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三田市区・自治会連合会の前身である三田市連合区長会は、昭和 47 年
1 月 18 日に結成され、7 地区 124 区でスタートしました。その後、フラワータウンを
はじめとしたニュータウン開発等もあり、現在は 10 地区 179 区・自治会で構成され、
私は令和元年度から第 16 代会長を務めさせていただいております。
本連合会は行政及び関係諸団体との連携・協力を活動の基盤としています。その強みを
生かし、単一の地区や区・自治会では解決しづらい問題に対して、連合会全体で取り組み、
解決方法を模索していくことが主な役割です。中でも重要なのは、地域住民の皆様の生活
環境の維持・改善及び地域の安全・安心を守るための活動だと考えています。
これから 50 年 100 年と区・自治会活動を継続していくためには、地域住民の皆様の
ご理解、ご協力なくして叶えることはできません。今後とも、各区・自治会、各地区連合
組織及び本連合会の発展と住みよいまち三田の実現に向けて、皆様のあたたかい見守りと
激励をお願い申しあげ、私のあいさつといたします。
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三田市区・自治会連合会が創立 50 周年を迎えられましたことを
心からお祝い申しあげます。
貴会は昭和 47 年の創立以来、区・自治会相互の連携と友好を深めるとともに、自治会
活動の活性化に向けた様々な取り組みにより、防災、防犯、環境美化、福祉の向上など、
安全・安心なまちづくりに多大なるご尽力を賜っております。
歴代役員の皆様をはじめ、半世紀の長きにわたり地域の中心的な役割を担ってこられた
会員の皆様のご努力とご苦労に、深く敬意を表しますとともに心から感謝申しあげます。
コロナ禍において、人々の価値観や生活様式は以前にも増して多様化・複雑化しており、
より住民ニーズに沿ったまちづくりが求められます。これまで培われた豊富な見識と経験
を基に、安心と幸せが感じられる住民自治の要として、今後も本市とともに協働のまちづ
くりを一層進めていただけることをご期待申しあげます。
結びに、三田市区・自治会連合会の限りないご発展と皆様のご健勝、ご活躍を心から祈
念いたしまして、お祝いの言葉といたします。
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区長会への出頭通知
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自治会って何のためにあるの？
防犯・防災活動

親睦・交流

環境美化

子どもの見守り

夏祭り、ハイキングなど

ゴミステーションの管理

避難訓練

イベント開催

公園・道路の清掃

情報共有

地域福祉

文化・スポーツ

行政からの案内などの
回覧・掲示

挨拶や声かけなど
高齢者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

クラブ・サークル活動
地域伝統行事

他にも様々な活動をしています。身近なイベント・行事に参加することから始めてみませんか。

自治会加入のメリット
●地域の困り事は自治会に相談することで、課題が共有され、解決する場合もあります。
●自分の持ち味を発揮し、地域に貢献することで達成感を得ることができます。
●災害時こそ、ご近所力が発揮されます。
●回覧板や掲示板にはくらしにかかわる情報が満載！
●子どもから高齢者まで幅広い世代と交流できます。

こんな自治会あったらいいな
あなたの力が活かせる自治会

柔軟な対応ができる自治会

今までの経験や得意なことを、あなたの住んでいる自治

高齢や共働き等の理由で役員ができない。

会の活動に役立ててみませんか？

⇒役員の免除や負担軽減等の対応

イベント企画、パソコン、スマホのスキルアップなど…

⇒イベント時のボランティアスタッフ募集

多世代で楽しめる自治会
子ども、子育て中のパパ・ママ、学生、中高年、単身者
等、赤ちゃんから高齢者まで誰もが参加できるイベント

…区･自治会に加入希望の方は…
ご近所の区・自治会役員または
三田市区・自治会連合会事務局まで

等の開催により、地域交流の輪が広がります。

令和 3 年度

ご連絡ください。

主な活動実績（研修会・セミナー）

○人権研修会（令和 3 年 10 月 13 日実施）
「サラーマット～あなたの言葉で～」
（SNS 時代における外国人の人権）
コロナ禍のため参加者を常任理事会メンバーに限定したうえで、人権問題を身近なこととしてとらえ、
課題の抽出や意見交換をおこないました。

○地域活動セミナー（令和 3 年 10 月 30 日実施）
「持続可能な地域づくりに向けて～地域活動の担い手創生・加入促進～」
馬袋 真紀 氏(朝来市総合政策課課長補佐・与布土地域自治協議会部会長)
約 70 名の参加者のもと、朝来市与布土地域での先進的な取組みについて
ご講演いただき、積極的な質問や発言もあり、有意義な講演会となりました。

○区長・自治会長研修会（令和 4 年 1 月 22 日実施）
「いざという時に備えて～自治会に求められる災害時の役割～」
増田 憲一 氏（三田市危機管理課参事）

