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１　熊谷市自治会連合会について

・自治会数　　  ３６３自治会
・加入世帯数　６３，３２７世帯

　　　　　　（前年比+159世帯）
・加入率　　　　７３．９％

　　　　　   （前年比-0.3%）
　　　※平成30年4月1日現在

ホッと
くまがや
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熊谷市自治会連合会は、自治会相互の連絡協調を図るとともに、
自治会活動の円滑な推進と熊谷市の発展に寄与することを目的
に、市内全ての自治会が参加している組織。



○熊谷市自治会連合会の組織
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中央１区 4連合

理事5名 連合組織を持たない自治会3

中央２区 3連合

理事6名 連合組織を持たない自治会13

中央３区 3連合

理事5名 連合組織を持たない自治会12

東区 4連合

理事7名 連合組織を持たない自治会2

西１区

理事6名

西２区

理事7名

南区

理事5名

北区 4連合

理事10名 連合組織を持たない自治会3

妻沼区

理事10名

大里地区

理事3名

江南地区

理事4名

3連合 29自治会

38自治会

35自治会

29自治会

39自治会

3連合 19自治会

27自治会

自治会合計　363自治会

※連合＝地区自治会連合会
※会長・副会長は地区ごとに
　 理事の中から選出する。
※数値は平成31年4月現在

5連合 85自治会

1連合 24自治会

1連合 24自治会

監事
（2名）

2連合 14自治会

会長
（1名）

副会長
（11名）

理事
（68名）
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自治会数 理事数 防犯組織数
(H30)

防災組織数
(H30)

メルくま
登録（H30）

中央１区 ３８ ５ ２０(地区連合で組織２） ２２ ２８

中央２区 ３５ ６ １０ ５ ２７

中央３区 ２９ ５ １９ １５ ２２

東区 ３９ ７ ３７ ３６ ３４

西１区 １９ ６ ２０(地区連合で組織１） １９ １６

西２区 ２９ ７ ２８(地区連合で組織１） ２５ ２９

南区 １４ ５ １２ １１ １１

北区 ２７ １０ ２６ ２４ ２０

妻沼地区 ８５ １０ ６１ ６７ ６５

大里地区 ２４ ３ ２０ １７ １９

江南地区 ２４ ４ ２０ ２１ １８

合計 ３６３ ６８ ２７３（地区連合組織含める
と２８４自治会が組織）

２６２ ２８９

％ ７８％ ７２％ ８０％

○各地区の状況



○熊谷市自治会連合会の活動
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学びあい

ふれあい

新任自治会長研修

県外研修

専門部研修 市長との懇談会

座学研修

外部指導者による
講演会

県外研修での親睦 親睦グラウンド・ゴルフ大会

6

話しあい

支えあい

正副会長会議 理事会

メルくま登録

自治連だより「ひろば」
自治会活動ハンドブック

自治会加入促進マニュアル
自治会加入促進パンフレット

４つの専門部会
・広報部会
・研修部会
・健康部会
・総務部会



①市報等広報紙の配布（毎月）

②新任自治会長研修

・熊谷市と熊谷市自治会連合会で広報紙の配布委託契約
・配布委託料は年間１世帯８５０円

・配布委託料のうち３０円が熊谷市自治会連合会の会費

・新任の自治会長が対象
・市内３６３自治会のうち、
   毎年１２０近い自治会で 会長が交代する
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⑤市長との懇談会

④座学研修

③外部講師による講演会

・全自治会長と役員対象

・３０年度は健康をテーマに
　熊谷総合病院の方が講師を務めた

・全自治会長対象

・グループに分かれて自治会運
営の課題について情報交換

・理事対象
・市政や自治会が抱える
  課題について市長と懇談
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⑧親睦グラウンドゴルフ大会

⑥県外研修 ⑦専門部研修

・全自治会長対象
・自治会長の親睦と健康増進

・熊谷市グラウンドゴルフ協会
による開催協力

・全自治会長対象
・30年度視察先：神奈川県藤沢市
・29年度視察先：茨城県鹿嶋市

・理事対象
・30年度：茨城県常総市
・29年度：静岡県磐田市
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⑩広報物の発行

⑨会議と専門部

・くまがや自治連だより「ひろば」
・自治会活動ハンドブック

・総会（年１回）　　・理事会（年１回）　　・正副会長会議（年５回）
・専門部会議（理事が４つの部会に分かれて所属し会議を開催）
　　総務部会・・・座学研修、市長との懇談会

　　研修部会・・・県外研修、専門部研修
　　広報部会・・・広報紙「ひろば」の発行
　　健康部会・・・グラウンド・ゴルフ大会

・自治会加入促進マニュアル
・自治会加入促進パンフレット
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⑪その他：メルくま登録

・平成27年9月　市内で6名が殺害される事件が発生
・平成27年12月、熊谷市・熊谷警察署との三者で
　「熊谷市犯罪情報の住民提供等に関する協定」を締結

・自治会でのメルくま登録を推進中⇒30年度289自治会が登録

⑫その他：自治会への加入促進に関する協定

・平成26年12月　熊谷市・宅地建物取引業協会埼玉北支部との三者で
　「自治会への加入促進に関する協定」を締結

  ⇒新たに、宅建協会埼玉北支部の市内会員事務所が協力店と
     なり転入者や住宅購入者に対して自治会加入促進パンフレット
     が配布されることとなった。
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○自治会運営上の課題
（自治会実態調査報告書より上位８項目）

１　自治会役員の担い手不足

２　自治会役員の高齢化　　

３　自治会役員の負担が重い　　

４　ゴミ集積所の管理

５　行政からの依頼事項が多い

６　特定の会員しか活動に参加していない

７　活動のマンネリ化

８　自治会未加入者への対応が難しい 12



○箱田宮本自治会について

・熊谷市のほぼ中央で市役所の北側に位置する

・世帯数：６６６世帯

・支部数：１２支部

・班の数：８１班

・理事１６名

　→会長、会計、主事、支部長12名、婦人部長
・役員会２３名

　→理事16名＋顧問＋監事（2名）＋婦人部（4名）
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２　自治会活動事例紹介

逢いたくなる仲間がいます
行きたくなる空間があります

楽しさが満喫できる時間があります

箱田宮本自治会の基本的な考え方
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自治会は、日常生活の中で、
私たちにとって最も身近なコミュニティです

「つながり」を大切にしている

自治会とは・・・



自治会長としての心構え（３つのワーク）

自治会の仕事

フットワーク
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ネットワーク ヘッドワーク

ゴミ集積所の設置・管理

ゴミ集積所を設置し、
集積所の管理をしています。

防犯・防災への取組

防犯パトロールを実施します。
自主防災組織を結成し、

防災訓練を実施しています。

地域コミュニティ活動

地域の交流や連帯感を深め
るイベントを実施しています。

地域福祉活動

地域住民が支え合って生活
できるようつながりを深める
活動を実施しています。

市政情報の提供

市や関係機関からの広報紙
を配付・回覧しています。

地域環境の整備

ゴミゼロ運動を実施したり
公園・排水路の清掃活動
を実施しています。

防犯灯の維持管理

地域の暗い道路や交差
点に防犯灯を設置し、管

理しています。

自治会加入促進について

少子高齢化による
地域社会の弱体化 個々の生活重視

自治会への

無理解・無関心
ライフスタイルの変化と

価値観の相違

自治会活動の魅力未加入者への働きかけ

自治会未加入の原因

自治会加入促進計画

地域の実態・変化の気づき

未加入者への資料作成

未加入世帯の把握

役員の熱意と誠意

不動産業者や管理人
との連携・情報把握

役員の共通認識

未加入者への訪問計画
16



自治会加入促進について

自治会加入実践

入居者との話し合い
（地域の実態・自治会費等、自治会活動・ゴミ当番等の説明）

班の新設（班長選出・支部長会への紹介）

入居
家庭訪問

（加入のお願い）

開発開始の気づき
開発業者との会話
いつ・だれが入居
自治会加入のお願い
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○地域に愛着を持ち、ふれあいを深める活動

ゴミゼロ運動（５月）

○水路の汚泥のはき出し
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○道路のごみの片付け・除草



○世代間の交流・ふれあいを図る活動

三世代交流グラウンドゴルフ大会

・家族との触れ合い
・地域住民との交流
・世代間交流
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○世代間の交流・ふれあいを図る活動

敬老会（９月）

・高齢者同士の交流
・地域住民との交流
・児童と高齢者とのふれあいを求めて

20



○地域住民とのふれあい・つながりを高める活動

自主防災訓練（３月）

・防災意識を高める
・自助・共助の意識を高める
・地域とのふれあい醸成
・消防団との交流

炊き出し

避難者の確認
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○地域住民とのふれあい・つながりを高める活動

消防団による放水の実演

初期消火訓練

バケツリレー・消火器の使い方
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○地域住民とのふれあい・つながりを高める活動

　救急措置法の実習
　　・担架の作り方
　　・救急措置法
　　・三角巾の利用
　　・ＡＥＤの使用
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○いきがいを高め交流を図る活動

高齢者のいきがいふれあいを深める活動

◎サークル活動

　１　フォークダンス・・毎週金曜日

　　　→各種イベントに参加

　２　いけ花・・・・・毎月第２水曜日

　　　→自治会総会・敬老会
　　　　 の会場展示

　３　カラオケ・・・・

　　　　　　　　毎月第１、３土曜日
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○いきがいを高め交流を図る活動

高齢者のいきがいふれあいを深める活動（婦人部事業）

◎ボランティア活動

　・箱田第４公園のトイレ清掃

　・自主防災訓練時の炊き出し

◎自治会主催の行事

　・ゴミゼロ運動

　・敬老会

　・三世代グラウンドゴルフ大会
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○つながりのある地域を求めて
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箱田ふれあいサロンの実践

○毎月１回（２会場を交互に）
　・熊谷市立障害福祉会館
　・高齢者・児童ふれあいセンター

開催日

・障害福祉会館                         226名
・高齢者・児童ふれあいセンター　320名
　合計　　　　　　　　　　　 　　　　　  546名
　※平成３０年度(30年4月～31年3月)

参加者

１　あいさつ
２　全員合唱
３　みんなで歌おう（ハーモニカ伴奏）
４　イベント
５　健康体操
６　おしゃべりタイム

内容

　　　　　　　  ・保育園児とのふれあい
　　　　　　　　・ボランティアとのふれあい
　　　　　　　　・おしゃべりタイム

　　　　　　　　・季節に応じたイベント
　　　　　　　　　(ミニ運動会・七夕・クリスマス・誕生日祝い)

　　　　　　　　　
　　　　　　　　・折り紙、水切り絵作成
　　　　　　　　・講演と質疑

具体的な活動

箱田地区社会福祉協議会
箱田地区民生児童委員
箱田地区自治会

おしゃべりができて、楽しいイベントが
あって、困りごとも相談できる

ふれあい

楽しみあい

学び合い
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こんな方にお世話になっています

第４民協
（運営補助）

医療機関・薬剤師
（講義と質疑）

熊谷市役所
（講義と相談）

地区自治会
（広報・啓発）

箱田地区社会福祉協議会
熊谷市社会福祉協議会

（助成・相談役）
箱田地区民生児童委員
（企画・運営・渉外）

包括支援センター玉の緒
（相談・運営補助）

生活支援コーディネータ
（立上げ助言・悩み相談）

熊谷市ボランティア
（イベント）

高齢者・児童ふれあいセンター
障害福祉会館
（会場として利用）

地域の総合的な
ネットワークで
「箱田ふれあいサ
ロン」を支えてい

ます
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箱田ふれあいサロンの様子
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御清聴

　ありがとうございました
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