル７の深刻な事態に
発展
天皇皇后両陛下の東日本大震災被災地へのお
見舞いが始まる
2011FIFA女子ワールドカップで日本代表

（なでしこジャパン）が初優勝。８月には国
民栄誉賞
日本国債格下げ「Aa3」を発表

市政懇談会
｢３期目の市政運営について｣
「今後の地域住民組織のあり方と行政の関係について」
市長、市民・こども局長、全町連役員が出席
第5０回川崎市全町内会連合会総会
第９代会長に工藤正興氏が選任される。
役員・理事研修会
⃝活動事例発表　宮前区全町内・自治会連合会
⃝講演「市政を語る」川崎市長　阿部孝夫氏
対市要望（１８項目）

役員他都市視察研修会
大分市・大分市自治会連合会・自治委員連絡協議会　
１０名出席
全国自治会連合会大分日田大会　１2名出席
第25回川崎市全町内会大会
⃝講演「SF商法にご用心！」夢見亭わっぱさん
⃝�町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連
合会感謝状贈呈

市政懇談会
市長講演 ｢市政運営にあたって｣
町内会エリアマップを作成（幸区、宮前区、多摩区）
第5１回川崎市全町内会連合会総会
第１０代会長に彈塚誠氏が選任される。
役員・理事研修会
⃝活動事例発表　多摩区町会連合会
⃝講演「市政を語る」川崎市長　阿部孝夫氏
対市要望（１９項目）

今年３月に発生した東日本大震災の被災地に向けて、
４月から募金活動を行い、日赤川崎市地区本部を通じ
て災害義援金を贈呈した。（見舞金6１，6３０，３2９円）
創立5０周年記念�第26回川崎市全町内会大会

（１）�町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支
援について（全町連）

（２）��川崎縦貫道路の早期実現及び国道409号線の整備に
ついて（川崎区）

（３）�JR川崎駅北口自由通路の整備について（川崎区）
（４）�恒久的な自転車駐輪場の整備について（川崎区）
（５）�JR南武線未高架区間の連続立体交差化について（幸区）
（６）��多摩川河川敷グラウンド（小向Ａ，Ｂ，Ｃ）の環境

整備について（幸区）
（７）�JR横須賀線の小杉新駅建設に伴う利用者に配慮し

た環境整備について（中原区）
（８）�JR南武線改札の橋上化及び踏切の拡幅による人車

分離改善について（中原区）
（９）�JR南武線踏切内の歩行者安全対策について（高津区）
（１0）�武蔵溝ノ口駅南口の早期整備について（高津区）
（１１）��川崎縦貫高速鉄道線整備の早期着工について（宮前区）
（１２）��宮前区における身近な地域交通環境の整備について
（１３）��多摩区内の観光施設及び教育施設に関する総合的な

案内板の設置について（多摩区）
（１4）�JR南武線の駅施設整備について（多摩区）
（１５）�局地的な豪雨に備えた親水施設の安全対策強化につ

いて（多摩区）
（１６）�川崎縦貫高速鉄道線整備について（麻生区）
（１７）�横浜市営地下鉄３号線のあざみ野駅から新百合ヶ丘

駅への延伸について（麻生区）
（１８）��災害時における避難場所としての都市公園の利用方

法について（麻生区）

（１）�町内会・自治会等住民組織への助成及び活動支援に
ついて（全町連）

（２）�国道409号（川崎縦貫道路）の整備計画の早期実現
について（川崎区）

（３）JR川崎駅北口自由通路の整備について（川崎区）
（４）恒久的な自転車駐輪場の整備について（川崎区）
（５）�JR南武線未高架区間の連続立体交差化について

（幸区）
（６）JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（幸区）
（７）�防犯灯補修費補助金及び設置補助金の拡充について

（幸区）
（８）�JR横須賀線の小杉新駅開設に伴う利用者に配慮し

た環境整備について（中原区）
（９）�JR南武線の平間駅・向河原駅の橋上化及び踏切の

拡幅による人車分離改善について（中原区）
（１0）JR南武線踏切内の歩行者安全対策について（高津区）
（１１）武蔵溝ノ口駅南口地区の早期整備について（高津区）
（１２）川崎縦貫高速鉄道線整備の早期着工について（宮前区）
（１３）�宮前区における身近な地域交通環境の整備について

（宮前区）
（１4）�局地的な豪雨に備えた区内地域の安全対策強化につ

いて（多摩区）
（１５）�区内における道路の整備について（多摩区）
（１６）�多摩区における自転車の違法駐輪対策強化について

（多摩区）
（１７）川崎縦貫高速鉄道について（麻生区）
（１８）�横浜市営地下鉄３号線のあざみ野駅から新百合ヶ丘

駅への延伸について（麻生区）
（１9）災害時における都市公園の利用方法について（麻生区）

社会の出来事 社会の出来事

オープンキャンパスでのリハーサル
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平成16年10月3日　神奈川新聞

平成16年７月6日　神奈川新聞

平成22年6月１日　神奈川新聞

平成18年3月29日　神奈川新聞

平成17年10月12日　神奈川新聞

平成21年11月８日　朝日新聞

平成23年９月５日　東京新聞

新聞紙面に見る
町内会・自治会

活動

平成20年9月29日　朝日新聞

平成22年１月30日　朝日新聞
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平成20年12月2日　神奈川新聞

平成22年6月9日　神奈川新聞

平成21年7月6日　神奈川新聞

平成20年3月17日　神奈川新聞

平成19年5月19日　神奈川新聞

平成18年2月22日　神奈川新聞

資　料　編
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◦町内会・自治会長について
1-1　会長の年代・性別について

1

20

22

79

185

218

28

1

0

2

7

17

7

5

4

0

0 50 100 150 200 250
（人）（人）

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代

90歳代

16 4無回答

男性 女性

050100150200250

n=46n=514

全市的に見ると75％以上という圧倒的な多数が60 〜
70代の男性会長です。中でも70代は４割を超えている
のに対し、女性会長は50代がピークを示しています。
地域ごとに見ていくと、川崎区は70代以上男性が72.4
％である一方、麻生区では37.9％と50代以下の男性の
比率が高く、早くから開発が進み人口流入が早かった
南部と、その後に宅地開発が進み急激な人口増加が
あった北部という川崎市の地形的な特徴が表れていま
す。また、北部にいくほど女性会長が多く、麻生区の
18.6％を筆頭に高津区以北の各区は８％を超えています。

1-2　会長の在職年数

0～1年
29.6%

2～5年
32.8%

6～10年
16.8%

11～15年 7.5%

16～20年 2.8%

21年以上 3.7%

無回答 6.7%

 0 ～ 1 年
 2 ～ 5 年
 6 ～ 10 年
 11 ～ 15 年
 16 ～ 20 年
21年以上
無回答n=570

全市的には「２〜 10年」がほぼ半数を占めますが、
中には21年を超える会長も４％弱、見られます。麻生
区では「１年以内」の回答が54.0％と半数以上を占め
ます。区内には集合住宅や団地が多く、輪番制で町内
会・自治会長を選出している傾向が読み取れます。

1-3　会長の職業

1.会社員
17.0%

3.自営
28.4%

2.公務員
1.4%

4.無職
38.8%

5.その他 10.4%
無回答 4.0%

 1.会社員
2.公務員
3.自営
4.無職
5.その他
無回答n=570

「自営業」と「無職」が67.2％を占め、その他に含まれる
職業を含め、町内会・自治会長は時間に融通が利かな
いと務まりにくい仕事であることがわかります。

◦町内会・自治会の取り組み
2-1 　環境整備事業（複数回答）

0 100 200 300 400 500 600

無回答

キ.その他

カ.交通安全活動

オ.資源回収、
リサイクル

エ.花壇等の整備

ウ.清掃等の美化活動

イ.防犯・防火・
防災活動

ア.防犯灯の維持管理 90.4%

94.0%

84.4%

69.5%

40.9%

57.2%

5.8%

1.6%

（件）
n=570

90％を超える「防犯灯の維持管理」「清掃等の美化活動」
など、多くが防犯・美化活動に取り組んでいます。他
には放置自転車撤去や公園・グラウンドの管理など。

2-2　社会福祉事業（複数回答）

無回答

エ.その他

ウ.日赤等の募金活動

イ.子育て支援事業

ア.高齢者支援事業

0 100 200 300 400 500 600（件）

49.8%

24.6 %

87.5%

4.6%

8.9%

n=570

「日赤等の募金活動」は90％近くが実施。社会の少子
高齢化を反映して、南部を中心に「高齢者支援事業」、
中原区では「子育て支援事業」が充実してきました。

2-3　社会教育事業（複数回答）

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450（件）

60.5%

44.4%

48. 2%

66.8%

1.4%

14.7%

n=570

無回答

オ.その他

エ.小中学校との連携

ウ.婦人活動

イ.青少年活動

ア.子ども会育成

「小中学校との連携」「子ども会育成」と子どもに対す
る活動が多く、多くの団体で子どもたちやPTAにコ
ミュニティづくりの接点を求めています。

2-4　レクリエーション事業（複数回答）
「盆踊り」など地縁的な行事が強いですが、町内会・
自治会・地域によって多彩な取り組みが見られます。
「その他」には祭礼、フリーマーケット、懇親会・茶
話会、花見会、寄席、歩こう会などがあります。

無回答

カ.その他

オ.早起き体操

エ.旅行会

ウ.各種スポーツ大会

イ.運動会

ア.盆踊り 49. 8%

31.6 %

37.4%

38.9%

23. 3%

16.8%

19.1%

0 50 100 150 200 250 300（件）
n=570

2-5　福利厚生事業（複数回答）

無回答

エ.その他

ウ.慶弔事業

イ.食料・日用品
等の斡旋

ア.敬老会

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450（件）

71.9 %

68.1%

68.1%

2.8 %

16.0%

n=570

全市的に７割を超える「敬老会」ですが、川崎区・幸
区では、95％近い実施があります。他に健康相談会や
ミニサロンの開催など、団体ごとに工夫があります。

2-6 　文化事業（複数回答）

無回答

エ.その他

ウ.書道・写真等の
作品展

イ.各種講演会

ア.各種講習会

0 10050 150 200 250 300 350

30. 7%

19.5%

11.4%

4.9 %

56.0 %

（件）
n=570

「その他」はパソコン講習会、文化祭、図書の貸し出
しなど。最も実施されている「各種講演会」も30％程
度で、これから新しい事業が期待できる分野です。

2-7　広報事業（複数回答）

0 100 200 300 400 500 600

88.4%

42.8 %

63. 3%

4.9%

4.9%

（件）
n=570

無回答

エ.その他

ウ.名簿の作成

イ.会報の発行

ア.掲示板の管理

「掲示板の管理」は９割近くが実施。各項目とも全市的
にばらつきなく平均化しています。新しい事業として、
ホームページ作成、CATV放送などがあります。

◦調査目的
　町内会・自治会は市民により自主的に運営され、互
いの連帯意識を深めながら、防災・防犯活動や美化活動
などを通じて、その地域に生ずるさまざまな共通の課
題を解決する地域を代表する重要な組織で、住み良い
まちづくりを目指して活動している住民自治組織です。
　しかし、近年の都市化の進展により、地域における
人と人とのつながりが希薄になっている状況などか
ら、町内会・自治会が抱えている課題やニーズも多種
多様になっています。
　このアンケートは川崎市の町内会・自治会が抱えて
いる課題やニーズを調査し、今後の町内会・自治会の
振興に向けて施策を実施する際の参考資料にすること
を目的に実施しました。

◦調査対象
　川崎市内の町内会・自治会などの住民組織のうち、
平成17年４月１日現在の調査で確認され、各区役所・
支所・出張所に解散の届出が出されていない団体、お
よび平成17年中に新規団体として届出のあった団体の
代表者640人。
・調査区分
　全数調査（全団体に対して調査を実施）
・調査期間
　平成18年３月〜５月
・回収状況
　有効回収件数570件／有効回収率89.1％
※�本文中の「百分率」は小数第２位を四捨五入してい
るので、数値の合計が100にならない場合があります。

町内会・自治会アンケート調査
調査期間：平成18年３月〜５月 実施主体：川崎市市民局地域振興課

　　　　　　（現　川崎市市民・こども局市民協働推進課）

町内会・自治会アンケート調査



76 77

町内会・自治会アンケート調査

◦町内会・自治会と行政
3-1　事業協力依頼回数について

0

0.9% 23.0% 6.2% 69.0%

1.2% 32.9% 9.8% 4.9 % 51.2%

3.3% 29.5% 6.6% 3.3% 57.4%

33.0% 12.4% 1.0% 1.0% 52.6%

41.9% 2.7%9.5% 1.4%1.4% 43.2%

34.5% 21.8% 1.8% 41.8%

25.0% 19.3% 3.4%1.1% 1.1% 53.5%

50 100

無回答

101回～

51～100回

31～50回

11～30回

2～10回

0～1回

麻生区

多摩区

宮前区

高津区

中原区

幸区

川崎区

n=570（％）

3-2　会議出席依頼回数について

0 50 100
麻生区

多摩区

宮前区

高津区

中原区

幸区

川崎区

1.8% 22.1% 15.0% 1.8% 2.7 % 56.6%

3.7% 31.7% 14.6% 7.3 % 6.1% 1.2% 35.4%

19.7% 32.8% 4.9 % 1.6%1.6% 39.3%

32.0% 21.6% 3.1% 3.1%1.0% 39.2%

31.1% 25.7% 2.7%5.4% 35.1%

21.8% 34.5% 10.9% 3.6% 29.1%

22.7% 23.9% 8.0% 3.4% 5.7% 36.4%

無回答

101回～

51～100回

31～50回

11～30回

2～10回

0～1回

n=570（％）

3-3　会議出席依頼の負担感について

無回答

イ.負担と感じ
　 ていない

ア.負担である

0 50 100
麻生区

多摩区

宮前区

高津区

中原区

幸区

川崎区

n=570（％）

38.9% 36.3% 24.8%

54.9% 29.3% 15.6%

54.1% 27.9% 18.0%

35.1% 47.4% 17.5%

48.6% 37.8% 13.5%

54.5% 38.2% 7.3%

52.3% 40.9% 2.3%

3-4　負担を感じる事業について

（件）
n=268

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

ス.その他

シ.住民意思等の取りまとめ

サ.委員の選出

コ.会議等への出席・動員

ケ.物品・金品等の
募集・配布

ク.ポスター類の掲出

キ.ちらし類の回覧

カ.市政だより等の配布

オ.防犯灯維持管理

エ.廃棄物減量

ウ.資源集団回収

イ.公園緑化活動

ア.自主防災組織活動 20.5%

13.4%

9.7 %

20.5%

13.8%

25.0 %

33. 2%

16.8 %

24.6 %

63. 1%

45.5%

25. 7%

11. 1%

無回答 3. 7%

「事業協力依頼回数」「会議出席依頼回数」は団体によっ
て回数の開きが大きく、「負担に感じること」には「会
議などへの出席・動員」「委員の選出」が上位にあげ
られています。会長の負担軽減と町内会・自治会の健
全な運営ために見直しを考える必要が出てくるでしょ
う。

3-5　負担が大きいと感じた事業の改善について

無回答

ウ.拒否したい

イ.改善してほしい

ア.継続していく

0 40 6020 80 100 120 140 160

50.7%

53.7%

1 3.0%

8.5%

（件）
n=270

3-6　負担が大きいと感じた事業を継続する理由

0 40 6020 80 100 120 140 160

92.0%

26.0%

4.7%

2.0%

（件）
n=150

無回答

ウ.その他

イ.手数料等が大事な
収入源だから

ア.行政との関係が
大事だから

「負担が大きいと感じた事業への対応」に対しては、「継
続していく」と、行政から依頼された事業に理解を示
す町内会・自治会が半数を超えますが、それ以上に「改
善してほしい」という要望も出ています。今後、行政
側も事業の見直しや改善の検討が必要です。

3-7　負担が大きいと感じた事業に対する改善要望（自由回答）
［全般］
　⃝行政でイニシアチブを取ってほしい
　⃝手続きを簡素化してほしい
　⃝行政の局部間の横の関係をスムーズにしてほしい
　⃝住民の意見を反映させる方法を考えてほしい
　⃝組織の整理・合理化が必要

［広報関係］
　⃝広報物は役所で各戸配布を考えてほしい
　⃝回覧の大きさをＡ４に統一してほしい
　⃝回覧類は一度に持ち込んでほしい
　⃝市政だよりの新聞折込み、民間委託を希望
　⃝自治会が高齢化し、広報誌の配布が大変

［会議出席依頼関係］
　⃝会議の削減や開催時期など調整してほしい
　⃝関連・類似団体の会議、賀詞交換会の統合
　⃝勤務のため出席が不可能。夜間開催にしてほしい
　⃝出席しないと助けてもらえない風潮がある

［各種事業実施依頼関係］
　⃝毎年同じ事業を実施。改善策を考えてほしい
　⃝募金活動の回数を少なくしてほしい

　⃝役員の高齢化で体力的に無理な事業が多い
　⃝申請書・報告書の提出が細かすぎる
　⃝国勢調査の調査範囲を町会内にとどめてほしい
　⃝行事の実施は地域の実態に合わせてほしい

4-1　町内会・自治会が行っている特色のある活動
　　　（自由回答／一部要約）

［レクリエーションの実施］
　⃝�秋の子ども祭り、映画大会、カラオケ大会、役員
旅行、婦人部旅行といったイベントや歌う会、囲
碁の会、まちの縁側など各種同好会を作り、住民
の参加機会を広げる

　⃝�運動会、グラウンドゴルフ、体操、ラジオ体操な
どスポーツを通じコミュニケーションを図る

　⃝チャリティーバザーで社会福祉団体に寄附
　⃝商店街活性化を願いフェスタ開催

［共通課題の設定］
　⃝美化パトロール・防犯パトロールの実施
　⃝巡回による不法投棄物の処理
　⃝まちづくり勉強会や未来プランの策定
　⃝公園清掃、花壇づくり、グリーンベルトの手入れ
　⃝ボランティアによるパソコン教室
　⃝資源回収、リサイクルボランティア
　⃝廃棄物減量指導員による年末年始のゴミゼロ作戦
　⃝小学生の登下校時の子どもサポート隊を設置
　⃝単身高齢者向け配食サービス
　⃝声かけ運動・わんわんパトロール・防犯用立看板
　⃝公園の管理運営による地域コミュニティの活性化

［他団体との連携］
　⃝連合町内会活動が必要
　⃝地元小学校との連携
　⃝外郭団体との連携を図り、参加協力を得る
　⃝ボランティアへの助成や連携した活動
　⃝他町会との合同の秋祭り

［運営方法の工夫］
　⃝行事は会員が楽しく協力できる内容に
　⃝現役世代が多く、会長業務を分担制に
　⃝会長は３年、他の役員は任期１年の順番制
　⃝班ごとに入居年代順に役員を選ぶ

［若い人を呼び込む］
　⃝子ども会や婦人会に取りまとめを依頼
　⃝青年会が町内会活動で大いに活躍。積極的な協力も
　⃝小学校への入学祝いなど、親子を中心に情報収集
　⃝行事など、子どものための多彩な取り組み

［コミュニケーションを密にする］
　⃝清掃活動実施後、講演会などを開催し、住民が交流
　⃝おみやげや危機感をあおるなど心理作戦も必要
　⃝災害時の近隣支援・協力を周知させる
　⃝あいさつ運動を励行
　⃝使用目的を限定した会員台帳を作成

5-1　町内会・自治会の現代の課題改善について（自由回答）

0 10050 150 200 250 300 350

55.3 %

56. 8%

14.4%

15.3%

21.6 %

26.5%

10.4%

5. 3%

15.8%

（件）
n=570

無回答

ク.その他

キ.施設の不足

カ.加入率の低下

オ.ルールを守らない
人の増加

エ.資金不足

ウ.人手がたりない

イ.役員のなり手が
いない

ア.役員の高齢化・
固定化

「役員の高齢化・固定化」「役員のなり手がいない」が
全市域で半数を超え、町内会・自治会活動の担い手不
足がうかがえます。その傾向は特に南部に強く見えま
す。

5-2　課題解決に向けた取り組み（自由回答／一部要約）
［全般］
　⃝中高年層へ自治会活動の積極的な参加を依頼
　⃝加入率低下のため、特別会員に協力を依頼
　⃝町会費の使途などを広報活動で理解してもらう
　⃝単年度制を設けて役員の固定化を防止
　⃝役員の負担軽減のために役割分担制にする
　⃝役員の公募制を検討
　⃝役員に女性が多く、男性へ参加を呼びかけ
　⃝災害に備え、備蓄米を購入
　⃝町内会費の値上げ、活動費の削減を検討

［マンションなどへの働きかけ］
　⃝若年者層の加入促進と役員候補者の掘り起こし
　⃝不在住事業者に対する町内会加入勧奨
　⃝賃貸住宅建築時に、オーナーなどに入会を依頼

［若い人々への働きかけ］
　⃝自治会の組織改革、若年層の活動の参加
　⃝行事を通じ、参加しやすい町会を目指す
　⃝子ども会活動を増やすことで親の参加を促す
　⃝役員の金銭的な負担を軽減
　⃝若いパワーを活用。若手の参画意識を高める

［話し合い］
　⃝連帯感のPRと報告・相談の実施
　⃝意思疎通の円滑化。情報開示

［共通課題］
　⃝防災器具の保有
　⃝地域の連帯性、地域教育力の強化、活性化を模索
　⃝サークル活動を行い、交流に役立てている
　⃝会員の親睦を高め、高齢化した会員の孤立を防ぐ

［要望］
　⃝新住民の加入率が低い。いい方法のご教示を
　⃝転入者への自治会加入を行政からPRしてほしい



78 79

　「まち歩き」は第１回が平成20年12月に、布田、中
野島６丁目、商店街、堤防、木造密集住宅の各地区を
対象に、第２回が平成21年９月に、中野島１丁目、中
野島中学校周辺を対象に行いました。その時に大矢根
教授から指摘されたことは、まちには危険な場所だけ
でなく、防災上の資源、財産となるものがあることで
す。例えば、駅前にある15階建ての高層マンションは
落下などの危険が大きいものの、その前の公開空地（通
称コミュニティプラザ）は一時避難場所として利用で
きるものです。また、工務店は工作機械などがあり、
企業の社員寮は若者が多く、救助の際の力になる可能
性があることも資源となります。そして、調査した対
象地区ごとに「危険」「資源」をピックアップし、さ
らに「提案」を加え、それぞれの防災のポイントをま
とめた論点集ならびに「中野島町会防災マップ（２００９
年２月２８日実施）」と「中野島再発見一丁目の危険と
資源探しのまち歩き（２００９年10月１８日実施）」という
地図を作りました。
　一方、中野島町会防災委員会としては「まち歩き」
とは別に、「中野島町会防災地図」の作成を計画し、
平成２１年６月に第１版を完成しましたが、年々改訂を
し、本研修会の配布資料は平成23年８月版の「中野島

町会防災地図」です。
　この地図にある通り、北に多摩川の土手があり、南
にJR南武線が通り、畑や梨農園が多い農業地帯があ
ります。これが中野島の特徴です。防災地図には避難
場所である中野島中学校、中野島小学校、下布田小学
校が記載され、そのほかに消火栓、外付け消火器、
AEDや防災無線のある場所を、また、地図右下には
緊急時に井戸を提供してくださるお宅の名簿を載せま
した。いざという時に町民がどこで何をしたらいいか
を記録する意味でまとめたものです。

まちの実情を知り、防災を考える事 例 １

　中野島町会では組織として町会長を本部長に自主防
災に取り組んでいますが、防災対策はむしろ遅れてい
ると思っています。数年前から安全安心のまちづくり
をどうしたらいいか、町会で盛り上がり、執行部から
独立した形で、防災委員会を設立することを、平成19
年６月の役員会に提案し、承認を得て発足しました。
そして多摩区役所地域振興課防災担当と連携しながら
「自主防災に関する研究」「自主防災組織および各ブ
ロックへの助言、助成」「防災訓練などの企画、実施、ブ
ロック長との連絡、調整」に取り組むことになりました。
　その中で多摩区役所から紹介されたのが、地元に
キャンパスのある専修大学人間科学部で災害社会学に

取り組む大矢根淳教授でした。
　活動にあたっては、大矢根教授のアドバイスもあり、
地図づくりというよりも、まず、みんなで防犯のベス
トを着て、まちの中を大勢で歩く「まち歩き」からス
タートしました。「まち歩き」は対象地域を定め、危
険な箇所、物件、施設あるいは安全や危険に対して役
立つ財産（資源）などを見つけ、気づいたことを地図
に記入するもので、自分たちの住むまちの現状を知る
ものです。
　記入にあたっては（株）防災都市計画研究所の吉川
忠寛所長にまとめていただいた「まち歩きの着目点」
に沿いました。

平成23年度川崎市全町内会連合会・（財）川崎市市民自治財団合同研修会

これからの町内会・自治会のあり方
〜活動事例を通して考える〜

防災地図づくりを通じて町会の総合防災対策を

　川崎市全町内会連合会では例年、（財）川崎市市民自治財団と合同研修会を開催しています。
この合同研修会は市内７区の輪番制で開催され、平成23年度は8月19日午後２時30分から当番
区の多摩区役所11階会議室で行われました。佐伯喜世志全町連副会長の開会の辞、彈塚誠全町
連会長の主催者あいさつ、担当区である多摩区の門ノ沢俊明区長のあいさつに続いて、第１部
では多摩区内２町会の事例発表、第２部では阿部孝夫川崎市長の講演「市政を語る」、そして、
意見交換会が行われました。ここでは第１部で行われた２つの事例発表をご紹介します。

阿部市長の講演に耳を傾ける町内会長、自治会長

多摩区中野島町会

区・地元大学との連携でスタート（プロジェクト委員長：瀬下　勇氏）

「まち歩き」で知った防災のポイント

地図づくりのプロセスを熱心に語る瀬下勇氏

会 長：古谷欣治氏
副 会 長：田村忠蔵氏
前副会長：瀬下　勇氏

専修大学社会関係資本研究センター
リサーチアシスタント：横山順一氏
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Q. 地域の実情を知るために調査を行ったということですが、３月11日の東日本大震災当
日とそれ以降、調査されたことが、どのように役
立っているか、教えてください。

A. 正直なところ、３月11日は全く機能しませ
んでした。避難所もそうですし、防災委員

会もほとんど何も動けませんでした。ですから、
どう機能させるか今後の一番の課題だと思います。

質 疑 応 答

質疑応答に応える田村忠蔵副会長

　「まち歩き」も２回目だけでなく、３回４回と続けて、
さらに見直しをしていきたいと考えています。ここで
一番大切なのは、老若男女、小さい子どもたちまで参
加してもらっていることです。大震災の津波災害では
ありませんが「孫子の代まで、このまちでどう暮らし
ていけば良いかを伝えていくことが大切」という大矢

根教授からのアドバイスがありました。
　私たちは地図づくりが目的ではありません。これを
もとにまちをどのように改善していくかというように
考えています。そして、地域としての共助制度に発展
させていけないかというところまで、取り組みを広げ
ようとしています。

次世代まで伝えることが大切

情報の伝達と安全の確保事 例 ２

　自治会活動が陥りやすいのは、役員だけが一生懸命
で、ほかは知らん顔というケースです。それでは自治
会活動はうまくいきません。自治会が何をやっている
かを知らしめることと同時に、自治会活動にみんなが

参加する方法が必要です。
　そこで鴛鴦沼自治会では「情報の伝達と安全の確保」
として、自治会の広報活動と安全パトロールの取り組
みを考え、活動しています。

　鴛鴦沼自治会では住民の皆さんに自治会の活動を
知ってもらうために、「自治会だより」を２カ月に１
回発行しています。内容は、役員、組長など約50 〜
60人が参加して２カ月に１回開かれる役員会の動向を
載せ、皆さんに知っていただくようにしました。具体
的には会長からの呼びかけ、また、環境、防災などの
各部署や民生委員をはじめとする委員、子ども会や老
人クラブから公開したい情報を集め掲載しています。
　そのほかに鴛鴦沼自治会ではホームページを運営し
ています。自治会の規則や資料、１年間の予定表、バ
ス停の時刻表、３時間ごとの天気予報などの便利帳的

な内容、また、行政から出ている情報のうち東京電力
の電力使用状況や飲料水の放射能の状況、計画停電、
液状化の状況などの災害関係まで、鴛鴦沼自治会や日
常生活に関係のある情報を網羅しています。
　さらに自治会に対する質問や要求を受けるEメール
の宛先もあり、役員会の欠席もここから連絡できます。
組長さんが仕事を確認できるように「組長さんの仕事」
の項も入っています。役員会資料や緊急情報は「自治
会だより」とともに１年間分が収められ、自治会や生
活に関係するあらゆる情報を住民に発信しています。

新しい取り組みで住民の信頼と自治会活動への理解を
多摩区鴛

お

鴦
し

沼
ぬま

自治会

自治会活動を活性化していくために（会長：下村優毅氏）

「自治会だより」と「ホームページ」による情報の伝達（書記：野田　孝氏）

会 長：下村優毅氏
副 会 長：松本　勝氏
書 記：野田　孝氏

安全部長：斉藤隆光氏
書 記：山県和彦氏

自治会メンバーを紹介する下村優毅会長

中野島町会防災地図（平成23年８月版・研修会資料より）
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　鴛鴦沼地区は緑が多く環境に恵まれていますが、逆
に危険な場所もあります。不審者が子どもに声をかけ
車に乗せようとした事件や不法投棄も続き、平成18年
に自治会の専門部として安全部が生まれました。当初
は子どもたちの安全対策が中心でしたが、その中で防
犯カメラの設置が取り上げられ、現在カメラが９台、
録画機が５台あり、要所要所を見守っています。
　最近、カメラや映像機器の性能が良くなり、専門的
な知識がない素人でも設置できます。また、365日24
時間と大変な監視も、機器の進歩によって負担が大幅
に軽減されるようになりました。
　既に、不法投棄では大きな効果を上げ、平成18年５
月まで15件あったものが、カメラの設置により、現在、
ほぼゼロになりました。映像から廃棄された物も車の
ナンバーも確実にわかり、多摩警察署によって検挙さ
れた例もあります。たまたま７月にもテレビの廃棄が
ありましたが、「防犯カメラで映しているので、撤去
してください」と廃棄時の写真をそのテレビに貼り付
けたところ、翌日、廃棄者が回収していました。また、
ゴミ出しのマナー遵守にも効果があります。
　個人情報の扱いが厳しくなっている時代だけに「役
員で検討した場所に設置する」「映像の確認は個人が
勝手に見るのではなく、副会長と運用者が必ず２人以
上立ち会う」と防犯カメラの設置については、自治会
としてきちんとした運用・設置基準を設けました。
　安全パトロールは週１回、夏休み、冬休みを除いて
年間46回行っています。午後２時から３時まで、低学

年の児童の下校時間に合わせ、登下校の通学路をパト
ロールします。防犯部で「何月何日の安全パトロール
はどこの組」と担当を決めていますが、自発的に参加
する形にして、１回に10人から15人参加しています。
そのほかに自治会役員や鴛鴦沼クラブ（老人会）も協
力し、去年は延べ580人が参加しました。一番大きな
効果は、まちを歩く人々のあいさつを通して、鴛鴦沼
自治会の人であることを確認するなど、地域コミュニ
ケーションの活性化で、犯人がこのまちに足を踏み入
れない環境づくりを進めています。
　今後の計画ですが、震災の問題や高齢者など、自治
会としては何をなさなければいけないかを考えていき
たいと思います。特にこれからのサポート体制では今
日の中野島町会の事例発表が参考になりました。

「防犯カメラ」と「安全パトロール」による防犯への取り組み（安全部長：斉藤隆光氏）

Q1. ホームページの細かい資料はどこで見れますか。また、鴛鴦沼自治会のホーム
ページでは誰が新しい情報の更新をしていますか。

A1. ホームページの画面下の「テーマ：合
同研修会」をクリックすると資料が出

Q2.「自治会が何をやっているか」という住民の疑問を、鴛鴦沼自治会では回覧や
ホームページで解消されていますか。

A2. 解消されたと思います。今まで「知ら
ない」ということがよくありましたが、

「自治会だより」で回覧しますので、知らないと
いうことにはなりません。自治会としての活動は
認識していただいていると思います。

質 疑 応 答

ホームページについて質疑応答に応える野田孝氏

防犯の取り組みを語る斉藤隆光氏

鴛鴦沼自治会ホームページのトップ画面

ます。このホームページは“free way”というア
メリカのソフトウェアを使っています。これはス
キャナーに読み込ませるだけでホームページに内
容を掲載することができる、作業の簡単なソフト
ウェアで、小学５〜６年生でも更新できます。更
新は基本的に書記の野田が行っています。

平成14年度　高津区全町内会連合会
「高津区全町内会連合会の活動について」
　高津地区連合町内会　副会長　佐保田實氏
　橘地区連合自治会　　副会長　小島恵一氏

平成15年度　宮前区全町内・自治会連合会
「宮前区全町内・自治会連合会の活動について」
　菅生ヶ丘自治会会長　大津三郎氏

平成16年度　多摩区町会連合会
「多摩区町会連合会の活動について」
　栗谷町会長　岸　隆氏

平成17年度　麻生区町会連合会
「百合丘地域社会と自治会活動」
　百合丘公団住宅第２団地自治会会長　内山春夫氏

平成18年度　川崎区連合町内会
「わが町大島地区自主防犯活動」
　大島４丁目町内会長　藍原　晃氏
「川崎区連合町内会のまちづくり活動について
－小田地域の活動事例を中心に－」
　小田４丁目町内会長　田辺冨男氏

平成19年度　幸区町内会連合会
「冬の夜間パトロールについて」
　南加瀬中央町内会長　田島光男氏
「やすらぎの道　新明会の歩み」
　神明町町内会副会長　髙橋良雄氏

平成20年度　中原区町内会連絡協議会
「独居老人等見守りネットワークについて」
　上平間第２町会会長　山上　正氏
「ペットボトルキャップの収集について」
　小杉２丁目町内会会長　𠮷房正三氏

平成21年度　高津区全町内会連合会
「高津区全町内会連合会の活動について」
　下作延第１町内会会長　佐藤　忠氏

平成22年度　宮前区全町内・自治会連合会
「認知症高齢者の徘徊発見訓練について」
　鷺沼町会会長　持田和夫氏
「鷺沼町会の防災に関する取り組みについて」
　鷺沼町会副会長　恒川康夫氏

過去10年の活動事例発表
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高　昇三（故）
（中原区）

昭和３６年〜３９年（２期）

初代会長

大島　保
（高津区）

昭和５４年〜６３年（５期）

第５代会長

工藤　正興
（宮前区）

平成２２年（１年）

第９代会長

横山　央（故）
（多摩区）

昭和４０年〜４1年（１期）

第２代会長

山口　武（故）
（多摩区）

平成元年〜8年（４期）

第６代会長

彈塚　誠
（川崎区）
平成２３年〜

第10代会長

青山　清次（故）
（川崎区）

昭和５０年〜５３年（２期）

第４代会長

小島　春男
（幸区）

平成1９年〜２1年（１期１年）

第８代会長

明石　正義（故）
（川崎区）

昭和４２年〜４９年（４期）

第３代会長

中島　豪一
（麻生区）

平成9年〜1８年（５期）

第７代会長

歴代会長／歴代役員 顧　問　大島　　保 （高津区）
顧　問　山口　　武 （多摩区）
会　長　中島　豪一 （麻生区）
副会長　吉野　辰男 （川崎区）
　　　　小島　春男 （幸　区）
　　　　熊倉 忠三郎 （中原区）
　　　　山本　　清 （高津区）
　　　　小島　　隆 （宮前区）
　　　　川﨑 善太郎 （多摩区）

１3年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
会　長　中島　豪一 （麻生区）
副会長　彈塚　　誠 （川崎区）
　　　　小島　春男 （幸　区）
　　　　井本　幸男 （中原区）
　　　　宮田　良辰 （高津区）
　　　　黒沢　一之 （宮前区）
　　　　川﨑 善太郎 （多摩区）

１6年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
顧　問　中島　豪一 （麻生区）
会　長　小島　春男 （幸　区）
副会長　彈塚　　誠 （川崎区）
　　　　𠮷房　正三 （中原区）
　　　　宮田　良辰 （高津区）
　　　　工藤　正興 （宮前区）
　　　　佐伯 喜世志 （多摩区）
　　　　飯塚　　馨 （麻生区）

１9年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
顧　問　中島　豪一 （麻生区）
顧　問　小島　春男 （幸　区）
会　長　工藤　正興 （宮前区）
副会長　彈塚　　誠 （川崎区）
　　　　鏑木　茂哉 （幸　区）
　　　　𠮷房　正三 （中原区）
　　　　宮田　良辰 （高津区）
　　　　佐伯 喜世志 （多摩区）
　　　　飯塚　　馨 （麻生区）

22年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
会　長　中島　豪一 （麻生区）
副会長　吉野　辰男 （川崎区）
　　　　小島　春男 （幸　区）
　　　　熊倉 忠三郎 （中原区）
　　　　山本　　清 （高津区）
　　　　秋山　義隆 （宮前区）
　　　　川﨑 善太郎 （多摩区）

１4年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
会　長　中島　豪一 （麻生区）
副会長　彈塚　　誠 （川崎区）
　　　　小島　春男 （幸　区）
　　　　藤枝　重之 （中原区）
　　　　宮田　良辰 （高津区）
　　　　黒沢　一之 （宮前区）
　　　　川﨑 善太郎 （多摩区）

１7年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
顧　問　中島　豪一 （麻生区）
会　長　小島　春男 （幸　区）
副会長　彈塚　　誠 （川崎区）
　　　　𠮷房　正三 （中原区）
　　　　宮田　良辰 （高津区）
　　　　工藤　正興 （宮前区）
　　　　佐伯 喜世志 （多摩区）
　　　　飯塚　　馨 （麻生区）

20年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
会　長　中島　豪一 （麻生区）
副会長　吉野　辰男 （川崎区）
　　　　小島　春男 （幸　区）
　　　　井本　幸男 （中原区）
　　　　宮田　良辰 （高津区）
　　　　秋山　義隆 （宮前区）
　　　　川﨑 善太郎 （多摩区）

１5年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
会　長　中島　豪一 （麻生区）
副会長　彈塚　　誠 （川崎区）
　　　　小島　春男 （幸　区）
　　　　藤枝　重之 （中原区）
　　　　宮田　良辰 （高津区）
　　　　黒沢　一之 （宮前区）
　　　　川﨑 善太郎 （多摩区）

１8年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
顧　問　中島　豪一 （麻生区）
会　長　小島　春男 （幸　区）
副会長　彈塚　　誠 （川崎区）
　　　　𠮷房　正三 （中原区）
　　　　宮田　良辰 （高津区）
　　　　工藤　正興 （宮前区）
　　　　佐伯 喜世志 （多摩区）
　　　　飯塚　　馨 （麻生区）

2１年度

顧　　問　大島　　保 （高津区）
顧　　問　中島　豪一 （麻生区）
顧　　問　小島　春男 （幸　区）
会　　長　彈塚　　誠 （川崎区）
副 会 長　鏑木　茂哉 （幸　区）
　　　　　長瀨　政義 （中原区）
　　　　　𠮷﨑　隆男 （高津区）
　　　　　工藤　正興 （宮前区）
　　　　　佐伯 喜世志 （多摩区）
　　　　　飯塚　　馨 （麻生区）
会　　計　齊木　敏雄 （幸　区）
　　　　　柏木　靖男 （高津区）

23年度
会計監査　井田　　肇 （多摩区）
　　　　　髙瀨　隆雄 （麻生区）
常任理事　島田　潤二 （川崎区）
　　　　　長島　　亨 （川崎区）
　　　　　安岡　信一 （幸　区）
　　　　　𠮷房　正三 （中原区）
　　　　　石井　康昭 （中原区）
　　　　　瀧村　治雄 （高津区）
　　　　　杉田　　進 （宮前区）
　　　　　𠮷田　　茂 （宮前区）
　　　　　末吉　一夫 （多摩区）
　　　　　中島　泰己 （麻生区）
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川崎市自治功労賞受賞者（昭和63年〜平成22年）

青山　清次 （川崎区）
吉野　辰男 （川崎区）
佐藤　曻作 （幸　区）
高　　昇三 （中原区）
原　　雲平 （中原区）
大島　　保 （高津区）
町田　堯順 （宮前区）
山口　　武 （多摩区）
箕輪　芳雄 （麻生区）

第１回 昭和63年度
福嶋 治郎吉 （川崎区）
大根田 春吉 （幸　区）
古尾谷 盛太郎 （中原区）
宮坂　芳孝 （中原区）
相原　常二 （高津区）
宮田　良辰 （高津区）
篠田　茂男 （宮前区）
井上　金一 （多摩区）
石井 伊三郎 （麻生区）

第２回 平成元年度
片野　光雄 （川崎区）
野崎　信春 （川崎区）
和田　作造 （幸　区）
小浪　久衛 （中原区）
越水　照男 （高津区）
小島　　隆 （宮前区）
蜷木　春代 （宮前区）
髙橋 與惣太 （多摩区）
壁　　義彰 （麻生区）

第３回 平成２年度

田村　秀雄 （川崎区）
吉浜　照冶 （川崎区）
浅野　一郎 （幸　区）
小宮　金吾 （中原区）
小林 十三雄 （高津区）
中尾　治夫 （宮前区）
手塚　三義 （多摩区）
井田　敦巳 （多摩区）
中島　豪一 （麻生区）

第４回 平成３年度
佐藤　　薫 （川崎区）
青山　　一 （幸　区）
小島　春男 （幸　区）
水嶋　新三 （中原区）
遠藤　宗一 （高津区）
本間　一雄 （高津区）
石原 平太郎 （宮前区）
田口　侑司 （多摩区）
的場　　寳 （麻生区）

第５回 平成４年度
井上 和三郎 （川崎区）
石渡 與惣右衛門 （川崎区）
深瀬　政治 （幸　区）
鹿島　一郎 （中原区）
市川　昌三 （中原区）
小島　恵一 （高津区）
上村　秀ニ （宮前区）
柴田　直夫 （多摩区）
渡邊 吉太郎 （麻生区）

第６回 平成５年度

柴﨑　俊雄 （川崎区）
目﨑　長男 （川崎区）
小島　卓藏 （幸　区）
正林　フサ （幸　区）
田中　　明 （中原区）
河野　桃一 （高津区）
中野　　貢 （宮前区）
松本　利夫 （多摩区）
小島　忠衛 （麻生区）

第７回 平成６年度
小野　満章 （川崎区）
石川　義雄 （川崎区）
小林　達治 （幸　区）

村　　榮 （中原区）
木所　榮一 （高津区）
飯田　尚敏 （宮前区）
竹内　善作 （多摩区）
内山　春夫 （麻生区）

第８回 平成７年度
長谷　廣茂 （川崎区）
田邉　 吉 （中原区）
鈴木　　勇 （高津区）
長田　忠  （高津区）
北村　勝美 （宮前区）
小宅　三雄 （多摩区）

第９回 平成８年度

彈塚　　誠 （川崎区）
當麻　喜代 （川崎区）
加藤　昭一 （幸　区）
森山　信吉 （中原区）
原　　　薫 （中原区）
山本　　清 （高津区）
村野　五郎 （宮前区）
伊藤　秀博 （多摩区）
関口　鐘雪 （多摩区）

第１0回 平成９年度
升田　　保 （川崎区）
菊池 政太郎 （川崎区）
金子　脩一 （幸　区）
武田　留吉 （中原区）
重田　良平 （高津区）
長瀬　勇吉 （高津区）
藤島　芳雄 （宮前区）
吉澤　　豊 （多摩区）
柴﨑　　正 （麻生区）

第１１回 平成１0年度
鈴木 友次郎 （川崎区）
幸田　晋一 （幸　区）
小林　ナカ （幸　区）
長瀬　精一 （中原区）
石塚 卯三夫 （高津区）
猪岡 カツ子 （高津区）
持田　周一 （宮前区）
佐伯 喜世志 （多摩区）
笠原　勝利 （麻生区）

第１2回 平成１１年度

榎本　利八 （川崎区）
沼田　孝夫 （幸　区）
熊倉 忠三郎 （中原区）
齋藤　美代 （中原区）
関口　　弘 （高津区）
山田　　均 （宮前区）
佐野 美智子 （多摩区）
圡方　　博 （麻生区）

第１3回 平成１2年度
大竹　幸雄 （川崎区）
安岡　信一 （幸　区）
小宮　雄次 （中原区）
佐保田　實 （高津区）
持田　　勲 （宮前区）
井上　　榮 （宮前区）
丸島　常隆 （多摩区）
田村　賢治 （多摩区）
渋谷 益 右 （麻生区）

第１4回 平成１3年度
島田　潤二 （川崎区）
渡辺　春男 （幸　区）
関　金二郎 （中原区）
西海石 寅藏 （高津区）
秋山　義隆 （宮前区）
川﨑 善太郎 （多摩区）
関口　永吉 （麻生区）

第１5回 平成１4年度

藍原　　晃 （川崎区）
小林　　豊 （幸　区）
八重森 秀雄 （中原区）
𠮷﨑　隆男 （高津区）
黒沢　一之 （宮前区）
横田　貞夫 （多摩区）
宮田　　一 （麻生区）

第１6回 平成１5年度
相澤　弘保 （川崎区）
池田　　満 （幸　区）
荻野　喜一 （中原区）
森　　　正 （高津区）
大津　三郎 （宮前区）
秦　　松雄 （多摩区）
柳島　五郎 （麻生区）

第１7回 平成１6年度
髙遠　正道 （川崎区）
榎本　　武 （幸　区）
𠮷房　正三 （中原区）
瀧村　治雄 （高津区）
工藤　正興 （宮前区）
岸　　　嶐 （多摩区）
山﨑　清壽 （麻生区）

第１8回 平成１7年度

吉沢　　孝 （川崎区）
山下　昭夫 （幸　区）
中川　義榮 （中原区）
𠮷田　知敬� （高津区）
比留間 輝行 （宮前区）
井田　　肇 （多摩区）
飯塚　　馨 （麻生区）

第１9回 平成１8年度
吉本　　亨 （川崎区）
大舘　　清 （幸　区）
石渡　顯明 （中原区）
冨田　　誠 （高津区）
大木　　豊 （宮前区）
齊藤　彌平 （多摩区）
角山　雅計 （麻生区）

第20回 平成１9年度
田辺　冨夫 （川崎区）
猪股　清二 （幸　区）
遠藤　長治 （中原区）
木村　俊道 （高津区）
村野　　博 （宮前区）
井出　正彦 （多摩区）
志田　弘一 （麻生区）

第2１回 平成20年度

長島　　亨 （川崎区）
大久保 金吉 （幸　区）
青木　英光 （中原区）
長谷川　功 （高津区）
川口　尊志 （宮前区）
島藤　英一 （多摩区）
渡邉　　利 （麻生区）

第22回 平成2１年度
森　　　清 （川崎区）
伊藤　善通 （幸　区）
大谷　忠司 （中原区）
佐藤　　忠 （高津区）
⻆田　勝男 （宮前区）
吉岡　　巖 （多摩区）
岡野　幸雄 （麻生区）

第23回 平成22年度
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川崎市全町内会連合会組織図（平成23年７月１日現在） 川崎市全町内会連合会会員団体

川崎市全町内会連合会
（事務局　川崎市総合自治会館内）

会長１名、副会長６名、
会計２名、会計監査２名、
常任理事1０名、理事７７名

顧問
参与

区町内会連合会
（７団体）

（事務局　区役所地域振興課）

地区町内会連合会（22団体）
（事務局　区役所地域振興課・支所・出張所）

７団体
中央地区連合町内会 （２６団体）
渡田地区町内会連合会 （９団体）
大島地区連合町内会 （８団体）
大師地区町内会連合会 （２７団体）
小田地区町内会連合会 （８団体）
田島中央地区町内会連合会 （５団体）
臨港地区連合町内会 （８団体）

３団体
南河原地区町内会連合会 （1７団体）
御幸地区町内会連合会 （３２団体）
日吉地区町内会連絡協議会 （1９団体）

５団体
小杉地区町内会連絡協議会 （２０団体）
大戸地区町内会自治会等連絡協議会
 （２０団体）
住吉地区町内会連絡協議会 （1４団体）
玉川地区町内会連絡協議会 （1３団体）
丸子地区連合町会 （1０団体）

2 団体
高津地区連合町内会 （５４ 団体）
橘地区連合自治会 （５０ 団体）

２団体
宮前地区連合町内会 （２４団体）
向丘地区連合自治会 （４６団体）

２団体
稲田町会連合会 （２７団体）
生田地区町会連合会 （６３団体）

１団体
麻生区町会連合会 （1０４団体）

単位町内会・自治会
（604団体）

川崎区
（91団体）

幸区
（68団体）

中原区
（７７団体）

高津区
（104団体）

宮前区
（７0団体）

多摩区
（90団体）

麻生区
（104団体）

川崎区
連合町内会

幸区
町内会連合会

中原区
町内会連絡協議会

高津区
全町内会連合会

宮前区
全町内・自治会連合会

多摩区
町会連合会

麻生区
町会連合会

◆ 川　崎　区 ◆

砂子１丁目町内会
砂子２丁目町内会
宮本町町内会
宮前町町内会
駅前本町町内会
東田町内会
本町１丁目町内会
本町２丁目東町内会
本町２丁目町内会
旭町１丁目町内会
旭港町内会
堀之内町内会
榎町町内会
富士見１丁目町内会
境町町会
貝塚１・２丁目町内会
新川通町内会
小川町町内会
南町町内会
日進町町内会
サンスクエア川崎自治会
下並木町会
池田町内会
京町1・２丁目町内会
セソール川崎京町ハイライズ自治会
元木１・２丁目町内会
渡田１丁目町内会
渡田２丁目町内会
渡田３・４丁目町内会
渡田向町町内会
渡田新町１・２丁目町内会
渡田新町３丁目町内会
渡田山王町町内会
渡田東町町内会
小田１丁目町内会
大島上町町内会
大島１丁目町内会
大島２丁目町会
大島３丁目町内会
大島４丁目町内会
大島５丁目町内会
中島町内会

鋼管通東町内会
伊勢町町内会
藤崎町内会
川中島町内会
大師駅前町内会
大師中町町内会
四谷町内会
台町町内会
観音町内会
池上新町町内会
出来野町内会
日ノ出町内会
上田町町内会
田町２・３丁目町内会
江川町内会
殿町１丁目町内会
殿町２･ ３丁目町内会
塩浜町内会
塩浜３丁目町内会
大同特殊鋼町内会
夜光町内会
大師本町町内会
大師町町内会
東門前１・２丁目町内会
東門前３丁目町内会
中瀬２丁目町内会
中瀬３丁目町会
昭和町内会
小田中央町内会
小田３丁目町内会
小田４丁目町内会
小田五六町内会
小田栄町内会
浅田１・２丁目町内会
浅田３・４丁目町内会
京町３丁目町内会
田島町町内会
東鋼親和会
鋼管通２丁目町内会
姥ヶ森町内会
追分町町内会
浜町１丁目町内会
浜町２丁目町内会
浜町３丁目町内会

浜町４丁目町内会
桜本１丁目町内会
桜本２丁目町内会
池上町町内会
扇町町内会

◆ 幸　区 ◆

幸町１丁目町内会
幸町２丁目町内会
幸町３丁目町内会
幸町４丁目町内会
中幸町１丁目都町東部町内会
中幸町２丁目町内会
中幸町３丁目町内会
フロール川崎中幸町自治会
中幸町中央町内会
中幸町４丁目町内会
南幸町１丁目都町町内会
南幸町２丁目町内会
南幸町３丁目東町内会
南幸町３丁目南町内会
柳町自治会
大宮町町内会
ラゾーナ川崎レジデンス自治会
古市場町内会
古市場１丁目町会
古市場２丁目町内会
東古市場市営住宅自治会
下平間町内会
下平間みどり会
フロール川崎下平間自治会
下平間６８自治会
鹿島田グリーンハイツ自治会
古川町町内会
塚越１丁目町内会
塚越２丁目町内会
塚越３丁目町内会
塚越４丁目町内会
サウザンドシティ自治会
河原町１号館自治会
河原町２号館自治会
河原町３号館自治会
河原町団地４・５・６号棟自治会
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河原町団地７・８・９号棟自治会
河原町団地1２号館自治会
河原町団地1３・1４・1５号棟自治会
戸手中部町内会
戸手町内会
小向町内会
小向西町町内会
小向仲野町新生会
戸手本町２丁目町内会
神明町町内会
戸手多摩川町内会
オーベルグランディオ川崎自治会
ファインフィールズ自治会
北加瀬山崎町内会
北加瀬谷戸町内会
北加瀬原町内会
南加瀬越路町内会
南加瀬夢見ヶ崎町内会
南加瀬中央町内会
南加瀬原町内会
南加瀬江川町内会
南加瀬辻町内会
小倉上町内会
小倉下町内会
小倉中町内会
小倉西町内会
小倉南町内会
東小倉町内会
鹿島田町内会
パークシティ新川崎自治会
イニシア新川崎自治会
レジデンシャルスクエア自治会

◆ 中　原　区 ◆

小杉町１丁目町会
小杉町２丁目町内会
小杉町３丁目町会
小杉御殿町１丁目町内会
小杉御殿町２丁目町内会
小杉陣屋町１丁目町会
小杉陣屋町２丁目町内会
等々力町内会
小杉御殿団地自治会
今井上町町内会
今井仲町会
今井南町自治会
今井西町町会

市ノ坪上町会
市ノ坪仲町会
市ノ坪本町会
ＪＲ東海市ノ坪アパート自治会
市ノ坪南町会
市ノ坪自治会
市ノ坪住宅管理組合
宮内自治会
神地町内会
上小田中橋場町内会
大ヶ谷戸上町会
大ヶ谷戸向町会
大ヶ谷戸常陸町会
大ヶ谷戸小田中町会
大ヶ谷戸東町町内会
上小田中町内会
上小田中新友会町内会
上新城町内会
新城中町町内会
下新城町内会
新城中央町内会
下小田中１丁目町会
下小田中２丁目町会
下小田中３丁目町会
下小田中４丁目町会
下小田中５丁目町会
下小田中６丁目町会
木月１丁目町会
木月２丁目町会
木月３丁目町会
木月４丁目共和会
木月住吉町会
木月伊勢町町内会
井田協友会
井田共和会第１町会
井田共和会第２町会
井田共和会第３町会
井田共和会第４町会
木月住吉団地自治会
苅宿町会
西加瀬町内会
中丸子東町会
中丸子南町町内会
中丸子親交会
中丸子中町内会
中丸子西町会
中丸子共明会
中丸子橘町会

下沼部町内会
上平間第１町内会
上平間第２町会
上平間第３町会
上平間伊勢浦町会
上平間五瀬淵住宅自治会
新丸子町内会
新丸子東町会
新丸子東２・３丁目親和会
丸子通１丁目町会
丸子通２丁目町会
上丸子八幡町町内会
上丸子天神町町会
上丸子山王町１丁目町会
上丸子山王町２丁目町会
上丸子住宅自治会

◆ 高　津　区 ◆

溝口第１町会
溝口第２町会
溝口第３町会
溝口本町町内会
溝口第５町会
溝口南町会
溝口第６町内会
溝ノ口駅前町会
久地第１町内会
久地第２町会
久地第３町会
久地新田町会
久地東町会
久地西町自治会
宇奈根町内会
下作延第１町内会
下作延第２町会
下作延第３町内会
下作延中央町内会
下作延東町内会
下作延中住宅自治会
下作延南住宅自治会
津田山町内会
久本町会
パークシティ溝の口自治会
メイフェアクラブ
ザ･タワー＆パークス自治会
坂戸第１町会
坂戸第２町会

坂戸日商自治会
坂戸住宅自治会
溝の口ガーデンプレミア自治会
梶ヶ谷町内会
梶ヶ谷１丁目町内会
梶ヶ谷２丁目町内会
梶ヶ谷４丁目町内会
上作延町会
上作延公社住宅自治会
上作延団地自治会
上作延第２住宅自治会
不動ヶ丘共同住宅自治会
不動ヶ丘第２団地自治会
上作延第１自治会
三井化学自治会
二子第１町会
二子第２町会
二子第３町内会
二子第４町会
二子第５町会
諏訪第１町会
諏訪第２町会
北見方町会
コスモ･ザ･ガーデン二子多摩川自治会
下野毛町会
末長町内会
末長光友町会
末長中央町内会
末長親睦会
末長南自治会
末長久保台自治会
東末長町内会
末長台自治会
末長中町町会
姿見台スカイハイツ管理組合
セブンフォレストヒル自治会
ライオンズマンション溝の口自治会
新作第一町内会
新作第二自治会
新作第三新和会
新作第四親和会
新作第五自治会
市営新作団地自治会
千年町会
前田団地自治会
新前田住宅自治会
千年新町町内会
子母口南町内会

子母口富士見台町内会
子母口県営自治会
子母口北町会
久末町内会
久末表A住宅自治会
久末表B住宅自治会
市営久末団地自治会
県営久末アパート自治会
大谷第二団地自治会
久末つつじハイツ自治会
明石穂自治会
久末谷中自治会
鷹巣橋自治会
ルックハイツ日吉自治会
久末西住宅自治会
蟹ヶ谷自治会
市営蟹ヶ谷槍ヶ崎住宅自治会
蟹ヶ谷槍ヶ崎南自治会
蟹ヶ谷清水町会
蟹ヶ谷古滝町内会
蟹ヶ谷槍ヶ崎自治会
国土交通省蟹ヶ谷宿舎自治会
南たちばな自治会
ハイム蟹ヶ谷自治会
明津町内会
野川東住宅自治会
野川中耕地自治会

◆ 宮　前　区 ◆

馬絹町内会
小台町内会
有馬町会
東有馬町会
鷺沼町会
市営有馬第１住宅自治会
市営有馬第２団地自治会
市営有馬第３住宅自治会
県営有馬団地自治会
土橋町内会
国家公務員宿舎宮崎台住宅自治会
宮崎町内会
野川町内会
野川台自治会
県営野川南台団地自治会
野川西団地自治会
花の台町内会
大塚町内会

宮崎６丁目自治会
梶ヶ谷金山町内会
宮前平グリーンハイツ自治会
新神木自治会
ライオンズマンション宮前平第２管理組合
宮前平ロイヤルマンション管理組合
神木本町自治会
長尾住宅管理組合
五所塚町内会
平風久保町内会
宮前平パークハイツ自治会
向ヶ丘センチュリータウン自治会
エクセル宮前平自治会
平日向自治会
市営高山団地自治会
平高山自治会
平日影自治会
犬蔵自治会
菅生住宅自治会
グリーンコーポ多摩プラザ管理組合
南菅生自治会
初山自治会
菅生団地自治会
初山団地自治会
初山住宅自治会
向ヶ丘第５次自治会
向ヶ丘コーポビアネーズ自治会
南平第２団地自治会
南平台公社住宅自治会
ライオンズマンション宮前平ヒルズ管理組合
南平ハイツ自治会
コスモ宮前平コートフォルム自治会
南平みどり会
南平自治会
南平台自治会
平住宅自治会
南平町内会
グリーンヒル宮前平住民の会
白幡台自治会
白幡台住宅管理組合
長沢自治会
市営清水台団地自治会
蔵敷団地親和会
蔵敷自治会
稗原自治会
一の丸自治会
菅生台自治会
稗原団地自治会



92 93

防衛省川崎宿舎自治会
菅生ヶ丘自治会
鷲ヶ峰西住宅自治会
市営鷲ヶ峰住宅自治会

◆ 多　摩　区 ◆

堰町会
メゾンドール多摩川管理組合
宿河原町会
多摩新町自治会
宿河原東住宅自治会
宿河原４丁目町会
宿河原５丁目町会
長尾町会
登戸南武町会
登戸下河原町会
登戸南町会
登戸東本町会
登戸中央町会
登戸新川町会
登戸中部町会
登戸台和町会
登戸多摩川町会
登戸新町町内会
サニーハイツ向ヶ丘自治会
カサベルダ向ヶ丘管理組合
中野島町会
中野島住宅自治会
中野島第２住宅自治会
中野島多摩川自治会
中野島団地自治会
中野島南自治会
菅町会
明王町会
明王台ハイツ自治会
生田宿自治会
榎戸交柳会
大道町会
大道自治会
大谷自治会
根岸町会
川崎生田住宅自治会
稲目町会
松和会
松本ふたば会
東三田自治会
公社生田住宅自治会

大谷南自治会
大谷台会
ハイツ向ヶ丘遊園管理組合
多摩フラワーマンション管理組合
シティウインズ生田管理組合
東三田ハウス自治会
レイディアントシティ向ヶ丘遊園
　　　　　　　フレンドリークラブ
飯室上耕地自治会
飯室中耕地自治会
飯室下耕地自治会
飯室谷町会
まみあな自治会
生田あやめ会
ともしび会
鴛鴦沼自治会
土渕自治会
東土渕自治会
生田団地自治会
センチュリオン生田管理組合
五反田自治会
生田山の手自治会
月見台自治会
生田みどり自治会
生田グリーンハイツ管理組合
寺尾台自治会
寺尾台住宅管理組合
県警寺尾台公舎自治会
たちばな台自治会
寺尾台パークホームズ会
大作自治会
かりがね台自治会
高見台自治会
栗谷町会
南生田自治会
つつじが丘自治会
生田ガーデニア自治会
平野町会
葉月町会
長沢団地会
長沢春秋台自治会
長澤自治会
西三田住宅管理組合
南三田町会
三田台自治会
三田３丁目自治会
三田昭和通り町会
三田４丁目自治会

ソフトタウン生田管理組合
三田５丁目自治会

◆ 麻　生　区 ◆

マイシティ新ゆり町内会
柿生駅前町内会
上麻生東町内会
亀井自治会
片平町内会
北イトーピア自治会
五力田町内会
古沢町内会
万福寺町内会
緑ヶ丘自治会
栗木町内会
日光台自治会
新百合ヶ丘駅南町内会
柿生新橋町会
市営真福寺住宅自治会
黒川町内会
はるひ野町内会
岡上町内会
岡上西町会
栗平白鳥自治会
柿生美山台自治会
興人柿生自治会
サープラス柿生自治会
さつき台自治会
小田急さつき台自治会
山口台自治会
栗木台自治会
栗木台ハイム自治会
新百合ヶ丘レガートプレイス管理組合
百合ヶ丘勧交会
早野町内会
下麻生自治会
麻生台団地自治会
王禅寺町内会
ザ・ガーデン麻生台自治会
真福寺町内会
三井百合ヶ丘第３地区自治会
王禅寺みどり町会
三井山百合会
弘法の松親和会
中日本高速道路㈱百合ヶ丘社宅自治会
日生百合ヶ丘自治会
新百合ヶ丘自治会

虹ヶ丘団地２丁目自治会
虹ヶ丘３丁目団地自治会
虹ヶ丘１丁目自治会
さつき第２自治会
グリーンタウン白山ポプラ自治会
白山けやき自治会
吹込町内会
新百合ヶ丘第５住宅地自治会
新万福寺町内会
塔之越自治会
塔之越睦会
西塔之越自治会
ラムズ自治会
東百合丘若草自治会
餅坂自治会
三井百合丘第２地区自治会
百合ヶ丘ヒルズ管理組合
百合ヶ丘ハイコーポ管理組合
サニーハウス百合ヶ丘管理組合
高石団地自治会
水暮町会

小田急分譲地自治会
百合丘１丁目町会
百合丘２丁目町会
百合丘３丁目町会
東百合丘町会
サンラフレ百合ヶ丘自治会
百合丘みずき街自治会
野村自治会
エスポワール東百合丘自治会
東百合しおみ会
サンライトヒルズ百合丘自治会
リマスポット百合ヶ丘管理組合
東百合丘さくら町会
パークハイツ百合ヶ丘管理組合
キャッスル百合ヶ丘管理組合
高石町会
多摩美町会
細山町会
三井細山自治会
内野自治会
若葉町会

四ツ葉町会
多摩美みどり町会
金程富士見会
有楽自治会
扶桑町会
千代ヶ丘自治会
千代ヶ丘町会
読売ランド前ハイデンス自治会
細山シャンボール町会
千代ヶ丘中ノ間自治会
栗美台町会
向原町会
金程町会
第二百合ヶ丘ハイツ自治会
大成建設百合ヶ丘社宅自治会
多摩美こぶし町会
ライオンズガーデン百合ヶ丘自治会
コーポラティブハウス柿生管理組合
市営サンラフレ百合丘自治会
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５　総会の議決事項は、次のとおりとする。
　（1）�会則の改廃に関すること。
　（2）�予算を定めること。
　（3）�決算を認定すること。
　（4）�役員を承認すること。
　（5）�その他、全町連の運営上特に重要なこと。
　（役員会）
第１４条　役員会は、第７条に規定する役員をもって組織する。
２　役員会は、会長が必要があると認めたとき、会長が招集し、議長は会長があたる。
３　役員会の処理する事項は、次のとおりとする。
　（1）�総会に提出する事項の審議に関すること。
　（2）�その他、全町連の運営に必要なこと。
　（大会）
第１５条　毎年大会を開催する。
２　大会は、町内会・自治会長を対象として研修会等を行う。
３　大会は、永年勤続功労者及び退任役員に感謝状の贈呈を行う。
　（専門委員会）
第１６条　全町連に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
２　専門委員会委員は、役員又は理事をもってあてる。
　（議決）
第１７条　会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するものとする。
　（経費）
第１８条　全町連の経費は、会費、その他をもってあてる。
２　単位町内会・自治会は、毎年、加入世帯数に２円を乗じた額を会費として納入するものとする。
　（会計年度）
第１９条　全町連の会計年度は、毎年４月１日から始まり翌年３月３１日をもって終わる。
　　　附　則
　この会則は、昭和３６年１２月８日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、昭和４０年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、昭和４４年８月９日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、昭和４７年８月２６日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、昭和５０年８月２２日から施行する。ただし、第１０条については、昭和５１年４月１日から適用する。
　　　附　則
　この改正会則は、昭和５４年５月１日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、昭和５５年７月１４日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、昭和５７年７月７日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、昭和６１年７月２２日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、平成２年７月１３日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、平成１４年７月８日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、平成１６年７月５日から施行する。

　（名称）
第１条　この会は、川崎市全町内会連合会（以下「全町連」という。）という。
　（事務局）
第２条　事務局を川崎市総合自治会館に置く。
　（構成）
第３条　全町連は、川崎市内の各町内会・自治会長を会員とし、その区連合体をもって構成する。
　（目的）
第４条　�全町連は、各区町内会連合会（以下「区町連」という。）相互の連絡を密にし、地域社会の振興発展を図ることを

目的とする。
　（事業）
第５条　全町連は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
　（1）�区町連との連絡調整を行う。
　（2）�町内会・自治会に共通する問題についての調査研究を行う。
　（3）�町内会・自治会活動の円滑化を図るための助言を行う。
　（4）�市その他団体との連絡及び協力を行う。
　（5）�その他必要な事項を行う。
　（理事）
第６条　全町連に次の理事を置く。　　
２　理事は、区町連毎に、１４名以内を選出する。
　（役員）
第７条　全町連に次の役員を置く。　
　（1）�会長　　　　　１名
　（2）�副会長　　　　６名
　（3）�会計　　　　　２名
　（4）�会計監査　　　２名
　（5）�常任理事　　　１０名以内
　（役員の選出）
第８条　役員は、区町連ごとに推薦された３名をもってあてる。　　　　　
２　�役員は、別に定める川崎市全町内会連合会役員推薦委員会（以下「推薦委員会」という。）により選出し、総会の承認

を得るものとする。　　　　
３　役員に欠員が生じたときは、役員会で選出し、直近の総会に報告するものとする。
　（役員の任務）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第９条　役員の任務は、次のとおりとする。
　（1）�会長は会務を総理し、全町連を代表する。
　（2）�副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。　　　
　（3）�会計は会計をつかさどる。
　（4）�会計監査は会計を監査する。
　（5）�常任理事は役員会において、会務に必要な事項を審議する。
　（役員の任期）
第１０条　役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
２　欠員により選任された役員は、前任者の残任期間とする。
　（顧問及び参与等）
第１１条　会務を円滑に行うため、会長は役員会の承認を得て、顧問及び参与、副参与を置くことができる。
　（会議）
第１２条　全町連の会議は、総会及び役員会とする。
　（総会）
第１３条　総会は、定期総会と臨時総会とする。
２　定期総会は、毎年１回、会長が招集する。
３　臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は３分の１以上の理事から請求があったとき、会長が招集する。
４　総会は、理事をもってあて、委任状を含め理事の過半数の出席により成立し、議長は理事の中から選出する。

川崎市全町内会連合会会則



発行／平成23年（2011年）11月
発行／川崎市全町内会連合会
　　　事務局　川崎市中原区小杉町３－１
　　　　　　　川崎市総合自治会館
　　　　　　　☎044－738－0012
編集／創立50周年記念誌編集委員会
制作／㈱神奈川新聞社出版部

川崎市全町内会連合会創立50周年記念事業計画策定委員会

川崎市全町内会連合会創立50周年記念誌編集委員会

⃝�50年間にわたる全町連の活動の変遷を区切り、平成14年以降
の10年間のあらましを、まとめました。編集委員の汗がいっ
ぱい詰まったこの記念誌作成に、一委員として参加できたこ
とは大きな喜びであります。各地区のさまざまな出来事に関
わりを持った人達の様子が記載されたこの記念誌を、町内会
加入促進に活用されるよう願う次第です。�島田潤二（川崎区）

⃝�全町連創立50周年記念誌編集委員に選ばれた時は、自分で良
いのだろうかと戸惑いました。しかし作業が始まると、区の
記念誌担当をされている職員の方が、私の意見を聞きながら
作業を進めてくれましたので、本当に助かりました。感謝致
します。この編集作業を通して、町内会・自治会活動に関し
て勉強をさせてもらいました。� 猪股清二（幸区）

⃝�全町連創立50周年記念誌発刊の編集委員に、去る7月開催の
定期総会での役員改選に伴い、途中から委員を拝命しました。
もとより不慣れな分野で不安もありましたが、今まで知らな
かった他地域の様子を知ったこと、歴史と伝統ある全町連関
係者の方々との出合いで、多くのことを勉強する機会を得た
ことに感謝とお礼を申し上げます。� 柏木靖男（高津区）

⃝�全町連創立50周年の記念誌が立派に完成致しました。編集に
携わった関係諸氏や神奈川新聞社には大変お世話になりまし
た。創立50周年にあたる今年は、大地震、大津波そして原発
事故、さらに大雨による大災害と後世に残る年になりました。
このような時こそ地域組織の代表である町内会・自治会が、
より災害に強いまちづくりを目指し努力されることを願い編
集後記とします。� 杉田　進（宮前区）

⃝�全町連創立50周年記念大会を迎えるにあたり、記念誌編集委
員に選ばれた時は、戸惑いがありましたが、各区での役割記
事の配分があり、それぞれ特徴のある町内会・自治会にお願
いし、安全・安心のまちづくり等の原稿が多く集りました。
記念誌作成にご協力下さいました皆様に厚くお礼申し上げま
す。� 井田　肇（多摩区）

⃝�全町連創立50周年記念誌発刊に際し、区代表の編集委員に選
ばれた時は戸惑いもありました。しかし地域振興課各位のご
協力と、各町内会・自治会の皆様が快く取材などに応じてく
ださいました。ここに関係者に厚くお礼申し上げます。

� 梅澤　馨（麻生区）

⃝�全町連創立50周年記念誌の編集をどうするか。各区から推薦
された方達が集まって検討を始めて以来、猛暑の夏を越えて
８回の会議を重ねた。さらに追加の会議を１０月になって開き、
校了とした。この間社会は激動した。３.11東日本大地震に
加え、大津波や福島第１原発の事故による広範囲な放射線拡
散被害から諸々の風評被害も発生した。統一地方選挙の執行
も不能となる自治体の発生、国政では、内閣解散と新内閣の
誕生と目まぐるしく変化した。その中で各編集委員も多忙を
極めながら原稿の執筆や校正に取り組んだ。各区役所のサ
ポート役も多忙の中で頑張ってくれた。私は、その編集委員
長という重責を頂いた。「読みやすく分かりやすく史料価値
もある記念誌にする」との自分なりの目標には力が及ばない
編集内容で終わってしまった、と反省しているが、何とかそ
の任を果たすことができ、ここに各関係者に感謝申し上げる。

� 長瀨政義（中原区）

編 集 後 記

委員長　工藤　正興 （宮前区）
委　員　彈塚　　誠 （川崎区）
　　　　𠮷房　正三 （中原区）
　　　　𠮷﨑　隆男 （高津区）
　　　　飯塚　　馨 （麻生区）

　　　　安岡　信一 （幸　区）
　　　　宮田　良辰 （高津区）
　　　　佐伯 喜世志 （多摩区）平成２３年７月から

委員長　長瀨　政義 （中原区）
委　員　島田　潤二 （川崎区）
　　　　𠮷﨑　隆男 （高津区）
　　　　杉田　　進 （宮前区）
　　　　梅澤　　馨 （麻生区）

　　　　猪股　清二 （幸　区）
　　　　柏木　靖男 （高津区）
　　　　井田　　肇 （多摩区）

平成２３年７月まで 平成２３年７月から

平成２３年７月まで

川崎市全町内会連合会
　創立50周年記念誌
かわさき　ひととまちをつなぐ50年
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