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第１回 室蘭市町内会・自治会活性化推進会議 会議録

１．日 時

令和４年４月２８日 １３時３０分〜１５時３０分

２．場 所

室蘭市役所 ２階３号会議室

３．出席者等

（１）出席委員（１７名）

森川委員、田村委員、坂本（俊夫）委員、山田委員、井川委員、三木委員、赤石委員、小島

委員、坂本（瑞穂）委員、水落委員、塩越委員、小澤委員、島委員、佐藤委員、武田委員、

田所委員、稲場委員

（２）欠席委員（５名）

小林委員、黒川委員、福澤委員、日西委員、杉山委員

（３）事務局（６名）

生活環境部 佐野部長、地域生活課 中野課長、青山係長、西村主査

室蘭市町内会連合会事務局 渡部事務局長、北田局員

４．会議次第

（１）開会

（２）あいさつ

・室蘭市長 青山 剛

・室蘭市町内会連合会会長 沼田 俊治

（３）室蘭市町内会・自治会活性化推進会議の趣旨と概要

（４）委員、事務局紹介

（５）座長選出

（７）議事

① 町内会・自治会の現状と課題、活動の支援

② 他都市の取り組み

③ 今後の会議の進め方

（８）その他

（９）閉会

５．議事

① 町内会・自治会の現状と課題、活動の支援

～事務局から資料に基づき説明～

（座長）

協働のまちづくり指針について事務局より説明があったが、Ａ委員より自己紹介の中で、まちピ

カの話があったが、まちピカ的な要素が市民協働の大切さの中に出てくる。現在の団体数など実情

を教えてほしい。
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（Ａ委員）

現在、町内会委、ＰＴＡ、企業、野球少年団など２３０団体ほどが登録されており、名簿上は約７

千人が活動している。市有地や道路、イタンキ浜の海岸など公共の場所を清掃していただいており、

市民活動センターでは、環境課に連絡してゴミの回収や、草刈り機を貸与、ゴミ袋の提供、活動の保

険をかける等のお手伝いを行っている。

皆さんの気になるところを、皆さんの気になるタイミングで清掃していただくことが協働という

ことであり、自主的に皆さんが気になる時に清掃していただいているところが良いところと思って

いる。

まちピカパートナーも高齢化が進んでおり、活動する人が少なくなっていることが課題だが、社

会貢献のために登録したいという企業もあるため、企業や団体などを巻き込んで地域づくりを進め

ていくことがこれからは必要と思っている。

（座長）

市民協働でまちピカが始まったのは１５年ほど前になるが、始めるときは、町内会が中心となっ

てメンバーになった経過もあり、やはり市民協働の中核となるのは町内会だと思う。

地域で子ども達の登下校の際も、町内会とＰＴＡが一体となって子ども達の安心・安全を守って

いる。

市民協働にも、なんで町内会や住民がやらなきゃいけないのか、ということもあるかもしれない

が、ボランティアというものは、自然発生的に自分たちのまちを住みよいものにしていく。

次に資料４について、ゴミの問題は市民の関心も高いが、今、ゴミステーションの管理やゴミの

出し方について、町内会にも協力のお願い事が来ており、町内会としても詰めているところだが、

Ｂ委員から何かあるか。

（Ｂ委員）

資料で町内会の役割が①から⑧まであるが、何かで定義されているのか。

（事務局）

町内会の役割は、それぞれの自治体や地域で様々であり、資料の役割の①～⑧は、一般的に考え

られているものを挙げており、このうちの一部しかやっていないという町内会もある。あくまでも

例であり、何かで決められていたり、定義されているものではない。

（座長）

町内会の役割の情報伝達機能について、町内会で回覧板を回したり広報紙を配ることは、班長や

区長の高齢化により負担が大きくなってきている。地域の安心安全や情報伝達のため回覧板や広報

紙は大事だと思うが、Ｃ委員から何かあるか。

（Ｃ委員）

広報の配布については毎月の配布にご理解ご協力いただき、大変感謝しています。配布が大変と

いう話は広報課でも把握しており問題を認識している。

業者に配布を頼んだり、どこかに配置して必要な方が取りに行くようにする、などの話もあるが、

費用面や取りに行く際の大変さなどから、いきなり大きく変えることは難しいと考えている。当面

は今のやり方を継続していくが、大きく変更する場合には町内会・自治会の皆様に情報提供しなが

ら進めていきたい。

（座長）

広報では、ＦＭびゅーで町内会の活動をことあるごとにＰＲしていただき、地域や町内会の話題

には、かなり気を使ってくれているが、Ｄ委員から何かあるか。

（Ｄ委員）
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町内会加入促進月間の際に、森川さんに番組に来ていただき、町内会の意味や支え合うことの大

切さの話を伺った。さきほど広報の話があり、自分も当番で回ることがあるが、子ども達がついて

行きたいと言い、散歩がてらに一緒に回ることがあり楽しみにしており、それが交流となって大事

なことだと思う。それが大丈夫な家庭と難しい家庭の割り振りをうまくできると、負担が一つに偏

らず、みんなで割り振れると考えている。

ＦＭびゅーの開局当初、町内会リレーという３０分の番組をやっており７～８つほど回ったが、

そのときの話を聞いていて、どの町内会も問題点は同じなんだと感じた。今は３０分はできなくな

っているが、５分でも１０分でも良いので町内会の担当者の方に話してもらい、うちの町内会から

あの人が出ているんだと身近に感じてもらえると、町内会に入っていない人との隔たりをなくして

加入率の向上に繋がると思う。地域住民の近いところに町内会があるはずなので、うちは違います

と言わせてしまわないような、お手伝いが何かできればと思う。

（座長）

防災で基本的に持っていなければならない５本の指に入るのがラジオで、いざ避難するときは携

帯ラジオを持って、ＦＭびゅーでも災害の放送をするので、それを聞きながら災害に対応すること

が大事。

また、絵鞆町会が昨年、設立１００周年を迎えたが、今年、室蘭市も市制施行１００年であり、１

００年前に絵鞆町や海岸町、本町、舟見町などに町内会ができた。戦争が始まって一旦、町内会がな

くなって、そしてまた昭和２９～３０年頃に明るいまちを作ろうと町内会が復活した。これだけ伝

統のある団体は、なくてはならない、なくすことのできないものだと思う。

先ほど、沼田会長が挨拶で言ったが、今、町内会がなくなるかもしれない、もし町内会がなくなっ

たら、いろいろな問題を別の団体がやらなければならない、それがはたして良いのかということに

なる。

市民公募のＥさんは、どのような活動をされているのか。

（Ｅ委員）

小さい頃に御前水に住んでおり、15世帯程度の小さな団地でした。そこでは、町内会会議や町内

会旅行などへ家族で参加していた記憶がある。そこに住まわれている方はみんな顔見知りで、放課

後の子供たちは近所のおばさんたちのおうちへ邪魔したり、草刈りや菜園などの手入れ道具を貸し

借りしたり、団地ぐるみでかかわりを持っていた。夫婦共働きで帰りが遅い家族や、兄弟の多い家

庭は顔見知りで気心の知れている方にお願いできて、とても助かっていたのではないかなという印

象。また反面、当時は、あまり知らなかったが、お互いに長い間顔見知りで近い距離に住んでいる

こともあり、プライバシーな内部事情なども筒抜けになっている現状もあった。いわゆる、パーソ

ナルなことに関しての配慮や関係性構築はうまくできていなかったのかなとも思った。

そのようなパーソナルな部分に関して、配慮しつつ、気心に知れて、顔見知りのかたに気軽にお

願いできる関係性構築ができる場や環境創りが大事だなと再認識した。現在、僕の勤めている会社

の取り組みの一つに、役所と連携して行っているオレンジカフェというものがあり、一時的な時間

と空間ではあるが、そのような憩いの場にもつながるきっかけになれればと思い活動させていただ

いている。

（座長）

先ほどのあいさつの中で、ＰＴＡのＦさんから、地域コミュニティの活動に参加している話があ

ったが。

（Ｆ委員）

輪西地区にはワニワニクラブという子供たちが集える場所があったが、少子化により昨年度３月
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で閉鎖となった。子供たちが集える場所、ワーキングママがいて自宅で子供が一人でいるところが

今は冬のノーマルな状態となっている中で、お子さんも情緒不安になり、その状態を見ている親御

さんも不安になる、という状態を解消することが地域としても必要で、安心安全なまちづくりがや

はりコミュニティとして不可欠な要素と思う。

（座長）

今、こうしたテーマを持って活動するテーマ型コミュニティと地域団体の地縁型コミュニティと

の合体をうまくできないかというのが、これから町内会だとか、協働のまちづくりにとって大事と

なる。２回目以降の会議で議論されると思うので皆さん方にもよろしくお願いしたい。

３年前、宮古のフェリーの時にいろいろと市民を盛り上げていこうということで、商工会議所で

は、町内会と連携して取り組み、一定の成果を上げたと思うが、町内会と企業の連携についてＧ委

員から何かあるか。

（Ｇ委員）

町内会は、市民に一番近い団体で市民目線のご意見を聞かせていただける組織だと思っており、

商工会議所では、市民目線でどういった事業を行っていくのかというときに、沼田会長や森川副会

長などのご意見、ご協力をいただいて事業を行っている。こないだの宮古の事業では、市民に宮古

を理解してもらう、親しみを持ってもらう、ということで市民に一番近い団体に協力をいただいた。

地域のコミュニティをこれからいかに守っていくのか、ということが今回の会議のテーマだと思

っている。経済的な地域コミュニティとして商店街という組織があるが、町会ともすごくリンクし

ており、子どもの見守りやイベント、お祭りなど、町内会と商店街が中心となってずっとやってき

ている。

ただ、コミュニティ自体は大切だけども、仕事などでなかなか協力できないというジレンマもあ

る。そういった組織を活性化していくためには、いろんな団体がうまく役割を担って、補完しなが

ら町内会をしっかりと守っていくような仕組み作りが大切となる。商工会議所でも何かあれば協力

していきたい。

（座長）

Ｈ委員は町内会活動もされているが、一言お願いしたい。

（Ｈ委員）

町内会の婦人部をしていたことから、室女連に参加した。

今回、ごみの収集が変わり、自分の町内会でも収集日が変わったが、それを新聞等でしっかり頭

に入れている人もいれば、わからない人もいる。その時、広報紙も２か月にわたりしっかり周知し

てくれたが、それでも全然知らない人もいる。そういう人は、やはり町内会に入っていない人、町内

会活動に興味のない人で、ごみステーションは町内会のもの、町内会に入っていない人は捨てては

いけませんよ、と言うつもりはないが、管理は町内会が行っている。収集の際にルールを守ってい

ない人はたくさんおり、役員で分担して見て回っているが、全然守られていなくて、市役所に収集

日のシールをもらいに行って張り替えたが、それでもまだだめなところもあり、広報紙や回覧を読

んでいるのは奥さんだが、ごみを出すのは夫だからという人もいる。もっと生活に密着した会話を

持つとか、もう少し地域でそこに注目するように考えられれば。目的意識を共有することが必要。

（座長）

町内会には、リーダー的な女性が少なく、なぜ参加してくれないのか、表に出てくれないのかと

いう問題もあり、これは次回以降のテーマになる。



- 5 -

② 他都市の取り組み

～事務局から資料に基づき説明～

（座長）

函館市では委員会を作って方向性を示している。市民協働、町内会、いろいろなテーマを持って

取り組んでいる団体が一体となって、企業や商店街も入って、住みやすい地域をつくっていくこと

が大きな目的。町内会が行政の下請けや、むりやり押し付けられてやるのではなく、自分たちに何

が必要か、役割はなにか、全部はできないが部分的にやってみる、うちの町内会にはこういう特徴

があるとか、地域の団体とうまく付き合いをして発展しているとか、そういうこともある。

今なぜ町内会が市の力を借りながら会議を開いているかというと、決して自分たちのためではな

く、行政や町内会、様々な団体が一体となって取り組んでいかなければ、これからは人口もどんど

ん減って、地域の縁も薄くなってくる時代を、いかに子どもからお年寄りまで安全・安心に暮らせ

る地域にしていくか。

札幌市でも同様にまちづくり検討委員会を作って取り組んでおり、２年ほど前には、町内会活性

化条例を作ろうというところまで行き、まだ条例化はされていないが、旭川や北見、北広島など条

例を作っている市もある。行政と町内会が一体となって進めていかなければ、住みよい室蘭の実現

はない。なくてもいいような町内会になってしまったら大変なことになる。

町内会単位で自主防災組織を作っているところもあるが、防災課長から防災の大切さと地域の安

心安全について話してほしい。

（Ｉ委員）

自主防災組織とは、単一町会や地区連合町会単位で、災害時に限らず、日頃から災害が起きた時

にどうしたら良いのかを考えていただき、地域で実際に活動してもらう団体。室蘭市には、約 150 の

町会があるが、その半分くらいで自主防災組織を作っている。古くからあるところは、活動できて

いない状況もあり、現在、市町連との取り組みの中で、単一町会だけでは、地域の高齢化や成り手不

足等もあるので、連合町会単位での広域化で自主防災組織を立ち上げて、協力していただく取り組

みを行っている。そうすることで、災害時に一つの町内会では対応できないことがあっても、みん

なで力を合わせて災害を乗り切ることが可能となる。

名前は自主防災組織となっているが、町会や地区連合町会と同じ単位となっているので、地域で

取り組みを行っていくには、町内会の協力が非常に大事となってくる。地域での共助に向けて、地

域が活性化すれば、災害に対する取り組みも強くなる。なので、町内会の活性化が大事なのは、防災

の観点からも考えている。

（座長）

共助の話があったが、行政の力と地域の力と自分の力、それぞれが頑張らなければいけない、と

いうことで、全市的に室蘭市が町内会をはじめいろいろな団体に声をかけて、まちづくりをしてい

きましょうと都市政策でも進めている。Ｊ委員から説明してほしい。

（Ｊ委員）

今、未来計画という名前で、市民主体のまちづくりを進めている。

具体的には、小学校区単位で市民の方に未来計画の作成の声掛けをして、一定程度集まった地区

については、自分たちでどんなことができるのか、今打ち合わせを行っている。まずは数人の集ま

りから始まっているので、当然出来ることも限られており、その中でやっていくには、町内会の協

力がないと進んでいかない。地区によっては連合町会へ挨拶に行って進めている。１００年の歴史

がある町内会もあり、それにプラスして、新しい動きをする方も大事で、一緒にタッグを組んでい
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く視点もまちづくりの観点から必要と思っている。

③ 今後の会議の進め方

～事務局から資料に基づき説明～

（Ｋ委員）

今後の会議の進め方のその他で、室工大生との意見交換とあるが、限定するのではなく、室看、日

鋼、北斗文化学園など、ほかの学生の意見を聞くこともいいと思う。

斬新な意見も出ると思うが、そういうことが学び合いとか交流に繋がり活性化すると思う。

（事務局）

ご意見のとおり工大生だけではなく、市内には多くの専修学校があるので、できるだけ多くの声

を反映できるようなやり方を考えていきたい。

（座長）

今後も会議の中で皆さんの意見を伺っていくが、今日は残念ながら時間の関係で、町会関係の委

員の意見を伺えなかったので、次回はお願いしたい。

最後に、その他ということで何かあれば、

（事務局）

次回の日程は６月下旬頃を予定しているが、別途日程調整してお知らせしたい。

（Ｌ委員）

室蘭出身で高砂５丁目に住んでおり、当時、町内会に大変お世話になった。子ども会には、当時の

子育て世代のお母さんたちがみんな集まって、すごく活気のある町内会だった。夏になれば有珠に

行ってキャンプにいって運動会の本部のようなテントにみんなで寝たり、地引網をしたりなど貴重

な経験をした。

今、その世代が高齢化して、自分も親世代になって、自分の子どもにこういう経験をさせたいと

思うこともたくさんあり、古き良き町内会というものを感じている。

加入世帯が少ないなどの問題があることを今あらためて感じたので、協力できることがあれば周

りにも声をかけていきたい。

（座長）

戦後、昭和２５年頃から、学校の分団が非常に活発で、運動会や野球大会、ドッジボールをするな

ど活発だった。その後、子ども会ができてきたりしたが、４０年前くらいからだんだんと少子化と

なり、子ども会も元気がなくなり、当時、母親クラブというのが各地区にあったが、それもだんだん

先細りとなり、当時あった地区の青少協というのも対応できなくなり、今、青健協となったが、青健

協からも大変さを聞いており、そういう中で、町内会やテーマ型コミュニティで地域の子どもたち

をどうしていくのかは、これから大きな問題となってくる。町内会のみならず、皆さん方と連携を

取りながらやっていかなければならないことを感じているので、ぜひ町内会の活動にも参加してほ

しい。

（Ｍ委員）

御崎町会では、収支計算書とかが細かくでている。町内会に入りたくない方は、お金を払っても

それがどのように使われているかがわからないと思う。ちゃんとした決算書が来ると、ちゃんとお

金を払わなければだめだと思うが、ほかの町内会ではどのくらいやっているのかも気になる。あと、

世帯数で推移をみているが、うちは子供がおり周りに親戚もいないので、両隣のご家庭には、何か

あった時には助けてくださいということもあり、町内会の活動には参加したいと思うが、単身世帯
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は入りメリットを感じられないと思う。世帯数ではなく、人数ではそれほど加入数も落ちていない

とか、例えば、町会費も世帯の人数に合わせて料金を変えるなどの工夫があれば、加入が向上する

余地もあると思う。

町内会の役割が重要なのはみんな分かっていると思うが、町内会にも改善すべきところはあるこ

とを言っておきたい。

私たちは町内会がないと困る立場の人が集まっているが、町内会に入りたくない人の意見も聞い

ていかないとわからないと思うので、そのあたりの何かアンケートがあれば、事務局にお願いした

い。

（座長）

すごく耳の痛い話で、それが大変なところで役員のなり手がいないのが実情。会長と総務部長と

経理部長は大変なので絶対しない、そのほかなら役員をやってもいいという人もいる。パソコンを

使えなない人もいたり、細かい数字を出すなら町内会の役員はできませんと、ほどほどにしないと

大変な時がある。これも、今後の検討事項になってくる。

（Ｎ委員）

例えば経理を外部に任せるとか、ＮＰＯでもお手伝いできることもあると思うので、そういう所

をみんなで解決していければいいのではないかと思う。

（座長）

町内会を小学校単位にしたりとか、町内会が分かれていても、小学校区の中に経理をする人を１

人置いて、そのボランティアの人にいくらか払ったりとか、そういう話もあるので次回以降やって

いきたい。Ｏ委員も町内会に携わっているが、最後に話をお願いしたい、

（Ｏ委員）

私に何か出来ることはないか、それが一番身近にあったのが町内会活動だった。その中で、情報

を提供するというのが一番大事だと思っていた。ただ、函館とかを見ると、ホームページやＳＮＳ

など、これは本当に良いとだと思うが、実際、白鳥台地区は高齢化が１番か２番のところで、そうい

った中で、今後どうしていくか。

うちは１４０ぐらいの世帯数で、市からくる情報を回覧しているが、読みやすい内容だといいが、

びっちり書いてあったりとか、いかにも読みたくない書類とか、わかりやすく要点をまとめてほし

いとかあって、私は、書類の上に箇条書きにしてこういうことを言ってますよ、というのを作って

回覧している。

また、学校だよりとか色々書類が来るが、高齢化でたくさん回覧するのが大変だという人がいる

ので、なるべく広報紙に合わせて回覧をしている。

今回、会議に参加させてもらったが、なるべき自分たちも協力できるように議論を交わしていき

たい。

（座長）

時間のため、今日の会議はこれで締めます。今日は皆さんの紹介を兼ねて総論的なご意見をいた

だいたが、次回はもっと絞った形で方向づけをしていくのでよろしくお願いします。


