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　令和４年度の市町連定期総会は、６月４日（土）に新型コロナウイルス感
染症の予防策を取りながら３年ぶりに対面での開催（ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル千歳）となりました。併せて、長期在任町内会長に対する千歳市長感
謝状贈呈式並びに千歳市町内会連合会会長表彰式を挙行し、多数の会員の参
加を得て受賞者を称えるとともに祝賀の宴を催すことができました。
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第51号
令和４年11月１日

　報告事項は、令和３年度事業報告、一
般会計・特別会計収支決算報告、監査報
告となっており、審議事項は、令和４年
度事業計画案、一般会計・特別会計収支
予算案、規約の一部改正及び役員の改選
について、146町内会・自治会中、133
件の表決があり、このうち承認が133件、
不承認が０件で議案について全て原案ど
おり承認、決定されました。

１．報告事項
報告第１号　令和３年度　事業報告
報告第２号　令和３年度
　　　　　　一般会計収支決算報告
報告第３号　令和３年度
　　　　　　特別会計収支決算報告
報告第４号　令和３年度　監査報告
２．審議事項
議案第１号　令和４年度　
　　　　　　事業計画（案）
議案第２号　令和４年度
　　　　　　一般会計収支予算（案）

議案第３号　令和４年度
　　　　　　特別会計収支予算（案）
議案第４号　規約の一部改正
議案第５号　役員の改選
規約改正の主な変更点
・�市町連事務所を置いていた中心街コ

ミュニティセンター（幸町４丁目）の
閉館に伴い、新たに事務所を「東雲町
１丁目10番地�東雲会館１F」に置くこ
ととしました。
役員の改選について
・�２年ごとの改選時期に当たり、新たに

⃝千歳市長感謝状受賞者（町内会長在職10年以上）
青　木　昭　弘（青葉６丁目）
高　畑　守　男（青葉丘）
岡　崎　　　進（幸町２丁目）
堀　　　　　誠（幸町６丁目）

⃝千歳市町内会連合会会長表彰受賞者（町内会役員在職10年以上）
吉　川　一　雄（あけぼの団地）　　　他55名� （敬称略、順不同）

千歳市長感謝状贈呈式並びに千歳市町内会連合会会長表彰式
　総会に引き続き、山口市長にご臨席をいただき千歳市長感謝状贈呈式並びに千歳
市町内会連合会会長表彰式を執り行いました。

33名の理事が選任（再任を含む。）さ
れました。

・�新理事の中から役員選考委員会での選
考を経て、会長、副会長及び監査が選
任されました。
　会　長　沼　田　常　好（再任）
　副会長　荒　　　洋　一（再任）
　　〃　　西　村　宏　子（再任）
　　〃　　濱　　　勝　久（新任）
　　〃　　鎌　倉　英　昭（新任）
　監　査　宮　本　眞　弘（再任）
　　〃　　小笠原　文　精（新任）

上　田　政　則（信濃４丁目）
村　田　　　勇（末広西）
荒　井　定四郎（北斗２丁目）
斎　村　孫一郎（やまとの杜団地）



みどり台南子供会の様子みどり台南子供会の様子

盆踊り大会と子供太鼓の様子盆踊り大会と子供太鼓の様子

子供神輿の様子子供神輿の様子
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＃みどり台南町内会
＊「みどり台南」と云う町内会

私達の町内会は、平成25年に設立さ
れ千歳市で最も新しく最も西に位置する
町内会です。高度成長期に関東の私鉄
が一本の線路を作ると、その沿線には
瞬く間に街が出来た時を彷彿させる様に
「みどり台南」も形成されてきました。
ある年には、60世帯が新築の戸建てに
入居して来ました。町内会の設立当初
より法人化を目指して参りましたが平成
27年に認可地縁団体の告示を受け、今
年で設立から10年の節目を迎えました。
現在約600世帯･会員約1930名となり
千歳市最大の（床面積及び収容人員）「み
どり会館」と云う名の町内会館を拠点
に活動しています。

高齢者の一人暮らし世帯は皆無では
有りませんが１･２世帯で、その他は共
働きの若夫婦が多く、子供達の遊び声
が飛び交っている明るい街です。

＊町内会活動の特色
～子供達に記憶に残る故郷を～
町内会活動の第一は地域のコミュニ

ケーションの形成だとして働き盛りの若

夫婦を対象にコミュニケーションを図る
為の活動や行事は無理があります。そ
こで、子供達に目を向けて子供を核に
して親や祖父母たちを巻き込むことを考
えました。「子供達に記憶に残る故郷を
与えよう」と云うスローガンを掲げて行
事計画を立てています。
●子供会での映画上映
まず子供会を立ち上げてジュニアリー

ダーを育成し年２回の子供会を計画し
ています。５mの大型スクリーンでアニ
メ映画を見せて、シニアリーダー「つば
さ」の協力を得てレクリエーションゲー
ムを行います。

●盆踊り大会と子供太鼓
お盆には、子供盆踊り大会を行います。

北海盆唄は三笠市の郷土芸能でその伝

統を伝えている「三笠太鼓」と云うグルー
プの方々を迎えて正しい北海盆唄の太
鼓を子供達に教えて頂き、子供達も毎
週練習し大会には２日間で300人以上
が集まりました。
●秋祭りと子供神輿

秋祭りには子供神輿を行います。リヤ
カーに載せた神輿を子供達が紅白のロー
プで街中を引き回します。

賽銭箱には、祖父ちゃん祖母ちゃん
達が子供達への御褒美を入れてくれます。

●環境美化と「ゴセン川蛍の里プロジェクト」
もっとも子供達だけの活動をしている

訳では有りません。大きな事はしていま
せんが、美化運動（ゴミ拾いですが参
加者の半分は子供達です）ゴミ集積ボッ
クスの設置 ･ 防災防犯交通安全の啓蒙
活動等も町内会らしく行っています。「ゴ
セン川蛍の里プロジェクト」なるものを
立ち上げてホタルの餌となるカワニナ
を子供達が水槽で増殖させて放流する
等、風変わりなこともやってます。ＨＰ
の「お問い合わせ」欄に連絡頂ければ
「みどり会館」でお待ちしておりますの
で、是非お訪ね下さい。

７月16日（土）、千歳市クマ防除隊の坂井憲一隊長を講師に「千歳市のヒグマ出没状
況と出没時の対応について」と題し研修会（出前講座：千歳市農業振興課）を開催しました。
防除隊では、毎年、地域予察（生息状況確認）を実施し、市内には２～３頭のクマが
生息していることや、今年は目撃情報が多いことなどが講義されました。野山では木の枝
をもって音を立てながら歩くことや、遭遇時にはクマの目を見ながら静かに後ずさりするこ
となど、対応方法についても学びました。

町内会・自治会からの声の欄

我が町の
活動報告
我が町の
活動報告

令和４年度コミュニティづくり研修会
（市町連コミュニティ部会） 「千歳市のヒグマ出没状況と出没時の対応について」
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　末広東町内会（北山敬太会長）、末
広中区町内会（松本一光会長）、末広
西町内会（村田勇会長）の３町内会は
合同で昨年度に引き続き「CLEANGO（ク
リーンゴ）」を開催（9月10日）しました。
　「CLEANGO」は、子供たちが自分で
作ったゴミの種類を書いたビンゴカード
を持って、楽しくゴミ拾いを行うイベン
トです。子供たちをサポートしてくれた
のは高校生（千歳高校ビジネススタディ
クラブ）たちで、クイズのほか、ゴミ拾
いの誘導やインタビュー、最後の後片
付けまでイベント全体を盛り上げ、支え
てくれました。
　「CLEANGO」は「ちとせの輪」のメ
ンバーが企画し、町内会等と連携して
実行委員会形式で運営
するもので、他の町
内会においても広が
りが期待されます。

市町連コミュニティ部会では各コミュニティセンターが避難所に指定されている
ことから防災を地域づくりの重要事項として、年間を通じて、取組を充実させてい
くこととしました。各町内会・自治会でも避難所設備の確認、他の町内会と連携
した避難所開設訓練、要救助者の確認訓練などが実施されています。

千歳市では、発災直後の避難行動や救助活動が被害の大幅な軽減につながる
ことから、地域の自主防災活動に大きな期待を寄せており、地域防災リーダー養
成講座の拡充、町内会等への出張訓
練支援、出前講座の実施など地域の
取組へのサポートを強化しています。
常日頃から防災について意識していく
ことが大切です。

「CLEANGO（クリーンゴ）」開催末広３町内会
（東、中区、西）

電話　0123-49-7100
FAX　0123-49-7300
Eメール：�m a c h i @ c h i t o s e -

choren.jp

　市町連では各町内会・自治
会の独自の取組を募集（400〜
800字・写真３枚程度）してい
ます。交流事業や防災活動、高
齢者の見守り、環境美化、回覧板
の回覧手法、ＩＴの活用事例な
ど、市町連だよりやホームペー
ジでも紹介していきます。

『CLEANGO』実行委員会 代表　ちとせの輪　角谷日花里さん
町内で子ども向けに何かできないかな？という相談を受けた

ことが 「CLEANGO（クリーンゴ）」活動の始まりでした。
この名前は、子どもたちが楽しみながら環境問題を考えるきっ

かけとなるよう、クリーン「CLEAN」 とビンゴ「BINGO」を組み合
わせています。

千歳高校BSCさんの協力により、子ども、高校生、町内会が一
緒に交流できる場が生まれ、ごみ拾いを通して地域への愛着や
環境を考えるきっかけになれば良いなと思っています。

今の活動を町内会で広げていき、大きな輪にしていきたいです。

『CLEANGO』実行委員会　ちとせの輪　中塚　茜さん
ちとせの輪は、町内会活性化支援事業の一環として発足され

た有志の集まりです。千歳で既に活動している人が多く集まって
いますが、マッチング実績としてはまだ多くありません。

CLEANGOは、町内会×高校生×子ども、多世代が一緒に楽
しめるイベントとして2021年秋に初開催しました。開催できた
のは、関わってくださった町内会の皆様のお力添えがとても大
きかったです。マッチングすることは簡単ではないですが、お互
いの想いを伝え合い、尊重し合い、共に考えていくことで沢山
の笑顔が生まれると感じています。

を
お寄せください!!

連 絡 先

あなたの町内会・自治会の
防災を考えてみましょう！！コラム トピックス

市町連事務局

ＢＩＮＧＯカードづくり

千歳駅東口周辺のゴミ拾い

参加者の記念撮影

千歳高校ＢＳＣ（ビジネススタディクラブ）による
環境〇×クイズ

千歳川沿いのゴミ拾い

拾ったゴミでＢＩＮＧＯゲーム



編集後記
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　９月２日（金）、感染対策に万全を期して2022市町連パークゴルフ大会を開催しました。
　98名の選手が参加し、天候にも恵まれ３年ぶりの大会に汗を流しました。

男子　優勝�岩井　孝弘�選手（シード・向陽台）、準優勝�髙尾　正二�選手（北桜）、第３位�大澤　泰明�選手（向陽台）
女子　優勝�赤塚久美子�選手（向陽台）、準優勝�秋葉かがり�選手（向陽台）、第３位�桜井トヨ子�選手（北信濃）

　市町連ホームページのシステムは、連携して町内会ホームページを開設できる機能があり、
これまで15の町内会・自治会がホームページを立ち上げて町内の情報化を図っています。
今年度も５つの町内会・自治会での開設を目指しており、併せて情報化の各種セミナー
を開催していますので、市町連事務局にお問い合わせください。

１�ホームページ開設セミナー（開設希望の町内会・自治会）
２�メールって何?�ラインって何?（基礎セミナー）
３�ホームページ/回覧板・ライン公式アカウントって何？（基礎セミナー）
４�オンライン会議（Zoom）って何?（基礎セミナー）

　※各セミナーは市町連事務局（49-7100）に申込後、随時開催します。

　例年にない大雪で始まったこの一年、ウクライナ侵攻、近隣
国のミサイル発射、新型コロナのオミクロン化など激変する国
際環境、コロナ規制緩和後は、食料品・日用品・光熱費の急速
な上昇。遠い国の出来事が身近な日常生活に大打撃、自国の自
給力不足を痛感、今後の対策が待たれます。
　市町連も年々低下する町内会の加入率が気がかり、未加入世
帯の調査を開始。不安定な世相は忍耐力だけでは？今一度、
隣近所との関係、町内会という組織の存在意義考えてみましょ
う。

ホームページについて

市町連ライン公式アカウント

市町連では、ホームページを開設しています。各町内会（み
どり台南、春日町３丁目、文京１丁目、末広中区、白樺、住
吉北、富丘２丁目、北栄南、ゆうまい、本町、稲穂、豊里、
幸福、みどり台北、文京）もホームページを開
設して市町連のホームページとリンクしていま
す。活動の参考に是非ご覧ください。
URL：https://chitose-choren.jp/

市町連ホームページの掲載情報や災害時の緊急
情報等をお知らせします。是非、友だち登録をお
願いします。

市町連パークゴルフ大会　3年ぶりに開催！

町内会ホームページを開設しませんか？

フォト
メモリー

事務局通信


