
　「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。
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その他にも
いろいろな活動を
行っています！

地域の清掃、
花いっぱい運動など

環境美化活動 地域交流イベント

　町会・自治会は、自分たちの住む街を良くするために、
日々さまざまな活動をしています。活動を通して地域の中で絆が生まれ、

豊かな関係も育まれています。みんなが住む街の元気の源、
それが町会・自治会です。

防犯活動
防犯パトロール、
登下校の見守り、
青パトの実施、
防犯灯の設置管理など

防災用品の備蓄、
防災訓練の実施など

防災活動

お祭り、
市民運動会の開催、
公園・集会所などでの
サロン活動など

町会・自治会町会・自治会
入ろう

地域のちから地域のちから
育もう

町会・自治会に加入して、
町会活動を楽しんでみませんか？

※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。

松戸市町会・自治会PRキャラクター

　松戸市のとある町会の町会長。頭には
市の花でもあるツツジの花が付いている
よ！手足を広げると、松戸市の形と同じ
なんだ！

まつかめ
　松戸市に引っ越してきたばかりの
若者。貝の頭がトレードマークの社会人
1年目。まつかめに誘われたことをきっ
かけに町会を知り、いろいろな活動に
取り組んでいきます。

じちまる

わたしたちがアニメを通して紹介します！



　市と市民活動団体「できる街プロジェクト」の協働で、町会・自治会活動の紹介アニメを
作成しました。かわいいPRキャラクターのじちまるとまつかめが分かりやすく紹介します。

引っ越してきたばかりのじちまるが、町会に入るまで

各話のQRコードまたは、市ホームページで
　　　　　　　　　　　で検索して、

YouTubeの動画をチェック！

第1話

じちまる&まつかめが紹介じちまる&まつかめが紹介じちまる&まつかめが紹介じちまる&まつかめが紹介
町会・自治会の魅力をアニメで配信！町会・自治会の魅力をアニメで配信！

同プロジェクト

アニメ公開中

じちまる松戸にやってきたの巻
　松戸市に引っ越してきた社会人1年目のじちまる。
そこに現れた謎のかめ!?その正体は？第第11話話

町会・自治会ってなんだろう？の巻 その1
　町会・自治会を知らないじちまるのため、ベテラン会長まつかめが活動
内容を説明。あなたも知らない町会・自治会の活動を発見できるかも？第第22話話

町会・自治会ってなんだろう？の巻 その2
　日常の何気ないところでも町会・自治会とのかかわりがあると知る
じちまる。まつかめの思いは、じちまるに伝わるのか・・・!?第第33話話

じちまる、町会に入るの巻
　町会・自治会の大切さも理解し、じちまるが町会に加入!?町会活動へ大きな意
欲を見せるじちまる。今後の活躍に乞うご期待！第第44話話

第2話

第3話

第4話

同プロジェクト・楠本 project@dekimachi.com
市民自治課☎︎047－366－7318

　2015年10月設立の市民活動団体。地域活性化を主な目的として、
アニメ・漫画を使った市のPR活動など多岐に渡り活動しています。

できる街プロジェクト
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花いっぱい運動に参加したきっかけを教えてください
当時、街路樹に犬のフンの被害が多かったので、衛生的に良くないと思い、

役員に声を掛けて街路樹下に花を植えました。それから年4回市から花を提供し
てもらい10年以上が経ちました。活動しているうちに近所の方が「協力します
よ」と手伝ってくれて、ありがたいなと思います。最近はフンの被害も少なくな
りました。

花いっぱい運動とは
　地域の皆さんが日々の花壇管理を担い、市が
花苗の提供などの支援を行うことで、花いっぱ
いの街づくりを推進する活動です。

環境美化活動の一環として他に取り組んでいることはありま
すか
市のクリーンデーに参加しています。以前、町会内にある高校の生徒さんが

秋のクリーンデーに参加してくれて、地域の役員と一緒に通学路のごみや枝を
拾ってくれました。町会の役員や生徒、保護者も含め、地域の多くの人たちで街
をきれいにしています。

クリーンデーとは
　美しい街づくりのため、家の周辺や町会・自治会であらかじめ決めた場所
（道路・公園・広場などの公共スペース）に散乱しているごみを市内一斉に
清掃する取り組みです。春・秋の年2回行われています。

　市内で実際に取り組んでいる町会・自治会活動を取材して制作してるの。
実際の地域活動の内容や様子を、各町会長に聞いてきたわ！

青パトの運行を始めてどれくらいにな
りますか
約10年くらいです。ほぼ毎日実施しています。

青パトを始めたきっかけを教えてください
当時、地域で空き巣などの犯罪が多かったことがきっかけです。毎年6～7

件あったので、これは問題だと思い、何か手を打たないといけないと前会長に
話をしました。おかげさまで、3～4年くらい前から泥棒は少なくなりました。

パトロール中はどのようなことに注意していますか
空き巣や自転車泥棒、車上荒らし、変質者、痴漢、ひったくりなどに注意

しています。一週間に一度は警察署に行き、もらった犯罪発生情報を基にパト
ロールしています。

なぜ青パトによる活動を続けているのですか
私の知っている街の人のためです。どうせやるならとことんやろうという想

いでやっています。周りからは「やりすぎ」と言われることもありますが、私
はやりすぎということはないと思っています。

常盤平西窪町町会
伊藤 達

さとる

会長

町内清掃について教えてください
3カ月に1度、約70人～100人でそれぞれ自分たちが住んでい

るエリアを歩きながらごみ拾いをしています。

どのような人が参加していますか
子どもからお年寄りまで幅広い世代の方が参加しています。子

どもは10人くらい参加してくれて、お母さんと一緒に一生懸命
ごみ拾いをしてくれます。

町内清掃を始めたきっかけを教えてください
犬猫のフンや空き缶、タバコの吸い殻などのごみが多かったの

で、町会内の皆で声掛けをして町内清掃を始めることになりまし
た。始めて1年くらいはまだごみはありましたが、今は随分減り
ました。

コロナ禍で工夫したことを教えてください
新型コロナウイルス感染拡大前は、拾ったごみを一カ所に集め

て皆で分別した後、公園のごみ置き場に出していましたが、今は
各自で持って帰り、分別してもらっています。

じちまる青パトに同乗するの巻

Coming Soon!

防犯活動の一環として青パト以外に何か行って
いることはありますか
子どもたちの登下校の時間に合わせて、地域の方々と見守

り活動を行っています。自分が行っていることが少しは皆のた
めになっていれば良いなという気持ちで活動しています。10
年のうち、1人か2人でも助かったと言ってくれる人がいてく
れれば十分です。

青パトとは
　青色の回転灯を装着した車両のこと。安全で安心して暮
らせる街をつくるために、市内では町会・自治会をはじ
め、さまざまな団体が青パトを用いて地域のパトロールを
しています。

「花いっぱい運動」で街を華やかに！

町内清掃で街をきれいに！

青パトで地域をパトロール！ 青色の回転灯で
パトロール！

第第66話話

地域をみんなできれいにしよう！の巻

Coming Soon!第第55話話

5話・6話を製作中です！5話・6話を製作中です！5話・6話を製作中です！5話・6話を製作中です！

中和倉第一町会
恩田 忠

ち ゅ う じ

治会長

栄町坂川町会
中田 一

か ず ひ と

人会長
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広告

令和4年度地区意見交換会を開催しました
開催地区 テーマ

本庁地区 ●市から市民への情報配信　●災害時の避難場所に市民会館を

明第1地区
●ヤングケアラーの実態調査とケアラー支援条例　●町内災害時の臨時避難場所確保　●市営
住宅の入居緩和　●ポストコロナにおける市からの回覧情報のあり方

明第２東地区
●ごみ処理「燃やす」減少、「リサイクル」増加に向けた取り組み強化　●仲台公園、北之台
公園、本郷児童公園へのマンホールトイレの設置　●避難所のあり方と運営　●老人クラブ
と高齢者特典

明第２西地区
●明第２西地区の周辺道路、交通環境　●特別回収のような制度と、市が用意できる掲示物
●町会のあり方

矢切地区
●「社会福祉法人　松戸市社会福祉協議会」を改革　●交通不便地域の高齢者移動にタクシー
乗車補助の適用を　●避難場所矢切小学校体育館の建替え又は改修

東部地区 ●北千葉道路および３・３・７号の早期開通

馬橋地区
●三村こ線人道橋および、周辺道路の補修等　●避難所開設に伴う関係職員との顔合わせ、
役割分担等　●八ケ崎４－１３　市営住宅の安全対策

常盤平地区 ●牧の原グラウンドの改修　●道路（車道）の溜水の跳ね上げ　●防災行政無線

五香松飛台地区 ●松飛台工業団地への企業誘致

六実六高台地区
●防災行政無線システムの改善と戸別受信機　●新たな焼却施設の建設　●六実駅周辺地域へ
の公共施設設置

常盤平団地地区 ●けやき通りについて

小金地区
●伝統のある地域性を活かした坂川、富士川周辺の整備と流山電鉄を活用した季節に応じた
歴史観光促進　●北小金駅北口のモータープール化と（仮称）三世代交流センターの新設
促進　●小金宿通り（県道）と並行した通称「うら道通り」と呼ばれている道路の整備

小金原地区
●旧ゆうかり学園跡地を全世代にむけた地域の庭に
●小金原市民センター内の老人福祉センターのあり方

新松戸地区 ●交通安全面への対応

馬橋西地区 ●子どもたちの安全な通学のため側溝に蓋を　●掲示板の補助金

※テーマ名は簡略化して表記しています。地区意見交換会の様子
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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

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
担当課と意見交換を行っています。

地区意見交換会の感染防止対策
　検温の実施、席の距離確保、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。

　毎年1回講師を招き、町会・
自治会活動に役立つ講演を行っ
ています。
　今年度は 11 月に市民会館で
開催し、各町会・自治会長をは
じめ約170人が参加。防災家・
危機管理アドバイザーの野村
功次郎氏が講演を行いました。

令和 4年度の講演テーマ令和 4年度の講演テーマ
「元消防士が語る～地域住民を守る

ための防災と救命対策～」

野村功次郎氏（中央）

松戸市町会・自治会連合会全体研修会

　居住地域の町会・自治会長にご連
絡ください。連絡先が分からない場合
は、Eメール、FAXまたは直接市民
自治課または最寄りの支所でお問い
合わせください（個人情報のため、
電話ではお伝えでき
ません）。
※�詳細は市ホームペー
ジをご覧ください。

　市民活動や町会・自治会、市民
センターに関することなど市民
自治課からの情報を随時発信し
ています。

町会・自治会に
入るには？

市ホームページ Twitter

松戸市協働のまちづくり松戸市協働のまちづくり
公式キャラクター「芽でるくん」公式キャラクター「芽でるくん」

ツイッターアカウント
「松戸市協働の
 まちづくり」

ぜひフォローを
お願いします！

町会・自治会長が
市長に意見を届けます
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