
（仮称）札幌市未来へつなぐ町内会ささえあい条例（素案）について 

皆さまからご意見を募集します（パブリックコメント） 

令和４年（2022 年）６月 札幌市 

募集期間： 令和４年（2022 年） ６月 29日（水）から 

       令和４年（2022 年） ７月 29日（金）まで（必着）

この度、（仮称）「札幌市未来へつなぐ町内会ささえあい条例」の素案を作成しました

ので、この素案に対するご意見を募集します。

今後、お寄せいただいたご意見を参考にした上で、札幌市議会に条例案を提出する予

定です。

ご意見の募集期間終了後、いただいたご意見の概要と、それに対する市の考え方をま

とめ、ホームページで公開します。

ご意見の提出方法・提出先

・ご意見は 10 ページの「ご意見記入シート」又はこれに準じた様式に記入の上、下記

まで郵送、ファクス、持参又は電子メールにて提出してください。

【ご意見の提出先】

   札幌市 市民文化局 市民自治推進室 市民自治推進課

   住所：〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所 13 階 

   ファクス：011-218-5156 電子メール：shiminjichi@city.sapporo.jp 

・持参の場合は、平日の８時４５分から１７時１５分の間にお持ちください。

・電子メールの場合、件名に「条例素案に対する意見」と記載し、メールの本文に、氏

名、住所、年齢、意見内容を記載してください。（コンピュータウイルス感染を避ける

ため、ファイルは添付しないでください。）

留意事項

◇ お電話、口頭によるご意見の受付はいたしかねますのでご了承ください。

◇ ご意見の提出に当たっては、お名前、ご住所、ご年齢、ご意見の内容のご記入をお

願いいたします。

  （ご意見の概要を公表する際は、お名前、ご住所、ご年齢は公開いたしません。）

◇ お名前、ご住所等は集計以外の目的に用いることはありません。札幌市個人情報保

護条例の規定に従い適切に取り扱います。

◇ ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

市政等資料番号 

01-D02-22-1283 
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（仮称）札幌市未来へつなぐ町内会ささえあい条例（素案） 
パブリックコメントについて 

●なぜ、「町内会」なの 

町内会は、ごみステーションや街路灯の管理、環境美化や防災・防犯に関する
取組をはじめ、高齢者・子どもの見守りや冬季の除排雪など、私たちの身近な暮
らしを快適にする様々な活動を行っています。私たちの生活は、これまで長きに
わたって、そういった町内会の方々の活動に支えられ、安全で安心な暮らしやす
い地域コミュニティが維持されてきました。 

それぞれの地域コミュニティには、暮らしを支える活動を行っている様々な団
体がありますが、町内会はその中でも、地域の住民により構成され、多様な分野
の活動を担っている、地域コミュニティの中心的な存在であると考えます。 

また、近年では、超高齢社会の進展や共働き世帯の増加、自然災害の増加など
に伴い、高齢者や子どもの日頃の見守り、非常時の助け合いなどの地域住民相互
の支え合いが必要となる場面が増加しており、様々な地域の課題の解決や良好な
生活環境の維持のためには、町内会における親睦や交流により形成される地域住
民同士の顔の見える関係が、ますます重要となっています。

※活動内容は町内会によって異なり、その他様々な活動を行っています。 

地域の町内会活動によって 
私たちの生活が支えられています

ごみステーションの管理 

地域のお祭りや 
レクリエーションなど 

冬季の除排雪 

防災訓練や非常時の助け合いなど 防犯パトロールや登下校の見守りなど 
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●なぜ、いま「条例」をつくろうとしているの 

上記のとおり、町内会は地域コミュニティの中核として、札幌市の発展に大きく寄与し
てきましたが、一方で、それを取り巻く社会全般の状況においては、少子高齢化の進行や
世帯構成の変化、共同住宅の増加などによる居住形態の変化のほか、生活様式や個人の価
値観の多様化など様々な変化が生じており、それに伴って多くの町内会では、加入率の低
下や役員の高齢化、担い手不足などの問題に悩んでいます。 
今後もこうした状況が続いていくと、町内会の存続自体が難しくなる例が増えるととも
に、その活動が停滞することにより、地域の活力が低下していくことが危惧されています。 
 このように「町内会が地域コミュニティの中心的な存在でありながら、その存続が危ぶ
まれ始めている」ということを喫緊の課題として捉え、町内会の意義や重要性について、
町内会、地域住民、事業者、市が共に認識するための条例を速やかに制定し、皆で町内会
を支えていくことが重要であると考えています。 
また、町内会の維持及び活動の活性化に関する市の施策（以下「町内会支援策」という。）
を条例で明記することにより、市は、条例をよりどころとして、将来にわたって町内会を
支援していくことができるものと考えています。 
なお、条例名については、条例素案の前文に記載の通り、「地域の町内会の活動を将来
にわたって地域住民、事業者及び市が一体となって支え、より豊かで明るく暮らしやすい
まちを未来の世代に継承していく」という思いを込め、「（仮称）札幌市未来へつなぐ町内
会ささえあい条例」とすることを検討しています。 

 多くの市民の方は、地域コミュニティは重要であると考えており、地域コミュニ
ティを担う団体として、町内会が重要であると考えている方は７割以上に上ってい
ます。

出典 平成 27 年度第 2回市民アンケート調査
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●条例と町内会支援策はどんな関係なの 

市としては、地域コミュニティの中心的な存在である町内会がその活動をこれからも続
けていくために、町内会の加入促進や負担軽減につながる様々な町内会支援策を行ってい
くことが必要と考えています。そのため、条例では、市が継続的に行っていくべき町内会
支援策の基本的な事項を定めることとし、その具体的な内容については、町内会を取り巻
く状況の変化や町内会の皆様からのご意見を踏まえて検討していきたいと考えています。 
なお、条例は、町内会へ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。 

●どんな町内会支援策を検討しているの 

現在は、これまで実施してきた町内会支援策に加え、町内会の皆様からいただいたご意
見を踏まえ、下記の７つの検討テーマに基づいた町内会支援策を実施・検討しています。
これから、各テーマに応じた町内会支援策について、その実施の可否や予算措置、実施時
期などについて、市役所及び議会で検討を行っていく予定です。 

具体的な施策を実施

（仮称）札幌市未来へつなぐ町内会ささえあい条例 

●町内会の意義と重要性を町内会、地域住民、事業者、市が共有するためのもの 
●「基本的な考え方と基本となる施策」を定める条例 

町内会支援策 

 ●加入促進支援につながる施策  
●町内会の負担軽減につながる施策 
 ・経費的負担の軽減 ・人的負担の軽減 など 
●町内会に対する理解や関心を深めるための広報・啓発活動に関する施策 
●町内会活動を担う人材の育成等につながる施策         など 

１ 町内会加入促進支援・町内会活性化支援 
２ 地域への依頼事項の見直し 
３ ごみステーション管理 
４ パートナーシップ排雪 
５ 私設街路灯管理 
６ 自主防災活動への支援 
７ 市職員が町内会活動に参加・協力しやすい環境づくり
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【参考】（仮称）札幌市未来へつなぐ町内会ささえあい条例と町内会支援策に係るこれまで
の検討経過について 

時期 内容 

令和２年４月 
町内会との「意見交換会」でご意見を伺うための、条

例素案と支援策案それぞれの「たたき台」を作成 

令和２年５月～令和３年９月 コロナ禍により「意見交換会」の開催見合わせ 

令和３年10月～12月 町内会との「意見交換会」の実施（105回） 

令和３年 12月 
「意見交換会」の結果を踏まえた条例素案の（案）及

び支援策案の（案）を作成 

令和４年３月４日、３月６日 市民ワークショップの実施（２回） 

令和４年２月～３月 連合町内会連絡協議会等での意見交換（10区） 

令和４年３月～５月 単位町内会からのご意見募集（書面） 
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（仮称）札幌市未来へつなぐ町内会ささえあい条例（素案） 

１ 前 文 

町内会は、札幌市内の各地域において、日常の交流を通じて、地域住民の福祉や防

災・防犯、環境美化、冬季の除排雪など、多岐にわたって私たちの生活を支え、地域

コミュニティの中核として、札幌市の発展に大きく寄与してきました。 

  しかし、少子高齢化や世帯構成の変化、共同住宅の増加などによる居住形態の変化

のほか、生活様式や個人の価値観の多様化などに伴い、町内会においては、加入率の

低下や役員の高齢化、担い手不足などの傾向があり、今後、地域の活力が低下してい

くことが危惧されています。 

  近年、超高齢社会の進展や共働き世帯の増加、自然災害の増加などに伴い、高齢者

や子どもの日頃の見守り、非常時の助け合いなどの地域住民相互の支え合いが必要と

なる場面が増加しており、様々な地域の課題の解決や良好な生活環境の維持のために

は、町内会における親睦や交流により形成される地域住民同士の顔の見える関係が、

ますます重要となっています。 

  こうした背景を踏まえ、安全で安心な暮らしやすい地域コミュニティを将来にわた

って維持していくためには、町内会が地域コミュニティの中核であり、今後も維持さ

れるべき存在であるということを町内会、地域住民、事業者及び市が共に認識し、世

代を超え、時代を超えてしっかりと共有していくことが必要です。 

  札幌市では、まちづくりに関する条例として、札幌市自治基本条例及び札幌市市民

まちづくり活動促進条例を定めています。これらの条例に掲げられた理念を踏まえて、

地域の町内会の活動を将来にわたって地域住民、事業者及び市が一体となって支え、

より豊かで明るく暮らしやすいまちを未来の世代に継承していくため、この条例を制

定します。 

【基本的事項】 

２ 目 的 

町内会が地域コミュニティの中核であり、今後も維持されるべき存在であるという

認識を広く共有するとともに、町内会の維持及び活動の活性化に関する基本的な考え

方や市の責務等を明らかにし、市の施策の基本となる事項を定めることによって、町

内会の維持及び発展を図り、もって暮らしやすいまちの実現に寄与することを目的と

します。 

３ 定 義 

 「町内会」 良好な地域コミュニティの維持及び形成に資する地域的な共同活動

を行うことを目的として、本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形

成された町内会、自治会等の団体とします。 
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 「町内会の連合体」 複数の町内会により組織された連合町内会・町内会連合会

等の団体とします。 

 「地域コミュニティ」 本市の一定の区域における地域住民のつながりを基礎と

する地域社会とします。 

４ 基本的な考え方 

町内会の維持及び活動の活性化は、次に掲げる事項を基本的な考え方として行われ

るものとします。 

 町内会、地域住民、事業者及び市は、等しく地域の一員であるという意識を持ち

ながら、協働して地域のまちづくりに取り組むものであること。 

 町内会は地域コミュニティの中核であり、今後も維持されるべき存在であるとい

うことを町内会、地域住民、事業者及び市が認識し、その認識を共有するものであ

ること。 

 町内会の活動は、地域住民の交流によって、相互に協力しながら、自主的に行わ

れるものであること。 

 町内会の活動は、地域住民の相互の理解に基づき、地域住民の多様な価値観や自

主性を最大限に尊重して行われるものであること。 

５ 町内会等の地域における役割 

 町内会は、地域的な共同活動を通じ、地域住民が相互に助け合い、支え合いなが

ら、暮らしやすい地域コミュニティの維持及び形成に努めるものとします。 

 町内会は、その活動に対する地域住民の理解を深めるとともに、その活動への参

加を促すため、その活動状況や運営に関する情報を積極的に提供することや公開す

ることなどにより、開かれた運営に努めるものとします。 

 町内会は、地域住民の多様な価値観と自主性を最大限に尊重し、活動への参加や

加入を促すよう努めるものとします。 

 町内会は、その活動を補い合い、又は深めるため、必要に応じて、町内会の連合

体、他の町内会その他地域でまちづくり活動を行う諸団体及び事業者と連携するよ

う努めるものとします。 

 町内会の連合体は、当該町内会の連合体を構成する複数の町内会にまたがるまち

づくり活動を円滑に進めるため、市、地域でまちづくり活動を行う諸団体及び事業

者と必要な調整等を行うよう努めるものとします。 

 町内会の連合体は、当該町内会の連合体を構成する町内会の意見を踏まえ、必要

に応じて、町内会の維持及び活動の活性化に資する意見を市に伝えるよう努めるも

のとします。 

６ 地域住民の役割 

  地域住民は、地域で安心して快適に暮らすために、自らも地域の一員であることを

認識し、町内会の意義や重要性について理解と関心を深め、町内会の活動への参加や

協力に努めるものとします。 
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７ 事業者の役割 

 事業者は、自らも地域の一員として、地域コミュニティにおける町内会の意義や

重要性を理解し、町内会の活動への参加や協力に努めるものとします。 

 住宅の建築や販売、賃貸や管理（これらの代理又は媒介を含む。以下「住宅の建

築等」という。）を行う事業者は、住宅の建築等を行うに当たり、当該住宅に入居し

ようとする者に対して、地域の実情に応じて、町内会への自発的な加入又は町内会

の設立に資する情報の提供に努めるものとします。 

 住宅の賃貸や管理を行う事業者は、当該住宅に入居している者に対して、地域の

実情に応じて、町内会への自発的な加入に資する情報の提供に努めるものとします。 

 住宅の建築等を行う事業者及びその関係団体は、町内会の維持及び活動の活性化

に関する市の施策に協力するよう努めるものとします。 

８ 市の責務等 

 市は、地域コミュニティにおける町内会の意義や重要性に鑑み、町内会の維持及

び活動の活性化を進めるために必要な施策を実施するものとします。 

 市は、施策、事業等の実施に当たり、町内会に協力を依頼する場合においては、

関係部局間の連携に努め、町内会の負担が過重なものとならないよう十分に配慮す

るものとします。 

 市は、職員が積極的に町内会の活動に参加することを促進するため、必要な措置

を講ずるよう努めるものとします。 

 職員は、地域コミュニティにおける町内会の意義や重要性を理解し、その活動の

更なる活性化を推進する視点に立って、職務を遂行するものとします。 

 職員は、職務を通じて、町内会の活動に関わることへの理解と関心を深めるよう

努めるものとします。 

【町内会の維持及び活動の活性化に関する市の施策】 

９ 加入促進等 

市は、地域住民の自発的な町内会への加入又は町内会の自主的な設立を促進するた

め、必要な支援を行うものとします。 

10 町内会の負担の軽減 

市は、町内会の維持及び活動の活性化のため、町内会の負担を軽減するために必要

な支援を行うものとします。 

11 広報啓発等 

市は、町内会に対する地域住民及び事業者の理解と関心を深めるとともに、町内会

の活動への地域住民及び事業者の一層の参加や協力を促進するため、広報その他の必

要な啓発活動を実施するものとします。 
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12 人材の育成等 

市は、町内会の維持及び活動の活性化を担う人材の育成及び確保に必要な施策を実

施するものとします。 

13 意見交換会等 

市は、町内会の維持及び活動の活性化に関する施策を策定し、及び実施する際には、

町内会及び町内会の連合体の意見を勘案することとし、必要に応じて、意見交換会や

意向調査等を実施するものとします。 

14 推進体制の整備 

市は、町内会の維持及び活動の活性化に関する施策を推進するため、関係部局間が

連携して検討を行う体制を整備するものとします。 

15 施策の実施状況の公表 

市長は、町内会の維持及び活動の活性化に関する市の施策の実施状況を毎年度公表

するものとします。 

16 財政上の措置 

市は、町内会の維持及び活動の活性化に関する施策を実施するために必要な財政上

の措置を講ずるよう努めるものとします。

 条例の施行時期 

条例の施行は、令和５年（2023 年）４月１日を予定しています。
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（仮称）札幌市未来へつなぐ町内会ささえあい条例（素案） 

ご意見記入シート

氏名 年齢      歳 

住所 

意見 
※どの項目に対するご意見か分かるように記載してください。 

用紙が足りない場合は、別紙にご記入の上ご提出ください。（氏名・住所は必ず記載し

てください。 

切

り

取

り

線
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ご意見の提出方法・提出先 

・ご意見は「ご意見記入シート」又はこれに準じた様式に記入の上、下記まで郵送、フ

ァクス、持参又は電子メールにて提出してください。

●ご意見の提出先

 札幌市 市民文化局 市民自治推進室 市民自治推進課

   住所：〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所 13 階 

   ファクス：011-218-5156 電子メール：shiminjichi@city.sapporo.jp 

・持参の場合は、平日の８時４５分から１７時１５分の間にお持ちください。

・電子メールの場合、件名に「条例素案に対する意見」と記載し、メールの本文に、氏

名、住所、年齢、意見内容を記載してください。（コンピュータウイルス感染を避ける

ため、ファイルは添付しないでください。）

資料の配布場所 

◇札幌市役所本庁舎（札幌市中央区北１条西２丁目）

13 階 市民自治推進課、２階 市政刊行物コーナー

◇各区役所 総務企画課広聴係

◇各まちづくりセンター

◇ホームページ

https://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/jourei/iinkai.html


