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第２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７月１４日（木） １３時３０分〜１５時１０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（１９名）

森川座長、小林委員、田村委員、坂本（俊夫）委員、黒川委員、山田委員、日西委員、杉山

委員、井川委員、三木委員、赤石委員、坂本（瑞穂）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（３名）

福澤委員、小島委員、水落委員

（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）座長あいさつ

（３）前回会議録の確認

（４）議事

① 町内会・自治会の現状と活性化に必要な取り組みについて

② 町内会・自治会活動のデジタル化について

③ 町内会・自治会活動における男女平等参画の推進について

（５）その他

（６）閉会

５．議事

① 町内会・自治会の現状と活性化に必要な取り組みについて

～事務局から資料に基づき説明～

（Ａ委員）

資料１－３の連携して事業を行っている地域の団体で、市民活動団体は現在 11.1％あって、今

後、連携強化が必要というところが 25％で、もっと連携したいと思っていただけていることが分か

り凄くよかったが、実際に市民活動団体から町内会の方にこういうことをやりませんかと投げかけ

ても、町内会では受け入れが出来ないとか、逆に町内会の方からこういうのをやってくれといわれ

ても市民活動団体の方で出来ないこともあると思うが、市民活動団体の意見を聞くと、もっと町内
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会と連携したいというところもあるが、その接点がなかったりなど、うまくいっていない気がする

が、これは連合町会に相談すると繋いでいただけるのか。

（Ｂ委員）

アンケート調査結果で浮き彫りになったとの話がですが、今後の進め方としては、町内会連合会

にそういう話をいただいた時、現在、市内に 15 の地区連合町会と町内会連合会に加盟をしている

町内会は 116 団体あり、50 団体ほどが加盟してないという現実もあるが、町内会連合会が窓口とな

って、地区連合町会や各町内会にそういう意思や意向を伝達して連携が図られるよう、十分なサポ

ートをしていきたい。その手法としては、様々な実態や状況があるため個別の対応となるが、1つ

の方向性として、そういうものを進めて行く、1つ 1つを拾って実現させていくことで、更なる活

性化に結びつけて、なおかつ町内会未加入の住民が加入する良い方向に進んでいけば、その結果と

して住民の生活の豊かさや向上に繋がっていくと思っているので、これからもいろんな事を検討し

ながら進めていきたい。

（Ａ委員）

ぜひ、よろしくお願いします。あと、最初の資料で複雑化する地域課題として、子育て、孤立

死、防災とあるが、だから町内会に加入すると市民は一足飛びに思わず、こういうのは行政がやる

と思っている。そこは行政だけでは出来なくて、町内会があって、その支援組織があって、こうい

うことがしっかり出来る、という事のＰＲが必要。市民は、町内会の必要性を感じていれば入る

し、感じていなければ入らないと思うが、感じていない人は多分、こういうことは行政がやってく

れるから自分達がやる必要ないと思っている。その意識の差を埋めていく必要があると思うが、ど

のようにやっていく考えか。

（座長）

第１回の会議で議論されたが、公共サービスをどうするか、市民協働というものが大事になって

くる。今ここで議論して、いずれ成果を現していくと事務局から話があったが、札幌市では町内会

活性化条例を作る動きもあり、市町連や地区連合町会、各町会の動きと共に市も協力したり、いろ

いろな団体との協働を示していくことが、市民の理解を得ることになる。

また、市民からもいろいろな立場からの意見を提言してもらえる場を作っていけたらと思う。

（Ｃ委員）

市民活動の件だが、町内会では社協にまず連絡し、社協ではいろいろな用具を貸してくれるし活

動団体も紹介してくれる。また、市民活動センターに問い合わせて、新年会とかの時に皆さんに来

ていただいており、そういうことを皆さんにＰＲしている。実際に地域で勧誘する場合は、うちの

町会では、会長が訪問してこういう行事をやっているなど、資料も含めて説明に行っている。あ

と、先ほどの説明の資料で、ライフスタイルの変化と地域活動との関係のところで、横浜市や広島

市での加入しない理由があったが、この数字にはちょっと驚いた。実際に皆さんは、役員をしたく

ない、班長をしたくない、回覧を回りたくない、お金を取りたくない、というのが一番の課題にな

っており、同じ班の中で話し合ってくださいと指導していると思うが、そうなると毎年の役員や班

長が同じ方になるのも実態である。

（Ｄ委員）

防災の観点から町内会費を強制的に集めることも考えてみたが、確か裁判で負けているはずなの

でそれはきない。外からそのエリアに入ってきて新しく住む場合、持ち家だと町内会に入る確率は

高いので、あとは賃貸で一人暮らしや家族の世帯をどうしていくかということになる。先ほどの資

料によると、町内会に入りたくない理由として、班長や役員をやりたくないとか、何をしているの
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かわからない、加入のメリットがわからないものに対して、若い方などをどうやって取り込んでい

くかになってくる。今の若い方は、不明瞭なものに対してあまりお金を払わないケースが多い気が

するので、 町内会としてどのようなことをやっていくのかを明確にして、若い方が入りたいと思

うようにするとか、あとは、回覧板やポスター、資料を配布しても興味のないものは目に入らない

ので、デジタル化を活用して、例えば LINE で一斉送信してこういうことをやっているとか、どう

いうところでお金が使われてるのかを明確にしていかないと、なかなか若い世代の人が加入してこ

ない。あとは、活性化という部分においては、人と人の力の部分もあるが、何を行うにしても、や

はりお金がかかってしまうので、役員や班長はやらなくてもいいが、町内会費は払ってくださいよ

という部分があってもいいと思う。明確な部分を示していいかないと、なかなか若い世代は取り込

んでいけない。

（Ｅ委員）

昨日、息子が放課後遊んでたら、自転車から落ちて膝が血だらけになって帰ってきたが、その時

に町内会のパトロールの方が車で乗せてきてくれて、さらに高学年の子もこんな感じだったと自転

車を押してきてくれて、そこでパトロールしてくれた方がすごく力になってくれて、町内会の方に

すごくお世話になっていることを実感した。私の住む地域は、子育て世代が多く、お世話になって

いることも多いので、多分加入率も高いと思う。賃貸の一人暮らしや若い世代に加入を促す一つの

案としては、やはり防災だと思う。町内会に入るメリットとして、災害になった時に、防災班や備

蓄など、何かをやっている一番わかりやすいアピールだと思う。何かあった時にどこへ行けばいい

とか、どこに連絡すればいいのかわからない人がほとんどだと思うが、特にお年寄りなどは、とっ

さに電話番号を調べることも出来ないかもしれないし、みんな直接市に電話するとパンクしてしま

うだろうし、それをワンクッションおくのが町内会ということをアピールしたらよいと思う。メリ

ットではないが、持ちつ持たれつというところが他にもあると思うのでアピールできればと思う。

（Ｆ委員）

私は白鳥台で、230 戸位の全部が一戸建てのコンパクトにまとまった町内会で加入率は 100％で

す。私たちの活動が何をやっているかというと、毎月、役員や班長が集まって会議を開いており、

その議事録、内容をきめ細かくまとめて回覧で回している。同時に、慶弔で亡くなった方や小学校

に入学した方、転入・転出した方などを全部お知らせしている。亡くなった方の場合は、弔慰金や

花のほか、その方がどういう人生を送ったのかを遺族の了解を得て紹介している。新入生について

は、お祝い金のほかに町会長の名前でお祝いの言葉を書いている。非常に高齢化の進んでいる町内

会だが、高齢者が施設に入って空き家に若い家族が入ってくることが増えており、今までは大人の

行事が大半だったが、そういう方のために、七夕祭りや花火大会などをしており、若い父母や子ど

も達など１００名ほどの人が集まっている。そういう所で、町内会がなにをやっているかを小さな

ところでも常に知らせており、町内会の大掃除とか花壇の整備とかも 50～60 世帯が参加してい

る。町会は何をしているか、今どういう問題を抱えており、こういう対策をしてこうなりましたと

丁寧に説明することで求心力が高まり、活動に参加してくれる方が増えてくる。

（座長）

Ｅ委員から防災の話が出たが、別の機会で私たちが行っている地区連合町会、自主防災組織での

取組をお話ししたい。またＤ委員から先ほど大事なことを言っていただいたが、我々町内会でもい

つもその話をしており、また、平成 28年には宅建協会と室蘭市と市町連でアパート・マンション

入居者の加入促進の協定を結んでいる。2～3年前には、宅建協会との間で町内会への加入とか会費

徴収についてお互いに宿題を出し合って今検討しているところ。コロナの関係でなかなか宅建協会
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の事務所に伺えてないが、事務局からの話のとおり、次回、アパート・マンションの課題をテーマ

にするということなので、そのあたりを次回にお願いしたい。

② 町内会・自治会活動のデジタル化について

～事務局から資料に基づき説明～

（座長）

デジタル化は町内会にとって大きな課題であり、1～2年で解決する問題ではないので、これから

5年～10 年のスパンで行くのでは、と思っている。連合ではデジタルの進み具合はどうか。

（Ｇ委員）

だいぶん進んではいるとは思うが、組織によっては連絡手段として会社で使っているパソコンを

使っているところもあるので、頻繁に送るとかはなかなかしずらいところがある。あと発信内容に

よっては簡単に送ることが出来ず、手紙で郵送したうえで見ていただくこともあるので、そういう

意味では、まだまだ十分ではないのかなと感じている。

（Ｈ委員）

どちらかというとまだ各団体アナログで、情報の性質によって使い分けなければならない。特に

メールは会社の中で使わせないように、例えば金融機関では使っちゃダメですよとか、そういう制

約もあるので、なかなかすっとデジタル化とはいかないと思う。市民の中でも、1番情報を必要と

思っている世代に単一的にデジタル化をして情報が届くのかという所は疑問な所があるので、やっ

ぱり両方ともやらざるを得ないと思っている。

（座長）

ＰＴＡでは、連絡網とかで進んでいるのか。

（Ｉ委員）

ＰＴＡは学校のマ・メールというものがあり、学校経由で各役員や係にメールでやり取りをして

おり、細かいグループ内では LINE なども使っている。たまに学校の方で送り忘れなどもあり、操作

する方も高齢だとなかなか人数もいるので責任も重いのかと思う。先ほどの資料１④で「導入費や

維持費が不明、財政を圧迫する可能性がある」が３７％だが、現状、町内会の会館で Wi-Fi を整備

しているのはどのくらいあるのか。

（Ｊ委員）

町内会の会館で Wi-Fi は、ほとんどないと思う。私の町内会の紹介をさせていただきたいが、極

端な高齢化で頭を悩ましている。町内会の加入率は 100％だが、空き家もたくさんあり、住んでる

人は高齢化が進んでおり、今の話のデジタル化については、全く無理な感じがしている。

（座長）

市町連としては、市に研修会の実施を依頼して役員の方に受けていただくよう進めている。3

年、5年、10 年のスパンで回覧板をどうするかとなるが、アナログとデジタルをうまく活用してい

かないと世の中が殺風景になってくる。一般的にはアナログが生きていく上で大事なことであり、

そこにいかにデジタルを持ってくるかという形になる。連合町会も、各町内会単位ではなかなか難

しいことから、公共施設に Wi-Fi の整備をお願いしており、今年度から設備ができたので、町内会

でもそこを活用してデジタル化の活動が可能になった。まだまだ高齢の町会長や役員が多く、スマ

ホを持ってない人もいるのでなかなか難しいとか、それならもう辞めてしまうとなっても困ってし

ますので、その辺は慎重に進めていく必要がある。
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（Ｋ委員）

自分の親世代が７０代、８０代になって、例えば独居としたら、何かあった時にスマホ等で安否

がわかるように各家庭で対策をしている可能性もあり、かといって無理に押し進めていくものでも

ないと思う。

（Ｌ委員）

まずデジタルに 1本化しなくてもいいと思う部分もありますし、デジタル化を進めていくという

部分では、各町内会で発信できれば 1番望ましいと思うが、やはりそうなると 1つ 2つは仕事が増

えてしまって、町内会への参加が、また難しくなるとすれば、1番は、やはり各町内会の方々が入

力して発信出来ればいいが、能力などの部分でそれが出来ないのであれば、各町内会から少しずつ

お金を出して、連合会などでそれを集めて、そこで人を雇って、入力してそれを発信するというの

も一つの方法。

（座長）

前回の会議で、どこか大きなところで町内会の事務などをみれる体制があればよいとの話があっ

たが、正にＬ委員の話も同じであり、例えば学校区単位の大きさで事務をする人をお願いするとい

うことも、将来的には考えていかなければならない。

（Ｎ委員）

町内会加入１００％のところもある中で、無理にデジタル化を進めて行く必要はない。デジタル

化をしたいのか、デジタルにすることで加入率を上げていきたいのかという話だが、若い世代では

デジタル化は効果があるが、高齢化が進んでも上手くいっている地域で無理に仕事を増やす必要は

ない。例えば 加入率が低く若い世代が多いところをモデルにするとか運用の工夫がある。

（座長）

正にその通りで、向こう三軒両隣から町内会が始まっており、それにプラスして安否確認や防災

の時のスムーズな連絡など、そういう補助的なものにデジタル化を進めていくもの。隣近所の付き

合いだとかアパートに入っているから周りの人がわからないとか、そのへんの空気がつかめないと

なってくるので、慎重に進めていかなければならない。

（事務局）

今年度進めようとしているデジタル化のモデル事業だが、Ｎ委員の言う通り、ニーズのある所に

お願いするということで、アナログで回覧板を一軒づつ回すことも貴重な伝達方法だと思うが、一

方で、新興住宅地では、働いている世帯がほとんどで回覧板を回すのが辛いという声も聞こえてく

るので、あくまでも、そのニーズに合った形で進めていく。

③ 町内会・自治会活動における男女平等参画の推進について

～事務局から資料に基づき説明～

（座長）

男女平等参画というのは、大事であり難しい話でもあり、平等とか共同という言葉から反するん

じゃないか、というような話も出てくるので、私もこの話は慎重に話をさせてもらっているが、ま

ず 1つ言いたいことは、女性の会長や副会長などリーダー的な方が少ない。連合町会の研修会等で

話をすると、女性の方はどちらかというと縁の下の力持ちでいい、あまり表に出たくないという方

が多く、資料にあるとおり３０％以上の方が役員として参加しているが、あまり前面には出てこな

い。本日は女性の町会長のＯ委員が参加してるので一言お願いしたい。
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（Ｏ委員）

資料を見て、市内に女性の町内会長・自治会長が 13 人いるので、ちょっとびっくりしている。

会議には、出来るだけ参加するようにしているが、名簿を見ても女性は自分 1人のときが多い。私

は、自分から進んで会長になったわけではなく、見渡したときに動けるのはあなたしかいない、そ

して助けますから、ということで助けられて色々なことしてきた。女性にお願いするときは、あな

たなら出来るというと、なんとなく引っ込む人が多い。そして男性の中に出て行くのは、やはり女

性は抵抗があると思う。声かけのときに、出来ないところは助けますよと、サポートしますよと、

出来ることだけでいいんですよと、そこを強調すると少しは出やすいのではないかと思う。

もう 1つ、先日の市長との懇談会でゴミの問題があり、割と女性がゴミを出すことが多いが、大き

なゴミや特殊なゴミはその時に市に聞けば良いが、毎日出る小さなゴミは、これはどっちだろうと

ストレスが溜まるとか、どうせなら資源として活用した方が良いとかいうことを考える。だから、

その時に私が発言したが、リングプルを集めてもどこに持って行けば良いのか、市民会館等で集め

ているのはわかっているけども、そこまで行く足がないとか、そういう時も誰か手伝う人がいると

いう発信、衣類もトドックで最終的にはカンボジアの方にいくということで、何人かのボランティ

アで出したりした。そういうことを手軽に、高齢者が歩いて行けるようなところに出せるとか、そ

ういうことをしてる人を紹介するとかを市の方でやると、ゴミも少しは減ってきて温暖化とか処理

焼却の問題とかに少しでも繋がっていくのではないか。小さな事でも市の広報などで流してほし

い。

（Ｐ委員）

資料で女性役員が必要と思う理由の各項目は、全部、男性目線のような気がする。女性を増やし

たいというのであれば、こういうことよりは、まず女性の方々が話し合って、どうやったら入りや

すいのか、行動しやすいのか、といったほうが良いと思う。女性だから細かいことがどうのこうの

ということではない。今の町内会はこういうことがやりずらいから出たくない、ということが出て

くると思うので、そこから議論を進めていけば、女性の加入率も上がってくると思う。

（Ｑ委員）

市Ｐ連では、ＰＴＡ会長は男性が多いが、実働部隊で昼間に動けるのは母親が多いことから、お

母さんたちは好きにやっていいよ、何かあったら責任はとるから、とみんな出来る範囲で出来るこ

とをやっている。なので、トップに女性がいるのであれば良いとは思うが、人数確保のために無理

に女性を出すのではなくて、女性目線の意見が反映さればよいかと思う。自分にもし会長の話が来

たことを想像すると、一番のネックは総会で、総会はきっちりと進行するイメージがあるが、普通

に主婦をしていると、そういう流れがわからず、経験値の問題なので、その時こそわかる人のサポ

ートがあると良い。この会議には市Ｐ連代表として私とＷ委員が参加しているが、市Ｐ連会長から

は、お母さん限定でお願いしますと言われおり、女性の意見をどんどん言ってほしいということで

代表して来ている。

（Ｒ委員）

少し視点が変わるが、この会議の冒頭に防災の話をされていたが、例えば災害が起きた時に、ト

イレの問題とか、妊婦さんがいたりとか、男性では手が出せないような問題もあり、やはり女性の

活動は必要不可欠なので、どんどん女性にも参加してほしい。

（Ｓ委員）

うちの町内会には、女性役員が 3人いるが、ほぼ男性役員の奥さんがされており、なかなか他の

女性が役員になるのは難しい。その他に役員ではないが行事で手伝っていただける活動推進員とし
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て８人ほど女性の方がおり、今はコロナ禍でお祭りなどはやっていないが、そういう時には女性の

方にも手伝ってもらえる組織となっている。

（座長）

Ｔ委員は、いろいろと市民活動をしている中で、女性のリーダー的な人は多いと思うか、少ないと思う

か。

（Ｔ委員）

介護業界は、どちらかというと女性が多い業界なので、逆に男性の参画が難しい状態だが、徐々

に緩和、拡大はしてきている。自分が小さいころにかかわっていた町内会では、平日の会社終わり

の時間に合わせて会議が開かれたりしていたので、その辺りを多様性や時代に合わせて参画を増や

していくとなれば、先ほどのサポート体制やフォローアップが必要不可欠となる思う。

（Ｕ委員）

今、いろいろな方の話を聞いていて、市として女性の割合を上げたいという思惑、国自体が今、

町内会に限らず女性の割合を上げたいという思惑と、現場が果たして本当にそれを求めているのか

というギャップを感じている。私の家でも、夫のほうが火事が上手だったりとか、各家庭で男女の

得意なこと、苦手なこと、少し前と比べるとその垣根が少なくなってきていると思う。女性だから

出来る、男性だから出来ない、という住み分けではない一方で、先ほどＲ委員が言っていた、平等

といいつつ、どうしても女性でなければできないことがあるのも事実なので、必ずしも会長職とし

て必要というよりは、本当にどうしても女性でなければいけないところに、うまく女性がかかわれ

るような方向が必要と思うが、数字をある程度上げていかなければならない世界としては、入れて

いかなければいけないのかという難しさを感じている。

（座長）

男女平等、共同参画というところで、我々もそこをどうしたらよいのか悩んでいる。男女の指定や枠を

作って良いのか、いろいろな問題があり、今後も掘り下げていく必要がある。

（Ｖ委員）

男女平等参画のテーマは、室女連として何度も話し合っているが、やはり女性は女性、男性は男

性の本領を発揮できる場所があり、一般に考える平等は１００％ではないと思うが、最近は、私の

生きてきた時代とは違い、ちゃんと男女平等に、男子女子と分けるのではなく、個々の人間として

見るような環境にはなってきていると感じている。たまたま底辺の話だが、知利別中央町会で、コ

ロナ禍で何も出来ない状況で町内会費を還元しようということで、子供の夜店をしようと計画中だ

が、町内会の役員は高齢化してるし、お祭りのお手伝いをしてくれる人を募集しようとしたら、あ

る１件の家庭から、私は３時でパートが終わって帰ってくるから３時から手伝いますと、その夜店

は４時から６時だが、私は５時になったらご飯支度をしたいから５時からは夫が来ますと申し出て

くれた家庭があり、そこに至るまで家庭で話し合いを持たれたと思うが、小さなことだが、そうい

うふうに各家庭できちんと捉えてくれれば、そういうことも可能で、もっともっと底辺での話し合

いが出来るような町内会であれば、入ってくれる人、手伝ってくれる人もいっぱいいるんじゃない

かなと思った。

それと２番目の話のデジタル化だが、うちの町内会も高齢化で、携帯電話を持っていても、日中

は電源を切ってる、という人がいっぱいいる。デジタル化なんて程遠い話だが、マイナポイントが

らえる話をすると、私も欲しいから手伝ってというので、ほとんど私が操作の仕方を教えたりす

る。先日、ＡＵが不通となったが、災害の時とかでも LINE だったら利用できる、繋がる確率はす

ごく高い。だから家族とか、遠くにいるお子さんと話ができるから LINE を入れておこうねとか、
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小さなことだが私の出来る範囲で始めていて、役員同士も皆さん高齢化だが LINE を入れてグルー

プを作っており、12 人いるうち、まだ 3人しか参加してもらえないが、その町内会 LINE は、緊急

を要するとき、こっちも電話できないような状態の時もありますし、相手も電話を受けれないとき

があるので、とにかく明日の夜、緊急会議ですよとか、デジタル化とは無縁に近い状態だが、役員

だけの LINE グループで活動したりとか、私ができる範囲で細々と活動している。

（座長）

皆さんの経験の中からお話しされているので、深い話もあり、家庭内の話もあったが、いろいろな活動

が出てくると思う。町内会の活性化とか男女平等参画について、まだまだ話を聞きたいが、時間のため本

日はこれで終わりたい。


