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春日井区 

平成30年度 

●区長 石黒 佳彦

●加入世帯数 4,600世帯

●特徴 県営名古屋空港に隣接し、16町内で構

成され、新旧の町が混在した地域 

 春日井区では、毎年春日井地区社会福祉協議会

と連携し、福祉学習型事業として防災訓練やボラ

ンティア活動を実施しています。 

今年度は、震災や集中豪雨のような大きな自然

災害が多かったことから、近年災害時の要救助者

の発見や家屋被害の状況把握など、様々な場面で

活躍している新しい技術であるドローンに注目し

た体験イベントを開催しました。 

イベントでは、市内のドローンスクールのイン

ストラクターを講師に迎え、ドローンによる災害

現場での有効性やドローンに関係する航空法、使

用時の制約などを学ぶ座学と、実際に現場で携わ

っている講師から指導を受けながら、本物のドロ

ーンを操縦して飛行方法を学ぶ体験型の２本立て

にして、より身近にドローンを知ってもらえるよ

うに企画しました。 

当日は、老若男女約 80 名の参加頂きました。

座学では、講師よりドローンを活用した防災訓 

練の様子や災害時の活用方法など説明して頂き、

参加者も興味深く聞き入っていました。終了後の

質疑では、参加者より活発な質問が出ており、ド

ローンに対する関心の高さを改めて感じることが

できました。 

座学終了後は、体育館に会場を移して操縦体験

を行いました。 

操縦体験では、子ども向けに操作しやすい小型

の手のひらサイズのドローンと、大人向けに実際

に使われる屋外用ドローンを用意し、それぞれの

参加者がインストラクターの指導のもと、専用コ

ントローラーを使って思い思いにドローン操縦を

行いました。参加者のほぼ全員が体験し、順番待

ちでも飽きることなく操縦者に声援を送り、目標

地点に上手く着陸すると参加者から歓喜の声があ

がるなど活気に満ちた体験会となりました。 

 今回のイベントを通じて、災害においてドロー

ンの高い有効性と可能性を区民の皆さんに認識し

ていただくことができました。 

今後は、防災・減災の重要性をより多くの区民

に認識して頂くために、区民が参加したくなるよ

うな催しや手段を実施していきたいと思います。 

最先端技術を通じた防災イベント 

「ドローン」を学ぶ 

当日使用したドローン 

活動事例集 
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浅山町自治会 

平成30年度 

●区長 和田 良雄

●加入世帯数 500世帯

●特徴 春日井市の中央にあり、古くからの住民

と転入住居（一戸建て）が多い地域 

浅山自治会では、毎年隣接する梅ヶ坪町自治会

と共催で防災訓練を開催しています。今年は北海

道胆振東部地震や西日本豪雨など自然災害が多い

年だったこともあり、例年より多い 302 名の方

が参加されました。 

当日は、南海トラフ地震が発生した想定で、負

傷者の救援救護訓練や地震体験（グラッキー）、初

期消火訓練、ＡＥＤ使用方法について市消防署の

指導を受けながら訓練を行いました。 

 災害時は、いかに平常心で行動できるかが重要

です。今回の防災訓練では、「体で覚える」を合言

葉に、参加者全員が実践できるように役員が声を

かけるなどし、見物のみの方がいないように対応

しました。 

来年は、仮設トイレや仮設ベットなど避難所体

験を取り入れる予定 

で、日頃の災害への 

対策や意識の向上に 

努めていきたいと思 

います。 

浅山町自治会と梅ヶ坪町自治会では、合同で秋

祭り「広場のつどい」を浅山町児童遊園で毎年開

催しています。 

今年は、開催に向けて月一回両自治会の役員が

集まり、より皆さんに楽しんでいただける企画を

検討し、ステージの設置や自治会内の小学生が作

成したポスターの掲示、町内の全戸にチラシを配

布など新しい取り組みを行ったことから、当日は

例年の２倍以上となる約 800 名に参加いただき

ました。 

イベントでは、吹奏楽の演奏やソーラン踊りな

どのステージイベントや焼きそばや焼きおにぎ

り、ポップコーンなどを販売の他、東海ラジオの

アナウンサーが飛び入りで司会者になるなどサプ

ライズもありました。最後には、参加者全員が当

たるビンゴゲームを行い、盛況のうちに終えるこ

とができました。 

両自治会では、今後も「広場のつどい」を、地

域住民の相互ふれあいの機会と捉え、地域の活性

化を目指しながら、自治会活動への参加や加入を

勧めていきたいと思っています。 

浅山町総合防災訓練 

浅山・梅ヶ坪合同事業「広場のつどい」 

活動事例集 
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道場山親和会 

平成30年度 

●会長 松岡 良司

●加入世帯数 65世帯

●特徴 下原大池西側の小山を造成した地域で自

然豊かな地域。 

 道場山親和会では、古くなった旧集会所の建て

替えを数年前から検討し、今年度春日井市の「コ

ミュニティ集会施設整備事業補助金」を活用して

集会所の建て替えを行いました。 

 ８月に完成予定だったことから、９月に開催す

る長寿祝賀会（敬老会）と併せて、竣工式を開催す

ることとなり、開催までに来賓やミニ演奏会のス

ケジュール調整、竣工式会場から長寿祝賀会への

配置転換、会員への案内作業など、役員皆で知恵

を絞りながら準備をしていきました。 

式典当日は、天候に恵まれ、多くの参加者で会

場は満席となりました。竣工式では、春日井市長

を始め、多くの来賓に祝辞を頂き、新しい集会所

の出発に花を添えることができました。長寿祝賀

会は、松原中学校生徒によるミニ演奏会や市長に

同席頂いた食事会など記憶に残る式典となりまし

た。 

 近年、地域の住民（特に若い世代やその子ども

達）がふれあう機会が少なくなってきており、子

どもから大人、お年寄りが一緒になって楽しめる

機会を作ることが課題でした。そこで今年度、松

原地区社会福祉協議会のモデル事業を利用し、初

めて「多世代交流カローリング大会」を開催しま

した。 

 募集では、馴染みのないスポーツ名だったこと

から回覧板では参加者が思うように集まらず、再

度役員が各家庭を訪問し、口頭で参加を促しまし

たが、何名集まるか当日までわかりませんでした。 

 しかし、大会当日は、声がけの効果もあり、親子

から高齢者まで、幅広い年齢の方々が多く参加し

て頂きました。初めてのスポーツに最初は戸惑い

もありましたが、回を重ねるごとに上達し、最後

のほうには、うまく投げれると会場から歓声が上

がるなど、子どもも大人も大変盛り上がりました。 

今回のイベントでは、町内会活動に無関心がち

な若い世代の親子が参加頂いたことで、久しぶり

にカローリングを通じて、地域が１つになって楽

しむことができたことが、一番の成果だと思って

います。今後も、引き続き子どもからお年寄りま

で、地域の皆さんが触れ合う活動を設けて継続し

ていくことが課題です。 

新集会所の竣工式と長寿祝賀会 

多世代交流カローリング大会 

活動事例集 
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大泉寺区 

大泉寺区 

平成30年度 

●区長 小澤 泰利

●加入世帯数 372世帯

●特徴 国道19号沿線にあり、なだらかな段丘

が広がる昔ながらの地域 

大泉寺区では、区民の防災への意識や知識の向上

を目的に防災訓練を開催しています。 

防災訓練は、昨年まで平日に開催しており、参

加する区民が少ない状況となっていました。そこ

で今年度から多くの区民が参加できるように、土

曜日開催に変更しました。また、自主防災会を中

心に区内の団体（子ども会・消防団・サロン・老人

会・厄年の会）と連携を進めていき、当日の運営方

法やスケジュール、企画内容等を検討し、下記の

内容で開催することになりました。 

【実施内容】※は今年新たに実施した内容です。 

○人命救助（ＡＥＤの取り扱い・心臓マッサー

ジの方法を学ぶ）

○通報訓練（市消防署職員による講習・訓練、

防災クイズ ※）

○消化訓練（消火器の取り扱いを覚える）

○地震体験（グラッキーによる震度７を体験）

○参加者休憩・談話スペース ※

○参加者への炊き出し（暖かい豚汁）※

○防災グッズを参加者へ配布

○記念写真コーナーの設置（子ども向け）※

 防災訓練当日は、晴天にも恵まれ、120名を超

える区民が防災訓練に参加しました。 

 参加者にすべての訓練を体験してもらうため、

参加者を３つのグループに分け、ローテーション

を組んで体験して頂きました。 

特に、ＡＥＤの取り扱い講習では、練習用ＡＥＤ

を使いながら、いざ負傷者がいた際の流れや対応

方法などを学び、参加者からも大変勉強になった

との声を聞くことができました。 

 すべての体験を終了した方へ炊き出しの豚汁を

振る舞いました。防災訓練を通じて地域の皆さん

が交流を深める良い機会となりました。 

 大泉寺区では、今後も区内の団体との連携を深

めながら、地域防災を推進していきたいと思いま

す。 

大きく変わった防災訓練 

防災訓練を実施して 

記念写真コーナーの様子 

活動事例集
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出川区 

平成30年度 

●区長 法月 仙一郎

●加入世帯数 860世帯

●特徴 昔からの住民と、新しく転居してきた住

民が混在している地域 

区が管理している出川区公民館は、月平均 40

～50 件ほど利用して頂いています。公民館の管

理業務は、区長が担当しており、鍵の受け渡し（公

民館玄関・使用する部屋）や使用料の請求・受領、

領収書の発行などを行っています。 

 

 

このため、ほぼ毎日公民館業務を行う必要があ

ることから、区長の業務負担が課題となっており、

区長のなり手が見つからない原因の一つとなって

いました。 

 

 

②部屋鍵への個別のキーボックスの設置 

 

当初は、全部屋スマートロック化を検討しまし

たが、費用が多くかかることから、玄関のみスマ 

ートロック化し、各部屋はキーボックス方式を採

用することで費用を抑えました（ランニングコス

トは月額 1 万円程度）。これにより公民館使用者

は、鍵の受け渡し・返却のために区長宅に行く必

要がなくなり、区長の鍵の受け渡し業務も改善す

ることができました。 

今後は、非定期使用者の予約受付方法とキーボ 

ックス番号通知方法、使用料の受渡し等の業務に

ついて、改善を進めながら、区長業務の負担軽減 

や利用者の利便性の向上を図りたいと思います。 

これまでの公民館 

従来は区長宅に鍵の受け渡しボックスを設置 

区長は、その日使用する部屋と玄関の鍵を入れます。 

会館使用者は、区長宅に行き、受け渡しボックスの鍵

を開けて部屋鍵を取り出し、使用します。使用後は区

長宅に戻り、受け渡しボックスに鍵を返却します。 

これからの公民館 

そこで、今年度より公民館の管理・運営方法

について検討を重ね、次のとおり改善しまし

た。 ①玄関のスマートロック化（ＩＣカード）

による自動施錠・開錠 

※各部屋のドアノブにキーボックスを設置。使用

者には、事前にキーボックスの番号を知らせてお

くことで、鍵の受け渡しをなくしました。キーボ

ックス番号は毎月変更しています。

定期使用者には、指定された曜日のみ解錠・施錠で

きる ICカードを貸与。また、専用アプリでスマート

フォンによる施錠・開錠も可能です。 

非定期または緊急の使用者には、区長（鍵の管理人）

が遠隔操作で解施錠できます。 

ICカードをかざすとドア

の鍵が開きます。 

貸与するＩＣカード 

活動事例集 
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押沢台南町内会 

平成30年度 

●会長 山地 清隆

●加入世帯数 407世帯

●特徴 高蔵寺ニュータウンの東端にあり、戸建

住宅を中心とした新しい街 

 押沢台は、四町内会合同あるいは各町内会単独

で様々な活動を行っている地域です。そこで、南

町内会では、他の地域では行っていない新しい取

り組みを検討し、この「行燈まつり」が生まれま

した。 

行燈まつりは、町内の有志が集まり、手作りの

行燈を作成して、まつり当日に玄関先で点灯する

夏の夜を美しく彩るイベントです。このイベント

は、地域住民が行燈作りから開催まで関わること

で、まつりを通じた地域の絆の醸成を目的として、

平成29年より始まりました。今年は、「春日井市

多世代交流事業補助金」を活用することで、イベ

ント当日に新しい企画を行うことができました。 

開催当初は、どれだけ多くの方に参加、協力が

得られるのかという心配と、実施主体となる実行

委員会の立ち上げや人選に苦慮しましたが、町内

の皆さんの協力により、６０世帯から新規参加申

込みがあるなど、昨年の32世帯から92世帯へ

大幅に参加者を増やすことができました。 

イベント開催に向けて、まず行燈づくりを行い

ました。３日間の作成日と作成場所を予め準備し

て、参加者が一堂に集まり協力しながら、思い思

いの行燈を作成しました。 

また、実行委員会では、押沢台在住の音楽家に

よるナイトコンサートなど「行燈まつり」にマッ

チするイベントを企画しました。 

 「行燈まつり」は、当初３日間開催でしたが、

内１日は雨のため中止となりました。残り２日間

は天候に恵まれ、町内外より大勢の方が訪れまし

た。行燈は、参加者の玄関先の道路際に展示し、

夕方６時30分から9時まで夜の街を照らしまし

た。ナイトコンサートでは、行燈の明かりに照ら

された幽玄な空間の中で織り成す音楽に、多くの

方が聞き入っていました。また、グループによる

篠笛自主演奏会も開催されました。 

 今回のイベントでは、予想以上の参加者が集ま

るなど、地域のイベントとしての認識が高まった

と思いますが、町内の一部地域での開催にとどま

りました。しかし、町内全域の方にイベント内容

が理解されたので、今後４年間で町内全域にて開

催できるように、イベントの仕組みづくりに力を

入れていきたいと思っております。 

南町内会行燈まつり 

開催に向けて 

開催、そして次に向かって 
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細野・外之原上区 

平成30年度 

●区長 下地 保

●加入世帯数 86世帯

●特徴 ＪＲ高蔵寺駅が最寄りの駅で古くからの

住民と転居してきた住民が混在している 

 細野・外之原上区は、古くからの住民と転居し

てきた住民が混在しています。また、区民の高齢

化が進む中、高齢者の一人戸数が増える傾向にあ

り、町内会活動への参加が難しくなっています。

特に役員になってもらうことが難しいため、準区

民として役員への参加を免除し、区に在籍しても

らう対応をしています。 

そこで、区として準区民に区や町内会活動への

参加を促すために、新たな企画を検討し、全世代

が参加できる「スポーツ大会」を開催することに

なりました。 

内容は、すべての住民が一緒に参加できる「グ

ラウンドゴルフ」と、町内会活動にあまり参加し

ない若い家族世代に参加してもらえるように、子

ども向けのドッジボールやボールすくいなどを企

画しました。 

また、区内の老人会・ソフトボールチームの運

営協力や地元企業との協力体制など、手探りなが

ら開催に向けて準備を行いました。 

当日は、天候にも恵まれ、若い子育て世代の家

族を始め、多くの方に参加頂きました。 

 スポーツ大会は、午前中に終了する計画をして

おり、スムーズな進行を図るため、参加申込時点

で個人票に氏名・年齢を記入してもらうなど、競

技終了後の年齢別順位作成の効率化への配慮や老

人会やソフトボールチームとの事前打合せにより

問題なく進めることができました。 

今回初めて実施したスポーツ大会では、当初の

目的だった多世代交流（準区民の区事業への参加）

や地域住民の親睦を十分果たすことができたと思

っています。 

イベント終了後のアンケートでも、参加者より来

年の開催を期待する声を多数頂くことができまし

た。来年に向けて、小さい子ども向けイベントの

充実やより多世代交流が行える企画を検討し、地

域住民に親しまれる区事業へ育てていきたいと

思います 

地域のつながりのために 

細野外之原上区スポーツ大会 

これからのスポーツ大会に向けて 

活動事例集 



〈町内会コード〉4-14 

松河戸区 

- 24 -

松河戸区 

令和元年度 

●区長 長谷川 浩 

●加入世帯数 1,170世帯 

●特徴 区画整理が終了し、昔からの住民と新し

く転居してきた住民が混在している 

 区では、住民の交流と区の事業に関心を持って

もらう機会として、新たな活動として「健康文化

交流事業」を企画しました。この健康文化交流事

業は、夏休み期間に実施した「みんなでラジオ体

操」と秋に実施した「見学会とスタンプ・クイズ

ラリー」の２本立てとして企画し、市の多世代交

流事業補助金を活用しました。 

 「みんなでラジオ体操」は、小学生が夏休みに

入った７月20日から８月４日までの16日間、

朝６時30分から行いました。初日の２日間は道

風くんとの交流や、最終の２日間はビンゴゲーム

を行い盛り上げました。当日の様子は随時ホーム

ページに掲載し、気軽に参加してもらえるように

ＰＲしたことで、延べ 2,310 人の区民に参加い

ただきま 

した。 

「見学会とスタンプ・クイズラリー」当日は、

道風記念館や観音寺の見学会と道風公園でのス

タンプラリーを行い、多くの方に参加いただき

ました。道風記念館の学芸員さんからの説明を

熱心に聞いている方や、親子で楽しくクイズラ

リーに取り組んでいる姿が多くあり、皆さん楽

しんでいただくことができました。 

 参加者からは、来年も実施して欲しいという声

が多くあり、区の重要な事業として続けていく必

要を実感しました。来年度は、多くの区民にイベ

ント企画から参画してもらえるように考えたいと

思います。 

 ホームページは、従来の回覧板や街頭掲示板で

は伝えることができなかった、ホットな話題や濃

い情報を届ける目的で開設しました。開設の際に

は、ホームページを通じて、①区の活動を知る、

②活動を理解する、③参加してもらうことが、区

の活性化につながると考え、お知らせ（情報）の

即応性、質・量の充実、区民と区会双方の情報交

換などの工夫を心がけました。 

 ６月１日より公開し、区に関する資料や松河戸

の歴史、区の活動の様子など掲載し、徐々にホー

ムページの「問合せページ」から問合せが入るよ

うになりました。また、新しく転居してきた住民

の方にも見られるようになったと思います。 

今後も掲載内容の充実を図りながら、継続して

運用ができるようにしていきたいと思っていま

す。 

松河戸区健康文化交流事業 

区ホームページの開設 
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下市場町内会 

令和元年度 

●会長 丹羽 秀夫 

●加入世帯数 631世帯 

●特徴 旧来からの農家集落の周囲に新たな戸建

住宅や集合住宅が立ち並ぶ住宅地 

 下市場町内会では、町内会に加入していない世

帯への加入に向けた取り組みが長年出来ず、加入

率の減少が課題となっていました。そこで、今回

市と協力し、未加入世帯に向けた加入促進活動を

実施しました。 

 加入促進活動では、町内会の活動をわかりやす

くまとめたパンフレットを作成しました。パンフ

レットには、「道風くん」や「春日井サボテンマス

コットキャラクター」を使用し、町内会活動が親

しみやすく感じられるように工夫しました。 

 また、パンフレットの配布と併せて、春日井市

が作成した町内会に関するアンケートと市広報を

未加入世帯に配布することで、興味を持っていた

だけるようにしました。 

 今回、加入促進活動を通じて、新規に加入いた

だきました。未加入者アンケートでは、町内会活

動に対して、率直な意見をいただくことができま

した。頂いた意見は今後の町内会活動の参考にし

ながら、魅力ある町内会にしていきたいと思いま

す。 

 地域の安心・安全なまちづくりをキーワードに、

「防犯灯調査」と「子どもの通学路の安全確保」

の活動を行いました。 

 「防犯灯調査」では、町内会役員が夜間に町内

を巡回し、暗く危ない場所を調査しました。調査

結果は、町内の地図に表示して皆様にも分かりや

すい資料を作成し、防犯灯設置への同意を頂きま

した。そして、市の補助金を活用して、今年度、

58箇所に防犯灯を設置することができました。 

 「通学路の安全確保」では、地蔵川に自生して

いる雑木の枝が大きくなり、子通学路に覆い被さ

っていたり、近隣の住宅にも影響を与える可能性

があったことから、クリーン作戦終了後、役員が

集まり雑木の枝払いを行いました。 

 この活動について、地域の皆様から「街が明る

くなった」や「通学路が通りやすくなった」と喜

ばれています。今後も、地域住民が安心して暮ら

せるまちづくりを継続して行っていきたいと思っ

ています。 

町内会加入促進活動 

安心・安全なまちづくり 
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石尾台４丁目自治会 

令和元年度 

●会長 吉川 彰 

●加入世帯数 158世帯 

●特徴 道樹山、弥勒山を望み、豊かな自然に囲

まれた閑静な戸建て住宅が並ぶ地域 

自治会では、地域の子ども達に自然豊かな町内

で季節を感じるとともに、生き物との共生を学ん

でほしいとの願いから、町内に飛来する渡り蝶「ア

サギマダラ」を観察する事業を行いました。 

6 月に子ども会のメンバーが集まり、アサギマ

ダラの生態や特徴などを学び、アサギマダラの好

物であるフジバカマの苗をみんなで植えました。

植えた場所には、老人会が作成した看板を設置し

て、花が開花するまで、水やりや除草、台風対策

などを行いながら、みんなで育てました。 

10 月にフジバカマが無事開花し、10 月 17

日、待望のアサギマダラが飛来しました。子ども

達は、好奇心旺盛に観察しながら、自然からの贈

り物に喜んでいました。 

今回、実施した大作戦 

は見事に成功しました。 

これからも、地域でフジ 

バカマを育てながら、将 

来的には、アサギマダラ 

が訪れる自然豊かな町と 

して自慢できるようになりたいと思っています。 

「夏祭り」は、町内が一つになれる行事であり、

地域の皆さんが一堂に会する場として、毎年夏 

祭りを開催し、今回で14回目となりました。 

今年度より、伝統芸能に触れる機会として、隣 

接する細野地区の棒の手保存会による演舞を企画

し、市の多世代交流補助金を活用しました。 

 また、子ども会と協力 

して、新しい子ども神輿 

を作成しました。神輿本 

体は段ボールで作り、分 

解してコンパクトに収納 

できる工夫をしました。 

祭り当日は、天候にも恵まれ、地域の方をはじ

め帰省した子ども達など多くの方が参加し、無事

に終えることができました。 

今回、準備から実施まで、多くの方の協力と参

加があり、多世代交流と

いう目標を達成すること

ができました。この祭り

をきっかけに住民同士が

顔見知りとなることで、

防犯や防災にとって重要

な「共助・互助」のハード 

ルを低くできると思います。 

 今後の課題として、祭りを企画・運営する実行

委員会メンバーの高齢化があることから、若い世

代に参画してもらえる仕組みづくりを考えていき

たいと思います。 

アサギマダラ大作戦 

多世代交流「夏祭り」 

飛来したアサギマダラ

ラ



町内会活動Ｑ＆Ａ・活動事例集 

発行年月   令和２年５月 

編集 ・発行   春日井市区長町内会長連合会事務局 

（春日井市市民活動推進課内） 

春日井市鳥居松町５－４４ 

電 話 （０５６８）８５－６６１７ 


