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第４回 社会教育委員会議 議事概要 
 

１ 開催形態 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から書面開催とした。 

  （会議資料を送付し、意見を聴取する形式での開催。） 

２ 議事 

  協議事項：【協議テーマ】災害に向き合う地域（理想状態）について 

  報告事項：令和２年度札幌市教育費予算について 

  報告事項：サッポロサタデースクール事業令和元年度実施状況及び令和２年度実

施方針について 

３ 意見聴取期間 

令和２年(2020 年)３月 24 日（火）から同月 31 日（火）まで 

４ 会議参加者 

社会教育委員（10 名） 

一戸委員、臼井委員、佐久間委員、鈴木委員、辻委員、土田委員、原田委員、牧内

委員、安田委員、山口委員 

５ 会議内容 

  協議事項：【協議テーマ】災害に向き合う地域（理想状態）について 

 ア 配布資料 

  ・【資料１】協議テーマ資料についての説明 

・【資料２】第３回会議までの振り返り 

・【資料３】今後の協議の進め方 

・【資料４】災害に向き合う地域（理想状態）について ※意見票 

  イ 内容 

   ・【資料４】を用いて、災害に向き合う地域（理想状態）について、意見聴取を

行った。 

  ウ 委員意見 

    別添のとおり。 

   報告事項：令和２年度札幌市教育費予算について 

  ア 配布資料 
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   ・【資料５】令和２年度札幌市教育費予算について 

   ・【資料６】令和２年度札幌市教育費予算の概要 

  イ 内容 

・令和２年度に本市が社会教育関係団体に対して交付予定の補助金について、令

和２年度教育費予算について資料提供したうえで、意見聴取を行った。 

ウ 委員意見 

特に無し。 

   報告事項：サッポロサタデースクール事業令和元年度実施状況及び令和２年度実

施方針について 

  ア 配布資料 

   ・【資料７】令和元年度サッポロサタデースクール事業実施報告 

   ・【資料８】令和２年度サッポロサタデースクール事業実施方針 

  イ 内容 

   ・標記事項について、配布資料にて報告した。 

  ウ 委員意見 

・令和２年度は各区 PTA 連合会総会にてサタデースクール事業の宣伝を予定して

いたが、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、総会の規模の縮小や

時間短縮等について、札幌市 PTA 協議会から各区 PTA 連合会へ要請している。

そのため、サタデースクール事業にかかる宣伝については、今後調整する必要

がある。（土田委員） 

・【資料８】の２「実施校拡大に向けた取り組み｣の(3)「地域への働きかけ」に

おいて、「区Ｐ連総会などを活用し周知を図る」とあるが、この際に、父親達

の参加を強く促すような工夫があれば良いと思った。（山口委員） 

 (4) その他 

○次回の会議は、令和２年６月に開催予定である。 
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№ キーワード 意見 設問 理念/方策 住民個人/組織 委員名

1 新しい地域をつくること

非常時に立ち直ることのできる地域とは、立ち直りな

がら、以前とは異なる新しい地域をつくってゆくこと

のできる地域。

問１ 理念 組織（仕組み） 辻委員

2
学習

交流

何でもそろっていて便利な街は、一人でも生きていけ

ると錯覚してしまいます。しかし、災害というのは非

日常です。当たり前のことが当たり前ではなくなった

とき、こんなはずではなかったとうろたえる事がない

ように、常日頃からなにかしらの啓発活動と、人と人

とを繋げる活動を地域ごとに行うことが理想であると

思われます。

問２ 方策 組織（仕組み） 山口委員

3 学習：災害対策、地域特性
地域で起こりえる災害について、住民がある程度の知

識を持ち、模擬体験や避難訓練を重ねている地域。
問２ 理念・方策 組織 臼井委員
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4 学習：災害対策、地域特性
住民同士が共通の被害拡大（二次災害等）の予測がで

きる。
問１ 理念 組織 土田委員

5 学習：災害対策、地域特性
災害発生直後の被害について住民同士が（共通理解と

して）ある程度予測ができる。
問１ 理念 組織 土田委員

6
学習：災害対策、地域課題、地

域特性

災害発生時に「どのような行動をとるべきか」「地域

でどのようなことで困るか」「地域のどのような人た

ちがどのようなことで困るか」等、知識・体験として

持っている地域

問１ 理念 組織 鈴木委員

7 学習：災害の経験

今回のCOVID-19の流行では公衆衛生概念の重要さが

市民に浸透しつつある。自然災害でも避難所の感染症

拡大は災害が起きるたびに取り上げられるトピックで

もある。災害は避けられないものとして、起きた災害

からケーススタディとして学び、また過去の災害から

繰り返し学び続けるのを止めないことが重要

問２ 方策 住民個人 原田委員
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8 学習：災害の経験

災害時の経験は、日常を問い直し、日常の中での私た

ちの目線(人やものや世界をみる見方）や言葉や行動を

変えることにもつながる。

問２ 方策 住民個人 辻委員

9 学習：災害の経験

体験を「学習」にする。そのための装置（しかけ）や

環境をつくることがとても大きな意味を持ち、これこ

そが社会教育行政の役割ではないかと考えられるとい

うこと。

問２ 方策 組織 辻委員

10 学習：災害の経験

体験した時に感じたことや気付いたこと、驚きや戸惑

いや感動や後悔を、対象化すること。（その体験につ

いて、ちょっと立ち止まって考えてみる、あれは何

だったのか、ほかの人はどう感じていたのかを共有す

る）

問２ 方策 組織（仕組み） 辻委員

11 学習：災害の経験

平常時の地域での取り組みとして甚大な災害に見舞わ

れた他の地域の経験から学ぶ場や機会をつくること

（成功も、失敗も含めて、行政職員も市民も一緒に）

問２ 方策 組織（仕組み） 辻委員
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12 学習：災害の経験
災害を体験した人たちが、何らかの形でその体験を表

現し、その表現を共有する場をつくること
問２ 方策 組織（仕組み） 辻委員

13 学習：災害の経験、災害対策

災害時、季節や地域の特性、家族構成、持病の有無な

どによって各家庭必要とするものはさまざまです。

実際、被災してみないとわからないことも多く、災害

について常に話し合ったり情報収集や情報交換を意識

して行っている地域は、そうでない地域と比べると立

ち直りが早いと思われます。

問１ 理念 組織（仕組み） 山口委員

14 学習：自助・共助・公助
自助、共助、公助についての役割分担が明確であり、

住民が理解している地域。
問１ 理念 住民個人 佐久間委員

15 学習：地域課題
地域課題についての学習機会が提供され、問題意識の

共有を図っていること。
問２ 方策 組織（仕組み） 佐久間委員

16 学習：地域課題
地域課題への理解や解決に向けての学習機会（協議の

場等）が設けられ、住民の積極的な参画があること。
問２ 方策 組織 佐久間委員
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17
学習：地域課題

社会的包摂

平常時、高齢者、身体に障害がある方等も「普通に」

「あたりまえ」に地域の中で生活していたり、日本語

を母国語としない住民も日本語を学ぶ機会があった

り、回覧板やラジオ放送などで誰もがわかりやすい日

本語や多言語が日常的に使われていれば、災害時（非

日常）の問題は一定程度軽減されるかもしれない。

問２ 方策 組織（仕組み） 辻委員

18 学習：地域課題、地域特性

地域の様々な情報（要避難行動支援者の他、避難所の

位置、避難経路、地理的状況＜危険個所、高低差、河

川の氾濫危険度等＞、）を知っている家庭・人が多い

地域

問１ 理念 住民個人 鈴木委員

19 学習：地域特性

日頃より地域住民が地域の特性（土地、建物、住民

等）について理解している。また、理解に努めてい

る。

問２ 理念 住民個人 土田委員

20 学習意欲

DIG・HUG等、直接的な災害学習だけでなく、社会教

育、生涯学習が広く様々な形で行われている地域、あ

るいはそのような意欲の高い（人が多い）地域

問２ 理念 組織（仕組み） 鈴木委員
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21 行政 行政の援助を効率よく利用できる。 問１ 理念 住民個人 土田委員

22
交流

情報共有
対話や情報交換を絶やさない地域 問１ 理念 組織（仕組み） 原田委員

23
交流：学校×住民

情報共有：学校×住民

平常時に関して、地域の学校関係者(教頭が窓口)が地

域の会合等に積極的に参加し防災対策や対応について

知ることもひとつと思う。学校以外に地域にはどう

いった施設設備があり、どのような住民が居住してい

るのか等。町内会組織の方々と顔見知りになることが

大切でした。

問２ 方策 組織（コミュニケーション） 牧内委員

24
交流：住民×行政×専門家

情報共有：住民×行政×専門家

リスクコミュニケーションを絶やさない（市民同士、

行政と市民、専門家と市民などの組み合わせはもちろ

ん、専門家と行政が発信するメッセージをさらに適切

に翻訳し市民に届けることができるリスクコミュニ

ケーション・科学コミュニケーションの専門家が必要

ではないか。そうしたリスクコミュニケーションの専

門家と市民の対話が日常時からあると非常時の信頼に

も繋がる。社会教育的に実行できる有力な分野のひと

つ）

問２ 方策 組織（仕組み） 原田委員
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25 交流：住民×他地域
道内外の複数の地域と友好関係を築き、困ったときに

は協力・助け合いを行える地域。
問２ 理念 組織 臼井委員

26 交流：住民同士

ひとりひとりが顔の見える関係ではなくても、地域住

民がまずは自分の所属する（関わる）場にアクセスす

れば、そこを通じて他の人々とも繋がり合える（助け

合える）システムがあること。

問２ 方策 組織（ネットワーク） 一戸委員

27 交流：住民同士

住民が日常的に気軽に挨拶し合い、適度なコミュニ

ケーションが取れて、日常的な困り事でも相談できる

人たちがいる地域。

問２ 理念 住民個人 臼井委員

28 交流：住民同士
地域行事が定期的に開催され、住民の参加率が高い地

域。
問２ 方策 組織 佐久間委員
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29 交流：住民同士

以下の目的を持った社会教育事業が活発に実施展開さ

れていること

・在住者を知るとともに、相互交流を促進する事業

・世代間の交流を促進する事業

・地域課題をテーマとした事業

問２ 方策 組織 佐久間委員

30 交流：住民同士

平常時から、お互いに「顔の見える関係づくり」、

「ご近所づきあい」がある地域。

→ 地域住民全員が顔の見える関係である地域が理想的

であるが、その段階に至るまでは、地域で様々な形で

の繋がりがあってよい

問２ 理念 組織（仕組み） 鈴木委員

31 交流：住民同士 地域住民同士の交流が活発である。 問２ 理念 組織（仕組み） 土田委員
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32 交流：住民同士

⾧期にわたっての避難所暮らしは、必要物品や食事の

面だけじゃなく、集団生活のルールや医療と健康維

持、ペットの世話についてまで考えなくてはいけませ

ん。そういったことを常に話し合い、協力し合って準

備してきた地域は行動も早く、自信を持ってみんなで

励まし合いながら克服できるのではないでしょうか。

問１ 理念 組織（仕組み） 山口委員
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33 交流：住民同士

地域の中で、顔が見えるつながりをつくっておくこと

が重要であると思います。

札幌は人口も多く、転勤族は常に出入りするため深い

付き合いは難しいかもしれませんが、それでも、どう

いう人がどういう家族構成で暮らしているのか、ある

程度みんなで把握しておくことが大事だと思います。

   今の時代、ＳＮＳで友人たちとつながって支えあえ

ることは、寂しさも紛れ心強くもあり、とても便利な

ことです。

それはそれで情報収集などに使えるので大変重宝しま

すが、本当に困ったとき助け合えるのは遠くの友人で

はなく、近くの他人なのではないでしょうか。お互い

顔を知っているだけで、いざというとき「ちょっとお

水を分けてほしい」、「怪我をしたので薬を分けてほ

しい」などのお願いがしやすくなるといいます。

問２ 理念 住民個人 山口委員
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34 交流：住民同士

地域の一部の人たちから始まって、やがては多くの人

たちと、その地域にある施設(老人ホーム、保育園、病

院など)の確認や、ひとり暮らし、母子家庭の把握、外

国人観光客にはどうしたらいいか、などいろんな人た

ちが自由に話し合える「空間」をみんなで作ることが

必要だと思います。そして｢口を利いたことはない

が、あの人はいつも優しそう｣、｢若いのに子どもがた

くさんいて大変そうだけど、楽しそう｣。そんなふう

に、他人へプラスの関心を持ち合える空気が必要だと

思います。

問２ 方策 組織（仕組み） 山口委員

35
交流：住民同士

災害対策：支援の受け方

行政や民間団体の支援を受けることができる避難場所

や待機場所が身近にある地域。その場所が単に物資の

支給や場所の提供にとどまらず、集まった人々でこれ

からのことを考えたり助け合ったりできる場となるこ

と。

問１ 方策 組織（コミュニケーション） 一戸委員
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36
交流：住民同士

社会的包摂

人との関わりがなく情報に乏しい人、身体不自由で単

独で避難が困難な人、共働きやひとり親世帯で自宅に

残されている子ども、精神疾患により避難所など多く

の人が集う場所に馴染めない人、発達障害などにより

緊急時の状況に順応できない子ども達など、地域との

繋がりが薄く、情報が乏しい人達が取り残されないよ

うに地域の人たちが声を掛け合える顔の見える関係性

が構築されている地域。

問１ 理念 組織 安田委員

37
交流：住民同士（世代間）

情報リテラシー

情報弱者を作らないための取り組み（信頼性の高い情

報を発信する公的機関のサイトなどを見慣れておく

等。孫世代が祖父母世代に教えるような方向性だと世

代間交流も兼ねられる。小学校で一人暮らしの年配の

方に手紙を送る取り組みが市内の小学校でもあるが、

たとえば同じことを電子メールやメッセージアプリで

試みてみるなど）

問２ 方策 組織（仕組み） 原田委員

38 交流：住民同士
住む人たちの緩やかな繋がりができていて、まわりか

ら疎外された人がいない地域。
問２ 理念 住民個人 臼井委員
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39
交流：住民同士

連携：住民同士
弱い立場にある人を常に気にかける余裕のある地域 問１ 理念 組織（仕組み） 原田委員

40 子どもの考える力を生かす

学校教育と社会教育の繋がりもとても重要であると感

じる。

マイノリティーの問題など、学校で考える機会がある

ことで、それについて考えたことや感じたことを、親

など周囲の大人へも発信され大人の意識が変わるとい

う例も身近にあった。子どもがいつもと違うことが起

きた時、困った時にどう考えてどう行動するかを考え

ることがとても大切であり、大人も共に考える機会と

なることも多い。（日常から様々な体験をしたり、普

段出会うことができない人々と出会い色々なことを考

えるきっかけとしては、サタデースクールはとても有

意義で、教員以外の力を借りてもっと広まればと思

う。）日頃から、子どもの考える力を生かすことがで

きる地域であることは大きな強みになると思う。

その他 理念 組織 一戸委員



第４回社会教育委員会議 意見書まとめ

41 災害対策
災害時に中心となって対応する組織が明確となってい

る地域。
問１ 理念 組織（リーダー） 佐久間委員

42 災害対策 災害について準備がされている。 問１ 理念 組織 土田委員

43 災害対策 避難（所）の生活（自治）がスムーズに行える。 問１ 理念 組織 土田委員

44
災害対策

自主防災組織
自主防災組織等が防災訓練を行っている。 問２ 理念 組織 土田委員

45
災害対策

町内会

中央区(集中豪雨)、豊平区(ブラックアウト)で勤務(学

校)していた際、学校が避難場所として開設になった場

合、一般的には学校管理を任されている教頭が駆け付

けるわけですが何よりよりどころになったのは「町内

会」の動きでした。

問１ 理念 組織 牧内委員
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46
災害対策

プライバシー

プライバシーにも十分配慮した避難（所）生活が行え

る。
問１ 理念 組織 土田委員

47 災害対策、社会的包摂
一人ひとりの多様性に対応した避難（所）生活ができ

る。
問１ 理念 組織（仕組み） 土田委員

48 災害対策、地域特性

当時区役所の方々も派遣され駆けつけてはいただけた

のですが、何より実際の動きや避難された方々の調整

に関しては地域性をよくわかっている方々の対応が心

強かった。

問１ 理念 組織 牧内委員

49 社会的包摂

あらゆる人間に人権があることを忘れない地域（助け

たいマイノリティと助けたくないマイノリティ、のよ

うな選別をしない）

問１ 理念 住民個人 原田委員

50 社会的包摂

それぞれの立場を想像し、層ごとに対立するのではな

く、「自分の持たない新たな視点を得られる相手」と

他人を尊重し合うことができる地域（違う年齢層の対

立、違う所得層の対立等々）

問１ 理念 組織（仕組み） 原田委員
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51 社会的包摂
地域住民一人ひとりが多様性について理解し、多様な

人々への対応能力が高い。
問２ 理念 住民個人 土田委員

52 冗⾧性
あらゆる仕組みに冗⾧性を持つ（ギリギリの人数で回

さない。有事の対応に差が出る）
問２ 理念 組織（仕組み） 原田委員

53 情報インフラ
インターネットを介した情報インフラが整備されてい

る地域
問１ 理念 組織 原田委員

54 情報共有
災害時に必要となる住民の情報が共有されている地

域。
問１ 理念 組織 佐久間委員

55 情報共有 情報の収集及び提供の仕組みが構築されている地域。 問１ 理念 組織（仕組み） 佐久間委員

56 情報共有
地域住民同士が情報共有を正確に確実に行える仕組み

がある。
問２ 理念 組織（仕組み） 土田委員
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57
情報共有：NPO×コミュニティ

×専門家×住民

その為に、各団体（専門家）の要になる人や、それを

繋ぐ役割の人がいること。要となる人々が情報を共有

し（メーリングリスト、掲示板など）必要な人々に的

確な情報を発信できるシステムがあること。

問２ 方策 住民個人・組織 一戸委員

58

情報共有：行政×行政（他地

域）、住民×行政

学習：災害経験

すでに災害を経験した地域（行政）から学び、それを

市民と共有してほしい。
問２ 方策 組織（仕組み） 辻委員

59
情報共有：住民×支援者

連携：支援者同士

困っている人や援助が必要な人、また援助のために動

ける人を把握し、必要な場に必要な援助が届くネット

ワーク、情報共有システムが構築されていること。

問１ 方策 組織（ネットワーク） 一戸委員

60 情報共有：住民×主要機関

日頃から主要機関と繋がり情報共有をし、緊急時に

リーダーシップをとれる人材や団体が存在する必要も

ある。（現代では町内会の機能は弱い）

問２ 理念 組織（仕組み） 安田委員
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61 情報共有：住民同士
近隣に自分のことをよく知っていて、いざというとき

には頼れる人たちがいる地域。
問１ 理念 組織（リーダー） 臼井委員

62 情報共有：住民同士

避難（必要）時に、近所の避難行動要支援者（高齢

者、障がい者、小さな子どものいる家庭、外国人等／

どのような状況の人が避難時に困っているかを気づく

ことが重要）を含む避難弱者の存在にいち早く気づ

き、声かけやお手伝いのできる人が多く暮らしている

地域。

問１ 理念 住民個人 鈴木委員

63
情報共有：住民同士

災害対策

居住地域周辺の小（中）学校区程度の範囲における

（避難時に）必要と思われる地域の情報（＜公的な避

難情報に加えての＞即時避難の重要性、避難所の状

況、支援物資到着情報、地域の状況など）を近所づき

あいの中で共有できる地域

問１ 理念 組織（仕組み） 鈴木委員
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64
情報共有：住民同士

社会的包摂

近所の人たちの暮らしぶり（ライフスタイル、健康状

態、生活の価値観）を理解し合っている地域。
問１ 理念 組織（コミュニケーション） 臼井委員

65
情報共有：住民同士

社会的包摂

自分たちの住んでいる地域の住民特性やライフスタイ

ル、家族構成、年齢構成、健康

状態などを、住民がある程度理解している地域。

問２ 理念 住民個人 臼井委員

66

情報共有：住民同士、住民×行

政

連携：住民同士、住民×行政

非常時に行政に動いてもらうため、平常時から知恵と

意見を出し合う必要がある。
問２ 方策 組織（仕組み） 辻委員

67 情報リテラシー
住民がある程度の情報リテラシーを有し、公共に配慮

する人が多く住んでいる地域。
問２ 理念 住民個人 臼井委員
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68 情報リテラシー
間違った情報の拡散をしない、したとしても訂正機能

が働く、情報リテラシーの高い地域
問１ 理念 組織 原田委員

69 情報リテラシー
地域住民一人ひとりが正しい情報を的確にとらえ、適

切な行動が行える。
問１ 理念 住民個人 土田委員

70 情報リテラシー
地域住民一人ひとりの情報活用力（情報リテラシー）

が高い。
問２ 理念 住民個人 土田委員

71 情報リテラシー、学習

災害時に最大の障害となりうる、不安に駆られた過剰

な行動を早期に是正することができる地域（今回で言

えば買い占め等）

問１ 理念 組織 原田委員
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72 ソーシャルワーク

ソーシャルワークが機能すること。

※ソーシャルワーカーのような支援の相談窓口となる

人物が地域に存在し、住民もその存在を認知・活用で

きること。

問１ 理念 組織（ネットワーク） 一戸委員

73 プライバシー
札幌（大都市）特有のプライバシー意識の高さに対応

した人間関係が構築できている。
問２ 理念 組織（仕組み） 土田委員

74 リーダー
被害を受けた近隣の人たちの精神的支柱になれるよう

なリーダーが誕生する地域。
問１ 理念 組織（リーダー） 臼井委員

75
リーダー

災害対策

平常時から防災意識を持ち、緊急時にリーダシップを

とれる人材や団体が存在する地域。
問１ 理念 組織 安田委員
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76 連携
災害時の住民一人一人の行動や役割が明確となってい

る地域。
問１ 理念 住民個人 佐久間委員

77 連携

社会教育であるサタデースクール事業など現存する資

源を有効に活用するとともに、地域の人たちと関係機

関をつなぐ社会協議会の役割を見直し、そこに所属す

る地域福祉コーディネーターの育成と増員が必要だと

考える。

問２ 方策 組織（コミュニケーション） 安田委員

78
連携：NPO×コミュニティ×専

門家

行政や学校、地域に存在するそれぞれの分野に特化し

たＮＰＯやコミュニティーが、平常時から連動してい

る地域であること。地域住民にとって手の届く範囲

（距離）の様々なＮＰＯやコミュニティー、専門家、

がまずは顔の見える関係になって繋がり合い、地域に

どのような人々がいるかを知り、それぞれの強みをお

互いが把握したり助けあったりできる地域。

問２ 理念 組織（コミュニケーション） 一戸委員
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79
連携：コミュニティ同士

社会的包摂

地域社会から取り残される人が出ないように地域に存

在する多様なコミュニティー（福祉施設、学校、行政

機関、民生・児童委員、市民活動団体など）が繋がり

あうことが重要になる。

問２ 理念 組織 安田委員

80 連携：住民×行政 行政に精通し行政とのつながりを密に行っている。 問２ 理念 組織（仕組み） 土田委員

81 連携：住民同士

災害発生時に、住民が慌てず、迅速に必要な行動（避

難、声掛け、協力、助け合いetc.）をとれて、それぞ

れの役割を果たせる地域。

問１ 理念 組織 臼井委員

82 連携：住民同士

お互いに「自助」では賄い切れず困っていることを、

補完し合うことができる（例えば、大規模停電時には

水の運搬、充電＜発電機、通電している家庭の人が通

電していない家庭の人の携帯などの充電等＞）地域。

問１ 理念 組織（仕組み） 鈴木委員
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83
連携：住民同士

災害対策
住民同士がお互い助け合い避難することができる。 問１ 理念 組織 土田委員

84
連携：組織（NPO,各種団体）同

士

地域住民個々の関係性は希薄であるが、一方で細やか

なニーズに応じて色々なＮＰＯや団体が立ち上がって

いる。しかし、それぞれの横のつながりは薄いので、

どの地域にどんな団体があるのかを把握して繋がりを

作り地域の強みや課題を網羅できる、プラットホーム

のような場がある地域になることが理想的。

その他 理念 組織 一戸委員

85
連携：組織（NPO,各種団体）同

士

地域に存在する組織の横断的な会議が定期的に開催さ

れ、連携・協力できるネットワークがつくられている

こと。

問２ 方策 組織（ネットワーク） 佐久間委員
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86
交流：住民同士

社会的包摂

避難所で自立できない人はその後、仮設住宅に移って

も人間関係がうまく構築できず孤立してしまい、なか

なか元の生活に戻れないと聞きました（南三陸町語り

部 伊藤俊さんのお話です)。であるならば、そういう

人を作らないようにまずは、知らない人にも挨拶がで

きる地域づくりが重要であると考えます。都会は人と

かかわるのが苦手と感じている人も多いと思います

が、それでもいいのです。そんな人が｢ここ｣にいると

いう認識だけでも違うと思います。一番怖いことは、

他人に無関心になることです。かかわろうとしない人

を切り捨てるのではなく、見守る意識が必要です。

問２ 理念 住民個人 山口委員

87 連携：住民同士

地域住民だれもが「等しく」、そして「早く」、安

全・安心に暮らせるようになること、基本的な生活を

「早く」取り戻せる地域。

問１ 理念 組織（仕組み） 辻委員

88
連携：住民同士

自主防災組織

災害時の自治をスムーズに行えるよう、地域に自主防

災組織等の地域内での組織があり機能している。（町

内会のような組織も同様の効果があると期待でき

る。）

問２ 理念 組織 土田委員


