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富岡自治会 森　本　和　子

北初富連合自治会 中　野　正　人

粟野自治会 小　山　琴　子
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軽井沢自治会 林　　　紀美子

東武鎌ケ谷自治会 福　永　　　保

鎌ケ谷自治連合会 加　藤　嘉　美

くぬぎ山連合自治会 小　島　正　實

光の里自治会 山　浦　幸　子

みどり自治会 廣　原　　　忠

鎌ケ谷橋自治会 若　槻　博　隆

鎌ケ谷グリーンハイツ自治会 横　井　道　男

鎌ケ谷駅前自治会 柳　澤　　　稔

みどり自治会 森　田　和　雄

鎌ケ谷市自治会連合協議会　３０周年記念誌

　記念誌編集の当初に、「これを生涯一度しかない機
会と捉え、委員の一人ひとりが懸命に取り組む必要が
ある」という檄が、広報委員の間に飛びました。そし
て、いま皆さんの手元にある記念誌が作られたわけで
すが、自分自身もその作成に関わることができ、大変
喜んでいます。
　自治会紹介の原稿は、各自治会からお叱りや励まし
の声をいただきながら作成しました。これを含め、完
成にこぎ着けたのは、ひとえに市民活動推進課や自連
協事務局の皆さまのご苦労の賜物と感謝します。
　また、市の郷土資料館及び広報広聴室からは懐かし
い写真をご提供いただき、この記念誌が歴史的資料と
しての一面をも持つことができました。
　末筆となりましたが、関係各位のご支援 ･ご協力に
心から感謝申し上げます。

３０周年記念事業実行委員会　実行副委員長

記念誌部会　広報委員長  　　　　横井　道男 　　

自連協の設立２０周年を記念し

て、市民から募集したシンボル

マークを制定しました。市の花「き

きょう」を題材にしたものです。

自連協とは、鎌ケ谷市自治会連合

協議会を省略した表現です。
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　市民が誇れるまちを目指して

鎌ケ谷市自治会連合協議会会長　髙橋　寛

　鎌ケ谷市自治会連合協議会設立 30 周年にあたり、ご挨拶を申し上げます。

　昭和 60 年４月、先輩諸氏のご尽力により当協議会は設立し、本年 30 周年を迎えることが出来まし

た。これも偏に会員の皆様や市当局をはじめとする関係団体の皆様のご理解ご協力の賜と、深く感謝

申し上げます。

　平成 17 年に設立 20 周年を迎えて以来 10 年の間に、社会情勢の変化に対応するため当協議会も様々

な変革を遂げました。

　平成 21 年度には、常設委員会の一つとして安全委員会を新設し、地域での防災・防犯活動の促進

を図ることとしました。その後平成 23 年３月には東日本大震災が発生し、全国に大きな影響を及ぼ

すとともに、地域での自助・共助の重要性が改めて認識されました。当協議会では、今後も安全委員

会を中心に、非常時における地域防災・防犯活動の強化を目指してまいります。

　また、少子・高齢化の進行などにより自治会加入率が伸び悩んでいることを受け、平成 23 年７月

には当協議会と鎌ケ谷市、千葉県宅地建物取引業協会市川支部鎌ケ谷地区の三者間において、自治会

への加入促進を目指す協定を締結いたしました。

　さらに今後は、高齢者の見守り活動や環境保全・ごみ問題などへの対応を強化するため、行政と「車

の両輪」の関係を築き、より魅力ある活動を行っていくことで、市民の皆が誇れるような活気ある鎌

ケ谷市をつくってまいりたいと考えております。

　今後とも皆様のご支援、ご鞭撻をお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。

自治会・町会等への加入促進に関する協定締結式

あとがき
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　30 周年記念誌の発行によせて

鎌ケ谷市議会議長　原　八郎

　鎌ケ谷市自治会連合協議会の
　　　　　　　設立 30 周年を祝して

鎌ケ谷市長　清水　聖士

　鎌ケ谷市自治会連合協議会の設立 30 周年並びに記念誌の発刊を心よりお喜び申し上げます。
　貴協議会の皆様におかれましては、「地区ふれあい員」を通じた地域の見守りや防災訓練の実施、
ごみゼロ運動への参加、各地区での夏祭りや敬老会の開催など、地域におけるきずな作りと安全安心
に多大な貢献をされており心より感謝申し上げる次第です。５年毎の市民意識調査におきまして「住
み続けたい」という回答の割合が平成 15 年の 61.4％から平成 25 年の 71.4％へと増えてきております
が、これはまさに鎌ケ谷市自治会連合協議会の活動の賜であると思います。
　市は今後も、貴協議会と協働し「子どもからお年寄りまでずっと住み続けたい街」を目指してまい
りますので、今後ともご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに、貴協議会の益々のご発展と皆様のご健康をご祈念申し上げまして、お祝いの挨拶といたし
ます。

　鎌ケ谷市自治会連合協議会が設立 30 周年を迎えられ、ここに記念誌が発行されますことを心より
お喜び申し上げます。
　貴協議会におかれましては、発足以来、地域住民の生活福祉の向上、発展のために献身的なご活躍
をいただいておりますことに、敬意と感謝の意を表する次第でございます。
　ご承知のとおり、鎌ケ谷市はこの 30 年、年を追うごとに人口も伸び、都市景観はもとより、生活環境、
住民意識等あらゆる面で大きく変化してまいりました。その中にあって、貴協議会の活動により、住
民の自治意識は益々高まり、将来のまちづくりに大きな期待を託すところでございます。
　今後も、さらに活性化したまちづくりに向け、充実した活動が展開されますことをご期待申し上げ
ますとともに、貴協議会の益々のご発展をご祈念し、お祝いの言葉といたします。
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自 連 協 の あ ゆ み
自連協ニュース 鎌ケ谷市自治会連合協議会30年のあゆみ 日本・世界のできごと

昭和60年（1985）４月～61年３月
◦�鎌ケ谷市行政連絡員条例が廃止（昭和60年３月）
◦�「すみよい地域づくり」のために、地区自治会の相互の交流と
親睦を図るべく、鎌ケ谷市自治会連合協議会の設立総会を開催
（昭和60年３月31日）
◦�小委員会の設置（事業企画委員会、規約見直し検討委員会、�
下総基地検討委員会）

◦�「下総基地検討委員会」を「下総基地対策委員会」に改称（反
対署名運動を実施して名簿を提出）

◦�ごみの５分別収集や減量化について意向調査を実施

◦�豊田商事事件（６月18日）
◦�日本航空123便墜落事故（８月12日）
◦�阪神タイガース初の日本一（11月２日）
◦�スペースシャトル「チャレンジャー」
　爆発事故（１月28日）

昭和61年（1986）４月～62年３月
◦�常設委員会の設置（総務委員会、企画委員会、広報委員会、�
環境委員会、下総基地対策委員会）

◦�ごみの５分別収集の実施開始（７月15日）
◦�市民夏まつりに参加を開始（８月３日）
◦�ごみゼロ運動に参加を開始（６月１日）
◦�将来とも米軍機の夜間離発着訓練に下総基地を使用しないよう
防衛庁長官に要望書を提出

◦�チェルノブイリ原発事故（４月28日）
◦�社会党の土井たか子が日本の主要政党で
初の女性党首に就任（９月６日）
◦�三原山の噴火（11月15日）

昭和62年（1987）４月～63年３月
◦�代議員制の総会を初めて開催
◦�地区敬老会の実施協力を開始（９月15日）
◦�環境委員会と消費生活団体との懇談会を開催（ごみ減量化につ
いて）

◦�地域環境懇談会を開催（南初富・東武鎌ケ谷・鎌ケ谷東第一区
連合）

◦�環境委員会視察研修の実施（クリーンセンター、最終処分場）
◦�理事会研修会の開催（講習：防犯問題について）

◦�国鉄が民営化（４月１日）
◦�三井物産マニラ支店長救出（４月１日）
◦�俵万智『サラダ記念日』発売（５月８日）
◦�村上春樹『ノルウェイの森』発売（９月４日）
◦�利根川進、ノーベル医学生理学賞受賞（12月）
◦�青函トンネル開業（３月13日）

昭和63年（1988）４月～平成元年３月
◦�くぬぎ山連合自治会が北初富連合自治会から独立
◦�下総基地の反対署名運動を実施し、防衛庁に名簿を提出
◦�自治会実態調査を実施
◦�買い物袋持参推進運動を開始（10月１日）
◦�地域環境懇談会を開催（鎌ケ谷駅前、富岡）（鎌ケ谷グリーン
ハイツ、鎌ケ谷橋、馬込沢）（道野辺第一区、道野辺第二区、
事業団、新山）（愛国ケ丘、受所）

◦�鎌ケ谷の環境を考える懇談会を開催
◦�環境委員会で「柳川掘割物語」上映会を視聴（酒々井町）

◦�瀬戸大橋開通（４月10日）
◦�ソウルオリンピック開催、水泳の鈴木大
地選手が金メダル
◦�リクルート事件発覚（６月17日）
◦�千代の富士53連勝（11月26日）
◦�昭和天皇崩御（１月７日）
◦�「平成」に改元（１月７日）
◦�漫画家の手塚治虫が死去（２月９日）

第１号（昭和 62 年１月）
記念すべき創刊号を発行

第３号（昭和 62 年８月）
８面：自治会紹介シリーズ

臨時号（昭和 63 年 10 月）
買い物袋持参推進運動が始
まる

第２号（昭和 62 年４月）
年４回の発行が始まる
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自連協ニュース 鎌ケ谷市自治会連合協議会30年のあゆみ 日本・世界のできごと

平成元年（1989）４月～２年３月
◦�公職選挙法の改正に伴い「政治家からの寄付辞退」を決議
◦�下総基地対策委員長が下総基地に関する４者協議に出席
◦�船橋市自治会連合協議会が来訪（視察研修）
◦�地域環境懇談会の開催（北初富、合同宿舎、くぬぎ山）
　（粟野、佐津間、軽井沢）
◦�鎌ケ谷の環境を考える懇談会の開催
◦�環境委員会で「柳川掘割物語」上映会を実施（三橋記念館）
◦�「福祉研究特別委員会」を設置後、常設委員会として「福祉委
員会」を設置

◦�ふれあいラリーの企画実施（企画委員会事業として開始）
◦�環境委員会視察研修の実施（大津川、手賀沼）

◦�消費税（３％）開始（４月１日）
◦�天安門事件（６月４日）
◦�歌手、美空ひばり死去（６月24日）
◦�ベルリンの壁崩壊（11月９日）
◦�マルタ会談により冷戦が終結（12月３日）
◦�第１回大学入試センター試験実施

　（１月13日）

平成２年（1990）４月～３年３月
◦�光の里自治会が鎌ケ谷自治連合会から独立
◦�市及び市議会に「防犯灯を明るい水銀灯に切り替えること」を
請願し、採択される

◦�奈良県大和郡山市が来訪（視察研修：買い物袋持参推進運動）
◦�成田市が来訪（視察研修：買い物袋持参推進運動）
◦�地域環境懇談会の開催（鎌ケ谷第二区連合、鎌ケ谷自治連合、
光の里）（中沢）

◦�鎌ケ谷の環境を考える懇談会の開催
◦�地区ふれあい員制度を創設
◦�県営鉄道「北千葉線」の早期着工につき、署名を添えて県知事
及び県議会に陳情

◦�環境委員会視察研修の実施（二重川、印旛沼、柏井浄水場）
◦�環境委員会が印旛沼シンポジウムに参加（栄町）
◦�近隣市の自治会代表者懇親会に出席（船橋市）

◦�大阪で国際花と緑の博覧会開催
　（４月１日）

◦�礼宮文仁親王殿下御結婚、秋篠宮家創立
（６月29日）

◦�東西ドイツ統一（10月３日）
◦�F１日本グランプリで鈴木亜久里が日本
人初の３位入賞（10月21日）
◦�湾岸戦争勃発（１月17日）
◦�北総・公団線京成高砂駅－新鎌ケ谷駅間
が開業（３月31日）

平成３年（1991）４月～４年３月
◦�県営鉄道「北千葉線」建設促進について、県議会に再度陳情
◦�佐倉市が来訪（視察研修：買い物袋持参推進運動）
◦�船橋市自治会連合協議会（広報部）が来訪（視察研修）
◦�市制施行20周年記念の冠事業として「ふれあいラリー」を実施
◦�鎌ケ谷の環境を考える懇談会の開催
◦�第１回近隣市住民自治組織代表者会議に出席（船橋市）

◦�雲仙普賢岳で火砕流が発生（６月３日）
◦�ソビエト連邦崩壊（12月）
◦�東京佐川急便事件（２月13日）
◦�アルベールビルオリンピック開催、
　ノルディック複合で日本が金メダル
◦�大相撲若貴ブーム

平成４年（1992）４月～５年３月
◦�県営鉄道「北千葉線」建設促進について、県議会に再度陳情
◦�鎌ケ谷の環境を考える懇談会の開催
◦�「北千葉線」の早期着工を再度知事、県議会に陳情
◦�第２回近隣市住民自治組織代表者会議に出席（市川市）

◦�星稜高校の松井秀喜選手が５打席連続敬遠
（８月16日）

◦�毛利衛が宇宙へ出発（９月12日）
◦�バルセロナオリンピック開催、水泳の�
岩崎恭子選手が金メダル
◦�サッカーアジアカップで日本が初優勝

臨時号（昭和 63 年 10 月）
さらに広まる買い物袋持参
推進運動

第 11 号（平成元年９月）
第１回ふれあいラリーが始
まる

第 14 号（平成２年７月）
広告掲載が始まる

第 20 号（平成３年 12 月）
試 験 的 に 紙 面 を カ ラ ー 化

（表紙）
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平成５年（1993）４月～６年３月
◦�下総基地へ燃料タンク爆発炎上事故に対する抗議書を提出
◦�鎌ケ谷の環境を考える懇談会の開催（「水質浄化」に関する
　小中学生のポスターや絵、標語の展示）
◦�自治会長会の後に「印旛沼フォーラム・かまがや」（自連協共催）
に参加

◦�第３回近隣市住民自治組織代表者会議に出席（市川市）

◦�プロサッカーリーグ「Jリーグ」開幕
（５月15日）

◦�皇太子殿下結婚の儀（６月９日）
◦�リレハンメルオリンピック開催、
　ノルディック複合で日本が金メダル
◦�冷夏による米不足

平成６年（1994）４月～７年３月
◦�自連協10周年記念実行委員会を設置
◦�阪神淡路大震災の義援金を募り、兵庫県東京事務所に持参
◦�船橋市自治会連合協議会が来訪（視察研修）
◦�自治会加入パンフレットの作成、配布
◦�鎌ケ谷の環境を考える懇談会の開催
◦�ゴミステーション看板の張り替えを実施
◦�第４回近隣市住民自治組織代表者会議に出席（松戸市）

◦�中華航空エアバス事故（４月26日）
◦�自・社・さ連立内閣発足（６月30日）
◦�女性宇宙飛行士向井千秋が宇宙へ

（７月８日）
◦�大江健三郎、ノーベル文学賞受賞

（12月７日）
◦�阪神・淡路大震災（１月17日）
◦�地下鉄サリン事件（３月20日）

平成７年（1995）４月～８年３月
◦�自連協設立10周年記念式典を開催
◦�自連協10周年記念事業の冠事業として「ふれあいラリー」を実施
◦�市総合防災訓練への参加協力を開始（９月１日）
◦�下総基地対策委員会視察研修の実施（海上自衛隊下総基地）
◦�鎌ケ谷の環境を考える懇談会の開催
◦�第５回近隣市住民自治組織代表者会議に出席（習志野市）

◦�麻原オウム真理教代表逮捕（５月16日）
◦�大リーグ野茂選手、日本人30年ぶりの勝利

（６月２日）
◦�韓国・ソウルデパート崩壊事故（６月29日）
◦�新橋－有明間でゆりかもめ開通（11月１日）
◦�Windows95発売（11月23日）

平成８年（1996）４月～９年３月
◦�自主防災組織を組織化、育成のため「防災対策特別委員会」を
設置（99単位自治会のうち25単位自治会で組織）

◦�粗大ごみ有料化に伴い、山林等への不法投棄防止対策として、
美化協力員制度を創設し、委員推薦に協力（10月）

◦�改良型ごみ袋について、市と協議・検討し、新たなごみ袋が完成
◦�リサイクルフェアへ参加協力の開始
◦�第６回近隣市住民自治組織代表者会議に出席（八千代市）

◦�大阪でO-157集団感染（７月15日）
◦�アトランタオリンピック開催、柔道野村、
中村、恵本選手が金メダル
◦�俳優、渥美清死去（８月４日）
◦�大リーグ野茂選手、ノーヒット・ノーラ
ン達成（９月17日）
◦�原爆ドームが世界遺産に登録（12月）
◦�在ペルー日本大使館公邸襲撃事件

（12月18日）

平成９年（1997）４月～10年３月
◦�地域防災組織づくりを本格的に実施するため、「防災対策特別
委員会」を常設の「防災対策委員会」に改組（新たに24単位自
治会の自主防災組織が結成され、合計49単位自治会で組織）

◦�環境委員会視察研修の実施（硝和ガラス㈱　アサヒビール茨城
工場）

◦�リサイクルフェアへ参加協力
◦�第７回近隣市住民自治組織代表者会議を開催（鎌ケ谷市）

◦�山一証券経営破たん（11月22日）
◦�東京湾アクアライン開通（12月18日）
◦�長野オリンピック開催、日本ジャンプ陣
金メダル

第 26 号（平成５年７月）
１面：昔と今（駅シリーズ）

第 27 号（平成５年９月）
８面：自治会探訪シリーズ

第２号（昭和 62 年４月）
年４回の発行が始まる

第 34 号（平成７年７月）
１面：昔と今（街道シリーズ）

10 周年記念誌
（平成７年 11 月５日）
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平成10年（1998）４月～11年３月
◦�新たに10単位自治会の自主防災組織が結成され、合計59単位
自治会で組織

◦�10回目のふれあいラリーを記念して模擬店の出店を開始
◦�リサイクルフェアへ参加協力
◦�環境委員会視察研修の実施（月島機械、丸幸紙業、リサイクル
センター）

◦�第８回近隣市住民自治組織代表者会議に出席（船橋市）

◦�明石海峡大橋が開通（４月５日）
◦�FIFAワールドカップフランス大会、
　日本初出場
◦�映画監督、黒沢明死去（９月６日）

平成11年（1999）４月～12年３月
◦�新たに14単位自治会の自主防災組織が結成され、合計73単位
自治会で組織

◦�環境委員会でふれあいラリーの際に地域住民へのリサイクル�
活動の啓発活動を実施（ポケットティッシュの配布）

◦�環境委員会視察研修の実施（㈱ハイパーサイクルシステムズ）
◦�第９回近隣市住民自治組織代表者会議に出席（市川市）

◦�東海村臨界事故（９月30日）
◦�大阪府知事選で太田房江が日本初の女性
知事に当選（２月６日）

平成12年（2000）４月～13年３月
◦�防災対策委員会を休会し、環境委員会に機能を移行（新たに�
４単位自治会の自主防災組織が結成され、合計77単位自治会で
組織）

◦�下総基地対策特別委員会を休会し、総務委員会へ機能を移行
◦�環境委員会視察研修の実施（浦安市クリーンセンター、クリー
ンセンターしらさぎ）

◦�第10回近隣市住民自治組織代表者会議に出席（習志野市）

◦�三宅島火山噴火（８月10日）
◦�シドニーオリンピック開催、マラソンの
高橋尚子選手が金メダル
◦�白川英樹、ノーベル化学賞受賞（12月）

平成13年（2001）４月～14年３月
◦�組織等検討特別委員会の設置（自治会の分割、統合及び理事の
選任枠について審議）

◦�市制施行30周年記念式典において鎌ケ谷市自治会連合協議会が
特別感謝状を授与

◦�市制施行30周年記念の冠事業として「ふれあいラリー」を実施
◦�環境委員会視察研修の実施（アクアセンターあじさい、手賀沼
親水広場）

◦�第11回近隣七市住民自治組織代表者会議に出席（松戸市）

◦�アメリカ同時多発テロ事件発生（９月11日）
◦�しし座流星群の流星雨が多数観測

（11月19日）
◦�アフガニスタンのタリバン政権崩壊（11月）
◦�野依良治、ノーベル化学賞受賞（12月）
◦�欧州単一通貨「ユーロ」流通開始（１月）
◦�ソルトレイクシティオリンピック開催（２月）

平成14年（2002）４月～15年３月
◦�環境委員会視察研修の実施（硝和ガラス㈱　アサヒビール茨城
工場）

◦�第12回近隣七市住民自治組織代表者会議に出席（八千代市）

◦�FIFAワールドカップ日韓大会開催
（５月31日）

◦�北朝鮮から拉致被害者５名が帰国
（10月15日）

◦�小柴昌俊と田中耕一、ノーベル賞受賞
（12月）

第 38 号（平成８年７月）
１面：公共施設案内シリーズ

第 51 号（平成 11 年９月）
８面：続自治会探訪シリーズ

第 57 号（平成 13 年３月）
カラー化が始まる

再生コート紙の採用

第 54 号（平成 12 年７月）
「情報ひろば」ワイドスペー

ス特集が始まる
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平成15年（2003）４月～16年３月
◦�ペットボトル分別回収を開始（10月）
◦�環境委員会視察研修の実施（新日本製鐵㈱　君津製鐵所）
◦�第13回近隣七市住民自治組織代表者会議に出席（浦安市）

◦�重症急性呼吸器症候群「SARS」が新感
染症に指定（４月４日）
◦�79年ぶりに国内で鳥インフルエンザが�
発生（１月12日）
◦�自衛隊イラク派遣開始（１月19日）

平成16年（2004）４月～17年３月
◦�みどり自治会が道野辺第一区自治会から独立（24地区➡25地区）
◦�「自治会加入へのお誘い」の作成を開始
◦�組織等検討特別委員会を解散し、その機能について総務委員会
に移行

◦�自連協20周年記念事業実行委員会を設置
◦�環境委員会視察研修の実施（千葉産業クリーン㈱（最終処理処
分場））

◦�環境委員会研修会の開催（講習：ごみ減量・リサイクルについて）
◦�第14回近隣七市住民自治組織代表者会議を開催（鎌ケ谷市）

◦�韓国ドラマ「冬のソナタ」日本放送開始
（４月３日）

◦�アテネオリンピック開催、体操男子団体
が28年ぶりの金メダル（８月）
◦�新潟中越地震発生（10月23日）
◦�楽天、プロ野球に新規参入（11月２日）
◦�インドネシア・スマトラ島沖地震発生

（12月26日）

平成17年（2005）４月～18年３月
◦�自連協設立20周年記念式典を開催
◦�ホームページの開設、記念誌の発行、シンボルマークの制定
◦�自連協20周年記念事業実行委員会の解散
◦�白井市自治会連合会が来訪（視察研修）
◦�環境委員会視察研修の実施（千葉県西部防災センター）
◦�環境委員会研修会の開催（講習：市内防犯の現状について）
◦�第15回近隣七市住民自治組織代表者会議に出席（船橋市）

◦�JR福知山線脱線事故（４月25日）
◦�つくばエクスプレス開業（８月24日）
◦�郵政民営化を巡り衆議院解散総選挙、
　「小泉チルドレン」が当選（９月11日）
◦�耐震強度偽装問題（11月17日）
◦�トリノオリンピック開催、フィギュアス
ケートの荒川静香選手が金メダル
◦�第１回ワールド・ベースボール・クラシック
開催、日本が優勝（３月20日）

平成18年（2006）４月～19年３月
◦�環境委員会視察研修の実施（㈱丸幸　千葉栄工場）
◦�環境委員会研修会の開催（講習：市内防犯及び交通事故の現状
について）

◦�第16回近隣七市住民自治組織代表者会議に出席（市川市）

◦�全国高校野球選手権大会で、斎藤佑樹擁
する早稲田実業が初優勝、「ハンカチ王
子」ブーム（８月20日）

平成19年（2007）４月～20年３月
◦�環境委員会視察研修の実施（東京電力㈱　千葉火力発電所）
◦�環境委員会研修会の開催（講習：地球温暖化の現状等について）
◦�第17回近隣七市住民自治組織代表者会議に出席（松戸市）

◦�多治見市と熊谷市で74年ぶりに最高気温
更新（８月16日）

第 67 号（平成 15 年９月）
１面：私の散歩道シリーズ

20 周年記念誌の発行
（平成 17 年 11 月 20 日）

第 76 号（平成 17 年 12 月）
20 周年記念号の発行
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平成20年（2008）４月～21年３月
◦�鎌ケ谷事業団自治会が道野辺第二区自治会と連合を形成（25地
区➡24地区）

◦�環境委員会で地域の防災防犯に関する業務を移管するため、�
安全対策特別委員会を設置

◦�20回目のふれあいラリーを記念して市内小中学校へのＰＲチラ
シ配布及び市内企業による協賛品を配布

◦�環境委員会視察研修の実施（クリーンセンターしらさぎ、リサ
イクルセンター、柏市第二最終処分場）

◦�環境委員会研修会の開催（講習：河川湖沼の水辺環境と水質浄
化の考え方）

◦�安全対策特別委員会研修会の開催（講習：地域防災は救援力―
大震災の教訓から―）

◦�第18回近隣七市住民自治組織代表者会議に出席（習志野市）

◦�中国・四川大地震（５月12日）
◦�北京オリンピック開催、水泳の北島康介
選手が２種目で金メダル（８月）
◦�リーマン・ブラザーズが破たん、「リー
マン・ショック」と呼ばれる（９月15日）
◦�南部陽一郎、小林誠、益川敏英、下村脩
がノーベル賞受賞（12月）
◦�第２回ワールド・ベースボール・クラシック
開催、日本が２連覇（３月）

平成21年（2009）４月～22年３月
◦�安全対策特別委員会を常設とし、安全委員会として設置
◦�茨城県古河市自治会連合会が来訪（視察研修）
◦�環境委員会視察研修の実施（㈱ハイパーサイクルシステムズ）
◦�環境委員会研修会の開催（講習：市のごみの現状と将来像につ
いて）

◦�安全委員会研修会の開催（講習：防災活動報告）
◦�安全委員会視察研修の実施（㈱オリエンタルランド、浦安市消
防本部）

◦�第19回近隣七市住民自治組織代表者会議に出席（八千代市）

◦�第45回衆議院議員総選挙で民主党が初め
て第１党となる（８月30日）
◦�裁判員制度開始（５月21日）
◦�バラク・オバマ第44代アメリカ大統領就任

（１月20日）
◦�バンクーバーオリンピック開催（２月）

平成22年（2010）４月～23年３月
◦�環境委員会視察研修の実施（手賀沼親水公園）
◦�環境委員会研修会の開催（講習：ごみ減量とリサイクルについて）
◦�安全委員会研修会の開催（講習：高齢者に係わる犯罪被害防止
について、市の防災体制について（住宅用火災警報器））

◦�安全委員会視察研修の実施（埼玉スタジアム2002）
◦�安全委員会（地区研修会）の開催（南部）
◦�第20回近隣七市住民自治組織代表者会議に出席（浦安市）

◦�JAXAの小惑星探査機「はやぶさ」が�
地球に再突入（６月13日）
◦�成田スカイアクセス開業（７月17日）
◦�根岸英一と鈴木章、ノーベル化学賞受賞

（12月）
◦�東日本大震災、東京電力福島第一原子力
発電所事故発生（３月11日）
◦�九州新幹線全線開通（３月12日）

平成23年（2011）４月～24年３月
◦�東日本大震災の義援金を募り、鎌ケ谷市社会福祉課へ納付
◦�東京電力からの節電のお願いに協力
◦�鎌ケ谷市自治会連合協議会、（社）千葉県宅地建物取引協会市川
支部鎌ケ谷地区、鎌ケ谷市の三者間で、自治会・町会等への加
入促進に関する協定を締結

◦�市制施行40周年記念の冠事業として「ふれあいラリー」を実施
◦�環境委員会視察研修の実施（ちば野菊の里浄水場）
◦�環境委員会研修会の開催（講習：環境問題の解決に向けて、�
私達が取り組むべきこと）

◦�安全委員会研修会の開催（講習：東日本大震災について）
◦�安全委員会（地区研修会）の開催（南部・西部・北部）
◦�第21回近隣七市住民自治組織代表者会議を開催（鎌ケ谷市）

◦�FIFA女子ワールドカップで日本（なでし
こジャパン）が初優勝（７月）
◦�アナログ放送が終了（７月24日）
◦�東京スカイツリーが完成（２月29日）

第 77 号（平成 18 年３月）
８面：新自治会探訪シリーズ

第 90 号（平成 21 年７月）
１面：すてきな街の発見
　　　シリーズ
再生コート紙から上質紙へ
変更

第 100 号（平成 23 年 12 月）
100 号発行を記念して

第 98 号（平成 23 年７月）
６面：その時自治会は
　　　シリーズ
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自連協ニュース 鎌ケ谷市自治会連合協議会30年のあゆみ 日本・世界のできごと

平成24年（2012）４月～25年３月
◦�敬老事業補助金検討委員会の設置
◦�東日本大震災消防殉職者遺児育英奨学金への義援金を自治会長
会で募り、公益財団法人消防育英会へ納付

◦�理事会研修会の開催（講習：行政相談員制度について）
◦�環境委員会視察研修の実施（東京ガス㈱袖ヶ浦工場LNGプラザ）
◦�環境委員会研修会の開催（講習：市で取り組んでいる放射能について）
◦�安全委員会（地区研修会）の開催（南部・西部・東部）
◦�第22回近隣七市住民自治組織代表者会議に出席（船橋市）

◦�日本全国で金環日食が観測（５月21日）
◦�ロンドンオリンピック開催、レスリング
の吉田沙保里選手が３大会連続金メダル
◦�笹子トンネル天井板落下事故（12月２日）

平成25年（2013）４月～26年３月
◦�市へ鎌ケ谷市自治会連合協議会運営補助金の要望を申し入れ
◦�市へ敬老事業補助金の要望を申し入れ、予算総額の増額及び配
分方法の見直しが行われたことになり、目的が達成されたので
敬老事業補助金検討委員会を解散

◦�環境委員会研修会の開催（講習：環境美化運動の現状と今後の
取り組みについて）

◦�安全委員会視察研修の実施（そなエリア　防災体験学習施設（東
京臨海広域防災公園））

◦�安全委員会研修会の開催（講習：災害に対する備えの必要性や、
災害時に取るべき行動、そして自助・共助の大切さを学ぶ）

◦�安全委員会（地区研修会）の開催（南部・西部・東部・北部）
◦�第23回近隣七市住民自治組織代表者会議に出席（市川市）

◦�富士山が世界遺産に登録（６月）
◦�国内最高気温更新、四万十市で41度（８月）
◦�ソチオリンピック開催、フィギュアス
ケートの羽生結弦選手が金メダル（２月）

平成26年（2014）４月～27年３月
◦�自連協30周年記念事業実行委員会の設置
◦�環境委員会視察研修の実施（クリーンセンターしらさぎ、リサ
イクルセンター、さわやか環境緑道・ふれあい散歩道、佐津間
自治会館渋谷総司資料室）

◦�広報委員会視察研修の実施（読売新聞東京本社よみうりショップ）
◦�安全委員会視察研修の実施（首都圏外郭放水路）
◦�安全委員会（地区研修会）の開催（南部・東部・北部）
◦�第24回近隣七市住民自治組織代表者会議に出席（松戸市）
◦�第１回東葛地域自治会等代表者連絡会議に出席（松戸市）

◦�富岡製糸場と絹産業遺産群が世界遺産に
登録（６月）
◦�国内でデング熱感染を確認（８月）
◦�御嶽山が噴火（９月）
◦�北陸新幹線が開業（３月）
◦�STAP細胞騒動
◦�西アフリカでエボラ出血熱が流行

平成27年（2015）４月～28年３月
◦�自連協設立30周年記念事業の冠事業として自治会長会（式典）
を開催

◦�環境委員会視察研修の実施（国指定重要文化財　旧三河島汚水
処理場喞筒（ポンプ）場施設）

◦�広報委員会視察研修の実施（朝日新聞東京本社）
◦�安全委員会視察研修の実施（東京消防庁　本所防災館（本所都
民防災教育センター））

◦�安全委員会（地区研修会）の開催（南部・東部）
◦�第25回近隣七市住民自治組織代表者会議に出席（習志野市）
◦�エコフェスタ鎌ケ谷2015の実施（環境委員会と市との協働事
業として実施）

◦�鎌ケ谷市避難所運営マニュアルの作成（安全委員会と市との協
働事業として実施）

◦�韓国でMERSコロナウイルスによる感染
が発生（５月20日）
◦�中国天津市で危険物倉庫爆発事故

（８月12日）
◦�マイナンバー制度開始（10月）
◦�梶田隆章と大村智、ノーベル賞受賞

（12月）
◦JAXAの小惑星探査機「はやぶさ２」が
スイングバイを実施、地球近傍小惑星
「リュウグウ」へ航行（12月）
◦JAXAの金星探査機「あかつき」が金星
周回軌道に投入（12月）

第 113 号（平成 27 年３月）
８面：地域と歩むシリーズ

第 101 号（平成 24 年３月）
１面：すてきな街の発見
　　　ウォーキング編

第 109 号（平成 26 年３月）
１面：災害に備えて

第 111 号（平成 26 年９月）
８面：地域での活動を紹介
　　　します！
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構
成
員

理事・地区自治会推薦者35名
以内

企画委員会

構
成
員

理事・地区自治会推薦者35名
以内

福祉委員会

構
成
員

理事・地区自治会推薦者35名
以内

安全委員会

構
成
員

理事・地区自治会推薦者35名
以内

環境委員会

構
成
員

理事・地区自治会推薦者35名
以内

広報委員会

構
成
員

理事・広報委員若干名

自連協ニュース編集部会

構
成
員

理事・広報委員・委員長が
特に指名したもの若干名

ホームページ運営部会

構
成
員

地区自治会、概ね50世帯
に１名を選出

地区ふれあい員

構
成
員

３役・各委員会委員長・
会長が特に指名したもの

総務委員会

構
成
員

単位自治会長及び
地区自治会から
250世帯数に１名

自治会長会

構
成
員

会　長１名
副会長２名
会　計２名

役 員 会

監事２名

単位自治会
（98自治会）

構
成
員

理事23名
地区自治会から１名

理 事 会

構
成
員

代議員
地区自治会から

500世帯数に１名

総　会

自連協理事
選出エリア

地区自治会
（23地区）

中央地区

中央東地区

富岡
鎌ケ谷駅前
南初富連合 ※
南初富連合 ※
鎌ケ谷東第一区
東武鎌ケ谷

東部地区

西部地区

鎌ケ谷自治連合
鎌ケ谷第二区
新山
光の里
道野辺第二区
道野辺第一区
みどり

北初富連合
くぬぎ山連合

南部地区

北部地区

東中沢地区
受所
中沢
鎌ケ谷グリーンハイツ
鎌ケ谷橋
馬込沢地区

佐津間
粟野
軽井沢

自 連 協 の 組 織 図

※ 南初富連合自治会は、中央地区と中央東地区の２地区に分かれています



鎌ケ谷市自治会連合協議会　30周年記念誌14

常設委員会
自連協活動は、各地区自治会から選出された委員と理事で構成された６
つの常設委員会を中心に、活発に行われています。

常設委員会 活 動 内 容 設置年度

総務委員会
①定期総会、自治会長会の企画、実施
②規約、規則等の検討
③理事視察研修の企画、実施

昭和61年度

広報委員会

①自連協ニュースの発行
自連協活動や地域、自治会の情報提供の場として自連協ニュースを発行しま
す。（企画、取材、記事原稿作成、校正等）

②ホームページの管理、運営
③研修会等の開催
　　自連協ニュースの制作に役立てるために研修会等を開催します。

昭和61年度

企画委員会

●毎年10月中旬に「ふれあいラリー」を企画実施
６月から準備に入り、各自治会でコマ図の作成を行い、広報かまがや・自連協
ニュース・自連協ホームページや回覧物などでＰＲをして、参加者を募ります。
当日、参加者は各自治会のスタート場所からゴールの市役所まで歩くと、ゴー
ル会場では自治会有志による模擬店が出店しています。

昭和61年度

環境委員会

①環境美化（ごみゼロ）運動への参加
毎年５月末に実施される「環境美化（ごみゼロ）運動」に積極的に参加して、
ごみの散乱防止と再資源化の促進の普及啓発を図ります。

②買い物袋の持参推進運動の推進
ごみ減量とごみに対する意識の向上を図るため、「買い物袋の持参推進運動」
を積極的に推進します。

③研修会等の開催
リサイクル活動や省エネ対策、廃棄物の削減など環境問題について研修会等
を開催します。

昭和61年度

福祉委員会

①地区ふれあい員のつどいの開催
毎年１回開催される「地区ふれあい員のつどい」において福祉活動を充実さ
せるため、地区ふれあい員の研修を行います。

②地区交流会の開催
６地区エリアにおいて福祉活動を充実させるため、地区ふれあい員の研修を
行います。

③研修会等の開催
地域福祉の活動を充実させるために研修会等を開催します。

平成元年度

安全委員会

①地区研修会の開催
６地区エリアまたは地区自治会において防災・防犯活動を充実させるため、
自主防災訓練や研修会等を行います。

②研修会等の開催
地域の安心安全な生活を目指し、地域防災や地域防犯活動に対する意識の向
上を図るため、情報交換や研修会等を開催します。

平成21年度

自 連 協 活 動 の 紹 介
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自治会長会・理事視察研修
自連協では、自治会長をはじめとする各自治会のリーダーから構成され、
講演会や活動報告を行う「自治会長会」を開催しています。
また、理事が先進地などを訪れ、各自治会での活動に役立てるため「理
事視察研修」を行っています。

年度 自治会長会 理事視察研修

昭和61年度 （自連協大会の開催）自治会連合協議会活動報告 沼津市役所
昭和62年度 講演「地域社会における自治会の役割」 秦野市役所
昭和63年度 自治会連合協議会活動報告 甲府市役所
平成元年度 自治会連合協議会活動報告 小田原市役所
平成２年度 講演「私の国では、こんな近所付き合いをしています」 鹿沼市役所　鹿沼市自治会連合会
平成３年度 自治会連合協議会活動報告 日立市役所　日立市コミュニティ推進協議会
平成４年度 パネルディスカッション「ごみの減量について」 伊豆長岡町役場（現 伊豆の国市）
平成５年度 自治会連合協議会活動報告 藤枝市役所
平成６年度 パネルディスカッション「鎌ケ谷の村・町・市のあゆみ」 佐野市役所
平成７年度 講演「我がふるさと鎌ケ谷」 ひたちなか市役所
平成８年度 パネルディスカッション「南部地区防火・防災のあゆみ」 沼津市役所
平成９年度 講談「大岡政談」 北茨城市役所
平成10年度 講演「ブラウン管の裏側」 伊東市役所　富戸コミュニティセンター
平成11年度 研修「中心市街地活性化法を学ぶ」 南足柄市役所 駅前再開発
平成12年度 自治会連合協議会活動報告 御殿場市森の腰商店街（アクティブ　コモ）

平成13年度 自治会連合協議会活動報告 道の駅とみうら枇杷倶楽部（現 南房総市）
地域活性化

平成14年度 自治会連合協議会活動報告 こころみ学園（栃木県知的障害更生施設）、
やまあげ会館

平成15年度 自治会連合協議会活動報告 山梨環境科学研究所
平成16年度 自治会連合協議会活動報告 塙山学区住みよいまちをつくる会（塙山交流センター）

平成17年度 自治会連合協議会活動報告 千葉県西部防災センター
神奈川県総合防災センター

平成18年度 講演「地域と教育について」 銚子地方気象台
平成19年度 講演「予防医療について」「合併・政令指定都市について」 日本原子力発電　東海第二発電所
平成20年度 講演「裁判員制度について」 福島県東白川郡矢祭町
平成21年度 講演「市の防災対策について」 静岡市役所　静岡県地震防災センター
平成22年度 講演「市の災害時要援護者避難支援計画について」 横浜市瀬谷区役所　練馬区役所
平成23年度 講演「鎌ケ谷の歴史　～戊辰戦争と鎌ケ谷～」 長野県下諏訪町立諏訪湖博物館

平成24年度 講演「災害ボランティア活動体験報告」
安全委員会が研修会として自治会長会に参加

塙山学区住みよいまちをつくる会（塙山交流センター）
独立行政法人防災科学技術研究所

平成25年度
鎌ケ谷警察署「コント・ユニオン通り」による防犯コント
講演「悪質商法の手口とトラブル対処法」
安全委員会が研修会として自治会長会に参加

（台風のため中止）

平成26年度 講演「自治会未加入者への対応や役員の引き受け手が不足
している中、コミュニティの役割や重要性を学ぶ」

富士山樹空の森（御殿場市富士山交流セン
ター）

平成27年度 自連協30周年記念事業の冠事業として実施 旭市防災資料館
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年度 地区ふれあい員のつどい 研修会等
平成３年度 地区ふれあい員の活動を開始 福祉委員会の経過をまとめたパンフレットを作成

平成４年度
地区ふれあい員に委嘱状の交付を開始
第１回（平成５年３月６日）

地区ふれあい員制度の地域説明会を開始（平成４年度～11年度）

平成５年度 第２回　講演「これからの地域福祉活動」
平成６年度 第３回　講演「地域の中の福祉活動」
平成７年度 第４回　講演「地域に入っていく心がまえ」 研修会の開催（講習：鎌ケ谷の老人福祉について）
平成８年度 第５回　講演「老人福祉の現場からおもうこと」 研修会の開催（講習：市の福祉施策について）
平成９年度 第６回　講演「介護保険制度」 研修会の開催（講習：地区ふれあい員制度の経緯について）
平成10年度 第７回　講演「いつまでも住みなれた町でくらしたい」 研修会の開催（講習：介護保険と地域福祉について）
平成11年度 第８回　講演「高齢になって寝たきりにならないために」研修会の開催（講習：介護保険制度の対応について）

平成12年度 第９回　講演「介護保険制度のその後について」
地区ふれあい員のための活動の手引きを作成
研修会の開催（講習：介護保険制度のその後について）

平成13年度 第10回　講演「児童虐待について」
地区ふれあい員制度の地域説明会を再開（平成13年度～15年度）
研修会の開催（講習：児童虐待について）

平成14年度 第11回　講演「地域と子育て―不登校児童を考える」 研修会の開催（講習：地域と子育て―不登校児を考える）
平成15年度 第12回　講演「地域で共に暮らすために～精神科医から」研修会の開催（講習：少年犯罪の現況と対応、住民との連携）

平成16年度
第13回　報告「東部・南部地区における地域福祉活動」
講演「地区ふれあい員活動に期待すること」

勉強会の開催（講習：市の高齢者福祉制度）
研修会の開催（講習：地区ふれあい員制度の改正（案）及び今後の地区
ふれあい員のあり方について）

平成17年度
第14回　講演「談話室事業と介護予防」 地区交流会を開始　実施（西部・南部・東部）（平成17年度～現在）

研修会の開催（講習：地区ふれあい員の活動について）「鎌ケ谷市ボランティアサークルの紹介」

平成18年度 第15回　講演「福祉って、なぁに…」
研修会の開催（講習：福祉委員のあり方について）
地区交流会を実施（南部・東部）

平成19年度 第16回　講演「心のバリアフリー」
研修会の開催（講習：介護保険等について）
地区交流会を実施（西部・南部・東部）

平成20年度 第17回　講演「認知症サポーター養成講座」
研修会の開催（講習：後期高齢者医療制度について）
地区交流会の実施（西部・南部・東部・中央東）

平成21年度 第18回　講演「地区ふれあい員について」
研修会の開催（講習：福祉委員のあり方と地区ふれあい員について）
地区交流会の実施（西部・南部・東部・北部）

平成22年度 第19回　講演「孤独死ゼロ作戦から学ぶ」

研修会の開催（講習：６地区エリアにおける地区ふれあい員交流会　
及び地区自治会における地区ふれあい員の活動について）
地区自治会における地区ふれあい員の活動について）
地区交流会を実施（西部・南部・東部・北部）

平成23年度 第20回　講演「高齢者を悪徳商法から守るために」
研修会の開催（講習：東日本大震災被災地支援の体験談）
地区交流会を実施（西部・南部・東部・北部）

平成24年度
第21回　講演「大病になる前に、病気を予防するための
知識と意識」

研修会の開催（講習：高齢者を孤独死等から守るために私達にでき
　ること）
地区交流会を実施（西部・南部・東部・北部・中央）

平成25年度
第22回　講演「元気に生活するために日頃からできる健
康管理を学ぶ」

研修会の開催（講習：市災害時要援護者避難支援計画の概要）
地区交流会を実施（西部・南部・東部・北部）

平成26年度 第23回　講演「高齢者を悪徳商法から守るために」
視察研修を実施（（社）善憐会　救護施設　風の郷「厚生園」）
地区交流会を実施（北部・南部・東部・中央東）

平成27年度
第24回　講演「気づいて　つなげる　いのちの絆」
～ゲートキーパーって何？～

視察研修を実施（（社）福祉楽団　恋する豚研究所（就労継続支援
施設）、多古新町ハウス）
地区交流会を実施（西部・南部・東部・北部）

地区ふれあい員のつどい・福祉委員会研修等
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鎌ケ谷市自治会連合協議会

エリア別地区自治会の地図
（６エリア　23地区　98自治会）

※ 南初富連合自治会は、中央地区と中央東地区の２地区に分かれています

・北初富連合（９）
・くぬぎ山連合（５）
（単位自治会数　14）

西部地区

南部地区 中央地区

東部地区

北部地区

中央東
地区

・粟野（１）
・佐津間（１）
・軽井沢（１）
（単位自治会数　３）

・鎌ケ谷東第一区連合（23）
・南初富連合（７）※
・東武鎌ケ谷（１）
（単位自治会数　31）

・鎌ケ谷駅前（１）
・南初富連合（９）※
・富岡（１）
（単位自治会数　11）

・鎌ケ谷橋（１）
・馬込沢地区（２）
・鎌ケ谷グリーンハイツ（１）
・中沢（１）
・東中沢地区（４）
・受所（１）
（単位自治会数　10）

・鎌ケ谷第二区連合（14）
・道野辺第一区（１）
・新山（１）
・道野辺第二区（２）
・鎌ケ谷自治連合（９）
・光の里（１）
・みどり（１）
（単位自治会数　29）
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鎌ケ谷市自治会連合協議会

エリア別単位自治会の一覧
６エリア 地区自治会名

単位
自治
会数

単 位 自 治 会 名

中央地区

鎌ケ谷駅前自治会 １ 鎌ケ谷駅前自治会

南初富連合自治会※ ９
第一南自治会 中央自治会 鎌ケ谷団地自治会 南初富中央自治会
第二西自治会 第一中自治会 第二北自治会 第三北自治会
南六自治会

富岡自治会 １ 富岡自治会

中央東
地区

鎌ケ谷東第一区連合
自治会 23

日の出自治会 愛路会 鎌ケ谷ライフタウン
自治会

鎌ケ谷井草県営住宅
自治会

東鎌ケ谷三丁目自治会 東鎌ケ谷商店街自治会 ガーデンスクエア自治
会 あやめ自治会

青葉自治会 くぬぎ坂自治会 若葉会自治会 小春園自治会

中央通り自治会 鎌ケ谷グリーンタウン
自治会 北通り自治会 松の木坂自治会

旭ヶ丘自治会 井草自治会 三井鎌ケ谷自治会 東新田自治会
椚会自治会 第一井草自治会 東鎌ケ谷一丁目自治会

南初富連合自治会※ ７
第一東自治会 ひがし野自治会 東初富第三南自治会 初富自治会
五本松西自治会 第四南自治会 五本松自治会

東武鎌ケ谷自治会 １ 東武鎌ケ谷自治会

東部地区

鎌ケ谷第二区連合
自治会 14

大新田第一自治会 大新田第二自治会 大新田第三自治会 中新田自治会
浅間自治会 若新田自治会 あかしや自治会 ひまわり自治会
豆ケ台自治会 東雲自治会 睦自治会 ホープタウン自治会
鎌ケ谷コーポラス自治
会

西二和グリーンハイツ
鎌ケ谷自治会

道野辺第一区自治会 １ 道野辺第一区自治会
新山町会 １ 新山町会
道野辺第二区自治会 ２ 道野辺第二区自治会 鎌ケ谷事業団自治会

鎌ケ谷自治連合会 ９

宿第一自治会 宿第三自治会 鎌ケ谷大仏スカイハイ
ツ自治会 東自治会

丸山自治会 原自治会 ふれあい自治会 メゾン・ド・ポワール
鎌ケ谷自治会

本田自治会
光の里自治会 １ 光の里自治会
みどり自治会 １ みどり自治会

西部地区
北初富連合自治会 ９

第一自治会 北初富第二自治会 北初富第三自治会 北初富第四自治会

北初富第五自治会 プライムコート
新鎌ケ谷自治会

ルネ新鎌ケ谷アクシオ
自治会 新鎌ケ谷自治会

サンピア鎌ケ谷自治会

くぬぎ山連合自治会 ５
くぬぎ山第１自治会 くぬぎ山第２自治会 くぬぎ山第３自治会 くぬぎ山第４自治会
くぬぎ山第５自治会

南部地区

鎌ケ谷橋自治会 １ 鎌ケ谷橋自治会
馬込沢地区自治会 ２ 馬込沢自治会 道野辺あおば自治会
鎌ケ谷グリーンハイツ
自治会 １ 鎌ケ谷グリーンハイツ

自治会
中沢自治会 １ 中沢自治会
東中沢地区町会 ４ 東中沢一丁目町会 東中沢二丁目町会 東中沢三丁目町会 東中沢四丁目自治会
受所自治会 １ 受所自治会

北部地区
粟野自治会 １ 粟野自治会
佐津間自治会 １ 佐津間自治会
軽井沢自治会 １ 軽井沢自治会

※ 南初富連合自治会は、中央地区と中央東地区の２地区に分かれています
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　23 の単位自治会からなる連合自治会で、1,800 世帯の会員からなります。発足は
昭和 59 年（1984）４月で、それ以前は鎌ケ谷自治連合会に加入していました。同自
治連合会に所属する世帯数が増えるにつれ、組織の見直しと再編の声が高まり、それ
を受けて当時の 18 自治会（1,400 世帯）が鎌ケ谷東第一区連合自治会として分離・
独立したものです。
　自治会は市の南東に位置し、白井市、船橋市に隣接しています。区域は東鎌ケ谷１
丁目から３丁目の全地区と東初富３丁目の一部、同５丁目の一部です。
　主な活動は、夏祭り納涼盆踊り、敬老祝賀会、防犯パトロール等です。また、区域
内で活動するボランティア団体と共に、「懇親・懇談の集い」、船橋県民の森をゴール
としたウォークラリーや、一泊旅行・研修会など様々な活動を行っています。
　地域活動を通じて、今後とも会員相互の親睦を図っていきたいと思います。

　通称「二区連」には、平成 27 年（2015）に自治会活動の拠点となる新しい連合自
治会館が完成しました。落成式典後、「二区連」の定期総会等を実施し、８月には演
芸大会を開催しました。
　自治会館には，以下のような特徴があり、利用者や見学者に好評です。
　・災害時の避難所としても利用できるよう耐震性にも配慮
　・バリアフリーである
　・細かい所まで気配りした設計
　・舞台があり、幕やカラオケ機器等の設備がある
　実施行事の中では、「二区連まつり」が特筆されます。連合自治会全体の交流を深
めることを目的としており、多くの人が参加して、とても賑やかです。その他の行事
としては、「子供いもほり大会」や「さくらまつり」、「敬老会」等があります。

二区連まつり（アカシア児童遊園） 東部地区防災訓練

東
武
野
田
線

大町駅
北総鉄道北総線
成田スカイアクセス線

初富駅初富駅

馬込沢駅

鎌ケ谷駅

二和向台駅
鎌ケ谷大仏駅

新鎌ケ谷駅

六実駅

くぬぎ山駅

北初富駅

元山駅

新京成線

東
武
野
田
線

大町駅
北総鉄道北総線
成田スカイアクセス線

初富駅初富駅

馬込沢駅

鎌ケ谷駅

二和向台駅
鎌ケ谷大仏駅

新鎌ケ谷駅

六実駅

くぬぎ山駅

北初富駅

元山駅

新京成線

　 防 災・ 防 犯 活 動 で は、「 二 区
連」には千葉県災害対策コーディ
ネーターが６名おり、平成 26 年

（2014）は東部小学校で東部地区
防災訓練を実施しました。防犯活
動も活発です。
　これからも「二区連」、頑張る
ぞ！

地 区 自 治 会 の 紹 介

敬老祝賀会（初富小学校体育館） バス旅行（千葉県白子町中里・グラウンドゴルフ場）

鎌ケ谷第二区連合自治会

鎌ケ谷東第一区連合自治会

❶ 鎌ケ谷東第一区連合自治会（中央東地区）

❷ 鎌ケ谷第二区連合自治会（東部地区）
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❸ 道野辺第一区自治会（東部地区）

　自治会発足当時は、日蓮の実母生誕の地に建てられたといわれる妙蓮寺の「釈迦堂」

が自治会活動の拠点でした。

　現自治会館は、昭和 45 年（1970）に鎌ケ谷高校の向かい側に建設されました。会

館も 45 年経って傷みが目立つようになり、市と相談をしながら建て替えの準備をし

ています。

　主な行事は、発足当時から行われている自主防災訓練、夏祭り、敬老会などです。

いまも地域の大切な活動となっています。近年、未曽有といわれる大きな自然災害が

あったこともあり、会長や班長を中心として熱心に活動に取り組んでいます。

　会員は 1,500 世帯。古い住民と新住民の調和が課題といわれていましたが、婦人防

火クラブ、高齢者のクラブ活動などにより円滑に運んでいます。

　昭和 55 年（1980）に道野辺第一区自治会から分離・独立したものです。

　平成 14 年（2002）には自治会館が完成し、敬老会や談話室、サークル活動等の拠

点となっています。また、会館前にある桜並木の下で開く総会後の懇親会や正月の餅

つき大会、夏祭り等のイベントは小さな自治会の大きな楽しみの場となっています。

　年末の火の用心を兼ねた地域の防火・防犯の夜廻りを 20 年前から続けています。

小学生も参加していますが、最近は少子化のせいか参加者が減りちょっと寂しい感じ

がします。

　また、奇数月には班に分かれてのゴミゼロ運動を実施しています。安全面では、下

校時の通学路巡回や青パト車による月２回の巡回等で地域の安全を見守っています。

　さらに近くにある特別養護老人ホームの慈祐苑のお花見や納涼祭のお手伝いと談話

東
武
野
田
線

大町駅
北総鉄道北総線
成田スカイアクセス線

初富駅初富駅

馬込沢駅

鎌ケ谷駅

二和向台駅
鎌ケ谷大仏駅

くぬぎ山駅

北初富駅

元山駅

西白井駅

新京成線

六実駅

敬老会（南部公民館） 防災訓練（本所都民防災教育センター）

家族みんなで火の用心 パパと一緒に

室の方々も参加して一緒に楽し

んでいます。

　これからも地域の人達との交

流の場を少しでも広げ、小さい

ながらも思いやりのある自治会

を目指していきたいと思ってい

ます。

道野辺第一区自治会

新鎌ケ谷駅

❹ 鎌ケ谷橋自治会（南部地区）

東
武
野
田
線

大町駅

馬込沢駅

鎌ケ谷駅

二和向台駅
鎌ケ谷大仏駅

北初富駅

西白井駅

新京成線

六実駅

北総鉄道北総線
成田スカイアクセス線

くぬぎ山駅

元山駅

鎌ケ谷橋自治会

新鎌ケ谷駅

初富駅
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　昭和 36 年（1961）に新山町会として発足し、53 年が経ちました。

　町会の区域は、馬込沢駅前から通称「ユニオン通り」を北へ向かった道野辺小学校・

東部学習センター近くまでの細長い地域であり、５つの支部で構成されています。現

在、会員数は約 965 世帯です。

　町会の基本理念は、「会員の親睦と融和」です。初夏のバス旅行、自前の模擬店が

並ぶ夏祭り、若々しい笑い声が響き合う敬老祝賀会、子供を中心とした催し等の伝統

ある行事を町会活動の結節点としつつ、各支部での親睦会、環境美化運動や防犯パト

ロールなど日常の活動にも取り組んでいます。

　旧新山会館がなくなって十数年経ちましたが、平成 27 年度には念願の新しい会館

が完成しました。

　馬込沢地区自治会は、「馬込沢自治会」と「道野辺あおば自治会」の２単位自治会

から構成されています。

　「馬込沢自治会」は、昭和 44 年（1969）に新山町会から独立し、現在に至っており

ます。当地域は地域の中央を流れる二和川の氾濫による水害の発生が一番の問題です。

市との協議により抜本的な水害対策として平成 28 年度より二和川の整備事業に着手

する予定で現在進められております。これに伴い多くの会員が家屋の移転を余儀なく

されますことが唯一残念な点です。また高齢化率が高いため、今後、納涼夏祭り、敬

老会、防災訓練などのイベントの実施方法を考慮する必要があります。

　「道野辺あおば自治会」は、発足して 20 年を経過し、自治会活動も定着してきました。

当初は防犯灯の整備、環境美化等に取り組み、明るく、安全な、安心して暮らせる町

納涼夏祭り（馬込沢自治会） 談話室（道野辺あおば自治会）

東
武
野
田
線

大町駅

初富駅初富駅

馬込沢駅

鎌ケ谷駅

二和向台駅
鎌ケ谷大仏駅

北初富駅

西白井駅

新京成線

六実駅

北総鉄道北総線
成田スカイアクセス線

くぬぎ山駅

元山駅

東
武
野
田
線

大町駅

馬込沢駅

鎌ケ谷駅

二和向台駅
鎌ケ谷大仏駅

北初富駅

西白井駅

新京成線

六実駅

北総鉄道北総線
成田スカイアクセス線

くぬぎ山駅

元山駅

づくりが課題でした。世帯数も増えた今、

住む人の仲間意識、絆意識、支え合いの意

識を培う取り組みにも力を入れています。

自治会長自ら先頭に立って、災害時に実効

性のある防災組織への改正を行い、未来の

宝である子供たちの通学の安全を見守る

「あおば見守り隊」を結成しました。また、

お年寄りの仲間作りを推進する談話室の開

設など、声を掛けあって助け合える暖かい

自治会をめざして活動をしています。

ユニオン通りのポケットパーク 敬老祝賀会（東部学習センター）

　新山会館を軸に東部学習セ

ンターと併せ、町会の活動が

より広く充実するものと期待

されており、町会役員もその

ための企画を検討中です。こ

の機会に、町会活動を支えて

いる役員等の世代交代が進ん

でいない現状をなんとか打開

したいと考えています。

 新山町会

 馬込沢地区自治会

❺ 新山町会（東部地区）

新鎌ケ谷駅

初富駅

❻ 馬込沢地区自治会（南部地区）

新鎌ケ谷駅
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　昭和 48 年（1973）、市の南部にひとつの団地が生まれました。鎌ケ谷グリーンハイ

ツです。当時植えた桜が、今では市内でも有数の名所になり、雨の日はぬかるんでい

た道には、バスが通るようになりました。自治会ができたのは同年８月、その後、昭

和 58 年（1983）に管理組合ができ、今では両者がその特色を良く生かして住民のた

めに活動しています。

　現在、鎌ケ谷グリーンハイツには、約 1,300 世帯ほどが住んでいますが、自治会員

数は減少傾向にあります。その理由は、ほとんどが高齢によるものです。「歳で階段

の昇り降りがつらい」という方がほとんどです。わが団地は５階建てですが、エレベー

ターがないため、回覧板を回したり、集金したりするとなると、どうしても階段を昇

降しなければならないからです。

　東道野辺２丁目、丸山３丁目、道野辺本町２丁目の各一部区域の住民で構成され

ています。昭和 36 年（1961）、道野辺第一区自治会から独立して発足しました。平

成 19 年度より鎌ケ谷事業団自治会と連合を組み、連合自治会として活動しています。

会長はじめ男女８人が役員として活動しています。

　区域は狭いながら、最近この地域に 60 戸ほどの新しい住宅が建ち、約 300 世帯に

増加しています。少子高齢化が進む中ながら、幸いにも若い夫婦の家族が増加し、子

ども会 130 人が元気に活動しています。

　自治会の行事としては、総会、夕涼み会、敬老会、防災訓練を兼ねた芋掘り大会な

どを企画・実施しています。夕涼み会は子ども会が中心となり、子どもたちが西瓜割

りや花火などを楽しんでいます。特に、100 人以上集まる芋掘り大会は 19 年目を迎え、

夕涼み会 芋掘り大会
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夏祭りでの子ども達による山車 グリーンハイツ内の桜

　住民が次第に高齢となってい

く中で、今年７月、その憩の場

として「ふれあい処」が作られ

ました。ここには高齢者だけで

はなく、広く住民が立ち寄れる

場所になってもらいたいとス

タッフ一同、魅力作りに奮闘し

ているところです。

　これからももっと住民に寄り

添った自治会になっていきたい

と考えています。

自然を堪能できる大きな交流の場

となっています。また、老人会（双

葉会）、赤十字奉仕団（元婦人会）、

婦人防火クラブが活発に活動して

います。

❼ 鎌ケ谷グリーンハイツ自治会（南部地区）

❽ 道野辺第二区自治会（東部地区）
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鎌ケ谷グリーンハイツ自治会

新鎌ケ谷駅

 道野辺第二区自治会

新鎌ケ谷駅

初富駅
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　昭和 31 年（1956）に道野辺部落農業地区・駅前常会（世帯数 200）として発足。

来年は 60 周年を迎えます。現在の加入世帯数は、約 1,800 世帯であり、加入率は約

70％です。

　実施事業は、防犯・防災、福祉など他の地区自治会とほぼ同じです。特徴としては、

駅前地区にある鎌ケ谷駅前商店会振興組合、NPO 法人カオの会と三者で「ふるさと

づくり推進協議会」を立ち上げ（平成 23 年（2011）設立）、計画・お金・スタッフの

面で連携しながら以下の事業を進めていることです。

　①省エネを目指したキャンドルナイト （鎌ケ谷高校及び鎌ケ谷西高校の参加協力の

もと実施）

　②鎌ケ谷駅前夏まつり

　③クリスマスイベント（商店・企業の協力を得て実施）

　市の南西に位置し、南は船橋市、西は市川市と接しています。当地区は、梨の栽培

を中心とした農家の多い、緑豊かな農村地帯と、昭和 60 年（1985）前後から宅地開

発が進むことにより、市外等からの転入者が増え住宅街に変わった地区に分かれてお

り、会員数は約 430 世帯と少数ですが、広い区域を有しています。

　自治会の活動として、夏祭り、敬老会等を毎年実施しています。夏祭りは、８月に

子どもを中心にゲーム、スイカ割り、スーパーボールすくい等で一日楽しく過ごして

います。また、敬老会は、梨の収穫時期の関係で 10 月に開催しています。歌に踊り、

カラオケ大会、ビンゴゲーム等で楽しく過ごしていただいています。また、地区内を

パトロールしており、危険箇所を見つけたり、街灯の点検をする等して、会員の安全

確保に努めています。

　今後も地道な自治会活動を通じて、会員相互の信頼と協調を図るとともに、会員数

鎌ケ谷駅前夏まつり
２日間で３万人の人出

夏 祭 り 敬 老 会

敬 老 会
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　自治会の力だけでできるこ

とは少ないので、地域の関係

団体や個人と連携しながら事

業実施に努めています。

を増やしていきたいと思いま

す。

鎌ケ谷駅前自治会

中沢自治会

❾ 鎌ケ谷駅前自治会（中央地区）

❿ 中沢自治会（南部地区）

新鎌ケ谷駅

初富駅
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　昭和 23 年（1948）に「愛国ケ丘倶楽部」として発足。昭和 33 年（1958）町政施行

に伴い「愛国ケ丘町会」となりました。このころは周囲一面が松林だったと聞きます。

　世帯数も増加した平成３年（1991）には、愛国ケ丘地区の住居表示も中沢から東中

沢と変わり、４つの街区へと分かれました。その２年後には愛国ケ丘町会は発展的に

解消、１～４丁目の街区ごとに４つの町会（単位自治会）に分かれました。

　以後、４町会はそれぞれが独立して活動していますが、納涼盆踊り大会の計画・実

施や、東中沢自治会館（平成 23 年（2011）建替）の運営は、「東中沢地区町会」（地

区自治会）として取り組んでいます。

　また、「ふれあいラリー」や、国史跡〈下総小金中野牧〉周知普及実行委員会主催

の「とっこめ桜まつり」・「ミニとっこめ寄席」等の行事開催時においても、東中沢地

区町会として協力しています。

　かつて自治会の区域周辺には、江戸幕府直轄の軍馬飼育のための放牧揚が広がって

おり、中野牧と呼ばれていました。現在自治会がある区域には、放牧馬の管理事務所

があったことから、その名前「受所」（うけしょ）を地名としたと伝えられています。

　当初、昭和 38 年（1963）に「受所会」として発足し、昭和 43 年（1968）には自治

会規約を定め、「受所自治会」として再発足しました。会員世帯数は平成 27 年（2015）

７月現在、12 班編成で 1,105 世帯です。自治会の活動場所として、受所農村協同館

を長く使用してきましたが、平成 25 年（2013）に新しく受所自治会館が完成しました。

　自治会組織は、総務・企画・環境・福祉・安全・広報・財務の７つの委員会で構成

されています。

　行事として、夏祭り、敬老の日の集い、防災訓練、「ふれあいラリー」、子供神輿と

バーベキュー、会員バス旅行、餅つき大会、クリーンデー等を企画・実施しています。

納涼盆踊り大会　みんなで楽しく

餅つき大会　大勢の参加者で賑わう 夏祭り準備

４町会地区交流会　みんなで盛り上げよう！
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　なお、年間を通して、老人

クラブ新寿会、談話室、なか

よし子ども会、日赤受所分団、

ゴルフ同好会等が活動してい

ます。

「みんなが笑顔で挨拶できる

街」を目指して、今後も親睦

と融和に努めてまいります。

　会員総数は、約 2,000 世帯

です。年度はじめには「４町

会地区交流会」を行っていま

すが、各町会の役員同士が互

いに顔見知りになる良い機会

となっています。

東中沢地区町会

受所自治会

⓫ 東中沢地区町会（南部地区）

⓬ 受所自治会（南部地区）
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　自治会は 16 の単位自治会で構成され、会員世帯数 4,300 余を擁する市内最大の地

区自治会です。

　区域は、通称「船取線」を挟んで市役所の反対側にあり、市の南北の中心線の東側

に位置します。地区の北には市民体育館と市制記念公園が、南には鎌ケ谷郵便局があ

ります。地区の東は白井市に隣接し、西は新京成線に沿った広範な区域です。

　区域内には主要道路として通称「ユニオン通り」が通り、新京成線の初富駅周辺か

ら北初富駅までを高架にする事業が、平成 29 年度完成を目途に行われており、道路

渋滞の解消が期待されています。

　自治会の発足は昭和 30 年代初期で、当初は４地区に分けられていましたが、宅地

開発が進み世帯数が増加するに伴い、各地区に支部を設けることとなりました。平成

９年（1997）には支部名を単位自治会名に変更し、全体の自治会については現在の南

初富連合自治会という名称になりました。

　地区内には小学校３校、中学校２校があり、各校のご協力をいただいて連合自治会の三大行事が開催されています。

　①「盆踊り大会」　夏に鎌ケ谷小学校を会場として開催されます。４つの舞踊団体のほか、イベント団体や模擬店の

ご協力があり、参加者は２日間で 2,500 人を超え、盛大に行われます。

　②「敬老会」　五本松小学校体育館で行われます。対象者 1,900 余人の内、約 400 人の参加者があり、日赤奉仕団、

老人クラブ（福寿会の４団体）のご協力を頂き賑々しい催しとなっています。

　③「体育大会」　秋に初富小学校で開催されます。参加者 1,500 人以上と盛り上がる大会となり、地域の人々の最大

の交流の場となっています。

　慣例行事の初富稲荷神社及び右京塚神社の祭礼には会員の皆様が協力してくださり、交流の場となっています。

　また、防犯指導員は地域の安全安心のための防犯パトロールを行っています。さらに、日赤奉仕団による奉仕活動、

援護グループの南初富あゆみ会・東あゆみ会、老人クラブ、催事協力員ほかの皆様の力をお借りしています。このよう

な多くの方々に支えられながら、今後とも「住みよい安心できる街づくり」を目指して活動を続けていきたいと思います。

敬 老 会

盆踊り大会

自治会総会

体育大会
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南初富連合自治会

⓭ 南初富連合自治会（中央・中央東地区）
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　昭和 39 年（1964）、記念すべき東京オリンピックの年に富岡自治会が誕生しました。

歴代自治会長、桝谷・斉藤・柳川・大島・岡部・島﨑の６氏のもと、この 50 年間に渡っ

て活動を展開し、現在は会員 676 世帯までに成長しました。

　《安心な富岡》を目指し、①防犯灯・消火器の設置・改修、②地域内情報の回覧や掲示、

③定期的防犯パトロールや防犯幟設置、④防災体験ツアー等、積極的に活動を展開し

てきました。

　また、《住みやすい富岡》づくりを目指し、⑤夏休みラジオ体操、⑥盆踊り大会、

⑦ふれあいラリー、⑧敬老祝賀会等のコミュニケーション活動を推進してきました。

今年度からは、親睦バスツアーも実施しています。

　最近は、住宅新築に伴う新会員の急激な増加や会員の高齢化等、数々の課題も生ま

　市の北西部に位置し、くぬぎ山駅の線路際から、西方向へ鎌ケ谷西高、鎌ケ谷三中、

新鎌ケ谷駅を経て、通称「船取線」を越えて市制記念公園の先までが区域です。新開

発地域もあるものの、まだまだ野菜畑や梨畑が広がっており、大半が市街化調整区域

です。

　北初富連合自治会は９つの単位自治会が集まって活動しています。昭和 63 年

（1988）に、以前からあった５単位自治会に新しく３つのマンション自治会と新鎌ケ

谷自治会が加わったものです。世帯数は 1,400 余です。

　連合自治会の組織は、連合の役員と単位自治会長によって理事会が構成され、運営

に当たっています。主な行事としては盆踊り大会、敬老祝賀会、ふれあい運動会があ

ります。

　最後に地区のＰＲです。地区内には市役所と、新京成線・東武野田線・北総線・成

敬老会（総合福祉保健センター）

夏休みラジオ体操
（貝柄山公園、まなびぃプラザ）

新鎌ケ谷駅周辺の風景

盆踊り大会（鎌ケ谷中学校）
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田スカイアクセス線の４線を結ぶ新鎌

ケ谷駅があります。新鎌ケ谷駅周辺に

は、商業施設の大型店や金融機関の他、

総合病院やホテル等が建っています。

　今後とも「活気あふれる広域交流地

点」となるよう活動していきたいと思

います。

れている現状です。

　この環境変化の中で、設立

51 年目の平成 27 年度を「新た

なスタートの年」と位置づけ、

さらに《安心で住みやすい富岡》

を目指して、課題解決や見直し

等に努めたいと考えています。

富岡自治会

北初富連合自治会

⓯ 北初富連合自治会（西部地区）

⓮ 富岡自治会（中央地区）
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　市の北部に位置し、自治会発足以来 53 年にわたって活動してきました。地域の東

西に北総線と国道 464 号線が走り、南北に東武野田線と通称「船取線」、その隙間をぬっ

て新京成線が走っています。総合乗換駅である新鎌ケ谷駅が近くにあり、その周辺に

は大型ショッピングセンターもあって、とても利便性の良い地域です。

　また、地区内には「粟野地区公園」（粟野の森）があり、里山の自然が残る市民の

憩いの森となっています。

　古い歴史のある粟野の伝統的行事として、地域の八坂神社の氏子の皆様による「豊

年祭り」が、３年に一度、７月に行われています。午後４時から開始され、県道を止

めての大人神輿、子供神輿、お囃子等で賑わいます。最近のお祭りブームで年々担ぎ

手も増えています。

　自治会の行事としては、「納涼盆踊り大会」に代えて、平成 26 年（2014）からは「あさかっ

子　こども夏まつり」を粟野コミュニティセンター裏の多目的広場で行っています。「あ

　市の北部に位置し、柏市と松戸市に隣接しています。中世より続くかつての佐津間
村の地域が、自治会のルーツです。手賀沼に注ぐ大津川が地域を縦断している緑豊か
な地区です。東武野田線六実駅に近く、交通至便な立地から住宅開発が進み、現在の
居住者はおよそ 5,400 人です。2,200 世帯ある地域を８町会に分けて編成した市内屈
指の規模の単位自治会です。
　永年の念願であった自治会館は、平成 25 年（2013）７月に完成しました。その敷
地面積は 480㎡、建物床面積は 232㎡です。建設と同時に地縁法人の認可を受け、名
実ともに地域活動の拠点となりました。また、館内には、当地出身の幕末維新の志士
を顕彰して「渋谷総司資料室」を設け、地域の歴史認識を高めるとともに、多くの参
観者の関心を集めています。
　自治会の活動内容は、防犯・防災活動を協力団体とともに推進し、親睦交流事業は

納涼盆踊り大会 高齢者事業「井戸端会」

八坂神社の「豊年祭り」 あさかっ子　こども夏まつり
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二和向台駅
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西白井駅
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六実駅
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元山駅
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馬込沢駅
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二和向台駅
鎌ケ谷大仏駅
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六実駅
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くぬぎ山駅

元山駅

さかっ子」とは、近隣自治会の「粟野のあ」・

「佐津間のさ」・「軽井沢のか」の頭文字を取っ

たものです。２回目の本年は 330 人の参加

があり、大いに盛り上がりました。

　今後とも、交通渋滞の解消や通学・通勤路

の整備に向けて働きかけを続け、独居・高齢

者家庭に対して声掛け運動を実践し、お年寄

りの引きこもり対策や防犯パトロールの強化

等を行っていきたいと考えております。

８月の納涼盆踊り大会や秋の
「子供みこし祭り」、560 余人を

対象とした敬老会を賑やかに行
うこと等、多彩です。既に始まっ
た少子・高齢化社会に向けて自
治会館の機能を活かした高齢者
対策の充実を今後の目標として
います。

粟野自治会

佐津間自治会

⓰ 粟野自治会（北部地区）

⓱ 佐津間自治会（北部地区）
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　市の北東に位置し、白井、柏両市に隣接し、海上自衛隊下総基地に面した、畑と林
と緑に富んだ地区です。北端には市民生活に欠くことのできないゴミ・し尿処理施設
のリサイクルセンター、アクアセンターあじさい、クリーンセンターしらさぎの３施
設があります。この施設の余熱を利用した「さわやかプラザ軽井沢」は、年間、市の
人口の３倍である延べ 30 万人余が利用しており、市民の福利厚生と健康増進に寄与
しています。平成 26 年度は新しい鎌ケ谷市学校給食センターも設置され、市内全小・
中学校の昼食を提供しています。
　自治会の班は８班、加入世帯は 170 余であり、他の自治会に比べると班数や会員
数は少ないようです。
　しかし、夏の納涼盆踊り、敬老会、「ふれあいラリー」、定期的な清掃活動等への参
加に対して、会員は大変協力的でまとまっています。
　これも歴代会員が、伝統を引き継ぎつつも少しずつ新しい試みを採用して、自治会
員の和と協調を重視してきた取り組みの表れだと思います。

　市の南東部に位置し、東初富３丁目から６丁目に当たります。鎌ケ谷大仏駅と初富
駅の中間にあり、南側が県道千葉鎌ケ谷松戸線に面しています。昭和 49 年（1974）に
東武鉄道株式会社が住宅地として造成した区域で、整然と区画されています。
　住宅地内には公園が３カ所、スーパーマーケットや幼稚園等があり、車道と歩道が
整備された広い道路や手入れされた街路樹が植えられており、快適な住環境をつくっ
ています。
　自治会員数は現在 744 世帯、発足後 37 年が経ち、落ち着いた住環境になっていま
すが、一方で住民の皆さんも高齢化し自治会活動にもいろいろと支障が出ています。
　自治会活動としては、夏祭り・盆踊り大会、自主防災訓練、敬老祝賀会、「ふれあ
いラリー」、餅つき大会、日帰り旅行等の行事の実施、毎月の防犯パトロール活動等
があります。また、自治会の広報活動として「自治会ニュース」を発行しています。
　自治会集会所を利用しての各種サークル活動も盛んで、集会所の利用は午前、午後
と分け、ほとんど毎日利用されています。福祉活動は援護グループ「こだま」、「東武
ボランティアの会」に自治会活動を支援していただいています。

自主防災訓練

敬 老 会

敬老祝賀会

おしゃらく踊り
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　なお、自治会には昭和58年（1983）
に発足した「おしゃらく踊り保存会」
があり、民俗芸能を「鎌ケ谷市民ま
つり」などで披露しています。昭和
61 年（1986）12 月には市無形民俗文
化財に指定されています。
　小さいながらも、自然と人・文化
に恵まれている軽井沢自治会です。

　目下、高齢化で班長や役員を務められな
い方が多く出ており、住民の高齢化が課題
となっています。こんな時代だからこそ自
治会活動をしっかりと行い、支え合うこと
が大切なのでしょう。皆さんと共に、安心
して住みよい街にできるよう活動していき
たいと考えています。

軽井沢自治会

東武鎌ケ谷自治会

⓲ 軽井沢自治会（北部地区）

⓳ 東武鎌ケ谷自治会（中央東地区）
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　市の東部に位置し、９つの単位自治会（丸山、宿
しゅく

第一、宿第三、鎌ケ谷東、原、ふ

れあい、本
ほん

田
でん

、メゾン・ド・ポワール鎌ケ谷、鎌ケ谷大仏スカイハイツ）で構成され

ています。現在の会員は、約 1,250 世帯です。

　木下街道の宿場があった地区、もともとは牧であった所が住宅地になった地区、２

つのマンションがある地区などから構成されている典型的な連合組織です。

　毎年開催される行事については、単位自治会ごとにイベントが開催されていますが、

自治連合会としても様々な行事を実施しています。模擬店なども出る「夏祭り合同盆

踊り大会」（川慈公園）、手作りの芋煮や祝宴などでおもてなしする地区敬老会、そし

て合同防災訓練等です。早くから地区の防災や防犯対策には力を入れており、合同防

災訓練は、隣接する他の自治会の参加協力をいただいて開催しています。

　高齢化が進む中、地域住民への見守りとコミュニケーションに重点を置き、自治会

での声掛けや自治会の皆さんが参加できるイベントを行っていきます。地域住民がお

　昭和 63 年（1988）に発足し、会員数は約 1,600 世帯。市の西端に位置する通勤に

も便利な住宅地にあります。最寄り駅はくぬぎ山駅です。

　組織は第１から第５自治会の５つの単位自治会で構成されています。

　活動方針は、自主防災・防犯の組織作りと内容の充実、地域福祉では安否確認や声

かけ運動の強化を目指しています。

　住民参加の行事では、市内でも有数な規模を誇る盆踊り大会や敬老会、防災訓練な

どを開催しています。自治会館は全会員の協力により７年前に完成しました。各種会

議や老人憩いの家、子ども達の学習の場など地域の拠点となっています。さらに、く

ぬぎ山公園の整備、くぬぎ山駅エレベーター設置、上下水道の整備等々を、行政と連

携して推し進めてきました。今後は、地域内の道路や歩道の整備が課題として残って

盆踊り大会

合同防災訓練　起振車体験

「鎌ケ谷小唄」で市民まつりに参加

相馬から譲り受けた由緒ある櫓
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おり、子ども・高齢者

や障がい者にとって利

用しやすいものにした

いと思っています。

互いに助け合い協力して

親交を深め、連合組織の

大きな親睦の輪が広がる

ように今後とも活動を

行っていきたいと思いま

す。

鎌ケ谷自治連合会

くぬぎ山連合自治会

⓴ 鎌ケ谷自治連合会（東部地区）

㉑ くぬぎ山連合自治会（西部地区）
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　自治会の名称は、昭和 29 年（1954）に「ひかりの里」分譲地として売り出したと

きの呼称を継承しています。自治会結成は、昭和 37 年（1962）。当時は分譲地とはいえ、

上下水道、道路、電気などの整備が不十分なため、市や東京電力などに団結して交渉

に当たってきました。その経緯から会員が協力しあい自治会を盛り上げています。

　以下が、自治会活動のモットーとなっています。

　・ふれあいを大切にする自治会

　・みんなが参加する自治会

　・良きふるさとをめざす自治会

　組織は、役員会（年６回）、班長会（年５回）、総務部・文化部・厚生部・保安部の

４部門。その各部が中心となって納涼大会、親睦会（芋煮会）、敬老会、防犯パトロール、

　市の東部に位置しています。平成 10 年（1998）に発足した自治会です。６～７回

にわたる認可申請や数々の条件交渉後、平成 16 年（2004）には認可地縁団体となり

ました。

　自治会の活動拠点である防災倉庫は、平成 17 年（2005）に完成しました。

　現在、自治会に加入している世帯数は約 220 で、14 班により編成されています。

世帯数は他の自治会に比べてかなり小規模ですが、自治会全体でのコミュニケーショ

ンは、よくとれています。

　自治会の区域内には神社や公園はなく、祭礼等の規模の大きなイベントはありませ

んが、年間の事業は他の自治会とほぼ共通しています。行事の中では、学校のグラウ

ンドを借りて行うソフトボール大会が好評です。参加者の半数は女性です。

敬 老 会 隣接自治会と合同の防犯パトロール

東
武
野
田
線

大町駅

初富駅初富駅

馬込沢駅

鎌ケ谷駅

二和向台駅
鎌ケ谷大仏駅

北初富駅

新京成線

新鎌ケ谷駅

六実駅

北総鉄道北総線
成田スカイアクセス線

くぬぎ山駅

元山駅

東
武
野
田
線

大町駅

初富駅初富駅

馬込沢駅

鎌ケ谷駅

二和向台駅
鎌ケ谷大仏駅

北初富駅

西白井駅

新京成線

六実駅

北総鉄道北総線
成田スカイアクセス線

くぬぎ山駅

元山駅

　また、自治会区域のメイ

ンストリ－ト、通称「ユニ

オン通り」両側の花壇の手

入れは、日頃からの近所の

方々のご協力のたまもので

す。

　今後とも、住民の方々の

ご協力により、住みよい街

をめざしたいと思います。ソフトボール大会ごみゼロ運動

防災訓練などの行事を行っています。「ふ

れあいラリー」にも毎年多数参加していま

す。

　これらの行事には老人会（笑福会）、地

区ふれあい員などの協力もあり、どの行事

も盛況です。近年夫婦で参加する班長さん

も増えてきました。少子高齢化が進む中、

絆を深め災害時には協力して難を逃れる体

制をつくっていくなど、ますます自治会の

活躍が期待されます。

光の里自治会

㉒ 光の里自治会（東部地区）

㉓ みどり自治会（東部地区）

 みどり自治会

新鎌ケ谷駅
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歴 代 会 長

大嶋　博（故人）
（富岡自治会）

第二代

渡邊　禎策（故人）
（鎌ケ谷駅前自治会）

第五代

島岡　貞男
（北初富連合自治会）

第八代

板津　邦彦
（東武鎌ケ谷自治会）

第三代

笹川　種夫
（南初富連合自治会）

第六代

髙橋　寛
（くぬぎ山連合自治会）

第九代

山嵜　雄一（故人）
（道野辺第一自治会）

初 代

鈴木　秀承
（受所自治会）

第四代

野口　光行（故人）
（鎌ケ谷橋自治会）

第七代
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鎌ケ谷市自治会連合協議会　歴代理事名簿　①  昭和 60 年度〜平成 17 年度
地　区　自　治　会　名 昭和 60年度 昭和 61 年度 昭和 62 年度 昭和 63 年度 平成元年度 平成２年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度

鎌ケ谷東第一区連合自治会 大野　原夫 大野　原夫 大野　原夫 大野　原夫 鈴木　道雄 鈴木　道雄 鈴木　道雄 鈴木　道雄 鈴木　道雄

鎌ケ谷第二区連合自治会 荒井　　功 荒井　　功 斎藤　栄子 斎藤　栄子 斎藤　栄子 斎藤　栄子 斎藤　栄子 斎藤　栄子 斎藤　栄子

道野辺第一区自治会 山嵜　雄一 山嵜　雄一 山嵜　雄一 山嵜　雄一 山嵜　雄一 山嵜　雄一 沢潟　　茂 沢潟　　茂 沢潟　　茂

鎌ケ谷橋自治会 竹内　　忍 竹内　　忍 竹内　　忍 江連　　洋 江連　　洋 江連　　洋 江連　　洋 江連　　洋 江連　　洋

新山町会 山口　節夫 三部　秀雄 熊谷　　登 熊谷　　登 熊谷　　登 熊谷　　登 熊谷　　登 熊谷　　登 熊谷　　登

馬込沢地区自治会 小高　勘治 小高　勘治 小高　勘治 小高　勘治 小高　勘治 田中　信雄 田中　信雄 田中　信雄 田中　信雄

鎌ケ谷グリーンハイツ自治会 月野　隆明 月野　隆明 藤森　勝一 藤森　勝一 垣岡　健一 垣岡　健一 垣岡　健一 垣岡　健一 垣岡　健一

道野辺第二区自治会 細野　一雄 細野　一雄 細野　一雄 細野　一雄 細野　一雄 細野　一雄 持田　辰彦 持田　辰彦 持田　辰彦

鎌ケ谷事業団自治会 木村　照雄 木村　照雄 木村　照雄 木村　照雄 木村　照雄 木村　照雄 木村　照雄 武田　　洋 武田　　洋

鎌ケ谷駅前自治会 渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策

中沢自治会 浅海　淳信 飯田　三良 飯田　三良 尾白　喜平 尾白　喜平 皆川　　昇 皆川　　昇 大野　　博 大野　　博

東中沢地区町会 長谷川豊典 長谷川豊典 長谷川豊典 長谷川豊典 長谷川豊典 石川　　博 石川　　博 高橋　良治 高橋　良治

受所自治会 一色　三郎 一色　三郎 一色　三郎 鈴木　秀承 鈴木　秀承 鈴木　秀承 鈴木　秀承 鈴木　秀承 鈴木　秀承

南初富連合自治会 高木　　保 高木　　保 鎌田　国一 鎌田　国一 鎌田　国一 鎌田　国一 鎌田　国一 鎌田　国一 笹川　種夫

富岡自治会 大嶋　　博 大嶋　　博 大嶋　　博 大嶋　　博 大嶋　　博 大嶋　　博 大嶋　　博 岡部　正次 岡部　正次

北初富連合自治会 小林　　肇 小林　　肇 小林　　肇 豊田　朋二 豊田　朋二 豊田　朋二 豊田　朋二 豊田　朋二 豊田　朋二

合同宿舎初富住宅自治会 中島　和夫 中島　和夫 小島　博之 銘苅　朝信 佐藤　雅博 高野　利雄 林　　彰男 菊池　恭夫 渡辺　隆吉

粟野自治会 石井　康蔵 石原　　明 澁谷　　功 澁谷　　功 澁谷　　功 澁谷　　功 石井得巳一 石井得巳一 石井得巳一

佐津間自治会 石井　定一 澁谷　良雄 澁谷　良雄 石井　貞夫 石井　貞夫 大野　照寿 大野　照寿 石井　　實 石井　　實

軽井沢自治会 小金谷勘治 小金谷勘治 小金谷　清 小金谷　清 石井　　隆 石井　　隆 石井　　隆 石井　　隆 石井　隆

東武鎌ケ谷自治会 板津　邦彦 板津　邦彦 板津　邦彦 板津　邦彦 板津　邦彦 板津　邦彦 板津　邦彦 板津　邦彦 板津　邦彦

鎌ケ谷自治連合会 木内　　滋 木内　　滋 木内　　滋 木内　　滋 木内　　滋 木内　　滋 木内　　滋 木内　滋 木内　　滋

くぬぎ山連合自治会 ー ー ー 奥山　健司 奥山　健司 奥山　健司 奥山　健司 奥山　健司 奥山　健司

光の里自治会 ー ー ー ー ー 平間　弘勝 平間　弘勝 平間　弘勝 平間　弘勝

みどり自治会 ー ー ー ー ー ー ー ー ー

鎌ケ谷市自治会連合協議会　歴代役員名簿　①  昭和 60 年度〜平成 17 年度
役　職 昭和 60年度 昭和 61 年度 昭和 62 年度 昭和 63 年度 平成元年度 平成２年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度 平成６年度

会　長 山嵜　雄一 山嵜　雄一 山嵜　雄一 山嵜　雄一 山嵜　雄一 山嵜　雄一 大嶋　　博 板津　邦彦 板津　邦彦 板津　邦彦

副会長 山口　節夫 大嶋　　博 大嶋　　博 大嶋　　博 大嶋　　博 大嶋　　博 板津　邦彦 渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策

副会長 板津　邦彦 板津　邦彦 板津　邦彦 板津　邦彦 板津　邦彦 板津　邦彦 渡邊　禎策 鈴木　秀承 鈴木　秀承 鈴木　秀承

会　計 竹内　　忍 竹内　　忍 小高　勘治 小高　勘治 小高　勘治 木村　照雄 木村　照雄 斎藤　栄子 斎藤　栄子 斎藤　栄子

会　計 高木　　保 高木　　保 飯田　三良 小金　谷清 長谷川豊典 渡邊　禎策 垣岡　健一 垣岡　健一 垣岡　健一 江連　　洋

監　事 細野　一雄 細野　一雄 細野　一雄 細野　一雄 細野　一雄 尾白　喜平 尾白　喜平 長谷川豊典

監　事 一色　三郎 一色　三郎 藤森　勝一 澁谷　　功 澁谷　　功 長谷川豊典 長谷川豊典 石井　貞夫

顧　問

顧　問
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平成６年度 平成７年度 平成８年度 平成９年度 平成 10年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度

中島　風子 杉本　正義 杉本　正義 後藤　幸喜 杉本　正義 杉本　正義 杉本　正義 杉本　正義 杉本　正義 三原　國雄 三原　國雄 三原　國雄

斎藤　栄子 斎藤　栄子 斉藤　栄子 小泉　　巌 小泉　　巌 小泉　　巌 小泉　　巌 小泉　　巌 小泉　　巌 小泉　　巌 小泉　　巌 小泉　　巌

沢潟　　茂 沢潟　　茂 沢潟　　茂 沢潟　　茂 沢潟　　茂 山嵜　　巌 山嵜　　巌 山嵜　　巌 山嵜　　巌 山嵜　　巌 山嵜　　巌 山嵜　　巌

江連　　洋 江連　　洋 野口　光行 野口　光行 野口　光行 野口　光行 野口　光行 野口　光行 野口　光行 野口　光行 野口　光行 野口　光行

熊谷　　登 熊谷　　登 熊谷　　登 渡邉　幸一 渡邉　幸一 渡邉　幸一 渡邉　幸一 渡邉　幸一 渡邉　幸一 渡邉　幸一 渡邉　幸一 渡邉　幸一

田中　信雄 大友　重男 大友　重男 大友　重男 大友　重男 大友　重男 大友　重男 大友　重男 大友　重男 大友　重男 大友　重男 大友　重男

高村　禎一 後藤　正之 後藤　正之 後藤　正之 後藤　正之 後藤　正之 後藤　正之 後藤　正之 後藤　正之 後藤　正之 坂上　浩人 坂上　浩人

持田　辰彦 持田　辰彦 持田　辰彦 持田　辰彦 持田　辰彦 持田　辰彦 持田　辰彦 持田　辰彦 持田　辰彦 持田　辰彦 持田　辰彦 小林　数夫

藤田　吉己 藤田　吉己 藤田　吉己 藤田　吉己 藤田　吉己 藤田　吉己 藤田　吉己 藤田　吉己 藤田　吉己 藤田　吉己　田口　義勝 田口　義勝

渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策 田邊曻一郎 田邊曻一郎 田邊曻一郎 田邊曻一郎 鈴木　健之

飯田　泰巳 飯田　泰巳 飯田　隼人 飯田　隼人 大野　喬司 大野　喬司 秋元　輝一 秋元　輝一 飯田　泰巳 飯田　泰巳 栗原　文隆 栗原　文隆

山本　利夫 山本　利夫 山本　利夫 山本　利夫 山本　利夫 山本　利夫 舟生　國昭 舟生　國昭 舟生　國昭 舟生　國昭 舟生　國昭 舟生　國昭

鈴木　秀承 鈴木　秀承 鈴木　秀承 鈴木　秀承 鈴木　秀承 鈴木　秀承 星　　浪二 星　　浪二 星　　浪二 星　　浪二 星　　浪二 星　　浪二

笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫

岡部　正次 岡部　正次 岡部　正次 岡部　正次 岡部　正次 岡部　正次 岡部　正次 岡部　正次 島﨑　武夫 島﨑　武夫 島﨑　武夫 島﨑　武夫

豊田　朋二 豊田　朋二 豊田　朋二 豊田　朋二 豊田　朋二 豊田　朋二 豊田　朋二 豊田　朋二 豊田　朋二 島岡　貞男 島岡　貞男 島岡　貞男

小竹　　稔 長崎　克明 熊谷　徳揚 杉上　春彦 横山　　亨 木村　　聡 山田智恵美 馬場　紹雄 安達　　崇 鈴木　　誠 桜田　　薫 滝川　和志

平石　　馨 平石　　馨 平石　　馨 平石　　馨 三浦　　弘 三浦　　弘 三浦　　弘 三浦　　弘 三浦　　弘 三浦　　弘 三浦　　弘 三浦　　弘

石井　　實 石井　　實 石井　　實 石井　　實 石井　　實 石井　　實 石井　　實 石井　　實 石井　　實 石井　　實 澁谷　喜市 澁谷　喜市

小金谷利三 小金谷利三 小金谷利三 小金谷利三 小金谷利三 小金谷利三 小金谷利三 小金谷利三 古川　幸弘 古川　幸弘 古川　幸弘 古川　幸弘

板津　邦彦 西澤　　昭 西澤　　昭 西澤　　昭 西澤　　昭 西澤　　昭 西澤　　昭 西澤　　昭 西澤　　昭 西澤　　昭 柳川　光男 柳川　光男

山口　茂久 山口　茂久 山口　茂久 山口　茂久 浅野　光留 浅野　光留 浅野　光留 渡邉　利一 渡邉　利一 渡邉　利一 佐藤　明治 佐藤　明治

奥山　健司 奥山　健司 奥山　健司 奥山　健司 奥山　健司 奥山　健司 奥山　健司 奥山　健司 奥山　健司 奥山　健司 奥山　健司 髙橋　　寛

平間　弘勝 平間　弘勝 鈴木　光雄 鈴木　光雄 鈴木　光雄 鈴木　光雄 鈴木　光雄 鈴木　光雄 鈴木　光雄 鈴木　光雄 岩瀬　幸児 岩瀬　幸児

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 相澤　和子 相澤　和子

平成７年度 平成８年度 平成９年度 平成 10年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度

鈴木　秀承 鈴木　秀承 鈴木　秀承 鈴木　秀承 鈴木　秀承 渡邊　禎策 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 野口　光行

渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策 笹川　種夫 豊田　朋二 豊田　朋二 持田　辰彦 持田　辰彦 舟生　國昭

笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 豊田　朋二 持田　辰彦 持田　辰彦 野口　光行 野口　光行 柳川　光男

斎藤　栄子 斎藤　栄子 持田　辰彦 持田　辰彦 持田　辰彦 持田　辰彦 大友　重男 大友　重男 大友　重男 大友　重男 大友　重男

江連　　洋 熊谷　　登 豊田　朋二 豊田　朋二 豊田　朋二 大友　重男 小金谷利三 石井　　實 石井　　實 舟生　國昭 山崎　　巌

長谷川豊典 石井　貞夫 石井　貞夫 石井　貞夫 石井　貞夫 石井　　隆 石井　　隆 石井　　隆 石井　　隆 石井　　隆 石井　　隆

石井　貞夫 垣岡　健一 垣岡　健一 垣岡　健一 垣岡　健一 江連　　洋 江連　　洋 江連　　洋 江連　　洋 江連　　洋 江連　　洋

渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策 渡邊　禎策

豊田　朋二 豊田　朋二
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鎌ケ谷市自治会連合協議会　歴代理事名簿　②  平成 18 年度〜平成 27 年度
地　区　自　治　会　名 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度

鎌ケ谷東第一区連合自治会 髙藤　政治 髙藤　政治 髙藤　政治 千田　嘉隆 千田　嘉隆 千田　嘉隆 鈴木　道雄 鈴木　道雄 鈴木　道雄 鈴木　道雄

鎌ケ谷第二区連合自治会 小泉　　巌 篠原　　勝 篠原　　勝 篠原　　勝 篠原　　勝 篠原　　勝 篠原　　勝 篠原　　勝 篠原　　勝 篠原　　勝

道野辺第一区自治会 山崎　　巌 山崎　　巌 山崎　　巌 山本　武夫 山本　武夫 山本　武夫 山本　武夫 山本　武夫 山本　武夫 山本　武夫

鎌ケ谷橋自治会 野口　光行 若槻　博隆 若槻　博隆 若槻　博隆 若槻　博隆 若槻　博隆 若槻　博隆 若槻　博隆 若槻　博隆 若槻　博隆

新山町会 渡邉　幸一 渡邉　幸一 渡邉　幸一 林　　経雄 林　　経雄 林　　経雄 林　　経雄 林　　経雄 川崎　幸子 川崎　幸子

馬込沢地区自治会 大友　重男 菅野　勝利 菅野　勝利 菅野　勝利 菅野　勝利 菅野　勝利 菅野　勝利 菅野　勝利 菅野　勝利 菅野　勝利

鎌ケ谷グリーンハイツ自治会 坂上　浩人 坂上　浩人 坂上　浩人 坂上　浩人 坂上　浩人 高橋　幸二 高橋　幸二 横井　道男 横井　道男 横井　道男

道野辺第二区自治会 小林　数夫 小林　数夫 小林　数夫 小林　数夫 小林　数夫 小林　数夫 小林　数夫 小林　数夫 小林　数夫 小林　数夫

鎌ケ谷事業団自治会 田口　義勝 田口　義勝 ー ー ー ー ー ー ー ー

鎌ケ谷駅前自治会 鈴木　健之 鈴木　健之 鈴木　健之 鈴木　健之 杉山　健治 杉山　健治 杉山　健治 杉山　健治 柳澤　　稔 柳澤　　稔

中沢自治会 小金　　一 小金　　一 鈴木　　清 鈴木　　清 浅海　康夫 浅海　康夫 中里　健一 中里　健一 尾白　眞一 尾白　眞一

東中沢地区町会 舟生　國昭 舟生　國昭 舟生　國昭 舟生　國昭 舟生　國昭 菅野　　弘 菅野　　弘 菅野　　弘 菅野　　弘 渡部　郷勝

受所自治会 星　　浪二 星　　浪二 星　　浪二 星　　浪二 九谷林太郎 九谷林太郎 九谷林太郎 九谷林太郎 九谷林太郎 九谷林太郎

南初富連合自治会 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 田中　時雄 田中　時雄 田中　時雄 塙　　正浩 塙　　正浩

富岡自治会 島﨑　武夫 島﨑　武夫 島﨑　武夫 島﨑　武夫 島﨑　武夫 島﨑　武夫 島﨑　武夫 島﨑　武夫 島﨑　武夫 島﨑　武夫

北初富連合自治会 島岡　貞男 島岡　貞男 島岡　貞男 島岡　貞男 島岡　貞男 田中　　満 田中　　満 田中　　満 田中　　満 田中　　満

合同宿舎初富住宅自治会 島添　英博 髙橋　章良 山口　暁寿 真鍋　将一 猪俣　　毅 福澤　秀雄 富井　重雄 ー ー ー

粟野自治会 三浦　　弘 三浦　　弘 三浦　　弘 三浦　　弘 三浦　　弘 三浦　　弘 三浦　　弘 三浦　　弘 三浦　　弘 三浦　　弘

佐津間自治会 中村　　弘 中村　　弘 中村　　弘 中村　　弘 中村　　弘 中村　　弘 中村　　弘 中村　　弘 中村　　弘 秦野　政則

軽井沢自治会 古川　幸弘 古川　幸弘 古川　幸弘 古川　幸弘 古川　幸弘 古川　幸弘 小金谷正男 小金谷正男 小金谷正男 小金谷正男

東武鎌ケ谷自治会 柳川　光男 柳川　光男 中野　　洪 中野　　洪 中野　　洪 中野　　洪 中野　　洪 中野　　洪 中野　　洪 中野　　洪

鎌ケ谷自治連合会 佐藤　明治 佐藤　明治 佐藤　明治 佐藤　明治 佐藤　明治 佐藤　明治 佐藤　明治 加藤　嘉美 加藤　嘉美 本間　久夫

くぬぎ山連合自治会 髙橋　　寛 髙橋　　寛 髙橋　　寛 髙橋　　寛 髙橋　　寛 髙橋　　寛 髙橋　　寛 髙橋　　寛 髙橋　　寛 髙橋　　寛

光の里自治会 岩瀬　幸児 矢作　政子 矢作　政子 矢作　政子 矢作　政子 矢作　政子 矢作　政子 矢作　政子 矢作　政子 矢作　政子

みどり自治会 相澤　和子 相澤　和子 相澤　和子 村岡　正夫 村岡　正夫 竹林　正憲 竹林　正憲 石塚　牧夫 石塚　牧夫 森田　和雄

鎌ケ谷市自治会連合協議会　歴代役員名簿　②  平成 18 年度〜平成 27 年度
役　職 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度

会　長 野口　光行 島岡　貞男 島岡　貞男 島岡　貞男 島岡　貞男 髙橋　　寛 髙橋　　寛 髙橋　　寛 髙橋　　寛 髙橋　　寛

副会長 舟生　國昭 鈴木　健之 鈴木　健之 舟生　國昭 舟生　國昭 菅野　勝利 菅野　勝利 菅野　勝利 菅野　勝利 菅野　勝利

副会長 柳川　光男 相澤　和子 相澤　和子 髙橋　　寛 髙橋　　寛 中村　　弘 中村　　弘 中村　　弘 中村　　弘 篠原　　勝

会　計 大友　重男 星　　浪二 星　　浪二 佐藤　明治 佐藤　明治 佐藤　明治 佐藤　明治 矢作　政子 矢作　政子 矢作　政子

会　計 山崎　　巌 山崎　　巌 山崎　　巌 矢作　政子 矢作　政子 矢作　政子 矢作　政子 林　　経雄 菅野　　弘 田中　　満

監　事 江連　　洋 深作　陽三 深作　陽三 尾花　正陽 尾花　正陽 佐藤　利紀 佐藤　利紀 髙野　　武 髙野　　武 栄　　邦夫

監　事 持田　辰彦 大橋　弘幸 大橋　弘幸 酒井　　正 酒井　　正 伊藤　好和 伊藤　好和 武藤　勝彦 武藤　勝彦 倉垣　正子

顧　問 野口　光行 野口　光行 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫 笹川　種夫

顧　問
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年　度 地　区
自治会数

単　位
自治会数

自連協
世帯数

自連協
加入率（％）

各年４月１日現在
市常住世帯数

各年４月１日現在
市人口

昭和 60 年度 22 ――― ――― ――― 24,766 84,520

昭和 61 年度 22 ――― 22,603 90.00 25,115 86,495

昭和 62 年度 22 ――― 23,416 90.40 25,904 88,670

昭和 63 年度 23 130 23,999 89.18 26,910 91,134

平成元年度 23 71 24,438 88.50 27,614 92,512

平成２年度 24 72 24,793 87.23 28,421 94,036

平成３年度 24 73 25,260 86.12 29,330 95,407

平成４年度 24 75 25,807 85.17 30,302 96,716

平成５年度 24 78 26,243 84.13 31,192 97,780

平成６年度 24 78 26,688 82.98 32,162 98,955

平成７年度 24 80 27,526 83.56 32,941 99,701

平成８年度 24 82 27,501 84.16 32,676 99,211

平成９年度 24 95 27,167 80.95 33,561 100,356

平成 10 年度 24 99 27,131 78.88 34,394 101,359

平成 11 年度 24 99 27,225 77.37 35,190 102,094

平成 12 年度 24 100 27,206 75.84 35,874 102,672

平成 13 年度 24 98 27,489 76.51 35,927 102,675

平成 14 年度 24 96 27,416 75.78 36,178 102,569

平成 15 年度 25 97 27,774 75.85 36,617 102,754

平成 16 年度 25 98 27,920 74.69 37,379 103,234

平成 17 年度 25 98 28,055 74.02 37,903 103,500

平成 18 年度 25 99 27,529 72.31 38,071 103,095

平成 19 年度 25 101 27,857 71.69 38,857 103,516

平成 20 年度 24 101 28,227 70.59 39,985 104,768

平成 21 年度 24 101 27,495 67.23 40,896 105,771

平成 22 年度 24 99 27,425 65.56 41,829 106,838

平成 23 年度 24 100 27,636 64.75 42,679 107,887

平成 24 年度 24 100 27,713 64.36 43,062 108,816

平成 25 年度 23 99 27,516 63.51 43,324 108,522

平成 26 年度 23 99 27,558 62.81 43,872 108,639

平成 27 年度 23 98 27,316 61.62 44,330 108,522

鎌ケ谷市自治会連合協議会

年度別自治会加入世帯数一覧
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実行委員会役職 自連協役職 地区自治会名 氏　名

式

典

部

会

実行委員長 会　長 くぬぎ山連合自治会 髙橋　　寛

実行副委員長 副会長 馬込沢地区自治会 菅野　勝利

実行委員 副会長 鎌ケ谷第二区連合自治会 篠原　　勝

実行委員 会　計 光の里自治会 矢作　政子

実行委員 会　計 北初富連合自治会 田中　　満

実行委員 総務委員長 東武鎌ケ谷自治会 中野　　洪

実行副委員長 総務副委員長 鎌ケ谷グリーンハイツ自治会 横井　道男

実行委員 安全委員長 軽井沢自治会 小金谷正男

実行委員 安全副委員長 鎌ケ谷自治連合会 本間　久夫

実行委員 安全副委員長 鎌ケ谷橋自治会 竹内　久子

実行委員 安全副委員長 東武鎌ケ谷自治会 古河　武善

実行委員 安全委員（理事） 粟野自治会 三浦　　弘

実行委員 企画委員長 道野辺第二区自治会 小林数夫（故人）

実行委員 企画副委員長 中沢自治会 尾白　眞一

実行委員 企画副委員長 道野辺第一区自治会 山嵜　幸子

実行委員 企画副委員長 北初富連合自治会 江川　　尭

実行委員 企画委員（理事） 新山町会 川崎　幸子

実行委員 企画委員（理事） 佐津間自治会 秦野　政則

実行委員 企画委員（理事） 道野辺第二区自治会 松尾　　博

記

念

誌

部

会

実行副委員長 広報委員長 鎌ケ谷グリーンハイツ自治会 横井　道男

実行委員 広報副委員長 鎌ケ谷駅前自治会 柳澤　　稔

実行委員 広報副委員長 道野辺第一区自治会 牛込　哲三

実行委員 広報副委員長 東中沢地区町会 遠藤　　徹

実行委員 広報委員（理事） 鎌ケ谷橋自治会 若槻　博隆

実行委員 広報委員（理事） みどり自治会 森田　和雄

実行委員 環境委員長 南初富連合自治会 塙　　正浩

実行委員 環境副委員長 富岡自治会 島﨑　武夫

実行委員 環境副委員長 東中沢地区町会 清水　邦明

実行委員 環境副委員長 南初富連合自治会 松原　　靖

実行委員 環境委員（理事） 東中沢地区町会 渡部　郷勝

実行委員 福祉委員長 受所自治会 九谷林太郎

実行委員 福祉副委員長 道野辺第一区自治会 山本武夫（故人）

実行委員 福祉副委員長 南初富連合自治会 深谷　富士夫

実行委員 福祉委員（理事） 鎌ケ谷東第一区連合自治会 鈴木　道雄

実行委員 福祉委員（理事） 道野辺第一区自治会 田中　幹雄

鎌ケ谷市自治会連合協議会

３０周年記念事業実行委員会
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記念誌部会（広報委員会）

　　　地区自治会名 氏　　名

鎌ケ谷東第一区連合自治会 松　下　六　郎

鎌ケ谷第二区連合自治会 有　井　紘　一

道野辺第一区自治会 牛　込　哲　三

鎌ケ谷橋自治会 渡　辺　欣　子

新山町会 平　川　寿　夫

馬込沢地区自治会 高　梨　範　子

道野辺第二区自治会 岩　城　史　和

鎌ケ谷駅前自治会 石　井　安　治

中沢自治会 秋　元　良　一

東中沢地区町会 遠　藤　　　徹

受所自治会 根　本　守　和

南初富連合自治会 渡　部　伸一郎

富岡自治会 森　本　和　子

北初富連合自治会 中　野　正　人

粟野自治会 小　山　琴　子

佐津間自治会 中　臺　勝　正

軽井沢自治会 林　　　紀美子

東武鎌ケ谷自治会 福　永　　　保

鎌ケ谷自治連合会 加　藤　嘉　美

くぬぎ山連合自治会 小　島　正　實

光の里自治会 山　浦　幸　子

みどり自治会 廣　原　　　忠

鎌ケ谷橋自治会 若　槻　博　隆

鎌ケ谷グリーンハイツ自治会 横　井　道　男

鎌ケ谷駅前自治会 柳　澤　　　稔

みどり自治会 森　田　和　雄

鎌ケ谷市自治会連合協議会　３０周年記念誌

　記念誌編集の当初に、「これを生涯一度しかない機
会と捉え、委員の一人ひとりが懸命に取り組む必要が
ある」という檄が、広報委員の間に飛びました。そし
て、いま皆さんの手元にある記念誌が作られたわけで
すが、自分自身もその作成に関わることができ、大変
喜んでいます。
　自治会紹介の原稿は、各自治会からお叱りや励まし
の声をいただきながら作成しました。これを含め、完
成にこぎ着けたのは、ひとえに市や自連協事務局の 
皆さまのご苦労の賜物と感謝します。
　また、市の郷土資料館及び広報広聴室からは懐かし
い写真をご提供いただき、この記念誌が歴史的資料と
しての一面をも持つことができました。
　末筆となりましたが、関係各位のご支援 ･ ご協力に
心から感謝申し上げます。

３０周年記念事業実行委員会　実行副委員長

記念誌部会　広報委員長  　　　　横井　道男 　　

自連協の設立２０周年を記念し

て、市民から募集したシンボル

マークを制定しました。市の花「き

きょう」を題材にしたものです。

自連協とは、鎌ケ谷市自治会連合

協議会を省略した表現です。

鎌ケ谷市自治会連合協議会　30周年記念誌2

　市民が誇れるまちを目指して

鎌ケ谷市自治会連合協議会会長　髙橋　寛

　鎌ケ谷市自治会連合協議会設立 30 周年にあたり、ご挨拶を申し上げます。

　昭和 60 年４月、先輩諸氏のご尽力により当協議会は設立し、本年 30 周年を迎えることが出来まし

た。これも偏に会員の皆様や市当局をはじめとする関係団体の皆様のご理解ご協力の賜と、深く感謝

申し上げます。

　平成 17 年に設立 20 周年を迎えて以来 10 年の間に、社会情勢の変化に対応するため当協議会も様々

な変革を遂げました。

　平成 21 年度には、常設委員会の一つとして安全委員会を新設し、地域での防災・防犯活動の促進

を図ることとしました。その後平成 23 年３月には東日本大震災が発生し、全国に大きな影響を及ぼ

すとともに、地域での自助・共助の重要性が改めて認識されました。当協議会では、今後も安全委員

会を中心に、非常時における地域防災・防犯活動の強化を目指してまいります。

　また、少子・高齢化の進行などにより自治会加入率が伸び悩んでいることを受け、平成 23 年７月

には当協議会と鎌ケ谷市、千葉県宅地建物取引業協会市川支部鎌ケ谷地区の三者間において、自治会

への加入促進を目指す協定を締結いたしました。

　さらに今後は、高齢者の見守り活動や環境保全・ごみ問題などへの対応を強化するため、行政と「車

の両輪」の関係を築き、より魅力ある活動を行っていくことで、市民の皆が誇れるような活気ある鎌

ケ谷市をつくってまいりたいと考えております。

　今後とも皆様のご支援、ご鞭撻をお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。

自治会・町会等への加入促進に関する協定締結式

あとがき






