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 はじめに

 

自治会は、同じ地域に住む人々が 

生活環境の改善や、親睦、相互扶助のために 

集まった組織であり、市内には、 

３５の自治会があります。 

自治会が取り組むさまざまな活動により、 

私たちのまちは、住みよいまちとなっています。 
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 昭和４３年度～昭和４８年度 … 『駐在員制度』 

首長委嘱の駐在員が各行政区で住民の福祉の増進と円滑な行政運営のための事務を行う 
 

 昭和４９年度～平成２０年度 … 『地区世話人制度』 

３５行政地区単位で非常勤特別職の地区世話人を各３５自治会に１人ずつ配置し、広報・

保健・環境・福祉・安全・コミュニティづくりに関する事務を行う 
 

 平成１７年度 

「第４次春日市行革大綱 第４次推進計画」に「自治会活動の 

総合的支援のあり方について検討」が項目として追加！ 
 

・自治会へのヒアリング 

・ワークショップの実施 

・地区世話人に対する依頼業務調査の実施 

・包括的地域支援策検討委員会の設置 etc. 

 

 

 

 

 

 

①自治会組織の再編成 

地区世話人制度等の廃止 

・区長（地区世話人） 

・公民館長（生涯学習推進委員） 

・環境推進員 

などの制度廃止 

 

●自治会長を中心とした地域組織に！ 

   自治会組織と公民館組織の 

二重構造による弊害の解消 

●自治会は行政と対等なパートナーに！ 

●公民館は指定管理へ！ 

 

新たな地域組織で、 

自治会と行政による 

協働のまちづくりを推進！ 

②まちづくり交付金の創設 

区長、公民館長報酬 

地区祭運営、広報事務取扱補助 

地区公民館運営補助 など 

 
補助金は「まちづくり交付金」１本に！ 

地域の特性を生かした活用が可能に！ 

申請事務の簡素化！ 

 

③自治会連合会の設立 

各自治会の緩やかな連合体として 

「春日市自治会連合会」を設立 

 
中学校区単位での自治会事業の相互協力！ 

自治会間の情報共有化！ 

研修事業の充実！ 

 

このままで 

いいのかなあ？ 

３
年
間
し
っか
り 

検
討
し
た
結
果 

一本化 

 
春日市の自治会制度の遷り変わり 

うつ 
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各地区自治会の主な活動

は、大きく分けて、「自治会

事業」と「公民館の管理運営」

の２つがあります。自治会事

業とは、防犯パトロールや高

齢者の見守り、資源回収など

地域の課題に対応した事業

や、夏祭り、敬老会、地区だ

よりの発行など住民同士の

ふれあいに関する事業です。 

また、春日市では公民館を

効果的に管理・運営するため

に、自治会を指定管理者とし

ています。 

 

 

みんなで守ろう♪ ～防犯・防災～ 
春日市では、市内のあちらこちらで子ども達の

登下校の見守りが行われています。活動の一環と

して、３ヶ月に１度、市内で一斉に夜間パトロー

ルも行っています。このような活動により、高齢

者や子ども達の安全・安心が守られています。 

 また、市内全３５地区全てに自主防災組織が設

立されており、地区毎や中学校区毎などで防災訓

練を実施しています。この訓練には中学生をはじ

めとする子ども達が多数参加しています。 
 

みんなでつながろう♪ ～各種サロン～ 
春日市内の多くの自治会では、高齢者や未就学

児と保護者のためのサロンを開催しています。

これらのサロンは、住民同士がつながるきっか

けになり、交流を深める場になっています。 

 公民館に集まっておしゃべりをしたり、簡単

なゲームをしたり、バスハイクに行ったりと地

区によって開催内容はさまざまです。みんなで

楽しみながら活動しています。  

多彩な活動を展開する自治会 
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自治会連合会の主な活動は、

地域の課題解決や単独の自治

会だけでは困難な取り組みを、

共同で行うことです。また、

各自治会の意見を集約し、行

政との連絡調整を行い、連携

を図ることなどがあります。 

中学校区毎に行われる、ふ

れあい事業や自治会役員研修

会、委員会別研修会等で、自

治会間の交流や情報交換を行

っています。また、市内の全

自治会で一斉に地区の清掃活

動を行っています。 
 

 

みんなで交流♪ ～校区別ふれあい事業～ 

春日市自治会連合会の方針「自立した自治会の

運営を目指し、中学校区毎に自治会運営を推進す

る。」の一環として、平成２４年度から校区内自

治会の連携と絆を深めることを目的とした「ふれ

あい事業」を行っています。 

 グランドゴルフ大会やウォークラリー、ニュー

スポーツ大会などさまざまな内容で老若男女を

問わず多くの住民が参加しています。 
 

みんなでお掃除♪ ～クリーン作戦～ 

春日市自治会連合会主催として、各自治会が中心

となって実施しています。 

春と秋の年に２回、市内全域で一斉に地域の清掃

活動に取り組んでおり、日頃から利用している道路

や公園などをきれいにするとともに、空きびんや空

きカンなどのごみを拾うことで、「ポイ捨て防止」

などの啓発やマナーアップに取り組んでいます。 

コミュニティ・スクールの浸透により、多くの中

学生が参加しています。 

地域コミュニティを推進する自治会連合会 
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小倉地区自治会 須玖南地区自治会 昇町地区自治会

正月行事「嫁ごの尻たたき」は、嫁が
家にいつくよう、子宝に恵まれるよ
う、子どもたちがワラで新婦のお尻を
たたきます。

「カフェ　みなみ」オープン。
水曜日の午後に、老若男女問わずお待
ちしてます。コーヒーを飲みながらお
話しませんか？

「夏祭り・運動会」
住民ボランティアで準備
８００名の参加で一体感
「笑顔で明るく、元気な昇町」

小倉２丁目93番地３

℡092-573-8787、Fax092-573-8787

須玖南４丁目128番地

℡092-582-8730、Fax092-582-8730

昇町５丁目122番地

℡092-591-7221、Fax092-591-7221

弥生地区自治会 泉地区自治会 上白水地区自治会

サマースクールで公民館を開放。
夏祭りでは、子ども太鼓と盆踊りがコ
ラボ。大人も子どもも交流してます。

「福祉の泉」福祉ネットワーク推進
中。春、夏、冬に続いて、秋のイベン
ト企画中。

地区の人口が１位です。
夏祭りの盛り上がりは、最高です！公
民館では、ニギニギ体操もやってま
す。

弥生７丁目50番地

℡092-582-8412、Fax092-582-8412

泉２丁目４番地

℡092-571-4415、Fax092-571-4415

上白水６丁目77番地

℡092-582-6879、Fax092-582-6879

下白水北地区自治会 下白水南地区自治会 白水ヶ丘地区自治会

夏祭りを下白水北・南地区で合同開
催。南北住民が交流しています。
運動会も盛り上がっています。
是非、参加を！

夏祭りを下白水北・南で合同開催。南
北住民が交流しています。
餅つき大会では、イチゴ大福もやって
ます。是非、参加を！

健康ウォークラリー大会を開催。
参加者の英知を結集し、園路内の６ヶ
所のミッションクリアに挑みます。

下白水北４丁目19番地

℡092-571-4146、Fax092-571-4146

下白水南３丁目44番地

℡092-593-2311、Fax092-593-2311

白水ヶ丘３丁目46番地

℡092-582-6885、Fax092-582-6885

春日中学校区

春日西中学校区

我がまち自慢！うちのまちここが推し！
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大谷地区自治会 小倉東地区自治会 宝町地区自治会

文化・スポーツの中心地にありま
す。夏祭り、運動会、文化祭で地域
住民との交流、親睦、団結を図って
います。

「安全・安心な、住みよい小倉東」
コンパクトな故に、住民同志の小さ
なつながりを大切にし、大きく育て
ています。

毎週金曜日に夜間パトロールやって
います。参加の皆さんが、心を揃
え、整列し、拍子木を鳴らし、地域
の安全を願います。

大谷４丁目７番地１
℡092-574-5656、Fax092-574-5656

小倉東２丁目22番地
℡092-571-0901、Fax092-571-0901

宝町４丁目15番地３
℡092-582-9995、Fax092-582-9995

ちくし台地区自治会 千歳町地区自治会 光町地区自治会

「おうち・カフェ」やってます。
語らいの場・相談の場として、毎週
月曜の午後にお待ちしています。

「住みよき千歳　深まる絆」
防災訓練、見守り活動など、みんな
でつくる安全安心まちづくりを進め
ています。

「人が光る　町がひかる」
見守り活動では、支援者の交流を実
施。８０歳以上の方にはプレゼント
を持って訪問しています。

ちくし台３丁目92番地２
℡092-582-7254、Fax092-582-7254

千歳町３丁目32番地１
℡092-581-3559、Fax092-581-3559

光町２丁目180番地１
℡092-581-9288、Fax092-581-9288

大和町地区自治会 若葉台西地区自治会 若葉台東地区自治会

合言葉は、「ご近助が命を救う」。
住民間のつながりを大切にし、高齢
者や子ども達の見守り活動を進めて
います。

サークル活動が盛んな自治会を目指
しています。より住みやすい若葉台
西となるよう取り組んでいます。

”あいさつ”と”笑顔”の絆でつく
る若葉台東。街角に「花の額縁」。
笑顔いっぱい花いっぱい活動実施
中。

大和町２丁目16番地２
℡092-582-1140、Fax092-582-1140

若葉台西３丁目４番地１
℡092-571-4360、Fax092-571-4360

若葉台東２丁目86番地２
℡092-591-8979、Fax092-591-8979

春日東中学校区

～春日中校区・春日西中校区・春日東中校区～
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春日南中学校区

大土居地区自治会 岡本地区自治会 桜ヶ丘地区自治会

一番新しい公民館です。
餅つき大会では、いろんな種類のお餅
が味わえます。「現役世代交流会」も
好評です！

遺跡出土中！
夏の神事として、「岡本どんかん祭
り」やってます。

防災意識が高く、多くの住民が防災訓
練に参加します。
夏には、魚とり大会やってます。是
非、来てね！

大土居３丁目148番地３

℡092-596-4743、Fax092-596-4743

岡本３丁目65番地

℡092-571-4161、Fax092-571-4161

桜ヶ丘７丁目１番地２

℡092-592-5567、Fax092-592-5567

塚原台地区自治会 天神山地区自治会 松ヶ丘地区自治会

みんなの力で地域を守る。
パトロール活動は、地域のみんなで力
を合わせ、塚原台を見守っています。

八女市立花町松尾百笑村と交流してま
す。
「住んでてよかった天神山」を感じて
ください！

交流と融和のために、まつりや餅つき
大会をやっています。共に活動するこ
とで、”ふるさと松ヶ丘”を実感して
います。

塚原台１丁目76番地２

℡092-595-0340、Fax092-595-0340

天神山１丁目53番地

℡092-572-7323、Fax092-572-7323

松ヶ丘５丁目35番地

℡092-595-0686、Fax092-595-0686

紅葉ヶ丘地区自治会 白水池地区自治会 惣利地区自治会

おいでよ、ハロウィーンパーティー！
仮装した子ども達が出現します。高齢
者には誕生日訪問を。みんな仲良しな
紅葉ヶ丘です。

秋に開催の「白水池フェスタ」。ふれ
あい・憩いの場として、みんな参加
OK。ガーデンスタイルでコーヒー、
お茶、お菓子をどうぞ！

ゾーン３０で交通安全。
惣利を好いとう人がいて、惣利のため
に、平成龍が舞う。

紅葉ヶ丘西４丁目１番地１

℡092-581-9621、Fax092-581-9621

白水池２丁目48番地

℡092-502-9200、Fax092-502-9200

惣利３丁目133番地１

℡092-595-1705、Fax092-595-1705

我がまち自慢！うちのまちここが推し！
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　　　 春日北中学校区

サン・ビオ地区自治会 須玖北地区自治会 日の出町地区自治会

フレンズ会が大活躍！
10種の同好会が、特技を生かして活動
中。まずは、公民館に来てね！

地域の子どものパワーを活かし、共に
創る地域活動を目指しています。お楽
しみ夕べシリーズ好評開催中！

地域の子どもたち、小学校、中学校の
コミュニティスクールを応援してま
す。開かれた公民館に遊びに来てね。

大和町５丁目１番地４

℡092-592-5554、Fax092-592-5554

須玖北５丁目151番地

℡092-581-6624、Fax092-581-6819

日の出町２丁目61番地12

℡092-582-9998、Fax092-582-9998

春日地区自治会 春日公園地区自治会 春日原地区自治会

「春日の婿押し」は、国指定重要無形
民俗文化財です。
御池での樽せりは迫力満点です。

公団を中心とした、学園都市です。小
学校、中学校、春日高校、九州大学が
あります。

地区の世帯数が１位です。
公民館をみんなの居場所として、子ど
も達や高齢者に開放しています。是
非、来てね！

春日１丁目111番地

℡092-571-4149、Fax092-571-7921

春日公園１丁目47番地

℡092-582-8782、Fax092-592-5888

春日原南町４丁目37番地84

℡092-591-6000、Fax092-591-6000

春日原南地区自治会 平田台地区自治会

観桜会やってます。
敷地内に大きな桜がありますので、み
なさん見にきてね！

地域を支え合い、高齢者を見守る。地
域の交流の輪を広げ、支えられる人、
支える人とのつながりを大切にしてい
ます。

春日原南町４丁目52番地２

℡092-582-9169、Fax092-582-9169

平田台４丁目32番地

℡092-595-0100、Fax092-577-7118

春日野中学校区

～春日南中校区・春日北中校区・春日野中校区～

春日市公民館の木版画は、

サン・ビオ地区在住の岡野幹雄様の

作品です。（平成25年12月）

 


