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　これまでの地域社会の生活の中で、「向こう三軒両隣」という言葉は、必要不可欠で
ありました。地域での助け合いや課題解決が日常的に行われ、それが当然という雰囲
気もありました。
　しかしながら、行政サービスの拡充と社会経済の発展が進み、人々の価値観やライ
フスタイルも多様化してまいりました。その中で自治会の機能は縮小し、隣近所のふ
れあいも希薄になってきたと言われています。
　現在、地域のつながりを深める自治会の役割は、再びクローズアップされており、
阪神淡路大震災や記憶に新しい東日本大震災でも、多くの方々は、地域の方々に救出
されたと言われています。
　また、平成 30 年６月 18 日に発生した大阪北部地震では、自主防災組織をはじめと
する地域の方々による避難所運営や、避難所や地域の掲示板を活用して、被災者支援
情報の発信などが実践され、地域における人のつながりの大切さを改めて実感できま
した。
　加えて、子どもへの凶悪犯罪、人口減少や高齢化社会などへの対応は、行政と共に、
地域の方々が取り組むことによって、飛躍的にその解決を図ることができると言って
も過言ではありません。
　そうは言っても、人々の価値観の変化やライフスタイルが多様化する中、地域のつ
ながりを全て従来のようにするには、どうしても無理が生じます。
　今の時代に呼応した地域のつながりは必ずあると思います。
　共働きの方も、一人暮らしの高齢者も、無理なく参加できる地域のつながりを考え
ていくことが必要です。
　自治会活動により、地域の方々の安全で安心な暮らしが守られます。
　「いい街だね」と言える地域社会を皆さんと共に作っていきたいと考えておりますの
で、まずは、自治会等の地域活動に参加するなど、あなたにできることから始めてみ
ませんか。
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一定の区域において、住民が自主的に組織する地域の公共的団体です。
世帯単位での加入が多く、区域内の全世帯が加入することが望ましいです。
区域内の事業所等が、賛助会員として加わる場合もあります。

　自治会は、地域のコミュニケーションの推進と明るく住みよいまちづくりをめざして活動し、
いろいろな役割を担っています。

　地域の祭りやスポーツ大会など、様々なイベントを通じて、楽しさを共有することによ
り、地域の交流が深まり、信頼関係が育まれます。

　自治会は、地域における主体的な団体であり、その活動には、地域の人々が様々なかたちで参画
します。会員の方々が楽しく、活発に活動できるよう、自治会の運営は、民主的に進めることが求
められます。

　回覧や配布物等を通じて、行政や各種団体からの情報を伝える役割です。
　また、地域の声を集約して、行政と連絡・調整をとることも必要です。

　地域住民のニーズを反映した、住みよいまちづくりを実現するため、地域の人々が十分
話し合い、協力し合って、具体的な取組を実践します。
　住民の声を行政に反映させ、地域住民と行政とのパイプ役を担います。

　自治会は、日常生活に最も身近でつながりの深い組織です。地域における様々な問題に
は、地域の人々が支え合い、協力し合うことが大切です。
　特に、防犯や防災の活動はもちろん、日ごろからのコミュニケーションが、いざという
ときに助け合える体制づくりにつながります。

＊全員にわかりやすい規約づくり
＊住民が意見を発表・交換できる場を設ける
＊役割分担ができる組織づくり
＊明朗な予算・決算の報告　　　など

　自治会活動の基本的な単位として編成されます。
　会員相互の連絡や活動が円滑に進められる規模で、地域における地理的条件等を考慮し
て決めます。

　身近な地域の課題に対応し、効率的な運営を進めるため、各専門部会を設ける場合もあ
ります。
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自治会がない地域において、新たに自治会を結成する場合
既存の自治会を統合して、新しく自治会を結成する場合
既存の自治会から分離して、新しく自治会を結成する場合

自治会の結成には、次の３つのような場合があります。

設立趣意書を作成、配布して、自治会への加入申込みを受けます。

既存の自治会を分離・統合する場合は、地域の合意が必要です。
自治会の連合組織を結成し、広域のコミュニティづくりに取り組んでいる地域も多く、
他の自治会との協力・連携が大切です。

自治会を結成する場合の一般的な手続きは、次のとおりです。

市への届出は、市と自治会との連絡のために必要です。
届出は、市役所本館２階の市民協働推進課で受け付けています。
届出後に、自治会を分離・統合した場合のほか、区域、会長、世帯数等の変更があった
場合も、その旨を届け出てください。

　役員等の選出には、選挙・推薦・抽選・輪番制など、色々な方法がありますが、それぞれの
自治会に最も適した民主的な方法を選択することが必要です。ただし、抽選や輪番制を採用す
る場合は、小さい子どもや介護を要する家族がおられる世帯、また、高齢者だけの世帯につい
ては、配慮することも必要です。
　さらに、自治会を継続して運営するため、役員の負担を分散し、担い手を確保する工夫も大
切であり、例えば、会長経験者が自治会の顧問に就任し、アドバイザー役として役員の負担の
軽減を図っているところもあります。
　役員等の任期については、原則２年とし、１年ごとに役員の半分を改選するなどの工夫をし
ているところもあります。

　自治会の運営や活動を進めるため、自治会費を徴収している自治会があります。会費は、自
治会の収入の中心であり、会員が共通に負担することが望ましいです。会費の金額や徴収方法
については、会員が納得できるように総会などで決定します。
　財政規模は、構成員数や活動内容によって様々ですが、予算と決算については、総会での議
決・承認が必要です。

　自治会は、地域の公共的な団体であり、一人ひとりがまちを大切にする心、思いやりの心を
もって協力することが、ふれあいのある「より良い地域社会」の形成につながります。
　また、自治会の活動は、一部の役員だけの活動ではなく、各会員が、自治会の目的を実現す
るためにできることを実践することが大切です。

　自治会は、会員の年齢層も広く、地域の幅広い年代の方々で構成する組織です。
　会員の親睦と活発な自治会活動を進める上で、その中心となる自治会長や役員の方々には、
次のような役割があげられます。

＊幅広く住民が参加できるような工夫をする。
＊テーマ型自治組織との交流を図る。
＊役割を分担し、みんなで仕事をする。
＊地域において、自由でなごやかな雰囲気をつくる。
＊相手の立場に立って考え、話を聞く。
＊他人のプライバシーを守る。
＊自分の言動に責任を持つ。
＊後継者を育成する。
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　自治会では、まちを住みよくするために、様々な活動を行います。その活動のためには、まず、

地域の人々が気軽に親しく話し合える関係が必要です。

　自治会は、地域に深く関わっており、活動の範囲や会員の年齢層も広いです。地域生活において、

人々との「つながり」は多い方が楽しいし、何かあった時だけでなく、日ごろからみんなで活動す

る方が楽しいと思いませんか？

　自治会では、いろいろな活動ができます。みんなでアイデアを出し合うことで、より楽しく、快

適な地域にするための活動の幅を広げることができるのです。

　でも、地域には、小さい子どもや介護を要する家族がおられる世帯、高齢者だけの世帯などいろ

いろな方がおられます。無理のない範囲で参加できる工夫をすることや、これまでの活動を見直す

ことも必要です。

親睦活動
お祭り、運動会、もちつき大会
などを開催し、住民相互の親睦

を深めています。

環境美化活動
快適で美しいまちを維持するた
めに公園やごみ集積所の清掃活
動を行っています。
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災害発生時
消防や警察や市役所などの行政機関
よりもまずは、隣近所の人たちの助
け合いが頼りになります。

防犯活動
犯罪のない“まち”を
めざし防犯パトロール
や子どもの見守り活動
を行っています。

防災活動
地域で実践している防災訓練
などに自治会として参加して
います。

情報伝達
地域に密着した情報や各行政
機関からの情報を回覧板や掲
示板でお知らせしています。



自治会への加入促進

自治会への加入促進に関する協定を締結

　自治会は、ふれあい活動などを通して、地域の連帯感を高め、住みよい地域をつくっていくた

めの、もっとも身近な住民組織のひとつでもあります。

　平成 30 年６月には、大阪北部地震を経験し、改めて、「自助」の大切さを実感するとともに、「共助」

として、近所の方との安否確認など、地域住民同士の助け合いの大切さを強く感じたところです。

　自治会は、このような「人のつながり」や「心の豊かさ」を感じることのできる地域コミュニ

ティの一つです。地域コミュニティの一員として、隣近所の方々と交流することや地域の行事に

参加することなど、あなたのできることから、地域とのつながりを持ってみませんか。

　まずは、地域の活動を知っていただくためにも、自治会に加入していただき、皆さんが負担と

感じないことから参加することが大切です。

 あなたの住む地域が安全で、安心でき、心豊かな生活の場とするためにも、あなたの参加が必

要です。

　茨木市は、自治会加入率が、年々、低下傾向にあることから、住居を選択する際の早い段階に

おいて、民間事業者とも連携し、地域コミュニティへの参加の新たな「きっかけ」を提供するため、

平成 31 年２月７日（木）に、茨木市自治会連合会及び大阪府宅地建物取引業協会北大阪支部と、

また、茨木市自治会連合会及び公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部北大阪支部と、それぞ

れに、自治会への加入促進に関する協定を締結しました。

　この協定は、北摂地域初となる取組であり、より一層、相互に連携・協力し、自治会活動の担

い手の確保及び活性化を図り、地域コミュニティの更なる醸成と真に豊かで住みよいまちづくり

の推進に資することを目的としています。
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自治会への支援

　茨木市では、自治会による地域活動を支援するために、配布物や様々な支援制度を設けていま

す。下記に、主な支援制度を記載しておりますので、ご参考にしていただき、恐れ入りますが、

必要に応じて、その対象要件などを担当課にご確認の上、活用を検討いただきますようお願いい

たします。

【市民協働推進課：072-620-1604（直通）】
名　　　称 受　付　時　期　等

自治会活動報償金 10月に申請書送付
住民活動災害補償保険制度 随時
自治会集会施設整備補助 随時（要事前相談）自治会物置設置事業補助
自治会ハンドブック

随時（茨木市自治会連合会）自治会ハンドブック概要版
自治会加入案内チラシ
自治会回覧版（有料：１枚 200円）
美化活動ベストの貸与 随時

自治会用掲示版の購入補助 ６月に案内を送付
（茨木市住みよいまちづくり協議会）

清掃用具購入補助
随時（茨木市住みよいまちづくり協議会）迷惑駐車防止用ビラ

市民憲章カード

【資源循環課：072-620-1814（直通）】
名　　　称 受　付　時　期　等

ごみ集積場の防鳥ネットの貸与 随時（環境事業課でも貸与：072-634-0351）
ごみの分別・持ち去り禁止などの看板 随時
再生資源集団回収報奨金制度 ４月に案内を送付

【公園緑地課：072-620-1654（直通）】
名　　　称 受　付　時　期　等

公園（児童遊園等）清掃用ごみ袋の配布 随時

公園（児童遊園等）清掃用具 10月～ 11月頃に案内を送付
（児童遊園管理団体が対象）

【市民生活相談課：072-620-1603（直通）】
名　　　称 受　付　時　期　等

犬のふんお断り看板 随時

【危機管理課：072-620-1617（直通）】
名　　　称 受　付　時　期　等

防犯カメラ設置事業補助 ５月に案内を送付

【建設管理課：072-620-1650（直通）】
名　　　称 受　付　時　期　等

防犯灯維持管理補助 ５月に対象自治会へ申請書送付
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