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第４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５年２月１３日（月） １３時３０分〜１５時００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（１４名）

森川座長、小林委員、田村委員、黒川委員、杉山委員、井川委員、赤石委員、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（８名）

坂本（俊夫）委員、山田委員、福澤委員、日西委員、三木委員、小島委員、坂本（瑞穂）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）配布資料の確認

（４）議事

① 防犯・防災の取り組みについて

② 室蘭市町内会・自治会活性化基本方針（仮）骨子案

（５）その他

（６）閉会

５．議事

① 防犯・防災の取り組みについて

～事務局から資料に基づき説明～

（座長）

ただいま事務局の方から説明があり、資料 1-1 は 2 回目の会議資料でもお配りしたものだが、今後、

自治体が町内会等に期待するものとして、防災・危機管理に対して 60％近くあるが、実際に町内会・自

治会で取り組んでいるのは 20％程度で、現状と自治体が期待するものとの乖離がある。

これはやはり大事な話で、先ほどの挨拶で申し上げたように、まさにトルコでは地震で家が倒壊し、今

現在 3万 3 千人程の方が亡くなっている。神戸の時は、地震による家の倒壊や火災で 5千人以上亡くな

っており、東日本の場合は、家の倒壊や津波で 2万人を超える災害となったが、室蘭市でも、地震が来た

時には、家の倒壊や津波で亡くなるとか、他人事ではなくこれに取り組んでいかなければならず、そこに
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町内会・自治会や地域の色々な方の助けというものが入ってくる。

（Ａ委員）

災害時避難行動要支援者個別避難計画というものがあるが、先日の会長の講演を聞いて、素晴らしい取

り組みだと思った。

他の町内会も同様と思うが、うちの町内会では、かなり独居の高齢者の方が多いが、これは主として連

合町会単位で考えていくのか、それとも町内会単位で計画を進めていくのか。

（Ｂ委員）

個別避難計画というのは、市の方で災害時に支援が必要となる要支援者名簿というのを作っており、こ

の中で、基本的には国の方から災害時にどのように避難させるか計画を作りなさい、というのが個別避

難計画になっている。

現在、会長の蘭西七町連合会で、先行して取り組みを進めているが、自主防災組織の広域化の取り組み

の中で 1番進んでおり、協力いただきながら今計画を作っている。

この計画を広域でやるのか、町内会単位でやるのかという話があったが、計画を作るには、地域の方の

協力が非常に大事であり、地域の民生員や社会福祉関係の方、それから実際に避難行動に協力してもら

うとなると町内会の協力も必要なので、広域とか町内会単位に限らず、出来るところからやっていきた

いと考えている。

ただ、この要支援者の方は非常に数が多いので、どこまで町内会に協力いただけるのか手探り状態であ

り、地域で協力してもらえるところがあれば、そこは私共も入った中で計画の策定を進めていきたいと

思っている。

（座長）

今のＢ委員の話の通り、非常に大変なエネルギーを使う作業になってくると思う。ただ我々が取り組ん

で気が付いたことは、資料 1-3 の下のところで自助と共助と公助の連携で災害に対応し、それによって

減災となることが書いてあるが、この中の公助はご存知の通りで、自治体が色々な形で国民市民の安全

安心を守っていくのは大きな義務です。それから自助というのは、自分で助けるのはおかしいんじゃな

いかと言う人をよく我々も聞くが、災害があった時に自分の体を守れるか、自分の家族を守れるかとい

うのが自助で、やはり自分の命は自分で守るという大原則に基づいて、まずは自分で考えてみて下さい

ということ。そしてそこに、今、Ａ委員が言われた、要支援者的な人たちをどう助けていくかというのが

共助という形になってくる。

うちの蘭西七町連合会で作ったポスターの中にも入れてあるが、近くの人たちの隣近所の力を近所と

言っている。なぜかというと、困っている人を助けるのは、どういう人が助ける人なのかというと、向こ

う三軒両隣、近所の人たちの若い方だとか、役員だとか、そういう関心持ってる人が、助けてくださいと

いう人を助ける、これが原則になっている。

広域的でやるのは全体的なことになるので、そこからだんだん突き詰めていくと町内会、町内会の中の

近所というように要支援者、困っている人を助ける、小さなお子さんもいるかもしれない、そういう人た

ちを助けるという方法になっていくという前提のもとに、我々蘭西七町連合会で今取り組んでいる。

他人事ではなく、隣りのおばあちゃんをどうやって助けるか、もし車がある人だったら車を出そうか

と、そういう方法を今、市と一体となって取り組んでいる。

日本海溝・千島海溝周辺の地震が発生した場合、室蘭市では、市街地の何割くらいが津波の影響を受け

るのか。

（Ｂ委員）

面積では出していないが、浸水区域内にいる人口では、深夜だと 2万 5 千人位、日中は市外から会社
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関係にお勤めの方が来られるので 4万 6 千人位といわれておる。資料 1-3 で夏の昼間では、被害に遭わ

れる可能性が 1万 1千人で、4人に 1人は被害に遭う可能性があるので、やはり迅速な避難体制が必要に

なる。

ただし、死者というのは、適切に避難しなかった場合の人数になっており、情報を得てすぐ避難行動に

移すと 8割から 9 割減らせて、確か夏の昼間だと 2,300 人程度で収まる想定になっており、やはり適切

に避難するという行動が必要になるが、それにはやはり地域の中で日頃から出来ることを啓発も含めて

やっていくのが非常に重要となってくる。

（座長）

夏の昼中人口が多い時に災害で津波が来た場合、何も手当てしなければ 1万 1 千人が亡くなり、冬の

深夜の時は 4,800 人位の死者が出るということで、私がこれを見た時、逆でないのかと思ったが、夏の昼

間の人の出入りが多い時に災害が来ると多くなる。

夏の昼の災害というのは、なかなか町内会だと動きづらいところもあり、やはり我々が考えるのは、冬

とか深夜とかに災害があった時、隣近所だとか、町内会だとか、自主防災組織が力を発揮するのかな、と

いう感じを受ける。深夜、雪の降るときとか寒いときとか、その時に災害があったら大変なことになると

いつも考えている。そこで町内会だとか自主防災だとか近所の力で、お互いに助け合うことが大事にな

ってくる。

今、地震が来たとなったら皆さんそれぞれの形で災害に対応する。例えばここに津波が来ましたとな

ったら、文化センターに逃げてくださいとなるのか、西中学校に上がってくださいとなるのか。そういう

ことも常日頃から 1人 1人が抑えておかなきゃならない問題ですし、そこにどう町内会とか共助が加わ

ってくるか、真剣にいろんなパターンで考えていかなければ、いざ災害で地震が来た、地震はそうでもな

かったが津波が起きたと、色々な想定があるので、それに合わせた対応を考えていかければならない。

今日は報道関係の方も来ており、ＦＭびゅーの委員もいるが、我々町内会とタイアップした動きをし

ていかなければならない。町内会とどう連携をとって災害のときにやっていくか、うまく災害に対応す

ると死者が 8割から 9割減る、うまくいけば 0という形になっていくと思う。その方策を、今これから

町内会を中心として、この活性化会議でも十分に意見を交わしながら、将来の自主防災だとか町内会の

あり方というのを考えていかければならない。

町内会が今、大変な状態にある、危機的な状態にある時に、自主防災など災害で人を守るというのは、

まさに町内会の原点であり、ここを外して町内会活動は語れないんじゃないかと思っている。

（Ｃ委員）

実際にうちの町内会は自主防災組織に加入しているが、それが 12年以上前から全く組織に加入してる

こと自体も皆さん知らない方が多く、それで自主防災組織とはどういうものかというのを一応回覧はし

た。ただ、それを組織的にまた組み直そうと思った時に、平成 30 年に胆振東部地震があり、それで停電

となり固定電話が使えません、携帯電話となった時に、会長から副会長、各部会の部長方に連絡するとな

った時に、やはり高齢者が多く携帯電話を持っていないため、そこでストップしてしまった状態である。

ただ役員の中だけは大体は作りあげたが、組織の班長、副班長に行く段階では、もう進むことが出来なか

ったのが現実。

実際に高齢化率も 50％を超えており空屋も多い。それと隣近所と関わりたくないというのがあって、

そういうので全てダウンしてる中で、皆さんスマートフォンは持ってる方がく、災害の場合はスマート

フォンに地震に起きましたとか入ると思うが、市の情報がスマートフォンにくる方法はあるか。

（Ｂ委員）

コロナのワクチン接種の関係で、市で LINE を使った登録を進めていたので、確か登録者も結構多いと
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聞いている。その中には、防災だけではなく、日頃からこんなイベントがあるというのも流しているので、

今すぐ使えるものとしてはこれが 1番使いやすい。

（座長）

今、全国的に高齢者の 80％位がスマホ持つ世の中になっている。ただ、防災の時にどう使ったらいい

んだとか、避難所へどう行ったらいんだなど、色々と使えない面がある。今、防災から話があったが、地

域生活の方でも我々町内会や一般市民向けにＩＣＴの使い方など研修会もやっているので説明してほし

い。

（事務局）

今年度は、町内会のデジタル化の取り組みとして、高齢者や町内会の会員向けにスマホ教室を一部の地

域でやったりしているが、市内 1箇所でやるとなかなか足を運んでいただくのも大変なため、これから

必要となってくるのは、地域でそういったことを教えていただける町内会の役員の方を育成していく、

リーダー養成的な取組みも重要と考えており、昨年は、指導者養成研修会ということで LINE や ZOOM の

講習会を開催し、地域の代表の方に参加していただいた。取り組みとしては始まったばかりで参加者も

まだ少ないが、今後はこうした取り組みを充実していく。

（座長）

災害の時に特に感じるが、やはり避難するような場合には若い方の力というのが大事で、私たちの町内

会の地域のアパート・マンションも、どちらかというと町内会に入らない方が多いが、こういう方々はほ

とんど車を持ってるし機動力もある。そういう面でこれからは、学校のＰＴＡやアパート等に住んでい

る若い方の力を借りたいというところがある。

これから我々も努力しながら、町内会に入ってくださいとの前提になるかもしれないが、いざ災害とい

うときに力を貸しますよとか、何かあったら私に言ってくださいというような、組織的、システム的なも

のがあればありがたいと思う。

（Ｄ委員）

資料 1-1 で自治体が今後活動を期待する分野として防災・危機管理が 58.6%を占めているが、資料 1-2

にあるように既に町内会で取り組まれている部分はある。要はＰＲであったり認知されるかされないか

の部分になってくる。

確か 2014 年の広島の豪雨の時に土砂災害があって、室蘭市でも急傾斜地崩壊危険区域とか、これは道

になるが土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、イエローゾーン、レッドゾーンとかそういう区域指

定になってる。そして室蘭市が津波災害警戒区域として指定されたのが令和 4年 1月ぐらい。室蘭は坂

の町ですから、やはり急傾斜地や土砂災害の区域に設定されるエリアも多いし、平らなエリアは少ない

が、津波警戒区域に指定されていたり、市役所や道の広域センターのところも、実は津波災害警戒区域に

入っていたりする。

その地域の一軒家に住んでる方々は、多分、市か町内会かわからないが、津波災害警戒区域や土砂災害

警戒区域に入りますよと、多分、説明を受けている方が多いと思うが、アパートの方々は、不動産業者で

は入居時に津波災害警戒区域や土砂災害警戒区域に入ってますよと説明する義務があるが、入居後に設

定されると賃貸の方々はなかなか知り得ることはなく、ましてや町内会に入ってなければなおのこと。

であれば、震災が起きた時に皆さんで協力するとなると、教育がまずメインになってくる。子供たちに

まず周知して、親を巻き込んでいく。この後の議論になってくるかもしれないが、町内会をどうやって活

性化していくかとなると、やはり地道なＰＲが必要になってくる。じゃあチラシを交付するとなると、媒

体を使うと金もかかるし、配ったところで目に入らなければ意味がない。

子供たちにも、防災の部分やこういうエリアに入ってますよとなると、参観日に親は出てきますから、
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ただ算数の授業を参観するよりは、10 分でも災害に関して町内会がこういう活動してますよとなれば、

それまで町内会に入ってない親の方も興味があるし、防災や子供たちの見守りといったことを町内会が

やってますよと、でも町内会では、実際に今こういうことで逼迫しているということも教育の中で巻き

込んでいけば、親たちも、それだったら私たちもやろうか、防災が起きた時に行動に移そう、子供たちを

どうやって安全に、また高齢者をどうやって助けていこうか、ということを巻き込むような形でＰＲと

か教育をしていけば、町内会にも参加する方が増えるかもしれないし、防災に関しても興味が湧いて活

動していくというように、連動していく形になっていくんじゃないかと思う。

だから教育も含めて親に確実に周知させるために一番わかりやすいのは、参観日の時にそういうよう

な活動をしていくことも必要と感じる。

（座長）

アパート、マンションに関わらず、学校等を通して町内会のことを知ってもらう、災害の恐ろしさを知

ってもらうような方策はやらなければならないし、それをＰＲしていくような方法も考えていかなけれ

ばならない。これは市の広報課や防災対策課、地域生活課など色々なところの協力を得ながら進めてい

かなければ、なかなか町内会だけでは前へ進んで行かないので、なるべく若い方の力とか、そういう方面

で活躍してる人の力を借りるとか、そういう方法を講じていかなければならないと思う。

（Ｅ委員）

今の話を聞いて、学生の協力も重要と思ってましたので、母恋は地区的に専門学校だったり看護学校が

かたまっており、人の命とか健康とかに関わる学生さんが多い中で、学生たちのキャリアアップとして

も、地域活動やボランティアの中に防災があると、学生側からしても、自分たちの地域で実際に役割があ

るという機会がコロナ禍でなかったという声もあるので、何か自分たちのタイアップに繋がるような取

り組みがあったら参加される学生もいるんじゃないかと思う。そういうところに色々ＰＲとか、参加の

要望を出したりとかは効果的。ただ地区的に学校がないところもあるので、そこは課題としてある。

（座長）

確かに今、工大の学生などがまちづくりに色々と関心持って動いてくれている。

我々も事務局とも話してるが、、話があった北斗文化学園の専門学校は調理も介護もあり、地域との連

携を持つ方法を考えていると聞いている。

我々の方からアクションを起こして、先生方にお願いしてくるとか、そういう方法も必要だと思ってお

り、去年あたりから事務局と話し合いをしており、やはり生徒の持っている力というのはある。

例えば災害の時に、避難所の食事をどういうものがいいのかを北斗文化学園の学生が考え、こういうの

もありますと市民にＰＲするとかも大事なことと思うし、介護の方でも学生を持ってる力でそういうこ

とを話してくれるとかも大事です。そういうことをこれから取り組んでいかなければならない、大きな

課題かと思う。

とりあえず防災はここで区切り、次は資料 1-4 の防犯の方で何か質問ありますか。

先ほど事務局からも話があったが、地区連単位で団体を作っていくのが市の意向だが、今、15 の地区

連で実際に組織してるのが半分の 8地区。自主防災の組織も市内に 100 いくつかあるが、それがなかな

か活動していないということもあり、8か所はある子供の安全を守る組織も、なかなか機能できていない

ところもある。

町内会自身が大変な状態にある中で、他の団体の活動となると、町内会でも手が回らないというところ

もあり、なかなか難しいが、それでも一生懸命やってるところもあり、これも町内会の大きな役割の 1つ

になっている。

確か来月の 3日と 4 日が子供の安全パトロールということで、教育委員会の方の呼びかけで年 4回、
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各町内会の役員とか関心のある方が登下校時間に地域を回って子供の安全を守っている。

町内会の中には、役員がおじいちゃんおばあちゃんばかりで、やはりもう少し若い人、お父さんお母さ

んも動いた方がいいのではないかと、仕事はあるかもしれないけれど、町内会任せというのもいかがな

ものかという意見もあるが、やはり隣近所を含めて助け合っていくのは大事なことなので、今、各町内会

や地区連も一生懸命やっているが、活性化という面においても、これからの課題になっていくと思う。

（Ｆ委員）

白鳥台では、令和 7年 4月から小・中一体となった義務教育学校に変わる。そうなると学校と地域の

強い協力関係が求められる。

令和元年に発足した学校運営協議会がコロナで活動を休止していたが、再び動き出した。今月 22日に

第 2回目の会議がある。そこには地区連合町会、青健協、PTA 役員が集まり、学校を核とした地域活動の

活性化が話し合われる。これからは、学校、町内会や PTA との連携が非常に良くなると考えられる。

具体的には、防災教育で本室蘭中校が避難所づくりや段ボールベッドの組み立て方などを実施すると

き、連合町会も参加してもらえないかと伝えられている。これからは防災や防犯についても、学校運営協

議会を通して地域と学校が密接になっていけると思う。

また例えば、地区連合町会に学校周辺の美化清掃を要請された場合、それに対応する考えはある。学校

側も PTA や中学生による地域の行事とか雪かき応援団としての交流を、進めたいと考えている。そうな

れば学校が地域活性化の核となるという目標が、実現すると期待している。

本室蘭中学校の校長先生は、登別市の学校で勤務した経験がある。その校長先生の話によると、登別市

では防災訓練でも連合町会の方から、どんどん一緒にやりましょうという働きかけがある。地域の町内

会と学校が連携して活動をしてきた経験がある校長先生なので、白鳥台地区においても町内会をはじめ

とした地域と学校が一緒に活動することが進めることが出来れば、新たな形での活性化が図られると思

われる。

② 室蘭市町内会・自治会活性化基本方針（仮）骨子案

～事務局から資料に基づき説明～

（座長）

方針の骨子案ということは、これがもう少し肉付けされることになるのか。

（事務局）

本日は、主な枠組みということで示しており、具体的な基本方針となると更に厚いページ、他都市の例

でも 10ページ、20 ページ位のものになろうかと思うので、この段階でご意見があれば、次回お示しする

基本方針案に出来る限り反映していきたいと考えている。

（座長）

次回は 3月末にこの会を開くと思うが、基本方針案が出来た時点で、事前に皆さんにお配りした方が

いいと思う。

（Ｇ委員）

若い世代、未加入者への情報発信について、先ほどの賃貸物件の方々がなかなか町内会に入らない中、

ネットでもチラシの媒体もそうだが、要は興味がなければそこにたどり着かないし、紙の媒体にしても、

手に取ってもそこに意識がなければ記憶に残らないし、となれば先ほどの参観日とか、そこに強制的に

居なければいけないところに情報をダイレクトに伝えることで、ここの部分でも活用できる。賃貸の方々

とかも、なかなか加入されないのであれば、そういった分の意識を具体的に入れるとなれば、ここの分野
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に入ってくる。

あとは防災の部分が皆さん興味があるとなれば、土砂災害警戒区域、津波もそうですけども、警戒区域

のところに、後でそのエリアに入ったとなるとなかなかその情報も入ってこないので、ここの部分に入

ってくる。

そこに自分から入る情報を入手するよりも、強制的にその中に入らなければいけないとなると、さっき

の参観日とかこういった部分のところになってる。

（座長）

これは将来の課題的に大事なものになってくる。やはりと若い方とあと女性のリーダー的な方が、今ま

でもそうだが、これからもっと町内会、地域を引っ張っていってくれる気もする。町内会の会長や副会長

は男性が圧倒的に多いが、国だとかいろんなところの方針でも、やはり女性の社会参加、リーダー的な役

割というがあるので、この基本方針の中に大きく取り上げていかなければならないと思う。

あと、先ほどＧ委員が何度も言っていたが、広報的なことで知ってもらうことや町内会の見える化とか

も大事ですし、行政の力を借りるとか報道関係の力を借りるということも大事になりますし、それから

もう少し広報誌を通して市民に知ってもらうことも大事なので、これから市の方にも訴えていきたいと

思うが、自ら進む形を取りながら、いろんな方々、行政や宅建協会、商工会議所、労働組合とかの力を借

りながら一体となって取り組んでいければありがたいと思っている。

ここには大きく出ていないが、札幌市の条例も我々は市の方に訴えているが、この方針案の中に条例の

ことが入ってくるのかわからないが、我々もこの推進会議で検討していただきたいと思うが、条例を作

る作らないは別として、課題として取り組むべき方策と考えておりますので、この辺をもう少し強く出

せていければありがたいと思う。

基本方針の 4番目のコミュニティスクールですが、室蘭市内では今年度、全地域にコミュニティスク

ールが出来るということなので、やはり学校もしくは教育委員会には、このコミュニティスクールをど

うやって生かしていくかということが大事だと。学校運営の方では、学校である程度対応出来るかもし

れないが、地域と協働で活動していく分野になってくると、やはり地域の団体だとか町内会と連携を取

らないと、コミュニティスクールの 1分野において完全に欠落してしまうと思う。

そういう面で我々町内会や地域の団体が学校と一体となった取り組みというのが、否が応でも来年度

以降、教育委員会が進めなければならない課題となる。そこにいかに地域が加わっていくか、協力してい

くかということになり、大きなテーマになってくる。

（Ｈ委員）

防災に関してだが、東北で起きた震災の 2～3年後に、復旧に関する旅行に参加したが、そこで驚いた

のは、あの地区では何十年かごとに大きな津波が起きているが、昔からそれを言い伝えなければという

ことで、おじいちゃんおばあちゃんは、子供や孫にそれを伝えていくことが仕事だと知った。

東北地方には「津波てんでんこ」という言葉があり、それが学校の校歌の中に言葉として入っていて、

津波の時は、お父さんやお母さんを探すでもなく、先生についていくのでもなく、自分で逃げるところを

決めてそこに向かっていくという教えだが、それは小さな幼稚園ぐらいの時から、とにかく地震などの

災害が起きた時には、そこに行くんだよということが教えられていて、地域によって行く場所は違うが、

親やおじいちゃんおばあちゃんが子供の手を引いてそこまで行く。

ただこの時は、先生が指揮を取って先頭を行き、子供はやはり先生の後をついて行ってしまったことか

ら、それで亡くなられたこともあったが、要するに自分の身を守るには、もしこういう状況になったら、

ここに行くんだよ、その山に登るんだよ、市民会館に行くんだよ、文化センターに行くんだよとか、そう

いうことを普段から家で話し合っておくと子供の頭にも残るので、何かの際に役立つかと思った。
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先ほどＧ委員が言われたように、これは町内会だけで解決することではなく、老人クラブを巻き込んだ

り、子供に言われるとお父さんお母さんも結構ドキッとすることもあるので、学校を巻き込んで取り組

んでいくことが良いと思った。

（座長）

小さい頃から津波や地震などをいろんな方法で知ってもらうことは大切。

市では、災害のハザードマップを出したり、津波の該当地域の住民に津波ハンドブックを出したりして

いるが、中を見ないで置きっ放しになっているのをよく聞くので、色々な方法を取らないと子供たちの

ところに入ってこない。そういう意味で、新聞に写真が出てくるとか、ＦＭびゅーのラジオで聞くとか、

そういうことによって子供たちの意識を持って行くのが良い。町内会だけ、老人クラブだけ、ＰＴＡだけ

では限界があるので、総合的にこういう問題に取り組んでいかなければ、なかなか子供の耳に入らない。

いろんな方法や媒体を通してもらえばありがたく、そういう形で地域の防災というものを考えていかな

ければならない。

（Ｉ委員）

以前、苫小牧で開催された防災のことを考える講演会で、講師の片田先生から今のＨ委員と似たような

話を伺い、田老か宮古かの地区で地震が起きて子供たちに逃げろとなった時に、先生とかこれまでの地

震を知ってる人は、前回の地震はここまでで大丈夫だったからここでいいんだよと言っても、子供たち

は、でももっと奥に行こうと、子供たちに引っ張られておじいちゃんおばあちゃんも連れてかれて、まだ

どんどん行ける、もっと奥、もっと高く行くという子供たちに引っ張られて、かなり高いところまで行っ

て、結果的に過去に大丈夫だと言われてたところは沈んだらしいんですよ。

これまでのハザードマップとかもちろん大事で、それを頭に入れておくことは、すごく大事なんだけ

ど、片田先生が言うには、その時できる最良をやるというのがまず大前提なんだと、どこまで来たから大

丈夫ということではなくて、自分が行ける最大限安全であるところを目指そうというのが大前提だとい

うことを、今の話を聞きながら感じていた。

ＦＭびゅーが出来ることで言うと、先ほどの LINE の話が出てきた時に、自分も室蘭市の LINE に登録

していて、除雪の状況とか今知りたいことを適宜教えてくれるのがありがたく、Twitter も見てるが両方

とも参考になるなと思いながら使っていた。

ＦＭびゅーでは、例えば大きな地震があってど、この地域はどこの避難所ですとかいうことはもちろん

出来るが、ラジオなので、なかなか目で見ることができないことを考えると、まず平常時に出来ることは、

LINE を登録して下さいとか、ＦＭびゅーだけじゃなくて、室蘭民報の今日の紙面にこういうのが載って

ましたとか、道新のこの紙面にこういう情報が載ってますというのをミックスし、先ほどのハザードマ

ップや防災の資料の何ページに載ってるのでというのを互いに補完し合い、見てもらうきっかけ作りが

出来ればと思っている。

もちろん 100％の情報を伝えるように、正確にと思うが、多分資格がないとわからない部分もあると思

うので、そういったところの動機付けに、きっかけを作りつつ窓口に導くようなことが出来ればという

風に思っている。

あとはもちろん町内会の大事な役割や、どうして町内会が必要なのかというのは、やはり未だにもやっ

とわかっていない方も多いようなので、私たちの生活の中でこういうのを町内会が担っているんだよっ

というのは、引き続きお伝えしていきたい。

（Ｊ委員）

今までの色々な意見だとか、先進的ににやっているところの資料を色々と調べてただいて、そういう中

でこれだけのものを出していただき大変ありがたいと思う。



- 9 -

今日これを拝見し、色々なことが網羅されて書かれているとは思うが、我々も掘り下げて見直していき

ながら意見がまだまだ出てくる可能性あると思うので、次回へ向けて持ち帰り、より良いものに仕上げ

ていけばいいのかと思う。

（座長）

今日は欠席の委員も多いことから、皆さん方に内容を知ってもらう方法を講じてもらいたい。

（Ｋ委員）

基本方針 4の将来を見据えた持続可能な組織づくりの他町内会・自治会との連携や合併の際の支援で、

これらはこれから起こりえるかもしれず、難しいとは思うがその組織づくりの内容はこれに書かれるの

か。

（事務局）

具体的な取組みとして相談支援機能と書いているが、これからの会議や地域の方との意見交換も予定

しているので、更にこういった取組みが必要だとか意見があれば、これらも反映していきたいと考えて

るが、まずは昨年アンケートした中で、本当に今後が危ぶまれている団体も一定程度あったことから、こ

うしたものを取り組まなければいけないということで明記したが、具体的な内容はこれからも検討して

いきたい。

（座長）

先ほどＫ委員や事務局からも話があったが、今日ここで配ってどうですかと言っても色々あると思う

ので、一度持ち帰ってもらい、色々な意見がでたら、なるべく早めに事務局の方から委員の皆様にお示し、

より深い内容のあるものにしていきたい。


