
　「引っ越してきたばかりなので、地域の情報が知りたい…」「ご近所さんとのつながりがない…」
そんなとき、地域のイベントや活動に参加することで、地域の人と知り合うことができます。

　町会・自治会は、地域を守り、みんなが住んで良かったと思えるまちをつくるために活動しています。

町会・自治会に入るには？

　お住まいの地域の町会・自治会にご連
絡ください。連絡先が分からない場合

は、市役所にお問い合わせください。個人情報
のため、電話でのお伝えは行って
おりません。窓口またはEメール、
FAXでお問い合わせください。
※詳細は市ホームページをご覧
　ください。

町会・自治会活動に
参加してみませんか　
町会・自治会活動に

参加してみませんか　

防犯・防災活動
防災用品の備蓄、
防災訓練の実施、
防犯パトロール、
登下校の見守りなど

地域の清掃活動、
ごみ集積所の設置管理など

市からの情報や地域
のお知らせを掲示板
などで情報提供

お祭り、市民運動会の
開催など

地域交流イベント

環境・美化活動

広報活動

市ホームページ

松戸市町会・自治会連合会
加入促進キャラクター・「まつかめ」

Q
A

Q A町会・自治会

町
会
・
自
治
会
活
動

ツイッターアカウント
「松戸市協働のまちづくり」を
ご覧ください

市ホームページ

　市内の町会・自治会に掲示
をお願いしているポスターの
情報などをツイッターで発信
しています。その他にも、市
民活動や町会・自治会、市民
センターなど、市民自治課から
の情報を発信しています。ぜひ
フォローをお願いします！　

松戸市協働のまちづくり
公式キャラクター・

芽でるくん・芽るるちゃん

高校生役員誕生！
3 面を

ご覧ください！

※町会・自治会によって活動内容は異なります。新型コロナウイルス感染防止
のため、中止している活動があります。

始めよう、みんなで地域づくり

その他にもいろいろな活動を行っています！
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　「市民が主役の魅力あるまつど」をテーマに、
さまざまな角度から街の魅力をお伝えする市民
活動特集です。今回は町会・自治会の取り組みを
紹介します。

広報まつど　市民活動特集
特集に関するお問い合わせ＝市民自治課☎366－7318

まつどまつど

再発見再発見
魅力魅力



町会・自治会活動町会・自治会活動にに参加しよう参加しよう！！
暮らしやすいまちを一緒につくりませんか？

皆さんの住む地域を良くするために、町会・自治会ではいろいろな活動をしています
※町会・自治会によって活動内容は異なります。　※新型コロナウイルス感染防止のため、イベントや美化活動などを中止にしている町会・自治会もあります。

　市役所に転入手続きに行っ
たら、「町会加入のご案内」
をもらったけど、どんな活動
をやっているんだろう。

　町会・自治会内の
道路や公園をご近所
の皆さんとお掃除。

　運営する立場で参加
してみようかな。

　町会・自治会がどん
な活動をしているのか
分かってきた。まずは、
地域活動に参加して
みよう！

　掲示板に貼られた地域や市か
らのお知らせを見ていろいろな
情報を入手。

　綱引きやリレーで大奮
闘。さまざまな世代と交流
できました。

　子どもから高齢者まで、多
くの人が楽しめるようにいろ
いろなイベントがあっていつ
も楽しそう。

　学校などに集まって、
初期消火や応急手当の訓
練をした。参加したこと
で、近所の人たちとの連
携もバッチリ。

　子どもたちの登下校が心配でし
たが、ご近所の町会・自治会の人
たちに見守られて安心。

　仕事や塾で帰りが遅くなっ
ても、町会・自治会が設置し
た防犯灯のおかげで歩道が明
るくて安心。

②美化活動に参加

⑩次のステージでは…

⑨地域活動に参加

③近所の掲示板で
情報入手！

⑤地域の
市民運動会に参加

④町会のお祭りなどの
イベントに参加

①町会・自治会に加入

⑥地域の
防災訓練に参加

⑦見守り・防犯
パトロール

⑧帰りが
遅くなったとき

夜道が不安だけど…

START

〇 〇 地 区 掲 示 板居合わせた近所の
人と情報交換をして
ちょっと息抜き

きれいなまちに
なってうれしいな

松戸市に引っ越し、
新生活をスタート！

もっと住み良いまちづくりに
楽しみながら参加したい！

顔見知りの人も
増えました

防災の意識も高まり
近所での助け合いの
大切さを学びました

地域のお友達が
増えました

子どもたちも町会・
自治会の人たちに
元気にあいさつする
ようになりました

心細い夜道を防犯灯
の明かりが優しく照
らしています

私たちも地域の人たち
に何かしてあげたいな
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町会・自治会活動町会・自治会活動にに参加しよう参加しよう！！
暮らしやすいまちを一緒につくりませんか？

皆さんの住む地域を良くするために、町会・自治会ではいろいろな活動をしています
※町会・自治会によって活動内容は異なります。　※新型コロナウイルス感染防止のため、イベントや美化活動などを中止にしている町会・自治会もあります。

　今年度から、小金原九丁目町会の役員に2人の高校2年生が加わりました。小学
生のころから地元の和太鼓チームに参加していた嶌田さんと末永さんが、なぜ町会
の役員に就任したのでしょうか。町会活動への参加のきっかけや取り組みたい活動
などをインタビューしました。

左から末永さん、嶌田さん

高校生が町会役員に！

町会の役員になった経緯を教えてください。

嶌田さん  小学5年生のころから、地元の夏祭りで見た和太鼓のステー
ジをきっかけに和太鼓に興味を持ち、町会の和太鼓のチームに入りまし
た。その後も、町会活動を手伝うなどしていましたが、渋谷会長から、
若い世代の意見を取り入れたいため、役員になってほしいと声を掛けて
もらいました。不安もありましたが、私たちのような若い世代から意見
を出して、地域に役立てていきたいと思い、引き受けました。

末永さん  町会の回覧板に和太鼓チームメンバー募集のチラシが入っ
ているのを見て、興味を引かれて参加しました。高校生になって、み
んながやっていないことをやりたいと思っていたときに渋谷町会長か
ら声を掛けられました。高校生で役員をやっている人はあまりいない
し、やりたくないと思う人もいると思いますが、私は声を掛けていた
だいて嬉しかったです。少しでも私の考えや意見が実現できたら良い
なという思いで引き受けました。

町会活動への参加を継続できている理由を教えてくだ
さい。

嶌田さん  人の役に立ったり、人前で和太鼓を演奏したりして人に影響
を与えることが好きなので、活動を続けられているのだと思います。

末永さん  楽しいことが、続けられる理由だと思っています。和太鼓を
やっていて楽しいのはもちろん、町会でのイベントや福祉フェアなど
で高齢者と触れ合うことができるのも楽しいです。

参加していて良かったと思うこと、うれしかったこと
を教えてください。

嶌田さん  町会活動を
通して普段関わらない
人とも関わる機会があ
ることが良かったと思
います。和太鼓のイベ
ントなどで声を掛けて
もらうことも多く、自
分が知らなくても相手
が知ってくれていること
があり、うれしいです。

末永さん  顔見知りが増えたことです。最初はあいさつをするだけ
だったスクールガードの人たちと、町会のイベントや役員を通じて仲
良くなれました。そのため、より安心して登下校ができるようになり
ました。

今後、どのような活動に取り組みたいですか。

嶌田さん  町会活動について、高齢者は比較的興味を持ってくれていま
すが、若い世代にはあまり興味を持ってもらえず、活動内容が知られて
いません。今後コロナが収まったら、さまざまな活動を行い、年齢に関
係なく多くの人に町会活動の魅力を伝えたいと思います。

末永さん  町会のイベントは、高齢者向けのものが多いです。私も町会
活動を始める前は興味がありませんでした。私と同世代の人や私より
も若い人が「町会活動に参加してみたい」と感じ、イベントが楽しい
と思ってもらえるような活動を作っていきたいです。

若い世代の参加を増やすにはどうしたらいいと思いま
すか。

嶌田さん  今やっている活動は、若い世代向けのものが少ないと思いま
す。私たちが、同じ若い世代が喜ぶような企画を出していけたら、イ
ベントなどに興味を持って参加してもらえると思います。

末永さん  毎年行っている夏祭りなどのイベントは基本的に形が決まっ
てしまっています。毎年同じことをしていてもあまり面白くないで
す。他の町会とも内容が似てしまうこともあり、どこも同じと思われ
たら、若い世代は参加しないと思います。そのため、町会の個性やこ
の町会だけにあるイベントや活動を作ることができれば、多くの人が
参加してくれると思います。

小金原九丁目町会

渋
し ぶ や

谷寛
ひ ろ ゆ き

之会長のコメント

　今後の地域共生社会のこともあり、新しい意見を積極的に取
り入れたいという思いがありました。嶌田さんと末永さんは小
学生のころから町会活動に参加しており、町会のことに詳し
く、活動にも多く参加しているため、２人に役員
にならないかと声を掛けました。新型コロナウ
イルス感染症の影響でイベントなどは中止に
なっていますが、夏祭りが開催できれば、そ
の企画を２人に任せようと考えています。
若い世代の２人にイベントなどの企画を
やってもらい、幅広い世代に広く活動を
楽しんでいただける、新しい町会にして
いきたいです。

小金原九丁目町会

末
す え な が

永実
み ゆ う

優さん・嶌
し ま だ

田晴
は る な

菜さん

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

左から嶌田さん、末永さん
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広告
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開催地区 テーマ
本庁地区 ●学童の通学路　●新型コロナウイルス感染

明第1地区
●災害時の個別避難計画策定　●高齢者などの視点　●市役所機能再編整備基本構想と市役所
建替案の進捗　●学校施設への空調設備設置

明第２東地区
●竹ケ花立体交差点から北松戸方向への線路沿い地域の溢水解消のための JR 線路下の排水
改善策　●町会・自治会の掲示板設置にかかる市の補助　●回覧板のあり方　●独居老人への
町会としての支援

明第２西地区
●防犯カメラの設置・管理・修理　●古ケ崎浄水場の跡地利用　●掲示板の設置　
●古ケ崎市民センターの改修　●ボランティアの依頼・委嘱

矢切地区
●松戸市健康保険加入者の特定健康診査時における各種がん検診項目に前立腺がん検査
（PSA検査）の導入要望　●朝の通学路、車の「抜け道」対策の強化　●ごみ集積所

東部地区
●河原塚古墳群（1号〜3号古墳）の見学　●紙敷交差点右折車線の設置および国道464号線
と梨香台団地〜東松戸駅に抜ける交差点の渋滞緩和　●北千葉道路および3・3・7号の 
早期開通

馬橋地区
●街路樹（ケヤキ）のせん定　●中和倉地区傾斜地の雑木林（千駄堀緑地と斜面林）の管理
●中堀込公園の機能強化による地域防災体制推進など

常盤平地区
●千駄堀地区における「まちづくり検討」の進捗状況　●下水道が使える区域における、下
水道接続工事未実施家屋への対応と接続工事推進策の模索　●常盤平さくら通りの両側歩道
の整備・改修

五香松飛台地区 ●松飛台地区でのデマンド型交通導入

六実六高台地区 ●クリーンセンターでの指定廃棄物の保管　●六実六高台地区の地域公共交通

常盤平団地地区 ●粗大ごみ処理券や、粗大ごみの出し方

小金地区
● JR 北小金駅周辺の道路等の環境の整備と駅前中心の主要年間行事
●小金地区のコロナ等感染症対策

小金原地区 ●掲示板に貼るポスターの大きさ　●小金原体育館の防災整備

新松戸地区 ●「紙類の正しいごみの出し方」の見直し　●道路通行の安全確保

馬橋西地区 ●規模の小さな公園　●道路通行の安全性確保

地区意見交換会とは
　松戸市町会・自治会連合会は、市内15の
地区会で構成されており、毎年各地区で地
域の代表者である町会・自治会長が、地域の
課題についてテーマを出し、市長やそのテー
マの担当部署と意見交換を行っています。
　令和3年度は、明第2西・小金原・新松戸
地区の意見交換会は新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、書面での開催となりま
した。

町会・自治会連合会とは町会・自治会連合会とは
　市内の町会・自治会相互の連携と親
睦を図り、共通の話題を協議し、市民
自治意識の高揚と社会福祉の向上に役
立てることを目的とした団体です。市
内の町会・自治会の約95%が町会・自
治会連合会に加盟しています。
　各町会・自治会が連合会に加盟し、
地区会としてまとまることで、単一町
会・自治会では解決できない課題の解
決や大規模なイベントなどを開催する
ことができます。

新松戸地区

小金地区

小金原地区

常盤平団地地区

常盤平地区 六実六高台
地区五香松飛台

地区

東部地区

矢切地区

本庁地区

明第1地区

明第2東地区

明第2西
地区

馬橋西地区

馬橋地区

令和3年度地区意見交換会のテーマをご紹介！

※テーマ名は簡略化して表記しています。
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　検温の実施、席の距離の確保、換気、マスクの着用、マイクの消毒などの感染防止
対策を行い開催されました。

地区意見交換会の様子

明第2東地区 馬橋地区




