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インスピレーションになろう

ＲＩ会長 バリー・ラシン
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「想いを繋ぎ 地域と国の発展に奉仕する」
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【会長報告】
土屋（崇）会長エレクトのお母様が１０日に亡
くなられ昨日幹事とご自宅を弔問させて頂き
ました。心よりご冥福をお祈り致します。
先週の、補佐を交えたガバナー会長会議は
「３年後のガバナーを飯能から」
というお願い
でしたが、
「３年後」
に関してはお断りする事と
なりました。目標でもありましたが私の努力
不足で申し訳ありませんでした。
２２日第３Ｇ
会長幹事会でよく説明し頭を下げてきたいと
思っております。
是非よろしくお願いします。
【幹事報告】
第７・８回理事会議事録配付。
「ロータリー
手帳」ご希望は本日中に。土屋（崇）会員御母堂
葬儀日程、
本日欠席の方にはＦＡＸ通知します。
【委員会報告】なし
◎本橋会員より
１４日ＢＳテレ東２１時～我が家が放送されま
す。
私事で恐縮ですがご覧頂ければと思います。
【出席報告】ＭＵ・無届欠席０ 細田
（伴）出席向上委員
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【結婚・誕生日祝】
杉田親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
齋藤君、大附君、馬場君、矢島（高）君

大野（康）君、細田（吉）君、川口君
◇結婚記念日おめでとう
市川君、大木君、森君、田中君、齋藤君
◇会員誕生日おめでとう
５細田
（吉）
君、
８増島君、
１１細田
（伴）
君、
五十嵐君
１
２加藤君、
２８矢島（高）君
◇夫人誕生日おめでとう
１木川夫人、１２福島夫人
２０細田（吉）夫人、川口夫人、２４小川夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・和田様、本日は卓話有難うございます。
神田（康）君、細田（伴）君、新井（景）君、矢島（巌）君
山川君、服部君、加藤君、市川君
・入会記念お祝い有難うございます。大附君
矢島（高）君、馬場君、大野（康）君、川口君
・誕生日お祝い有難うございます。矢島（高）君
加藤君、細田（伴）君、細田（吉）君
・結婚誕生日お祝い有難うございます。
大木君、田中君
・妻のお誕生日お祝い有難うございます。
福島君、小川君、木川君
・早退します。 半田君、吉田（行）君、前島君
本日計６０，
０００円、累計額６６３，
００１円。
◎２０日例会当番は五十嵐、都築会員です。
【卓
話】
講師紹介
加藤出席向上委員長
東京商船大学
（現・東京海洋大学）
を卒業後、
三井船舶
（現・商船三井）
の航海士として世界を
飛び回っておられました。
その後、
企業３社の
代表取締役を務められ、
現役時代は所沢ＪＣで
活動、所沢商工会議所の副会頭もされました。
６０歳で全ての仕事をお譲りになり、
並木正芳
衆議院議員の公設秘書や、銀行からの依頼に

より大手銀行立て直しのため病院の事務長を
されたり等、
多彩な経歴をおもちです。
新所沢
ＲＣに入会し所沢中央ＲＣの設立に関わり、
チャーターメンバーとしてご活躍。
ＲＣ歴３３
年のベテランです。
３年位前にＲＣを卒業され
飯能に戻られた時、
「是非飯能に」
と声をかけた
のですが
「もう卒業だ」
と言われました。飯能
市自治会の現状と問題点、地域から世界への
思いという事でご講話を頂きます。

飯能市内自治会の現状と問題点
そして地域から世界への思い
飯能市自治会連合会 会長
一丁目町内会 会長

和 田

毅様

今、加藤さん、町田さんは副会長で、いろ
いろお世話になっています。
市内に自治会・町内会は１３６ございます。
「町内会」
と言っているのは「一丁目町内会」一
つだけ。
あとは
「自治会」
です。
その連合組織が
「自治会連合会」
（自治連）
という事になります。
自治連の目的は各自治会の親睦が第一目標
で、難しい事をやっているわけではないので
すね。それと自治会長さんの研修。市との関
わりが強いので、行政の事を勉強して頂かな
いと自治会長も務まりませんので、そういっ
た事を中心に研修をたくさんやっておりま
す。
「自治会でこういう事をやります」
とトッ
プダウンで行うような事はほとんど無く、親
睦を中心にお互いに情報交換をするような組
織です。
加入世帯数は２５，
３３５世帯。自治会の規模
はバラバラです。
「一丁目」
は昔は１，
２００世帯
でしたが今は７８２。
だいぶ様変わりしました。
今、世帯数の大きいところは「双柳」
１，
５８５世
帯、
「川寺」１，
３７４世帯、
「柳原」１，
２４９世帯、
「中山」
「笠縫」
「前田」
と続き、
「一丁目」
は７番
目。小さいところでは吾野支部の「青場戸」
「高山」
「高畑」
が４世帯。小さなところと一緒
に会議をしてもなかなか話が通じません。こ
の辺が自治連の一番の悩みどころです。
１３６の自治会は１３ある行政センターと同
じ数の１３支部に分かれています。
一番大きい
のは「飯能支部」で１１自治会６，
３４３世帯。
小さいところはその１０分の１位なので、支
部別でも話が通じないというのが実情です。
「東吾野支部」
は１９自治会６９９世帯。５０世帯
以下の自治会が４５で、全体の３分の１。自治
会の５６％は１００世帯以下。小さい規模の自治
会がたくさんあるという事で、なかなか運営
に苦労しているというのが実態です。
自治会加入率７３．
５％をもっと上げたいの
ですがなかなか思う通りにいきません。原因
は「入ってもメリットが無い」
「用を押し付け
られる」等で若い世代が加入しない事。そし
て、人口はどんどん減っているのに世帯数が
増加しているのです。Ｈ１０～３０年で飯能市の
世帯数は２７％増えました。子どもが独立して
新世帯を作り、元の家は年寄り夫婦だけ。若
い人は加入せず、分母
（世帯数）
だけ大きくな
る。加入率低下の一番の原因だと思います。
飯能市の人口はＨ１
７年、
８３，
１８６人をピーク
に今は８万人を割っています。総務省予測で
は２０３０年、約７万人。２０４５年、５５，
９００人。
このままいくと自治会も運営が成り立ってい
かないのではないかと思います。

小さい自治会は合併し
て大きく出来ないかと相
談しているのですが、山
間部で谷筋の違う自治会
同士が合併しても、隣り
への連絡に山があって行
けない、神社やお祭りの
維持管理等、問題がいろ
いろあって難しいのです。
しかし１０年後位になる
と現状では維持出来ない。
新しいかたちを見つけて再編成しないともた
ないと申し上げてはおります。
加入率を下げる原因はもう１つあります。
新しい介護施設がポンと１つ出来ると１００
世帯増えますが、そこの方々が自治会に入る
事はありません。
自治会も今、いろんな問題を抱えています。
「民泊」
の登録をしているのは飯能では４軒で
すが、全国的にはゴミ、騒音、犯罪利用等で
問題が起こっている。自治会でどう対応する
のか。これから問題になると思います。コン
ビニで鍵の受渡しが可能なので、駅前のコン
ビニで鍵をもらい、支払いもコンビニで済ま
せる。貸す人と借りる人が直接顔を合わせな
いような
「民泊」が都内では始まっています。
「ゴミ集積所」の管理、掃除等は自治会の人
が交代でやっているのですが、加入していな
い人がルールを守らず勝手にゴミ出しをして
揉め事になります。他所では「自治会員でな
ければゴミを出してはいけない」という事で
裁判沙汰になり、自治会は負けましたから、
ゴミ捨て場は話し合いの下に使用してくださ
いとお願いしています。
「防犯灯」維持管理は自治会には出来ないと
自治連が市にお願いして、昨年末までに全て
の防犯灯をＬＥＤに交換。安くなった電気料
をリース料としてリース会社に市が支払う形
に今年からなり、
「防犯灯」の維持管理は自治
会から離れました。
「自治会費」自治会によってバラバラで、月
２００～２，
７５０円。月５００円が多い。
「一丁目」
は入会金５００円、
月４００円です。全国には入会
金２４万円、年２万４千円というところもある。
入会金１５万円は結構多い。別途
「消防団費」
を
１万円取るところもある。
飯能では
「神社維持
費」
を強制している自治会もあり、
いろいろな
訴えが自治連に来ています。福岡の自治会費
０円という自治会では何かをやる毎に会費を
集めるようです。
また、
市の非常勤職員として
自治会長に報酬を出すところもあります。
自治連では「はんのき賞」という飯能市市
民憲章推進協議会の顕彰制度を継承し、総会
時に、ボランティア活動を行っている個人・
団体等に表彰を行っています。
「自治会は行政の重要な協働のパートナー」
であり、市から補助金をもらいながら、さま
ざまな部署からの業務を代行しております。
「自治連合会だより『絆』」を年２回発行し
自治会活動や研修のもようを記事にして全戸
配布しています。
「はんのき賞」
「シラコバト賞
（埼玉県）
」
へのご推薦を頂ければと思います。
自治連の会長は充て職が多く、就任時に市
職員からもらった一覧に２５もの役職があり
ビックリしました。社協の副会長、赤い羽根
共同募金の副会長、等。全部は出来ないので
一部は副会長に振っています。これからも一
生懸命やりますのでよろしくお願いします。

