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第３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１０月２０日（木） １３時３０分〜１５時０５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（１８名）

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

佐藤委員、武田委員、稲場委員

（２）欠席委員（４名）

山田委員、福澤委員、小澤委員、田所委員

（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 アパート・マンションにおけるコミュニティ活性化について

② 地域コミュニティを支える取組みの広がりについて

③ 条例制定等による活性化の取組みについて

（５）その他

（６）閉会

５．議事

① アパート・マンションにおけるコミュニティ活性化について

～事務局から資料に基づき説明～

（Ａ委員）

宅建協会としては、町内会があるからこそ、より良いまちづくり、住みやすいまちがあると思ってい

るので、各協会員には、なるべく町内会に入れるような形で促す行動をしている。先程の資料の（４）

福岡県福岡市で自治体・町内会に加入していない主な回答で、加入を進められたことがない、活動や運

営の状況が分からない、連絡先や加入方法が分からない、のトップ 3の部分でやはり結構な率だと感じ

る。札幌市では今、町内会の加入促進ということで、ＣＭや携帯でもご覧いただくことができるが、町

内会の仲間が「マチトモ」というフレーズで、各町内会の活動等をＰＲして加入を促進するという風に
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なっている。先ほどのトップ 3の加入方法が分からないという部分で、札幌市のホームページで何かい

い案がないか探してみたが、結果としては、今回話していることと全く同じ状況で困っている。

ゴミステーションの清掃活動を行っているとか、お祭りや花壇の手入れ等をやっているとＰＲして、

最後の方には簡単にパソコンもしくは携帯で加入することができる状態になっている。

なので先ほどの加入を進められたことがない、活動や運営の状況が分からない、連絡先や加入方法が

わからないというのであれば、こういった部分で簡単に入るのかという感じがする。

あとアパート・マンションの町内会加入の率が少ないというのは、持ち家であれば近隣との接点が重

要になってくるし、ゴミステーションも使わなければいけない。だけどアパート・マンションでは、そ

れぞれに設立した状態になってるので、ゴミステーションの利用活動部分においては困っていない。あ

とは仮住まいという考えで、いつでも引っ越しができる状況であれば、別にコミュニティの部分も活用

する必要もないし、同じアパート・マンションでも今のご時世、逆に挨拶して自分が危険な目に会うか

もわからないので挨拶もしない、町内会も入らないということもある。本来は町内会に入るからこそ安

心して自分自身の生活も守れるということになるが、イメージ的に悪い方に進んでいくのは、やはり人

間の特色かと感じる。なので室蘭市でもどこまで出来るかわからないが、町内会とタックを組んで、室

蘭市自体が「マチトモ」のような状況をつくり、簡単に町内会に入れるような取組みも必要という風に

思う。

（Ｂ委員）

資料（２）地区別住宅形態で東明地区とあるが、天神町会では、正確な数字は出していないが持ち家

の方が多い。そしてだんだんとパートナーが亡くなって１人暮らしで、施設に入るとか、子供も札幌に

行ったりなどで空き家が少しずつ目立ってきており、そちらの方も考えなきゃいけない。次のページの

町内会に加入していない理由で、回覧を隣の家に回すのが足腰が痛くて面倒でできない、だから町内会

をやめたいと、という理由で少しずつ減ってきている状況もある。

（座長）

先ほどのＡ委員の発言だが、資料３の本市の取組みで宅建協会との協定というものがあり、これは平

成 28 年に市と市町連、宅建協会の三者で結んだ協定であり、我々がずっと 10 年くらい機会あるごとに

宅建協会を訪問して色々と相談したり、お願いしたりしてきたわけだが、たまたま平成 28年頃に宅建

協会として北海道全体で加入促進を強化しており、室蘭市は大きな存在なので三者で協定を結びません

かというありがたい言葉をいただき、それを早速持ち帰って市町連と市で相談し、宅建協会にお願いを

する形で協定を結ばせていただいた。その後、宅建協会と何度か相談し、こういう風にしたらどうかと

いう提案をいただいて協議していたが、この 3年はコロナの関係でなかなか会合をできないとか、宅建

協会を訪問することも差し控えた方がいいんじゃないかということもあり、我々内部では協議していた

が協議が進んでこなかった。資料の 1番下にあるように、今年の 1月には、そろそろ市町連としても最

終的な考え方をまとめて、宅建協会と話しをした方がいいのでないかということで、アパート・マンシ

ョンを多く抱える町内会から 20 名ほど集まってもらい協議し、ある程度の町内会の結論を出した。こ

れを持って宅建協会と話をしようというところに来ているが、コロナの第７波で、今現在は止まってい

る。積極的に動いてはいるが、色々な社会情勢でいろんなことが起こって動きが少々止まっているとい

うことは私たちも非常に残念だが、近いうちに結論というか、これがベストだというものではないが、

こういう形で宅建協会、我々、地域の方々みんなで協力しあって、資料の福岡の事例ですが、これらも

まさしく室蘭市とか他都市もだいたい同じような状況ですが、やはり色々とアパート・マンションに入

っていきづらいとか、例えばオートロックになってるとか、日中行っても留守だとか、いろんな事情が

あり、我々町内会で独自の努力が足りないと言われればそれまでの話になってしまうが、今、何団体か
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の町内会が存続の危機に陥っている。つい２～３日前も、もう辞めさせてもらえないか、辞めたらどう

いう問題が起きるだろうか、という相談が市に来ており、我々市町連でも全力を挙げてそれを止めなけ

ればいけない、という話をしている。

また、先ほどＡ委員が話したように。若い人たちが住んでいる地域では、スマホやパソコンなどＩＣ

Ｔを使った活動をして町内会を設置しようという動きがあり、これからの先端をいくような町内会がで

きるのではないかと思うが、心配してるは、それだけだと人と人の触れ合いが疎かになっては困るの

で、いろんな事業を組まなければならない、という話もしているようだが、そういう時代にきていると

いうことも確かにあるので、そういうことも含めてよろしくお願いしたいと思っている。

（Ａ委員）

最初の挨拶で座長も言っていたように、災害の部分で町内会の活動というのが非常に注目されている

と思うが、先ほどＢ委員の発言で、回覧版で足が痛くて回しづらいという部分も踏まえて思ったが、災

害時に町内会の役割が非常に重要視されるということであれば、今はコロナ禍の災害時と思う。アパー

ト・マンションには若い方だけではなく高齢の方も住まわれてるわけで、高齢の方は車の免許を返納さ

れてる方も多いことから、市の会場や市立病院にワクチン接種をわざわざバスや列車で行かなきゃいけ

ないという風になれば、町内会の会館でワクチン接種ができる状態であれば、会館自体の存続の必要性

も出てきますし、町内会に入ってない方々も、これだったら町内会に入ろうかという部分も出てくると

思う。今、町内会もなかなか新しい施設がなく、結構、風通しがいい状態の会館が多いかと思う。高齢

の方やお子さんがいる方も、わざわざタクシーやＪＲに乗って大きな病院に行かなくても、町内会でワ

クチン接種が出来るんだという形になれば、町内会の活動や必要性を入っていない方々にアピールでき

ると思う。

（座長）

非常にいい意見をいただいたが、このコロナが始まった時、ワクチンの接種会場が数少ない。例えば

蘭西では市立病院はやっているが、どちらかというと元の体育館だとか保健センターなどワクチン接種

の場所が限られており、我々も市にもう少しきめ細やかなワクチン接種ができる場所を設定してもらえ

るよう話をしたことある。その話を受けて、一時は文化センターでやったこともあるが、今はまた会場

が向こうの方に移ってしまった感じで、やはり医療スタッフが少ないとか、役所やその家庭のいろいろ

な事情があり、なかなか難しいところもある。最近は個人病院でも結構やっているところもあるが、町

内会館を使うとなると、そこにまたスタッフを置くことになり、今の病院や医師会の状態だと難しいと

ころもあると聞いている。今、投票所もだんだん集約されて大変だということで、市町連としても、市

の方にそういうところもお願いしてみることを考えている。市民サービスが低下しないよう町内会館を

使うとか、いろいろなことを地域でやっていこうということで、ゴミステーションの問題や防災につい

ても色々やっているので、Ａ委員のような我々を助けてくれるような発言していただけると誠にありが

たい。いずれ市の方にも、こういう場を通じてこういう意見もありました、ということを伝えて、市の

動きも変わってくると思う。防災については、事務局に議題に入れるよう話しており、この次あたりに

考えている。防災対策課長もいるが、我々で結構大変な事務量をやっている。災害があっていざ避難と

いうときに、はたして要支援者、困っている人たちを救えるのか。今、学校でも結構取り組んでいる

が、小さな子どもをもつ方が避難所に行った時の対応とか、いろいろなことがあると思う。その辺をき

め細かにやっていかないと、いつ災害が来るかわからない中で後手後手に回ってしまったら大事な市民

の命がなくなるということは、決して黙って見過ごすことは出来ないことから、我々町内会も今、力を

振り絞ってやっているし、1つの地区では要支援者、本当に動けない人をどうするかというのを個表を

作って、それによって周りの人たちが誰が誰を助けるかということを、今、全国的に少しずつやってお
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り、これもなかなか手につかないところだが、今、ある地区連では、それをやろうという形で進めてい

るので、そういうことも含めてよろしくお願いしたい。

② 地域コミュニティを支える取組の広がりについて

～事務局から資料に基づき説明～

（Ｃ委員）

市民活動センターでは、登録している団体が 160 団体くらいあるが、団体の情報をまとめた冊子等も

作ってホームページにも掲載しており、実際に町内会の方からイベントに市民団体を紹介してほしいと

いうお願いをされていて、そういうところを繋ぐということは既にやっている。地域コミュニティーを

支える地域運営組織については、私たちも学んでいる状況だが、これは事業なんですよね。私たちは、ボ

ランティア組織で、みんなやりたいことをやって、それが少しずつ広がっていく、というような団体が多

いが、地域運営組織となると事業をやっていく、稼いで人件費を払って事業をやっていくようなものに

ならないと実行力が伴わないと思うが、まだそこまでは至っておらず、そういうところを担える人材も

育成できていないところは反省もありつつ、そこまではボランティアでは出来ないところもあるので、

この辺については、今後の課題ということで認識はしている。

（座長）

Ｄ委員は、未来計画という形で各地区で色々と進めているが、今の状況を話してほしい。

（Ｄ委員）

第 1回の会議でも簡単にお伝えしたが、今、小学校単位で市民に呼びかけをして、地域のまちづくり

を考えてみませんかということで、未来計画という名称で市民に集まっていただいて、何が出来るかと

いうことを考えてもらう取り組みを進めている。今、小学校区単位で進んでいるのは４地区あり、天神小

地区、みなと小地区、地球岬小地区、蘭北小地区の４地区で進んでいる。蘭北小地区では、元々まちづく

りの団体あり、そこが中心となって町内会の方とか地域住民を巻き込んでワークショップを開催したが、

なかなか盛況な会だったことから、今後に繋がっていくのではないかと考えている。他の地区では、みな

と小地区と地球岬小地区の方は、今、何が出来るかというのを、皆さんで打ち合わせをしている段階で、

まだ具体的な形にはなってない。天神小地区では、桜まつりとか色々な活動がある地区なので、まずは、

その活動を紹介するところから行こうかと進めている。

（Ｅ委員）

今、実際に私が関わっているプロジェクトがあり、今日の資料に加えさせていただいたが、お手元の中

島公園秋祭りという資料をご覧になって下さい。10 月になってからサポーターとして入ってくれないか

と言われて入ったものだが、実は 4月の段階で室工大の都市計画に関する研究室の大学院生たちが、中

島地区には 7つの公園があるということで、その公園を活用した住みよいまちづくり、コミュニティの

繋がりをどうするかという研究があり、それが大変よろしかったようで、室蘭市の都市政策推進課の職

員の目にとまり、実際にこういう案があるんだったらやってみようかということで市の方から依頼が来

て、子育て世代やいろんな世代の地域住民に声がかかり、公園の活用について意見を出し合う機会があ

った。ワークショップを開いて、まず公園を使って何かやってみようという学生さんの発信で、企画がさ

れたものだった。まず大きな中島公園で出来るイベントをやってみないかと、室工大発信でみんなが協

力する形になった。4月からいろんなことを話し合ってやってたが、10 月に私が入るまでほとんど何も

滞っていて決まっていなかった。そこに町内会の方は地域住民が入れば、もっとスムーズに具体的に進

めたかなとは思いつつ、もう近々だが来週 29 日土曜日に中島公園で開催される。コミュニティー作りと
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しては、本当に素晴らしい例となる機会だと私は思っている。市の協力を得て商業目的ではなく、本当に

心からまちづくりをしようというメンバーが集まってあの開催する運びとなった。私がすごく感動した

のが、サブタイトルで「公園でやったことない」をやってみようとなっていて、室工大生は、コロナ禍 3

年目でずっとリモートで勉強する中、１歩踏み出して声をあげたというのが本当に素晴らしいと思って、

なかなか運営は困難なわけでしたが、みんなも力を合わせていけたと思った。ただ、学生と地域の人たち

が集まって何かをやるときに、どうしても年上の方が上から目線で物を言ってしまったり、教育してあ

げようという意識がすごく働いて、学生も途中から嫌になってしまう傾向もあるなと思ったり、色々問

題はあると思うが、でも 1つのものを楽しもうという機会を作る中で、多世代が入るのは、凄くいいな

と思い紹介させていただいた。この時は、音楽も欲しいということで、桜蘭中の吹奏楽部にも依頼したの

で、その校区内である旭が丘小校区と八丁平小学校区をメインに宣伝させてもらい、町内会の方にも回

覧板で回して協力していただけたらと思い、先ほど依頼していたところ市の方から協力いただいて本当

にありがたいと思っている、こういう繋がりを機に、ちょっとお願いをしたりとか引き受けたりとかで

きる持ちつ持たれつの関係があったら、地域コミュニティってもっと楽しくなるんじゃないかと思った。

今日午前中、近隣住民の方に吹奏楽で音を鳴らすので 30 分間程うるさいですけどすいませんと学生たち

と一軒一軒回ったが、出てきた方は、ほぼ 100％どんどんやってと、お祭りとか人が集まる機会があまり

ないので、市の体育館が閉鎖して本当に寂しくなってるから、学生たちとか誰でもいいから何か活性化

に繋がることをやってくれたら、うるさくても全然いいから、という人がほとんどだったので、すごく室

蘭の温かさを感じた。

（座長）

ありがとうございます。素晴らしいイベントを企画されている。これに町内会も入ると広がりが多くな

ってくるかもしれない。先ほどＤ委員が言っていた通り、小さなものも含めて色々な団体ができており、

そこを町内会や地区連合町会とうまく連携できないだろうか、というのを今、投げかけられてる。町内会

では、会館とかいろんな財産を持っているので、お互いにそういうものを使わせてもらうとかすること

で幅も広がってくると思う。そういう団体との関わりの中で町内会も活性化するし地域も活性化するこ

とから、こういう形をどんどん取り入れてもらえればありがたいと思っている。

（Ｆ委員）

うちの町内会では、昨年から焼き芋祭りを始めており、この中島公園秋祭りでも焚き火やじゃがいも焼

きがあるが、初めてやる焼き芋祭ではノウハウがなかったので、実際にやっている方にお願いしてやり

方とか教えていただき、そして他の団体とも繋がって焼き芋祭りを成功させた。今年はノウハウは分か

るので道具をお借りして実践してくれた。今年は、白蘭小学校の校長も見えられて、地域の中で町内会の

中で子供たちがどのように生活している、どういう様子であるかを見てくれて、子供たちも保護者も非

常に喜んでいた。白鳥台は児童生徒がかなり減っていることから、あたらしい学校教育推進協議会が発

足して、小中学校が一緒になる義務教育学校を市内で初めて設立する予定になっており、その中で、地域

と学校の連携が大事だという話になっている。白鳥台には大きなイベントとして春の桜祭りと夏の白鳥

台フェスティバルがあり、この準備は主に連合町会の役員が行っているが、人手が足りないということ

で、学校の方から、生徒に地域ともっと係わってほしいという考えもあり、イベントの手伝いを出来ない

かと、また部活の体力作りで、冬には独居の方の雪かきの手伝いをできないかと考えている、ということ

ですので、白鳥台としては新しく出来る義務教育学校と地域との連携で、新しいまちづくりが進むので

はないか期待を持っている。

（Ｅ委員）

中島公園秋祭りで、例えばこういうイベントをするとしたら最初の資金をどうするかというのがあっ
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て、今回はお金のことは後回しだったので、最終的にボランティア参加してるメンバーと学生が千円ず

つ出資して色々買う物を買って、売り上げから千円をバックして、儲けの部分は次に繋げていこうとい

う感じだが、学生はいずれ卒業してしまい、そうなったとき、それでもこの会は凄くいいものだとなった

場合、誰が引くかという問題が出ている。町内会だったら町内会が引き継げるが、今、提案しているのは、

その時にこそ活センを使って、例えば中島公園で何かやってみたいことがあればサポートするような、

持続可能な形でこういう楽しいイベントが出来たらと思って、誰かに任せっきりにするのではなく、み

んなで、その時いるメンバーで出来ることを、という形でできたらいいかなと。ただ先立つものは大事で、

千円ずつ収集というのも面白いとは思ったが、学生に出させるのも申し訳なかったり、というのが今の

問題でした。

（座長）

継続していく難しさと人と物とお金というのは付いてまわり、どこかが欠けても継続ができなくなる

こともある。町内会ではその辺を継続してやっていることから、そういうところの接点をもった方がい

いのかもしれない。

③ 条例制定等による活性化の取組みについて

～事務局から資料に基づき説明～

（座長）

ただいま、札幌市で出来たばかりの条例を皆様方にお示ししたが、私もこの条例には非常に深い関心を

持っており、私と関わりのある札幌の先生が、4年ほど前から条例を作る検討委員会の委員長をやってお

り、色々な資料を取り寄せてその先生がやっていたことを見せていただいていたが、それの先生が 3年

前から室蘭市の防災のことで来てくださいまして、いろんな防災の問題について、我々が地区連ごとに

自主防災組織を作ったところに来てくれて勉強しました。この先生は防災のみならず、まちづくりにも

係わっている先生だということで認識を新たにしたわけですが、そういう中で先生の方から近いうちに

できると思いますよと話もあって、この条例が出来上がった。

これにつきましては、我々市町連も非常に関心を持っており、事務局とも色々と話し合いをしてる。今

日、皆様方に札幌市の新しい条例をお示ししただが、つい 2～3日前の情報では、道内のあちこちの市が、

これはいいなということで、是非作ってみたい、検討してみたいという話が出ているようだ。そういうこ

とから室蘭市でもこういう条例があったらどうなのかということも含めて、ご発言いただければありが

たい。資料 3ページの 1番上にある、条例と町内会支援策はどんな関係なの、という質問の中で、この条

例は、町内会の加入を強制したり罰則を設けたり、市が町内会や事業者等に指導を行ったりする旨の条

文を設けるものではありません、となっている。行政はこういうことをしますということで、地域住民や

関係団体に圧力をかけるものではなく、どこの市町村の条例もこういう形になっており、どちらかとい

うと、町内会はこういうものですよと皆さんに知ってもらうとか、町内会と地域が一体となってまちづ

くりをしていきませんか、という条例ですので安心していただきたい。

（Ｇ委員）

条例は、町内会への加入を強制したり罰則を設けたりするものではなく、市が町内会や事業者等に、の

部分を気になって見ていたが、そもそも条例とはどういうものか、条例の概念を教えていただきたい。

（事務局）

条例にも様々なタイプがあり、市民に対して何か義務を課したりする条例もあるが、この条例は、法令

で決まっておりやらなければならないという条例ではなくて、加入や活動についての理念を定めた基本
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条例という位置付けで、資料にあるように他都市でも定められている。

（Ｇ委員）

今回のこの条例に関しては、こういうあり方で行きたいという方向性を見出すような感じの条例とい

うことでいいのか。

（事務局）

今回は、あくまでも他都市の事例紹介ということで話しをさせてもらったが、札幌市ではまさにその通

りで、町内会への加入の義務付けとかは謳われておらず、またアパート関係等の事業者の規定もあるが、

指導や義務など、そこまでは踏み込んだ内容にはなっていない。

（Ｈ委員）

このような条例があるに越したことはないと思う。市としてどんな形で町内会を継続・存続させたいか

ということで、先ほど条例にもタイプが 4つあるということで全国の市の条例を紹介していたが、まず

どういう方向で作るのか、我々受ける側にしても、条例をどういった意味で作るのかという根本の話か

ら伺わなければ、なかなか見えない状況にある。具体的に町内会の加入率が下がっているので、上げるた

めに作るのか、もしくは気運を盛り上げるとか、そういった目的や軸みたいなものを作ってから条例に

対して取り組んでいくことが必要かと思う。

（Ｉ委員）

初めて見させていただいたが非常によくできたものだと思う。地域住民の役割、事業者の役割、市の役

割とそれぞれの役割が非常にしっかりしている。私は市の役割というところに注目しており、市として

やることを色々と書かれているが、私の受け持つ町内会では、超高齢化と言っていいぐらい悩んでおり、

それは入っていないのかと思った。これは札幌市の例だが、もし将来的に室蘭市もこういう方法で進め

ていくなら、是非、高齢化の関係を盛り込んでもらい、行政の支援をいただいてこれを乗り切っていきた

と思っている。

（Ｊ委員）

やはり条例は必要なんだろうと思う。今の社会はどうしても少子高齢化ということで、高齢者が増えて

きている。１人暮らしのお年寄りも多いことを考えると、先程来でている日本海溝・千島海溝周辺の巨大

地震の関係もあるし、今、全国的にも自然災害が多くなってきたということは、やはり地域でそれぞれ住

民同士が繋がっていないと、結果として何か起きた場合に逃げ遅れだとかが発生するんだろうなと思う。

個人的な話になって申し訳ないが、4年前に私の父親が亡くなり、今母親が 1人で住んでるが、高齢のた

め町内会を抜けてもいいかという思いはあったが、その時に町会長さんがかけてくれた言葉として、高

齢者の 1人暮らしになるので定期的に見守りをしてくれますよという話があったことから、そのまま残

ろうかとなった経緯もあり、そういう意味でやはり必要なんだろうと思うし、あと先ほど町内会に入ら

ないアンケートもあったが、ここ室蘭市では、今までこういうアンケートってやったことはあるのです

か。

（事務局）

室蘭市では、広く市民全般に対するアンケートはやったことがないので、これまでの資料でも、代わり

に他市の類似事例を紹介している。

（Ｊ委員）

1 度やってみるのも良いかと思うし、私も 10 年ほどアパート暮らしをしていたが、その時は 1度も勧

誘されたことがなかった。今は一軒家に住んでおり、その時はすぐ役員の方が見えて、色々とこういう活

動してますという話の中で、近所付き合いもこれから出てくるだろうということで町内会には入ってる

が、いろいろな災害から来る必要性も含めて、やはり加入促進に向けた何らかの条例があってもいいの
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かと思うのと同時に、どういう形で入ってない方を攻めていくかということを、もっともっとその辺を

出しながらやっていくことも 1つの方法ではないかと思っている。先ほど秋祭りの話もあったが、市内

のあちこちの公園を見ても、ほとんど遊んでる状態だと思うので、地域の繋がりということから考えて

も非常にいいことだと思う。先ほどの中島公園のイベントも 29 日にやられるが、もう少し早い段階から

こういう情報が入れば、私どもは組合員を 9千人抱えている団体ですから、それぞれ各組合の方に配っ

て、こういうのが中島公園でありますよと周知できるので、繋がりを持ってやることは大切なのかと思

う。

（Ｋ委員）

条例というと、若い方々には枠にはめられた感覚もあるので、ここがちょっと課題かと思う。こういっ

た取り組みを進めていく上で、現状を把握しないと効果的な取り組みには繋がらないと思うので、ぜひ

今の現状を把握して、こうした取り組みに繋げていただければと思う。Ａ委員から紹介いただいた「マチ

トモ」を開設するにあたっても、現状が見えないことには、どういった枠組みで市民に公開していくのか、

それを使うターゲットは高齢者向けなのか、若者向けなのかといったところを視野に作り込みをしてい

かなければ費用を投資しただけで終わってしまうので、現状を改めて把握し、目的を定めて進めていく

のがいいのではないかと皆様の話を聞いて感じた。

（Ｌ委員）

地域コミュニティで一番中心的な役割をしているのが町内会。その周りを考えてみると、先ほど工大生

とか学校、まちづくりを行っているＮＰＯとか市民団体がある。その中で札幌市のは、自宅でもネットで

見てきたが、とてもいい条例だと私は思った。地域コミュニティがなければ、本当にまちづくりは出来な

い。それで町内会をどういう風に持続させるかというのが今の現実です。その中で、この条例ができるこ

とで期待してるのは町内会支援策ですね。先ほどあった高齢化もここに入ると思うし、時間がかかるか

もしれないが、皆さんで話し合って予算化するとか、そういった方法に向かうのが必要ではないかと思

う。

（Ｍ委員）

支援策として各地域で共通してる部分、例えばゴミステーションの管理や街路灯の管理は共通してる

と思うが、地域によって異なる課題があると思うので、それも吸い上げていただきたいというのが 1つ、

あと先ほどアパートの加入促進があったが、市営アパートや道営アパートがどういう風になってるのか

というのが 1つあって、市営アパートでいえば、先ほどあった加入方法がわからないと言うことであれ

ば、入居手続きの時に町内会の担当者の電話番号に書いて渡すとか、そういう取組みをすれば促進にも

なって、加入者が増えてくるんじゃないかと思う。

（座長）

札幌市の条例を見ていただいたが、これについては、まだわからないが、今後は室蘭市と条例と言うこ

とで提案するかもしれないし、先ほど話した防災についても、今後取り上げていきたいと思っているの

でよろしくお願いしたい。


