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市 紋 章

昭和 29 年 12 月 18 日制定

中央に片仮名の「サ」を置き周囲に山を配して狭山を象徴しています。
中央の「サ」は常に中心の安定を保持し山をもって円く囲んだのは
市民共同一致して円満なる発展を意味しています。

狭山市民憲章

昭和 49 年 10 月 26 日制定

わたくしたちは、入間道 ( いりまじ ) の昔から、
武蔵野の大自然と入間川の清流にはぐくまれた狭山の市民です。
わたくしたちは、郷土を愛し、誇りをもって緑と豊かな近代都市を築くため、ここに憲章を定めます。

1 秩序と規則を守り、平和なまちをつくりましょう。
1 教養を深め、文化の高いまちをつくりましょう。
1 自然を愛し、きれいなまちをつくりましょう。
1 勤労を尊び、健康で豊かなまちをつくりましょう。
1 人権を重んじ助け合い、明るいまちをつくりましょう。

狭山市の 花・木・鳥

昭和 49 年 10 月 26 日制定

市の花： つつじ

市の木： 茶の木

市の鳥： おなが

つつじは、市内の山野に多く自生
しています。また、古くから稲荷
山公園のつつじとして、親しまれ
た花です。

狭山茶は鎌倉・室町時代から銘園
5 場の一つとして名声をうたわれ、
古くから市民が愛着を持ちつづけ
ている木です。

おながは、尾が長く、姿が優美な
鳥で、市内に多く見られます。

狭山市自治会連合会通知

１章

自治会長の心得

情報の共有化に努力し、多くの会員から信頼と尊敬をもたれるように努めること。

●

正直で誠実で真摯な態度であり続けるように努めること。

●

責任者としての責任の在り方を常に意識して行動するように努めること。

●

毅然とした態度で公平を重んじる思考となるように努めること。

●

論理的、客観的に会員への説得・説明ができるように努めること。

●

常識的な理解力と判断力を養うために常に社会情勢の情報収集に努めること。

●

熱意と忍耐の精神を持って正しいと思う意見は勇気を持って述べるように努めること。

●

大局の視点を持ちながらも小事をおろそかにしないように努めること。

●

自己本位の考え方でなく、人を育てる教育者のような資質研鑽に努めること。

●

自治会連合会の方針を遵守するように努めること。

５章

●

４章

会員のよき聞き手となり、評価の基準が会員にある認識を深めるように努めること。

３章

●

２章

こんな自治会長になって欲しいです。

●

６章

こんな自治会長であってはいけません。
他人との対話・連絡が悪い方。
( 協調性に欠け、相手を非難中傷し、礼節にかけ、情報を共有しないタイプ )
独善的な思考の方。

７章

●

( 自分が一番偉いと勘違いしている。または、自分の仕事の方法を変えたくないタイプ )
法遵守（コンプライアンス）法令や条例はもちろん社会ルールを逸脱する方。

●

自治会連合会の方針から逸脱し、反社会性の行動を取る方。

●

公序良俗に反する行為に抵触したと判断された方、及び、疑いを持たれた方。

●

人を陥れるような行動をとる不誠実な方。

８章

●
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発刊によせて

１章

狭山市自治会連合会長

（入間川地区自治会連合会長）

齊藤

修司

２章

この度、平成 25 年度の狭山市自治会連合会総会を迎えるに当たり、平
成 24 年度の狭山市自治会連合会重点事業の取り組み位置付で、「自治会
長ハンドブック」を平成 24 年度の締めの取り組み成果として自治会長の皆様にお届けすること
が出来ますことは、本当に嬉しく思います。また、当ハンドブックの編集に携わりました関係

３章

者の皆様にはご協力の御礼を述べさせていただきます。誠にありがとうございました。
さて、このハンドブックの作成につきましては、前年度（平成 23 年度）自治会連合会長であ
りました平成 24 年度の元木顧問からの想いを引き継ぎ、平成 23 年度に行いました「自治会長

４章

アンケート」による集計結果や、自治会長としての心構えとなる「会長の心得」など、自治会
長として市内 124 単位自治会の状況を各自治会長が相互に把握し、地域の課題や取組みを次代
に継続的に継承していくことが、今後の狭山市全体の調和を持った自治会組織へと成熟させる
ために必要な取り組みであると考えております。

５章

私は、狭山市自治会連合会長に就任して、狭山市を元気にすることが一番重要なことと考え、
先ずは自治会長同士のコミュニケーションや地域自治会員と各自治会長との心の絆の強化が必
要であると感じています。また、今回の自治会長ハンドブックの発刊により、狭山市政の運営
に自治会連合会の取り組みが、各自治会の動きと連動して行政との協働を更に深めていくこと

６章

が必要であると考えております。狭山を愛し、狭山に住んで良かったと市民一人ひとりが感じ
ていただけるような元気な狭山市にしていくために、自治会長の皆様方に於かれましては、こ
の自治会長ハンドブックを自治会長のバイブルとして常にお傍に置かれ、ご活用いただければ

７章

幸いに思います。そして出来ることであれば自治会長の任期についても、継続は宝なりの格言
にもありますように、１～２年で会長職をバトンタッチすることは、大変勿体無いこととも思
いますので、各単位自治会の規約等の見直しが可能であれば、自治会長職は再任を妨げない等
の見直しをしていただき、是非、３～４年は継続していただけるような単位自治会・連合会組

８章

織のあり方についてのご検討をお願いしたいと思います。今後とも、狭山市自治会連合会への
ご理解ご協力をお願いいたします。ありがとうございました。
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発刊によせて

１章

狭山市長
仲川

幸成

２章

自治会長の皆様におかれましては、平素より各地域のまとめ役として、
また、地域の活性化にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
ご案内のとおり、市では地域と行政を繋ぐ総合窓口として市内８か所に地区センターを設置
し、自治会はもとより地区まちづくり推進会議とともに地域課題の解決に向けた活動や市民参

３章

画によるイベントの開催などに取り組み、地域の特性を活かした魅力あふれる地域づくりを積
極的に支援してまいりました。
昨今、個人の価値観の多様化から自治会などのコミュニティ組織への参画意識が薄れ、地域

４章

のコミュニティ活動が衰退傾向にあると云われています。一方で、大規模災害をはじめ、地域
の安全安心を脅かす事件や事故が多く枚挙にいとまがない状況にあることから、地域の自主的
な防災や防犯意識の高まり、地域住民相互の繋がりや絆の大切さが見直され始めています。
私は市長就任以来、「元気な狭山をみんなでつくる」を基本姿勢に、地域主体のまちづくりに

５章

取り組んできました。地域のコミュニケーションの強化には、皆樣方の一人ひとりの力を結集し、
意識の醸成と情報の共有化が求められますことから、今般、狭山市自治会連合会が発行されま
したこのハンドブックは、まさに時機を得た、活動の手引きとして大いに役立つものと考えます。
皆樣方におかれましては、引き続き元気な地域づくりにご貢献いただき、このハンドブックが

６章

大いに活用されますことをご期待申し上げます。
結びに、自治会連合会の益々のご発展と、皆様のご健勝とご活躍をご祈念し、発刊にあたっ
てのお祝いの言葉といたします。

７章
８章
5

平成 24 年度を振り返って

１章

入曽地区自治会連合会長

（狭山市自治会連合会 顧問）

元木

良成

２章

議会要望・多頭飼育制限条例制定要望のコメント

平成 24 年度を振り返り自治会連合会活動の入曽地区で頭を悩ました問題は、平成 23 年７月
の夏、
水野の住宅街のど真ん中に 60 匹の犬を飼育 ( ブリーダー）する住民が突然転居して来られ、

３章

その日を皮切りに多頭飼育による住民生活環境破壊という問題が発生しました。
近隣住民にとっては切実な問題であり、問題を解決するためには法令規制が必要となるので
すが、現時点では市の条例も県の条例も制定されて無く、生活環境を守るための強制力や改善

４章

策は限りなく無力に近いということが分かりました。法規制が無いと解決には至らないという
現実の壁に、もはや成すすべは無いものかと思案しました。しかし、自分達の地域は自分達の
地域の力を結集して守ると決意し、原因者への地道な説得と交渉を自治会自らが続けた結果、
自助努力と熱意で解決の道が開け、終結に至りました。問題終結までの間は、自治会員の力を

５章

結集し署名運動を行うとともに、市議会に対しては、市条例の制定を自治会連合会の支援を受
けながら要望書という形で平成 23 年 12 月 21 日に提出し、市議会において埼玉県条例制定化に
向け、働きかけをしていくという回答に結びつくことが出来ました。
このような住民環境問題は形を変えて、いつ皆さんの地域の自治会の問題になるかは分かり

６章

ません。このようなときのために、狭山市自治会連合会という組織は、市民生活の課題解決の
ために民意を結集できる、大事な役目があることを再認識した事例となりました。今回の自治
会長ハンドブック発刊に当たり、自治会活動は民意を結集する組織であることを、自治会長の

７章

皆さんにお伝えしたいと思います。

８章
6

平成 24 年度を振り返って

１章

堀兼地区自治会連合会長

（狭山市自治会連合会 副会長）

大野

良雄

２章

まごころ昼食会活動へ自治会連合会支援のコメント

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災で被害に遭われた被災者の皆さんへ、堀兼地域
の地場野菜を食べていただき元気を出していただこうと、堀兼地区センターまちづくり事業（実

３章

行委員会形式）の「まごころ昼食会」を堀兼地区自治会連合会は支援をしています。
この事業は、地域の人と人との絆の大切さを、慈善活動として堀兼地域から発信し、やがて
市内全域の活動にしていきたいと考えておりました。その開催趣旨を自治会連合会に賛同いた

４章

だき、平成 24 年 12 月 9 日（日）の「第 11 回まごころ昼食会」活動を自治会連合会共催事業と
して、実施していただきました。
このような地域限定で始まった社会貢献事業に自治会連合会が継続的なバックアップをする
ことで、狭山市を元気にする全体の取り組みとしての発展が期待できます。

５章

今回の自治会長ハンドブックの発刊に向け、各地域の単位自治会長の皆様におかれましては、
「地域から市内全域の活動へと広がっていく、狭山市全体が一体となれる事業の展開を、是非企
画してみてはいかがですか」とメッセージを送りたいと思います。

６章
７章
８章

※関連記事 P40~41 に掲載
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平成 24 年度を振り返って

１章

水富地区自治会連合会長

（狭山市自治会連合会 副会長）

廣岡

忠男

２章

入間川河川護岸工事へのコメント

水富地区での最大の課題は、入間川左岸（広瀬橋から田島屋堰）の堤防決壊に対応出来る災
害対策でありました。日本各地で前例の無い大災害が現実に起きているなか、日々の住民生活

３章

の切実な不安に、何も対処できない自治会活動の無力さとジレンマに苛まれ、かつ、行政不信
とも言える感情も地元自治会に生まれてきていました。
平成 24 年 10 月 9 日（火）に実施された「市幹部と自治会連合会幹事との懇談会」の席で、

４章

毎年恒例ともなる行政への要望として、「入間川左岸（広瀬橋から田島屋堰）の土手強化改修と
中洲除去」を提出したのですが、「このような地域課題は単に地域課題として取上げるのではな
く、自治会連合会の総意課題としてランクアップさせよう。」と、幹事会全員一致の賛同をいた
だきました。このことが、想いの強さは岩をも通すがごとく、天は我に見方したというように、

５章

タイムリーにも埼玉県が進める「川のまるごと再生プロジェクト」の改修工事に、市の窓口担
当セクションである建設部からの強い支援もいただき、今回の要望を聞き入れた計画にと計画
変更としていただきました。通常であれば何年、何十年も先延ばしになる護岸工事が実現と成
ることは、市民の生命財産を守ることが何よりも優先されるべき課題として自治会連合会の意

６章

を汲んでいただいたこその結果であると、地域住民を代表し感謝の念に耐えません。
各地区の自治会長の皆さんにお伝えしたいことは、自治会長は地域の住民生活を守るために
真摯に真剣に地元に愛を持ち続けること

７章

の大切さを。それは実感として自治会長
の至極の使命としての喜びを得られる役
目でありますことを。自治会長の皆様全
員に味わっていただきたいものであるこ

８章

とをお伝えします。

※関連記事 P34~35 に掲載
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平成 24 年度を振り返って

１章

奥富地区自治会連合会長

（狭山市自治会連合会 幹事（書記））

市川

達之

２章

市議会との懇談会へのコメント

市議会と自治会は、共に市民の声や意見を集約し、その市民の意思を市政に反映するために
日々尽力される組織として共通の想いを感じるものであります。この想いは、平成 24 年８月６

３章

日（月）に狭山市議会全員協議会室において、「狭山市議会と狭山市自治会連合会との懇談会」
の代表者による懇談会において実現しました。
今回の懇談会は、市議会と自治会の組織にとって、初の試みであったと思います。また、同

４章

じ想いは結集することで市民の想いを何倍もの何十倍もの形にすることが出来るものとして、
友好な関係を築くことが出来たのではないかと思います。
このように、自治会連合会は常に前向きな姿勢で前進している組織でありますので、今後も、
地区の集約した課題や市全体の課題について、市議会と自治会は英知を絞り、懇談会を継続し

５章

ていければと思います。今回の自治会長ハンドブックの発刊に向け、自治会長の皆様に狭山市
自治会連合会の働きを理解していただければと思いコメントいたしました。

６章
７章
８章

※関連記事 P32~33 に掲載
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平成 24 年度を振り返って

１章

柏原地区自治会連合会長

（狭山市自治会連合会 幹事（会計））

中山

武久

２章

自治会連合会研修会へのコメント

平成 24 年 11 月 17 日（土）、自治会連合会研修会と題していますが、自治会に限定することなく、
どなたでも参加自由な講演会に、全国を飛び回る人気者、日本人よりも日本の心を大事にする

３章

アメリカ女性のセーラ・マリ・カミングスさん（44 歳）をお招きし、「元気な地域づくり・まち
づくり」の講演会を開催しました。講演の内容は、流ちょうな日本語を使い、ダジャレも交え
た自分の身の回りのエピソードを語る中、「思えば叶う」・・・今の時代の日本人は、仕事に生

４章

活に疲れて夢も語らず希望も持たず、昔の日本人なら誰しも思う。夢を語ることを忘れてしまっ
たことを、何故か、異国のブロンド髪の女性の話の中から、夢を持つことの素晴らしさ、明日
を夢見ることの素晴らしさを思い出させてくれた気がします。
「思えば叶う」。ほんとうに忘れてしまったよ。この魔法の言葉。皆さんも思い出してください。

５章

「明日の希望に満ちた地域の明るい未来の夢」を語ってみましょう、先ずは自治会長から。

６章
７章
８章
※関連記事 P36~39 に掲載
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平成 24 年度を振り返って

１章

新狭山地区自治会連合会長

（狭山市自治会連合会 幹事）

高橋

和昌

２章

自治会長研修会へのコメント

平成 24 年 6 月 9 日（土）、自治会長の日帰り研修会と題して、「太陽光発電」に関する知識の
吸収と研鑽に、山梨県の北杜市にある「北杜サイト太陽光発電所」と、甲府市にある「ゆめソー

３章

ラー館やまなし」に、自治会長 54 名、事務局所管の自治振興課 4 名、計 58 名の参加で大型バ
ス 2 台に分乗して行ってまいりました。
今回の研修は、東日本大震災の津波被害で東京電力原子力発電所の壊滅的な被害が報道され

４章

たこともあり、原子力から自然エネルギーのソーラー発電に期待するところが大きく、参加さ
れた自治会長の皆様の関心度は非常に高かったように感じられました。研修は見学が主体でし
たが、当日は雨天であったこともあり、十分な見学とはならなかったことを残念に感じましたが、
行き返りのバスの中での各地区連合会長の紹介ビデオの鑑賞をはじめ、研修に先立つ北杜市長

５章

や山梨県企業局との事前調整、そして研修に合わせた懇親会等の配慮など、多分にご尽力いた
だいた成果が感じられ、事務局等のスタッフの皆さんには感謝いたします。
このような研修は、自治会長としての研鑽もさることながら、会長同士の懇親の場にもなり、
継続していっていただきたいと感じます。会長研修は、ここで自治会長に成られる方には、情

６章

報交換の場としても必須であり、参加いただく価値があるものとお勧めいたします。

７章
８章

※関連記事 P30~31 に掲載
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平成 24 年度を振り返って

１章

狭山台地区自治会連合会長

（狭山市自治会連合会 幹事長）

末村

仁

２章

ＵＲ都市機構との調整のコメント

狭山台地区の最大の課題は高齢化であります。ここ狭山台では、ＵＲ都市機構が昭和 50 年
代に造成したマンモス団地である狭山台団地を背景に、新住民のもたらす明るい希望と、活気

３章

と、元気がみなぎる文化が、狭山市の発展に寄与してきたものと考えておりますが、その反面、
入居された住民が高齢世帯になるのも一挙であり、若年層への新陳代謝がなかなか思うように
進まないまま、近隣の商店街は大型店舗の商店にとお客の足は移り、商店は一つひとつと消え、
今や高齢者が高齢者を支える地域へと変貌してきています。この現象は全国のマンモス団地の
宿命なのかも知れませんが、10 年前からこの現象に歯止めをかける具体的な取り組みを、市や

４章

地域の取り組みとして、実施段階でスタートラインに着いていればと、悔やまれる面がしきり
です。一方、このような民間住宅運営に市が口を挟むことは、越権行為であるとの考えもあり、
ＵＲ都市機構と住民の関係に対し、積極的な干渉をしてこなかった歴史があることも事実であ
ります。しかし、この先 10 年を考えてみると、このままで良い筈がないことは誰もが分かるこ

５章

とであると思います。市が高齢者施策にかけられる財源が限られてきた現状では、やはり地域
は地域の力を結集し、高齢者が放置状態にならないように、何とか地域の問題として対策を講
じる必要があるものと考えております。
平成 24 年 10 月 9 日、市と自治会連合会との懇談会の席では、狭山台地区自治会連合会の課

６章

題として「狭山台地区とＵＲ都市機構（賃貸住宅）の関係について」を課題提議し、平成 25 年
3 月 11 日は、市と単位自治会・地区自治会連合会とＵＲ都市機構との協議がスタートしました。
この協議には、自治振興課が調整役として福祉関連の協議を進行させていますが、協議の進展
如何によっては、市の政策部門も入って欲しいと思っています。今は、「ＵＲ都市機構は日本最

７章

大の大家としての責任」を明確に、どのように地域と市とスクラムを組んでいけるのかを協議
するテーブルについた段階であります。各地区の単位自治会長の皆様に於かれましては、この
狭山台地域の課題に関心を持っていただき、人ごとではなく自分ごととして暖かい目で協議の
成り行きを見守っていただければ幸いに存じます。地域の課題は自治会からの発信が鍵となり
ますことを、今回の自治会連合会の取り組みに、全ての自治会長の皆様にお伝えできたら嬉し

８章

く思います。

※関連記事 P34~35 に掲載
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