
区内には123の自治会町内会があり、15の地区連合
町内会に分かれています。
詳しくは

※地区連合町内会に入っていない自治会町内会もあります。

知っているようで意外と知らない「自治会町内会」。自治会町内会について知り、

参加することで、楽しい事も増え、都筑区をもっと好きになれます。

都筑区の
自治会
町内会

　都筑区は約21万の人口を誇り、緑道や
公園など運動できる場所がたくさんあり、
都市農業も盛んで、企業も多く、環境に恵
まれた魅力的なまちです。
　区の魅力を維持し、よりすてきなまちと
なるよう、自治会町内会はさまざまな活動
を行っています。おまつりや運動会をみん
なで楽しみ、地域清掃によりきれいなまち

を維持し、いざという時のために防災訓練
を行う。健康づくり、防犯パトロールなど
を各自治会町内会が地域のために活動し
ています。
　子どもからお年寄りまで全ての人が健
やかに、安心して暮らせるまちづくりを自
治会町内会は目指しています。

　都筑区に引っ越してきたのは16年前です。買い物で都筑区に来て
魅力を感じ、引っ越して来ました。引っ越し後、班長さんから声をか
けて頂き、軽い気持ちで町内会へ入りました。引っ越し当初は友人と
呼べる人はいませんでしたが、町内会に入って地域の知人や友人が
でき、入ってよかったと思います。
　私が加入している町内会では春夏秋冬さまざまなイベントを行っ
ており、特に運動会は各丁目ごとにチームを作って行われているの
で、ご近所さんと親しくなれます。町内会は入ると面倒なこともある
かもしれませんが、楽しいこともあります。自分が協力できることを
すれば楽しみが増えますし、楽しみが多くなれば面倒なことも少な
く感じてくると思います。

　15年前、都筑区に住みはじめて間もなく班長さんが訪ねてきて、丁
寧に町内会の活動を説明してくださり、町内会費も自分が思っていた
より安かったため、町内会に入りました。
　私以外に自分の子どものことを知っている大人が周りにいる安心感
があります。道ばたで出会った近所の人とあいさつや世間話をするこ
とが楽しいです。世代の違う人の話は、同世代の友だちの話と違い、な
るほどと思うこともあります。多世代の人と交流を持つことは、仕事や
色々なことでも生かせる経験だと思います。
　町内会への加入を考えている人には、ぜひ「もったいないから入った
ら？」と思います。時間が経つほど加入してよかったな、と感じます。月
数百円で、家の近くで楽しめることがたくさんありますよ！おすすめ
です。

　暗くなるのが早い冬。年末年始や子どもたちも参加する地域の
イベントなどに合わせて、各家庭の玄関灯や門灯などを決まっ
た日時に一斉に点灯します。道行く人に「お帰りなさい！」の気持

ちを伝え、地域のみんなで明るい帰り
道をつくり、犯罪者を寄せつけない、
犯罪を起こさせない、荏田南連合地区
オリジナルの防犯活動です。夜間の
ひったくりなどの犯罪抑止にもつなげ
ていければと思っています。
　荏田南ミチテラスは2012年から始
めています。毎年、参加を呼びかけるチ
ラシを全戸に配布をお願いし、年々、協
力の輪が広がっています。防犯意識が
高い荏田南をアピールし、安心安全な
まちを目指しています。

　茅ケ崎南MGCRS連合自治会は、茅ケ崎南に建つ5つのマンション自治
会の集まりです。それぞれが防災訓練を行うよりも、一緒に行うことで、訓
練メニューも大がかりなことができ、連合自治会全体の防災意識も高めら
れます。訓練の案内は自治会の加入未加入に限らず、全世帯へ配布してい
ます。
　6人の役員が年に3～4回集まり、消防署の協
力を得ながら企画し、その内容に対し、理事会
でも活発な意見が出され、自治会役員の防災意
識の高さがうかがえます。
　実際の訓練はいっとき避難所での状況確認
と地域防災拠点への報告訓練や安否確認、起震
車の体験、炊き出し訓練などを行い、地域防災
拠点へ避難する前の行動を確認し、住民一人ひ
とりの防災力の向上を図り、連合自治会を単位
とした共助の意識づけとなっています。
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荏田南連合自治会「ミチテラス」 茅ケ崎南MGCRS連合自治会「合同防災訓練」

住んでいる地域の
知人や友人ができました

私以外に子どものことを知っている大人が
まわりにいる安心感があります

荏田南へ「お帰りなさい！」 マンションならではの自助共助を考える

「住みたいまち 都筑、住み続けたいまち 都筑」
を目指して
都筑区連合町内会自治会　村

むら

田
た

会長
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問合せ 地域振興係　 948-2231　 948-2239

●このほかにもたくさんのイベントや活動をそれぞれの自治会
　町内会が行っています。
●イベントは会員向けのものがほとんどですが、誰でも参加で
　きるものもあります。

（勝田町町内会ほか）
（川和地区連合町内会） （柚木荏田南連合自治会）

ウオーキング大会

（北山田町内会）

いつまでも元気に楽しく暮らそう
　「身近な地域で仲間づくり健康づくりを楽しんで
もらいたい」自治会町内会はそんな思いで、気軽に
集まれる場所づくりに取り組んでいます。折り紙や
将棋、健康体操を取り入れ、都筑区にはたくさんの
笑顔あふれる和やかな場があります。

子どもは地域の宝
　地域の親子を応援しています。
　赤ちゃん会は、親同士が情報交換し、寝転がる子
やはいはいする子、歩き出す子がのびのびと過ごし、
とてもにぎやかな集
まりです。そこで「よ
うこそ赤ちゃん会
へ！」「また大きくな
ったねー。」と温かい
声をかけてくれる地
域の皆さんがいらっ
しゃいます。

安全・安心なまちのために
　子どもたちの登下校中の見守り活動を行っていま
す。横断歩道を安全に渡れるようサポートするだけ
でなく、「おはよう」「おかえり」一人ひとりに声をか
け、温かく見守っています。
　また、夕方や夜に防犯パトロールを行っています。
人や車が見回ることで、空き巣やひったくりなど身
近な犯罪の抑止につながっています。

災害へのそなえ
　地震はいつ起きるかわかりません。水害や台風の
被害、さまざまな災害が予想されます。
　自治会町内会は、会員のために水や食糧を備蓄し、
助け合うためにさまざまな機材をそろえています。
“いざ”というとき、あなたや家族が少しでも安心し
て近所の人と協力しながら過ごせるよう、自治会町
内会はできることを考え、実践しています。

きれいなまちをみんなできれいに保つ
　自治会町内会の声がけにより、近所の皆さんが協
力して公園や道路をきれいに掃除しています。花を
植えているところもあります。都筑区がとてもきれ
いなまちに保たれているのは、自治会町内会の皆さ
んが清掃しているおかげです。ごみ集積所を整備し、
きれいに保つルールづくりも自治会町内会が行って
います。

回覧板や会報誌から地域を知ろう
　自治会町内会は、回覧版や掲示板、インターネッ
トを使い、地域の皆さんに役立つ情報を提供してい
ます。広報紙を作成し、自治会町内会のイベントや
会の運営状況を会員へ伝えている自治会町内会もあ
ります。回覧板の受け渡しを通して、隣近所の顔の
見える関係づくりにもつながっています。

サロンひだまり（かちだ連合自治会） 下校の見守り（佐江戸加賀原地区連合自治会）

防災ヘルメットの配布
（加賀原二丁目自治会ほか）

子育てサロン「はぐはぐ」（渋沢連合自治会）

青パト
（荏田南連合自治会）

バイク隊（東山田連合町内会） 東方公園の清掃（東方町内会、平台町内会）

（池辺町連合自治会）

お花見

（東方町内会）

（シンフォニックヒルズ自治会ほか）（仲町台中央町内会ほか）

（クレストヒルズ自治会）

（南山田町内会ほか）

コンサート 日帰り旅行

親睦を深めるハイキング

（荏田南五丁目自治会）

花花まつり

（東山田四丁目町内会）
さわやか茶話会

新春獅子舞

（東山田第五町内会ほか）

ボウリング大会

（東山田二丁目町内会）

ミニ四駆大会

たけのこ掘り

ソフトボール大会

新一年生お祝い

餅つき大会

“チャンピョン大会”

芋煮会（北山田町内会）

（東山田連合
町内会）

（都田連合
町内会）

（かちだ連合
自治会）

（佐江戸
加賀原地区
連合自治会）

（中川連合町内会）

子どもレクレーション大会

（中川連合町内会）

（池辺町それぞれ
の自治会）

団子焼き

（仲町台4丁目自治会）
節分祭

（エステ・スクエア自治会ほか）
防災・減災講演会

（早渕二丁目町内会）

門松づくり
（茅ケ崎南MGCRS連合自治会）

クリスマス会
（勝田茅ケ崎地区連合町内会）
キックベースボール大会

（仲町台パークヒルズ自治会ほか）

（茅ケ崎南第二町内会ほか）

どんど焼き
無病息災を願って…

（川和台自治会）

（ふれあいの丘連合自治会） （渋沢連合自治会）

（池辺町連合自治会）

（牛久保西町内会）

（佐江戸町内会ほか）

七五三お祝い

（都田連合町内会）

福祉寄席

（荏田東四丁目自治会ほか）

秋祭り

（池辺町滝ケ谷戸自治会）

親子稲刈り

（仲町台三丁目自治会ほか）

さつまいも掘り

（加賀原一丁目自治会ほか）

ハロウィン

（牛久保東町内会）

ちびっこ腕相撲

敬老のお祝い

運動会

（荏田南連合自治会）
集まれ！夏キャン

（早渕一丁目町内会）

カレーパーティー

（荏田東二丁目
自治会ほか）

バーベキュー

（富士見が丘自治会
ほか）

七夕

（柚木荏田南連合自治会）

（すみれが丘町内会）

（池辺町連合自治会）

（新栄早渕連合自治会）

（東山田連合町内会）

おまつり

ラジオ体操

そうめん流し

グラウンドゴルフ大会

年中ラジオ体操

こんなこと
やってます

会報誌（荏田南連合自治会）回覧板
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自治会町内会の会長、役員の皆さんへ

申込みはがき（切手不要）が
付いています。

○区役所（戸籍課・総合案内）
○区内各駅
○地区センターなどの
　区民利用施設
○不動産業者
　（宅建つづき会加盟店舗）

◀︎�携帯電話・スマートフォ
ンからはこちらで簡単
アクセスできます。

自治会町内会についてのお問い
合わせも受け付けています。

○都筑区地域振興課
tz-suishin@city.yokohama.jp

新規加入を考えている皆さんへ

自治会町内会設立を考えている皆さんへ

の輪を広げましょうみんなで
区役所

支援メニュー
の紹介

　加入したい場合は、ぜひ隣近所の人へ自
治会町内会への入会方法や会費について
聞いてみることをおすすめします。多く
の自治会町内会は隣近所10～20世帯でグ
ループ（班、組と呼んでいます）になってい
ますので、そのグループが自治会町内会の
会員としてつながりを持っていくことにな
ります。
　他にも右のとおり、区内さまざまな場所
で加入を申し込むリーフレットを入手でき、
インターネットでも簡単に申し込めます。

　都筑区では、会長や役員、班長・組長の皆さんが新規加入者を誘う時に
参考となるメニューを用意しています。ぜひご活用ください。

　都筑区連合町内会自治会の協力により、ごみ袋や災害用ホイッスル、自
転車用ワイヤーロックを用意しています。

リーフレットの配布

啓発品

フォーチュンスクエア都筑中山自治会  鷹
た か

野
の

会長

メールで受付

マンション自治会を立ち上げました

　マンションなどの集合住宅において、自治会のないところや、立地する町内会に入っていないところを対象
に、自治会町内会活動について説明に出向く設立支援を行っています。
　「マンションで自治会を立ち上げるとどんなメリットがあるの？」「そもそも自治会町内会活動って？」一つ
ひとつの疑問にお答えいたします。ぜひご相談ください。

　「新規加入者の訪問っ
てどうすればいいんだ
ろう」そんなときはこち
らをご一読ください。

　この機会に、皆さんで
声をかけあって、一斉に
訪問してみませんか。

とらの巻 10月は自治会町内会
加入推進月間

　近隣自治会にて会長経験のある私に管理組合から打診があ
り、これまでの経験を住民の皆さんのために生かしていこうと
決意し、自治会設立を手がけました。マンションの建つ地域は交
通量が多く、子どもたちの登下校中などの安全を確保するため
には、行政機関とのパイプ役である自治会が必要だと強く思っ
たこともきっかけです。
　私たちの自治会は、少しの時間を出し合い効率よく運営する
ことをモットーに活動しています。いずれ役員が交代しても、負
担なく安心して活動できるよう工夫しています。
　自らの生活のことで精一杯で地域のことに目を向けている余
裕がない人もいらっしゃるかもしれません。しかし、生活の基盤
である地域の安定なくして、安心・安全な暮らしを維持できるの
でしょうか。防犯活動しかり、防災活動しかり、行政機関と連携
してその役割の一端を担っているのが自治会町内会です。

　自助・共助・公助と
言われますが、大規
模災害では皆が被災
者です。行政はすぐ
には動けません。災害が発生した時『あなた』に手を差し伸べて
くれる人はどのくらいいますか。『私は』、災害時に無事で命があ
れば『会員のあなた』のところに駆けつけます。万が一、私が命を
落としたとしても自治会役員・会員が協力して『会員のあなた』
のところに駆けつけてくれることでしょう。そんな思いを抱い
ている人が『あなた』の近くにいることをぜひ知っていただきた
いと思います。
　自治会に加入していない皆さんと一日も早く共に歩めること
を願いつつ、これからも、地域のためにできることを地道に進め
ていきたいと思います。
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