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★町内会などへの支援メニュー

本市では、皆さんの地域での活動を応援するために、活動助成などの支援制

度を設けています。気軽にご相談ください。

（この内容は、平成2９年３月現在のものです。内容は変わることがあります）

◆地域コミュニティの活性化

◇住民自治組織報奨金

町内会活動全般に対する支援制度です。

☆対 象 住民自治を進めるため、活動を行なっている町内会

（前年の１０月１日までに設立されていることが条件）

☆内 容 ①均等割額 1町内会・自治会…8,000円

②世帯割額 1世帯 … 340円（平成28年改定）

★問合せ先 地域生活課市民活動係 (（0143）25-2223

◇町内会自治会会館建設資金等融資

町内会・自治会が会館を建設、整備するなどの場合に、建設費等の一部を貸
し付けています。認可地縁団体であることなど要件があります。詳細はお問い
合わせください。

①「会館の新築、増改築または改修」、「会館として使用する建物の取得」の場合

☆融資額 100万円～2,000万円以内（ただし、対象経費の90％以内）

☆償還期間 ・1,000万円以下→15年以内

・1,000万円を超えて2,000万円まで→20年以内

②「会館用地、駐車場用地の取得」の場合

☆融資額 100万円～1,500万円以内（ただし、対象経費の90％以内）

☆償還期間 15年以内

☆融資利率（平成28年 4月1日現在）

※利率は変動します。

★問合せ先 地域生活課市民活動係 (（0143）25-2223

償還期間 利率

5年以内 1.00%

5年を超え10年以内 1.20%

10年を超え20年以内 1.40%
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町内会・自治会が地域活動やコミュニティの拠点として活用する町内会館を保
有維持し、または新たに取得する場合に市が費用の一部を補助するものです。認
可地縁団体であることなど要件があります。詳細はお問い合わせください。

★問合せ先 地域生活課市民活動係 (（0143）25-2223

事業区分 補助率・額 対象、要件等

① 耐震診断 2/3以内 上限 30万円 ・木造3階建てまでの会館

② 耐震改修 1/2以内 上限 300万円 ・耐震診断の結果がNG

③ 一般改修・増改築
1/2以内 上限 300万円

※複数町内会の場合
1/2以内 上限 600万円

・耐震性がある会館
（耐震性がない場合は耐震改修が必要）

・120万円以上の工事に限る

④ 新築・建替
1/2以内 上限 600万円

※複数町内会の場合
1/2以内 上限1,200万円

・新築のための解体費は対象

・土地代は除外

⑤ 会館取得
1/2以内 上限 300万円

※複数町内会の場合
1/2以内 上限 600万円

・耐震性がある会館に限る

（耐震性がない場合は耐震改修が必要）

⑥ バリアフリー改修

（平成 28年度新設）
1/2以内 上限 30万円

・屋内外の段差解消
・手すりの取り付け
・和式便器の洋式化
・床のフローリング化
・階段・床の滑り防止対策
上記の小規模な改修に限る
・耐震性の有無や認可地縁団体で
あることを問わない
・10万円以上の工事に限る

◇地域コミュニティ拠点整備補助金

◇市民活動センター

市民活動センターは、市民活動の拠点施設として平成 18年 6 月に開設しまし
た。営利を目的としない市民活動団体やボランティア、NPO 法人、公益活動団
体、また町内会などの資料作成、情報発信、活動の発表や打合せ、交流の場と
して、多くの市民の活用をお待ちしています。町内会関係では、総会や役員会
資料などの印刷で利用する方が増えています。

☆開 館 月曜日～金曜日/10時～21時、土曜日/10時～17時

☆休館日 日曜日、祝祭日、年末年始

☆打合せ 利用は無料で20人程度まで利用可能

☆コピー機 ①モノクロコピー：A3サイズまで 片面1枚10円

②カラーコピー ：B4サイズまで 片面１枚50円

A3サイズまで 片面１枚80円

☆印刷機 モノクロ印刷、1製版40円、A3サイズまで（印刷用紙は持参のこと）

☆展示機能 利用は無料。写真展や絵画展など、個人･団体活動の発表の場として利用

可。※町内会の活動にも利用されています。

★問合せ先 市民活動センター（地域生活課市民活動係）(（0143）25-7070
住 所 室蘭市海岸町1-20-30室蘭市港湾部庁舎１階
ホームページ http://www.kujiran.net/katsudo/
Ｅ メ ー ル katsudo@kujiran.net

http://www.kujiran.net/katsudo/
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◇まちづくり活動支援補助金

魅力あるまちづくりのため、市民が地域の活性化や課題解決を目的に取り組
む、自主的で継続的なまちづくり事業を応援します。詳細はお問い合わせくだ
さい。

☆対象事業 (１)スタートアップ事業

市民生活の向上やイベント等の開催により

地域活性化や賑わいの創出に資する公益的な事業

(２)地域 en（えん）づくり事業

地域の安心・安全の推進や地域交流等、地域課題の解決を図るため、年

間を通じ定期的に行う事業（季節要因により期間が限定される場合は、

当該期間を通じ定期的に行う事業）

※ただし、市の他の補助を受けているもの、事業効果が特定の団体や個人に帰

属するもの、団体の運営、政治・宗教及び営利を目的とする事業は除く。

☆対象団体 市内に活動拠点があり、団体構成員が５人以上で責任を持って事業を実施

できる団体

☆補助額等

※地域 enづくり事業の４年目以降については、事業の評価・検証をもとに継続が可

となった場合において申請できるものとする。

☆募集時期 年２～３回（広報紙及び報道機関を通じて募集）

☆申し込みから事業実施までの流れ

①事業の申し込み
②事前協議・事前審査の実施
③室蘭市市民協働推進委員会による
選考会でのプレゼンテーション

④補助事業の決定
⑤補助金交付申請
⑥補助金交付決定
⑦事業開始

★問合せ先 市民活動センター（地域生活課市民活動係）(（0143）25-7070
住所 室蘭市海岸町1-20-30室蘭市港湾部庁舎１階

事業の種類 スタートアップ事業 地域 en（えん）づくり事業

１年目
補助対象経費の１０分の８以内

限度額２０万円以内

補助対象経費の１０分の１０以内

限度額３０万円以内

２年目
補助対象経費の１０分の６以内

限度額１５万円以内

補助対象経費の１０分の８以内

限度額２０万円以内

３年目
補助対象経費の１０分の４以内

限度額１０万円以内

補助対象経費の１０分の８以内

限度額２０万円以内

４年目
補助対象経費の２分の１以内

限度額１５万円以内

５年目
補助対象経費の２分の１以内

限度額１５万円以内
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町内会連合会には、１５の地区連合町会があり、市内１５９の町内会・自
治会のうち１２５団体（平成 29 年 3 月現在）がそれぞれの地区連合町会に
加盟しています。
情報交換、研修等を通して、会員相互の交流を図り、地域の様々な課題に

対する認識の共有など、町内会間の連携を推進する役割を担っています。ま
た、市や関係団体との連携により、地域からのまちづくりを目指しています。
☆主な活動

・研修会、交流会の実施（まちづくり講演会、先進都市視察研修等）

・市との連携・対話の推進（地区懇談会、市長との意見交換等）

・町内会加入促進活動等

・関係団体との連携(北海道町内会連合会、胆振管内町内会連絡協議会の会議等)

・北海道町内会連合会共済（略称、道町連共済）の加入受け付け

★問合せ先 室蘭市町内会連合会 (（0143）83-6277

住所 室蘭市幸町１－２（室蘭市役所 １階建築指導課向かい）

開設時間10：00～15：45（平成29年3月現在）

◇コミュニティ助成

一般財団法人自治総合センターが、コミュニティの健全育成を図るとともに、
宝くじの普及広報を目的として行う助成制度です。
☆対象事業 ①一般コミュニティ （コミュニティ活動に直接必要な物品の購入）

②コミュニティセンター（集会施設の建設又は修繕、備品の整備）

③自主防災組織育成 （防災活動に必要な施設及び設備の整備）

④青少年健全育成 （主として親子で参加するソフト事業）

☆対象団体 市町村（事業実施主体は町内会をはじめとしたコミュニティ組織）

☆補助額等 ①上限250万円、下限100万円

②対象事業費の5分の3以内、上限1500万円、下限50万円

③上限200万円、下限30万円

④上限100万円、下限30万円

☆募集時期 例年、前年の７月頃

★問合せ先 地域生活課市民活動係 (（0143）25-2223
室蘭市町内会連合会 (（0143）83-6277

◇室蘭市町内会連合会

【道町連共催】
町内会活動中の事故に見舞金が支給される会員相互の助け合
い事業

☆対象範囲
＊個人加入…町内会の会員で町内会活動に参加する人
＊役職加入…町内会の役員
＊回覧板や広報紙の配布等、家族の方が代わって役割を果た
しているときの事故も、同居する家族のうち1人を代理とし
て認められます。

☆共済会費 1人・年200円（年度途中の加入も同額）
☆共済期間 4月1日から3月31日までの1年間
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◆防犯・防災

◇街路灯設置・維持費助成

町内会等が設置する街路灯(防犯灯)の工事費及び電気料の助成を行なってい

ます。

☆設置費助成

・設置対象数 その年度で対象数が変わりますので、お問い合わせください

・助成額 １灯当たり設置費の２/３以内で、40,000円を限度

・対象灯具 省エネ型街路灯（発光ダイオード（LED）、無電極ランプ）

☆電気料助成

・60W以内の街路灯 …全額

・60Wを超える街路灯…60W相当額を限度

★問合せ先 地域生活課市民活動係 (（0143）25-2223

◇不審者対策安全パトロール

不審者被害から子どもを守るパトロール活動を通して、安全で安心して暮らせ
る地域づくりを進めるため、町内会、学校、地域の団体等が連携した活動を支
援しています（地区連合町会規模での推進協議会）。

☆新規団体 30万円程度の物品支援

☆継続団体 5万円程度の物品支援

※ ジャンパー、旗、車両用マグネット、帽子等その他

各町内会へジャンパー及び車両用マグネットシートの

貸出もしております。

★問合せ先 地域生活課生活安全係 (（0143）25-2380

◇自主防災組織補助金

自主防災組織による防災活動に必要な資機材等の購入について、補助金を交

付することにより、地域における自主的な防災活動の充実を図ります。

☆対象団体 自主防災組織

（規約や防災計画を定めていること）

☆補助金額 防災資機材等の購入に要する費用の額とし、

世帯数に応じて交付

交付は一つの組織に対し１回限り

1,000 世帯を超えるときは、100世帯ごとに10,000円を加算

★問合せ先 防災対策課 (（0143）25-2244

加 入

世帯数

10～
49

50～
100

101 ～
200

201 ～
300

301 ～
500

501～
700

701～
1,000

上限額 2 万円 4 万円 6 万円 8 万円 10 万円 12 万円 15 万円
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◆ごみ減量･リサイクル

◇資源回収奨励金

ごみは貴重な資源です。私たちの日常生活から排出されるごみの中には、新
聞、雑誌、ダンボール、びん、金属など資源が沢山ふくまれています。

このような資源を地域の皆さんが集め資源回収業者に引き渡すのが、資源回
収です。資源回収は限りある資源のリサイクルになり、ごみの減量、また、地
域コミュニケーションの場の提供にもなっています。

市では、この資源回収を推進するため、回収団体に奨励金を交付しています。

☆対象団体 原則として、年間2回以上資源回収を計画的に実施し、また、10世帯

程度以上の規模で、室蘭市に居住している住民で組織されている営利を

目的としない団体（具体的には、町内会・自治会、老人クラブ、子ども会、

婦人部、PTAなど）

☆交付金額 回収業者に引き渡した重量に対し、１ｋｇあたり1.8 円を乗じた金額と

通信等の事務に要する経費として半期ごとに900 円を加えた金額を交

付します。

★問合せ先 環境課 (（0143）22-1481

住所 室蘭市御崎町１丁目75-7

◆各種懇談会及び勉強会

◇町会長･自治会長懇談会

市内の町内会･自治会長を対象に、毎年、6月または 7月に開催。

市長をはじめ、所管課が出席し、課題やまちづくり全般について話し合って

います。

※懇談会では、町内会･自治会長の永年勤続表彰も行なっています。

★問合せ先 地域生活課市民活動係 (（0143）25－2223

◇町内会女性会員懇談会

町内会の女性会員と市長の懇談会を毎年開催しています。

町内会活動や行事を行う上で、女性会員の力なしには成功することはできま

せん。皆さんが日々地域活動で工夫していること、困っていることなどについ

ての話し合いや、情報交換できる場となるよう開催しています。

★問合せ先 地域生活課市民活動係 (（0143）25－2223
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★町内会、室蘭市町内会連合会情報
◆町内会・自治会一覧（H28年度）

№ 町内会・自治会名 世帯数 会館 認可 № 町内会・自治会名 世帯数 会館 認可

1 絵鞆町会 947 ○ ○ 41 輪西東部五町会 51 ○

2 祝津町会 800 ○ ○ 42 稲荷ヶ丘自治会 201

3 港南町会 555 ○ ○ 43 宮下自治会 56 ○

4 増市町会 399 ○ ○ 44 見晴町会 35 ○ ○

5 小橋内町会 583 ○ ○ 45 幸晴町会 58

6 緑町会 157 ○ ○ 46 東町弥生町会 70

7 西小路町会 122 ○ ○ 47 弥生第一町会 80

8 沢町会 200 ○ 48 弥生第二町会 80

9 港町会 120 ○ ○ 49 弥生第三町会 168

10 泉町会 66 50 弥生第四町会 154

11 幕西町会 230 ○ ○ 51 弥生第五町会 94

12 海岸町レインボー町会 90 52 東町町会 173 ○

13 室蘭中央通り会 69 ○ ○ 53 東町伊丹来町会 78

14 中央町浜町会 108 ○ 54 東町三五町会 46

15 中央町三丁目町会 132 ○ ○ 55 東町中央町会 249 ○ ○

16 常盤町会 290 ○ ○ 56 新大和町会 255

17 清水町町会 181 ○ ○ 57 旭町会 230 ○ ○

18 幸町会 160 ○ 58 旭町自治会 171 ○ ○

19 本町会 208 ○ ○ 59 寿町町会 519 ○ ○

20 栄町会 248 ○ 60 寿三丁目町会 154 ○ ○

21 舟見町西部町会 340 ○ ○ 61 日の出町一丁目町会 362 ○ ○

22 舟見町中部町会 260 ○ ○ 62 日の出町二丁目中央町会 243 ○ ○

23 山手町見晴町会 66 63 日の出町 2丁目第一町会 88

24 山手町公園自治会 92 64 日の出町三丁目町会 217 ○ ○

25 日鋼新生活運動協力会 619 65 東町若園町会 104

26 新富町会 167 ○ ○ 66 サンライズ 2丁目町会 89

27 母恋北町町会 700 ○ ○ 67 中島東町会 270 ○ ○

28 母恋南町々会 1230 ○ ○ 68 中島町会 242 ○ ○

29 御前水町会 410 ○ ○ 69 中島第一町会 70 ○ ○

30 御崎町会 274 ○ ○ 70 中島中央町会 300 ○

31 瑞の江町会 165 ○ ○ 71 中島町親生町会 70 ○ ○

32 大沢町霞台町会 92 ○ ○ 72 中島西口町会 200 ○ ○

33 大沢台自治会 13 73 中島あすなろ町会 119 ○ ○

34 富之沢自治会 169 ○ ○ 74 中島民和会 550

35 輪西第一町会 84 75 日新町会 65 ○ ○

36 輪西第二町会 224 ○ ○ 76 竹の台第一町会 82 ○ ○

37 輪西第三町会 65 77 知利別第一町内会 86 ○

38 輪西中央町会 60 78 日鉄住金セメント隣友会 24

39 輪西東和町会 62 79 向陽富士見町会 64 ○

40 輪西水原町会 105 ○ ○ 80 竹の台町会 9
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◆町内会・自治会一覧続き

№ 町内会・自治会名 世帯数 会館 認可 № 町内会・自治会名 世帯数 会館 認可

81 知利別町中央町会 503 121 鈴かけ中央町会 216 ○ ○

82 知利別町楽山ヶ丘自治会 227 ○ ○ 122 港北中央町会 270 ○ ○

83 知利別ガーデンコミュニティー 57 123 港北町 2 丁目町会 80 ○ ○

84 知友会 18 124 港北新生町会 232

85 楽山三ツ和町会 239 ○ ○ 125 港北梅の台町会 151

86 東楽山町会 19 126 港北町会 695 ○ ○

87 宮の森町会 280 ○ ○ 127 高平町団地自治会 24

88 宮の森旭通り親交会 127 ○ 128 柏木町会 559 ○ ○

89 八丁平中央町会 832 ○ ○ 129 陣屋町会 292 ○ ○

90 八丁平町会 1185 ○ ○ 130 中幌萌町会 31 ○ ○

91 八丁平第一町会 168 ○ ○ 131 鈴かけ町会 153 ○ ○

92 高平南町会 60 ○ ○ 132 幌萌町会 188 ○ ○

93 楽山ゆめのさき町内会 275 133 香川町町会 27

94 08-C-1 自治会 39 134 白鳥台１丁目町会 347 ○ ○

95 ＩＤタウン町会 124 135 白鳥台木の実町会 85

96 高砂双葉町会 92 136 白鳥台 70R－1自治会 15

97 高砂緑ヶ丘町会 164 ○ ○ 137 白鳥台 70R－2自治会 24

98 高砂晴友町会 81 138 白鳥台G団地自治会 28

99 高砂第一町内会 325 ○ ○ 139 すみれ会 16

100 高砂ハイツ会 106 140 白鳥台みなみ町会 141 ○ ○

101 高砂第三町会 664 ○ ○ 141 白鳥台二丁目町会 225

102 高砂わかば町会 103 142 白鳥台第一町会 154

103 高砂町会 350 ○ ○ 143 第一鉄鋼白鳥台自治会 18

104 高砂中央町会 460 ○ ○ 144 白鳥台 3 丁目東町会 31

105 水元喜楽会 12 145 白鳥台 4 丁目 V1-1 自治会 18

106 水元すみれ会 18 146 白鳥台道営 75R－8自治会 34

107 水元新和会 12 147 白鳥台 V3－4 自治会 24

108 友和会 12 148 白鳥台 77R－11 自治会 18

109 水元ひまわり会 17 149 白鳥台 P団地友和会 21

110 水元町 40-2RCA 交友会 18 150 白鳥台 4 丁目しらかば町会 119

111 新生会 20 151 はまなす町会 93

112 白鳥会 16 152 白鳥台あかつき町会 234

113 あおぞら会 17 153 白鳥台中央自治商店会 50

114 水元町水交会 16 154 白鳥台中央町会 120

115 のばら会 20 155 白鳥台ひまわり町会 111

116 水元町会 417 ○ ○ 156 白鳥台 5 丁目東町会 138

117 天神町会 445 ○ ○ 157 崎守町町会 127

118 市営天神町団地自治会 18 158 石川町会 92 ○

119 高砂 4 丁目自治会 12 159 白鳥台 L1 区自治連合会 201

120 本輪西町会 870 ○
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◆室蘭市町内会連合会加入町内会一覧（H28 年度） 加入数 125 団体

№ 連合組織名 構成単位町会・自治会

1
港南地区連合町会 絵鞆町会 祝津町会 港南町会

（5団体） 増市町会 小橋内町会

2
みなと六町連合会 緑町会 西小路町会 沢町会

（6団体） 港町会 泉町会 海岸町レインボー町会

3
中央町六町連合会 幕西町会 室蘭中央通り会 中央町浜町会

（6団体） 中央町三丁目町会 常盤町会 清水町町会

4

蘭西七町連合会 幸町会 本町会 栄町会

（７団体） 舟見町西部町会 舟見町中部町会 山手町見晴町会

山手町公園自治会

5
蘭中地区連合町会 新富町会 母恋北町町会 母恋南町々会

（5団体） 御前水町会 御崎町会

瑞の江町会 大沢町霞台町会 富之沢自治会

輪西第一町会 輪西第二町会 輪西第三町会

6 輪西連合町会 輪西中央町会 輪西東和町会 輪西水原町会

（15団体） 輪西東部五町会 稲荷ヶ丘自治会 見晴町会

幸晴町会 旭町自治会 宮下自治会

7

東町弥生町会 弥生第一町会 弥生第二町会

弥生第三町会 弥生第四町会 弥生第五町会

東地区町会連合会 東町町会 東町伊丹来町会 東町三五町会

（19団体） 東町中央町会 新大和町会 旭町会

寿町町会 寿三丁目町会 日の出町一丁目町会

日の出町二丁目中央町会 日の出町 2丁目第一町会 日の出町三丁目町会

東町若園町会

8
八丁平連合町会 八丁平中央町会 八丁平町会 八丁平第一町会

（4団体） ID タウン町会

9

中島東町会 中島町会 中島第一町会

中島連合町会 中島中央町会 中島町親生町会 中島西口町会

（11団体） 中島あすなろ町会 中島民和会 日新町会

竹の台第一町会 高平南町会

10
知利別町連合町会 知利別第一町会 向陽富士見町会 知利別町中央町会

（6団体） 知利別町楽山ヶ丘自治会 楽山ゆめのさき町内会 知利別ガーデンコミュニティ

11
宮の森地区連合町会 東楽山町会 宮の森町会 宮の森町旭通り親交会

（4団体） 楽山三ツ和町会

12

高砂双葉町会 高砂緑ヶ丘町会 高砂晴友町会

東明地区連合町会 高砂第三町会 高砂第一町内会 高砂わかば町会

（11団体） 高砂町会 高砂中央町会 水元町会

天神町会 高砂ハイツ会

13
港北連合町会 港北中央町会 港北町二丁目町会 港北新生町会

（6団体） 港北町会 港北梅の台町会 柏木町会

14
本輪西地区連合町会 本輪西町会 鈴かけ中央町会 中幌萌町会

（5団体） 鈴かけ町会 幌萌町会

15

陣屋町会 白鳥台一丁目町会 白鳥台木の実町会

白鳥台地区連合町会 白鳥台二丁目町会 白鳥台みなみ町会 白鳥台第一町会

（15団体） 白鳥台あかつき町会 白鳥台中央自治商店会 白鳥台中央町会

白鳥台５丁目東町会 白鳥台ひまわり町会 崎守町町会

石川町会 白鳥台 4丁目しらかば町会 はまなす町会
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