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Q：普段、どのような活動を行っていますか。  

環境美化活動（清掃・リサ
イクルなど） 97.6

97.6

94.7

92.4

90.6

防災活動（災害の予防や災
害時の対策等）

祭りなどの文化行事

交通安全推進活動

防犯活動・子ども見守り活
動（防犯パトロールなど） 
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Q：町会・自治会の活動に関する情報はどのよう
 な方法で提供していますか。  
  
回覧板、掲示板などで会員
に提供している 91.8

46.5

43.5

31.8

24.1

回覧板、掲示板などで会員
以外にも提供している

独自の広報紙を作成して発
信している

町会会館などの集会施設に
掲示している

実際の活動の場で提供して
いる
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Q：転入者やマンション住民などの未加入者への
 加入呼びかけはどのように行っていますか。  

マンションの管理会社や管理
人等に協力を依頼している

51.2

38.8

27.6

16.5

直接訪問して勧誘している

開発段階で開発業者に協力を
依頼している

お祭りやイベントの時にパン
フレットなどを配布している

パンフレットなどをポストへ
投函している
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Q：町会・自治会の運営に関する課題にはどのよ
 うなものがありますか。   

住民の関心が少ない 51.2

45.3

44.1

43.5

活動の参加者が少ない

活動内容が慣例化している

新旧住民の交流が難しい

世代間交流が難しい
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町会・自治会が、すみだの未来をつくっていく
地域のつながりを作り、まちを住
みやすくしていく

 石倉会長：	　町会・自治会はまちの潤滑剤の
ようなものですね。地域を住みや
すくするため、人と人とのつなが
りを作ったり、安全・安心に関す
る活動を行いながら、住民の要望
を吸い上げて、それをまちづくり
に反映させたりしています。

 山本区長：	　私はすみだで生まれ育ったので
すが、昔からこのまちにはリーダー
シップのある町会長・自治会長が
いて、まちの人たちが時に優しく、
時に厳しく接してくれました。す
みだの町会・自治会にはそんな温
かい空気感がありますね。私は区
民として、すみだの空気感が好き
ですし、これからも受け継いでいっ
てほしいと思っています。

様々な世代の方々が参加しやす
くなるよう、柔軟な対応を

 石倉会長：	　町会・自治会によっては若い人
が活躍しているところもあります
が、区全域で見ると、若い人の参
加率が低いのが課題です。また、
区外から転入してくる方が増えて

い る た め、
町会・自治
会活動の周
知には、よ
り一層の工
夫が必要だ
と感じてい
ます。

 山本区長：	　そのためには、各町会・自治会
では様々な催しを行っているので、
まずはその催しに若い人や、子ど
もたちに足を運んでもらうことが
重要ですよね。その点からすると、
みんなが楽しめるよう、催しを工
夫する必要がありますね。参加し
た方が楽しかったと感じる催しな
ら、次回は知人や友人を誘ってき

てくれるのではないでしょうか。
 石倉会長：	　もちろん参加者が楽しんでくれ

ることも重要ですし、運営を担っ
ている役員や若手、女性部のメン
バーが協力して催しを盛り上げる
ことも大切ですね。

 山本区長：	　特に、子育て中は忙しくて、町
会・自治会の活動になかなか参加
できないと思うんです。そういう
方が負担感を持たずに済むように、
例えば年に数回、重要な活動にの
み参加してもらうといった柔軟な
仕組みを作っていくことも大事で
すね。

 石倉会長：	　若い人同士でうまく調整して役
割を分担している町会・自治会も
あるんですよ。そのような例をよ
り多くの町会・自治会に広げてい
く必要がありますね。

 山本区長：	　それから、若い人が何を期待し
ていて、どんな要望があるのか聞
く機会を増やし、意見が町会長・
自治会長まで上がっていく仕組み
を作っていけたらいいですよね。

子育て・防災など、メリットはた
くさん

 石倉会長：	　町会・自治会に入ると、地域の
方とのつながりができます。餅つ
き大会や運動会、夏祭り等を通し
て、自然とみなさん仲良くなって
いきますよ。地域の方と仲良くな
れば子育てをはじめ、様々な面で
地域の方々の力を借りることがで
きますね。それに、まちの情報も
入ってきやすくなります。

 山本区長：	　地域の方々に、子どもの顔を覚
えてもらえることもメリットです
よね。日頃の挨拶や会話だけでな
く、誘拐等に対する防犯対策にも
なりますから。子どもがいる方か
らすると、この点は非常に重要な
のではないでしょうか。

 石倉会長：	　その通りです。それから、被災

時にも町会・自治会は重要な役割
を果たします。

 山本区長：	　そうですね。被災時には自助・
共助が必要になります。地域の方
とのつながりがあれば、避難行動
を円滑に行うことができますね。

 石倉会長：	　東日本大震災の際には、日頃の
防災訓練や地域の方々の自助・共
助が活

い
かされて、避難場所の確保

や備蓄品の提供をスムーズに行う
ことができました。

 山本区長：	　防犯・防災等の面で各町会・自
治会の方々が頑張っているからこ
そ、すみだが安全・安心なまちと
して成り立っていますよね。実際
に犯罪・火災・交通事故の件数は
減少してきています。これはまさ

に、町会・自治会が実施している
地道な防犯運動・火災予防運動・
交通安全運動等の賜

たま
物です。

 石倉会長：	　ありがとうございます。一方で、
引っ越してきて、町会・自治会に
加入したいと思っていても、加入
の仕方がわからないという方もい
ると思います。現在、加入促進の
新しいリーフレットを区が作って
いると聞いているので、そういっ
たものも用いながら加入促進がで
きればと思います。

 山本区長：	　そうですね。町会・自治会に加
入するメリットや必要性を知らな
い人もまだまだいますからね。町
会・自治会と行政が一丸となって
PRしていきましょう。

若い人が活躍しつつ、ベテランが
支える

 石倉会長：	　若い人の力はどの分野において
も必要です。若い人が活躍してい
る町会・自治会は活気があって、
催しの参加率も高いです。町会・
自治会を運営していくうえで若い
人の意見は大切ですので、ぜひ、
町会・自治会に参加していただき
たいです。共にまちを元気にして
いきましょう。

 山本区長：	　様々な団体が協力してまちの発
展に取り組んでいますが、その中
心となるのが町会・自治会です。
持続可能なまちのコミュニティを
作っていくうえで、若い人の力は
とても心強いですね。そして、町
会・自治会はすみだの発展の活力
源でもあります。その町会・自治
会がさらに活性化することで、す
みだの地域力もさらに向上すると
思います。

　　　　　　ちなみに、すみだの老人クラブ
の加入率は23区でトップクラス
なんですよ。高齢の方の活動は盛
んなんです。なので、この加入率
の高さを各世代に広げていきたい
ですね。

 石倉会長：	　もちろん、町会・自治会として
は若い人に活躍してもらわないと
いけないですし、町会・自治会の
あるべき姿がぶれないように芯は
一本通しておきたいですね。その
ためにも各町会長・自治会長が若
い人を積極的に受け入れて、うま
くまとめていかなければなりま
せん。

　　　　　	　様々な分野で若い人に活躍して
もらいながら、困ったことがあれ
ば私たちベテランが支えていきた
いです。

 山本区長：	　会長のおっしゃる通り、一本芯
を通しておくことはとても重要で
すよね。町会・自治会と行政が協

力して、活性化に取り組んでいき
ましょう。

東京2020オリンピック・パラリ
ンピックの成功をまちの未来に
つなげていく

山本区長：	 　今後のすみだにとって欠かせな
いことの一つが、東京2020オリ
ンピック・パラリンピックを成功
させることです。この一大イベン
トを成功させ、すみだ全体に盛り
上がりを広げていかなければなり
ませんね。

 石倉会長：	　区長がおっしゃる通り、東京
2020オリンピック・パラリンピッ
クを成功させなければなりません。
そのために、地域単位、町会・自
治会単位でも力を合わせて盛り上
げていきます。

 山本区長：	　そうですね。地域単位、町会・
自治会単位での盛り上がりが、す
みだ全体の盛り上がりにつながり
ますからね。

　　　　　　東京2020オリンピック・パラ
リンピックを成功させ、そのレガ
シー（遺産）をまち全体に広げてい
き、町会・自治会の活動がより一
層活発になっていくよう、オール
すみだで取り組んでいきましょう。

　地域の発展に欠かせない町会・自治会。今回の特集では、町会・自治会の役割や課題、
加入した際のメリット、そして町会・自治会とすみだの将来について山本区長と墨田
区町会・自治会連合会の石倉会長にお話を伺いました。また、全町会・自治会実態調
査の結果も併せてお知らせします。

［問合せ］広報広聴担当‹5608－6223

　区では昨年、地域の持続的な活性化を図る
ため、区内の全町会・自治会を対象に現状や
課題等についての調査を行いました。その結
果の一部を紹介します。
　なお、調査の詳細は、区ホームページでご
覧になれます。

［問合せ］地域活動推進課地域活動推進担当
‹5608－3661
＊グラフ内の数字は各項目を回答した割合（％）　＊複数回答可　＊上位5項
目を掲載　

墨田区全町会・自治会
実態調査の結果報告


