あなたのまちの自治会町内会
どんなことをしているの？
自治会町内会とは、一定の区域に住む人々でつくられる住民の自治組織のこと。夜間を照らす防犯灯やごみ置き場の管
理維持など、私たちの生活に欠かせない役割を担っています。ほかにも防災や地域活性化、地域の人との交流の場など、
わたしたちが暮らしやすくなる様々な取り組みが行われています。さあ、あなたのまちの独自の取り組みを見てみよう！

新吉田あすなろ

地区

新吉田地区

高田地区

日吉地区

綱島地区

区内で最も広い面積と最多
の人口を有する日吉地区。加
入世帯数も２万５千世帯近
くに上るため、防災訓練や運
動会、お祭りなどの活動は各
自治会町内会が独自に行っ
ている。
「 それぞれまとまり
があって、きめ細かい活動を
主体的にやっていますよ」と
薄井会長。９月には健民祭が
大規模に行われ
るほか、子育てを
支援する施設や
グループが多い
のも特長だ。
薄井芳夫会長

駅周辺は商店街が軒を連ね、少し
足を延ばせば綱島公園や鶴見川
の河川敷、綱島市民の森など豊か
な自然を育む綱島地区。桜まつり
や諏訪神社の例大祭、少年すもう
大会など、大きな行事の多さも特
長だ。
「 イベントを通じて地域と
の絆を深化してもらえれば」と大
谷会長。副都心線も乗り入れる東
急東横線沿線ということから、転
入・転出が多いエリ
アでもあり、 第二
のふるさと づくり
にも重点を置いて
いる。
大谷宗弘会長

「区内でも核家族化が進んでい
ない、アットホームな地区」と
話す小林会長。西部には高齢者
や障害者の福祉保健施設が多
数あるほか、高齢者支援ボラン
ティアグループ「ほっと新吉
田」の活動なども盛んで、福祉
が充実している。昨年から３歳
未満の子を持つ母親を対象に
開催されている子育て支援「よ
しだっこ」も好評
だ。
「色んな情報を
得るためにも、自
治会町内会の加入
は大切です」
小林辰雄会長

比較的小規模な新吉田あすなろ
地区。若い世代から高齢者まで
幅広い住民が暮らし、
「住民のま
とまりが良い」と話す大戸会長。
「ふらっとサロン」では65歳以
上を対象に健康体操を行うな
ど、今後も活動に力を入れてい
く予定だ。また徘徊高齢者を早
期発見するために隣接地区と連
携しながら、メールやＦＡＸを
利用した地域ネッ
ト ワ ー ク「 あ す な
ろさがしてネッ
ト 」に も 革 新 的 に
取り組んでいる。 大戸幸一会長

お住まいの地域の
町内会はどこですか？

個性豊かな13地区の連合町内会長に突撃取材！

新羽地区

樽町地区

住宅地・農地・準工業地がそろう
新羽地区。災害時要援護者事業
には区内でも早い時期から着手し、現在は新羽地区独
自の体制を整えている。また地域のイベントも多く、
８月にはサマーフェスティバルや流しそうめん、９月
には８つの町内会合同で敬老の集いなど
を開催。近年のマンション新設で年少人
口が増加する一方、高齢者の数も増えて
おり、
「お年寄りが元気な町を目指してい
ます」と中山会長は話す。
中山幹雄会長

鶴見川沿いの平坦な地形で、緑
に恵まれた樽町地区。マンショ
ン建設で若い世代が増え、親と子のつどいの広場
「ひだまり」が開設したほか、保育園も2カ所で開園
予定。地域ケアプラザでも「ちびたる」などの子育て
世代が集う会を積極的に開催している。
また、災害時要援護者事業にも力を入
れ、
「見守りカード」などを活用し災害時
に備えている。
「 顔の見える関係づくり
が大切」と小口会長。
小口照夫会長

太尾地区

城郷地区
日産スタジアムや岸根公園な
どの大きな公園が複数ある城
郷地区。毎年春には、武者行
列・パレードが見物の「小机
城址まつり」が行われる。ま
た、社会福祉協議会による高
齢 者 サ ロ ン「よ っ て こ 会」、
発達障害児向けの「しろさと
地区放課後プラザ」など、地
域ケアプラザを拠点とした交
流 の 場 も 多 い。
「子どもとお年寄
りに優しい地域
を目指していま
す」と防後会長。 防後優子会長

地下鉄グリーンライン高田駅が
開設され、もうすぐ５年となる
高田地区。区内でも高齢化率が
高く、日頃から見守りなどの活
動を実施。防災訓練の参加者も
年々増加傾向にある。また地域
ケアプラザやみんなの居場所
（異世代交流サロン）
「 ふらっと
高田」での活動に続き、地域の子
育て中の親子（未就学児とその
保護者）を対象にし
た、親と子のつどい
の広場「たかたんの
おうち」が４月に高
田西で開設予定。 大賀和夫会長
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大倉山梅林や大倉山記念館な
どがあり、市民の憩いの場とし
て親しまれる太尾地区。昨年に
は第１回目の「大倉山さくらま
つり」が行われるなど、地域活
性化に力を入れている。また災
害時要援護者事業の仕組み作
りにも熱心で、
「 町内会の取り
組みは行事だけでなく、防災の
観点からも大切」と飯山会長。
「太尾防犯拠点セ
ンター」を中心に、
防犯・防災、居場所
づくりに力を注い
でいる。
飯山精三会長

篠原地区

大曽根地区

地区内に信号がないとい
う閑静な住宅街の大曽根
地区。公園が多く自然環境に恵まれている。高齢者
が多いため、孤立しないようミニデイやリハビリ教
室などを多く開催。災害・緊急時のために必要な情
報を冷蔵庫に貼っておくマグネット付
き「安心カード」を配布しているほか、子
どもから高齢者まで気軽に集える場所
「ほっとステーション」も賑やかだ。若い
人と高齢者が協力しながら活動を行う。 和泉利政会長

菊名地区

「地域の活動に対して意識の
高い人が多い」と話す川島会
長。起伏の多い地形に住宅が
建ち並ぶ、緑豊かな篠原地区
では、単身や二人住まいの高
齢者が多く、12ある自治会
町内会がそれぞれの区域で
ミニデイサービスなどの活
動を行っている。また地域情
報の発信にも力を入れてお
り 、篠 原 地 区 の
ホームページ
「わがまち篠
原 」も 充 実 し て
きた。
川島武俊会長

世帯数が多く、交通の便の良い
菊名地区。エリアも広く、戸建
やマンションが混在し、世帯構
成も様々。公的機関や医療・商
業施設もあり、スポーツや音楽
イベントに訪れる人も多い。夏
には地区内の６カ所で盆踊り、
３つの神社で祭礼があり、家族
で楽しめる行事が盛りだくさ
ん。高齢者には、港北公会堂で
の敬老会へ招待。
防犯活動も活発で
「地域の安全と福
祉の充実を目指し
ます」と金子会長。 金子安夫会長

師岡地区
緑の多い師岡地区。2011年に「ト
レッサ横浜」と「災害時応援協力
協定」を締結し、相互の防災訓練
時に参加し、協定の意義を深めて
いる。これを契機に合同防犯パト
ロールを行うこととなり、師岡地
区の安全、安心、街づくりを進め
て い る 。ま た 行 政 が 推 進 す る
「ひっとプラン港北」の取り組み
も旺盛。
「この３月に師岡地区ホー
ムページを立ち上
げ、連絡・伝達など
の充実、地域の活性
化を図ってまいり
ます」
と中山会長。 中山彪会長

自治町内会は、あなたの加入を待っています！！
自治会町内会では次のようなことを行っています
災害に備える

地域の安全を守る

きれいな街をつくる

お祭りなどのイベント開催

ごみ減量の取組み

身近な地域情報の提供

３３万人を超える区民が暮らす港北区。区内の約１５３ある自治会町内会には、７割以上の世帯が加入しており、区でも自治会
町内会への加入をお勧めしています。自治会町内会の活動を通して地域の人と顔見知りになることが、災害時や緊急時に助け
合って身を守っていくことにもつながるからです。自治会町内会に参加して地域全体で住み良い街にしていきましょう。

自治会町内会への加入申込は

お住まいの地域の自治会町内会の役員の方か、港北区役所
地域振興課（港北区連合町内会事務局）へご連絡ください。

☎045・540・2234 1045
045・540・2245
港北区連合町内会
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