
パネルディスカッション『町内会の活性化と条例の意義』 

■パネラー 

鈴木克典氏（検討委員）、五十嵐秀子氏（検討委員）、川北光晴氏（検討委員）、喜多洋

子氏（NPO）、秋元市長 

■コーディネーター 

酒本宏（KITABA） 

（酒本） 

株式会社 KITABA の酒本です。町内会の総務部長をやっているということで、本日はこの場

所に座っているかと思っています。 

本日は、町内会に関する条例がテーマということで、先ほど秋元市長からご説明もありま

したように、町内会が地域コミュニティの中心的な存在ということで、条例の中でしっか

り位置付けられていくというお話がございました。 

一方で、私が住んでいる町内会もそうですが、高齢化などにより見守りをはじめ、先日の

地震のなかではやはり災害対応といったような、色々な大きな課題が地域コミュニティや

町内会にあるのではないかとい思います。 

このパネルディスカッションでは、皆さんとこうした課題、条例をどのように活かしなが

ら町内会を活性化し、さらには地域コミュニティを元気づけていくかということを考えて

いきたいと思います。 

ご紹介がありました 3人のパネラーをお迎えしているので、そういったお話を聞きながら

進めてまいりたいと思います。 

それでは、まずパネラーの皆さんに自己紹介をお願いしたいところなのですが、先に秋元

市長にこの条例と地域コミュニティに対する思いを伺ってから、パネラーの皆さんに自己

紹介をしていただきたいと思います。 

（秋元市長） 

よろしくお願いします。 

冒頭のご挨拶でもお話をさせていただいたのですけれども、地域で暮らしていくなかで、

安全安心で、ご近所の皆さん方と本当にいい人間関係を持って、綺麗なまち、そういうと

ころで住みたいと誰もが思っていると思います。 

そういう意味では、町内会の役割というのが、ごみステーションのことであったり、交通

安全、治安のことであったり、子どもの見守りのことであったり、高齢者の方々の見守り

であったりということで、本当に網羅的にいろいろな方々の共助と言いますか、支え合う

そういう存在なわけであります。 

しかしながら法律的には、町内会は何か法的な法人格を持っているわけではなく、唯一会

館や不動産を持っている団体については法人格があるのですけれど、そうでないところ

は、いわゆる任意団体であり、何ら権利関係が発生しないという位置付けなわけです。 

一方でこれから、災害のこともそうですけれど、地域の支え合いということが重要になっ

てきたときに、町内会の役員の皆さん方がやはり懸念をされているのは、なかなか町内会



というものの活動に理解をいただけないといいますか、広がらないということだとか、役

員の方の担い手がいない、こういうことで皆さんご苦労されています。 

そういうなかで、町内会というものを大事にするということとを何らかの形で、先ほど鈴

木先生のお話のなかでもありましたけど、支援をしていくということです。 

これまでも当然いろいろな行政からのサポート、支援というのはしているわけであります

けれども、条例というのは、地域のなかの法律です。 

そこに、市の責務、役割というよりは責務ということを書き込んでいくということで、き

っちり町内会のことを支援していく、行政は支援していくということを条例のなかでうた

っていきます。 

そして、地域の皆さんにとっては、町内会の存在というものを改めて大事なものだという

ことを共有していくという意味で、ひとつの手法としてこの条例の制定というものをした

い、持っていきたいという思いであります。 

したがって、例えばこの条例ができればすべてのことが解決するわけではありませんが、

例えばこんな人が市長になるとは思いませんけれども、町内会なんかいらないんだという

市長が出てきて、いろいろな支援を打ち切るようなことがあったら困るわけです。 

そのようなことがないように、条例というもので市の責務をうたっていくというのもひと

つの目的なのではないかと思っています。 

条例のことについては、ではどれだけ加入率、理解者が増えるのだろうかという懸念であ

ったり、逆に町内会というものが何か制限されたり、いろいろ義務付けられてしまうので

はないかという懸念、不安というようなこともお持ちの方もいらっしゃるのかもしれませ

んけれども、そういったことではないという思いをこの条例制定という、ひとつの手法と

して皆さんに提案をさせていただきたいというのが私の思いであります。 

したがって、冒頭ご挨拶でも申し上げましたけれども、これですべて解決するわけではな

いと思っていますし、当然それぞれの地域によって、例えば若い世代が多く住んでいらっ

しゃるところ、あるいは大学がそばにあったり、商店街が一緒にあったりする、そういう

実情によって全然関わり方とか持っていき方、あるいは活性化の仕方というのは違うのだ

ろうというふうに思います。 

そのようなそれぞれの地域の特性、強みなり弱みなりというものをどう解決しながら地域

全体のコミュニティを活性化していくのかということを、これを機会に皆さんと議論をし

ていく、あるいは多くの人たちにも関心を持っていただくということが一番大きな意味を

持っているのではないかなと思っているところです。 

（酒本） 

秋元市長ありがとうございます。 

市長からは、今回の条例に対する思いをお話いただきました。 

特に、いままで法的な根拠がなかったというようなことで、しっかり条例によって、町内

会の大切さが市民の皆さんと共有できるようになるのではないかということと、一方で行

政は条例によって町内会を支援するというようなことを明記というか、そこで示している

というようなお話でした。 



ただしということで、これですべてが解決するわけではございませんというお話でしたの

で、ここからはやはりパネラーの皆さんと少し、条例を活かしながらどうしていこうかと

いうことを考えていきたいと思います。 

それでは、パネラーの皆さんからまず簡単に自己紹介をいただきたいと思います。それで

はまず、五十嵐さんからお願いできますか。 

（五十嵐） 

いまご紹介いただきました幌北連合町内会の五十嵐と申します。よろしくお願いいたしま

す。幌北連合町内会のお話を少しさせていただきます。 

幌北連合町内会は、北海道大学と隣接していまして、町内会に学生さんが多く住まわれて

います。 

北大生などで組織されている学生団体のネオロスと幌北連合町内会及びその中の単町が連

携して活動しています。 

ネオロスからは幌北連合町内会の役員会にも出席をしていただいております。また、連町

にある 11単町なのですが、それぞれに専属の学生がついて、担当しております。そして、

町内会の行事のお手伝いをサポートしてもらっております。 

連町や各単町の活動にネオロスの学生が参画しており、街路樹マスの下の花植えや、ジン

ギスカンパーティーなどのレクリエーションの行事にも参加していただいております。 

また、facebook 作成などの情報発信にも関わってもらっております。 

加えて、ネオロスのほかにも、小学校や児童会館などと連合町内会の連携も積極的に行っ

ております。以上です。 

（酒本） 

ありがとうございます。 

学生団体ネオロスさんと連携している。結構羨ましいかなというような感想をお持ちの方

もいらっしゃるかと思います。 

続いて、川北さんに自己紹介をしていただきたいと思います。 

（川北） 

皆さんこんばんは。 

ただいまご紹介いただきました東雁来ひかりの町内会で会計責任者を務めてさせていただ

いております川北と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

また、子どもたち三人が小学校に通っているということで、近隣の小学校のお父さんの

会、いわゆるオヤジの会なのですけれども、それを昨年の 5月に立ち上げまして、いま二

期目で代表を務めております。 

実は、当町内会なのですけれども、昨年 4月に設立総会を開催しまして、正式に設立した

まだ若い町内会です。設立に際しては、本日酒本さんがいらっしゃる KITABA さんに大変お

世話になりました。この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございま

した。 

私たち、ひかりの町内会は平成 28年 9月の設立準備委員会を結成し、この写真がそうなの

ですけれども、平成 29 年 4 月に設立総会を経て誕生しました。 



当町内会の目的は当事者意識を持ち、自分たちで愛着あるまちづくりをしていこうという

ことをモットーの元、役員のメンバーをはじめ 30～40代中心の働き盛り、子どもたちの大

変多いまちで、設立当初 148 世帯の加入だったのですけれども、次々と家が建築されまし

て、いま現在 210 世帯ほどが加入しているような状況です。 

以上の状況から、子どもを主体に、なるべく全世帯が参加しやすいイベントを中心に計画

をしておりまして、その他ごみステーションの関係、清掃関係、ラジオ体操、ハロスマス

などの事業を行っています。ハロスマスは、ハロウィンとクリスマスをミックスしたもの

で、ちょうど 11 月 12 月頃に実施しようかと思っています。それとついこの間、先月なの

ですけど 9月にミニお祭りというのをはじめて開催しまして、子どもたちが喜ぶ無理のな

い活動でスタートしております。 

私たち役員も設立に携わり、大変なことが多いのですけれども、自分たちでまちを作って

いける喜びも感じながらいま現在活動しているような状況です。 

こちらの写真は、私の息子ものっているのですけども、設立前の準備会のときに打ち合わ

せした模様の写真です。 

今回の震災のときの対応については、普段から役員と班長で SNS の LINE グループというの

を作っていて、そちらでコミュニケーションをとっているのですけれども、どうしても今

回皆さんもおありだったと思うのですけれども、デマ情報なども多数流れたことから、北

電さんや水道局さんや札幌市さんの正確な情報を提供したりだとかして、共有したりして

おりました。 

まだまだ新しい組織なので、これを機会に防災・防犯関係のマニュアル作成やハザードマ

ップの提供・確認、有事の体制づくり、そして何よりも近隣同士の気軽に声掛けができる

ようなまちづくりをより進めていければと考えております。 

本日は、働き盛りの代表として、同世代の方を中心に何かお役に立てることをお伝えでき

ればと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

（酒本） 

はい、ありがとうございます。期待も込めた拍手かと思います。 

新しい町内会ということで、この辺はあとからまたじっくりお聞きしたいと思います。 

それではもう一方、喜多さんのほうから自己紹介お願いします。 

（喜多） 

地域コーディネーターかどまーるの喜多洋子と申します。 

私は麻生、よく「あざぶ」と濁るのですけど「あさぶ」というのが正解で、麻生のイオン

の向かいにある麻生キッチンりあんという場所で、麻生商店街と連携して子ども食堂とか

地域の方の居場所づくりをしています。 

りあんというのは、フランス語で繋がるという意味で、いろいろな人がこの場所で繋がっ

て、自分の居場所を見つけてほしいなという思いも込めています。 

写真は子ども食堂の様子です。 

元々は 24年前に NPO 法人子育て支援ワーカーズぷちとまとという活動を、麻生を拠点に行

っていて、ここにあるようにカフェアマントという三世代広場を 2009 年に立ち上げまし

た。 



このような感じで地域の人、子育て中の人がここの場所で出会って、顔見知りになって、

麻生のまちで会ったときに挨拶ができる関係ができたらいいなと思い、このカフェアマン

トというものを立ち上げました。そのころから麻生のまちづくりに関わっています。 

これは、何という花かわかりますか。亜麻という花なのです。麻生というまちの名前の由

来になった花です。茎が繊維になって、繊維をとる工場が昔麻生にあったということか

ら、麻が生まれるまちということで麻生という町名になりました。 

いまはこの歴史を伝える活動を行っています。小学生の総合の時間に参加して、授業で亜

麻の歴史、亜麻の植物のことなどの授業も行っています。 

今年は、広報さっぽろに亜麻保存会のことが北区のページに掲載させていただいたのです

が、小学生から自分も何か活動に参加できないか、何か自分も役に立つことが亜麻保存会

でできないかなというのを小学校 6年生から連絡をいただいて、すごく嬉しかった年でし

た。 

この活動は連町とかまちづくり協議会とか、あと単位町内会の皆さんとか、麻生の企業の

方から寄付をいただいて活動をしています。 

これは覚法寺というお寺で、地域の方が交流できるおすそ分けマーケットというイベント

をしています。 

さっき鈴木先生がフランスのマルシェの話をしていたのですが、本当に町内会の人は、

日々の町内会活動でとても忙しいので、地域のボランティアさんを募って行っています。 

新たに「麻生で結ぶ」という団体も立ち上げたのですが、それがまだ発展していっていな

いのですけれども。その町内会の人たちは大変なので、町内会の人たちを癒そうという目

的もあり、札幌市の未来会議という会議から生まれたおすそ分けマーケットです。 

麻生と繋がる農家さんとか、店舗さんなどに出店してもらって、地域の方と、物を売るだ

けではなくて、気持ちの交流もできたらいいなというふうに思って、今年で 5年目になる

マーケットです。何と今年は台風のために中止になってしまって、何で中止なんだという

声をいただいて、皆さん本当に楽しみにしていらしたのだなというのがわかりました。 

麻生キッチンりあんは、札幌市の商店街再生学生アイデアコンテストから生まれました。 

これは藤女子大学の学生なのですが、藤の食物栄養学科の学生と NPO 法人カコタムと連携

して、ひとり親の学習支援や食支援をして、また地域の方に健康的なランチの提供もして

います。 

藤女子の学生だけではなくて、昼間は地域のさまざまな人たちがランチを提供したり、商

店街にある薬局が健康相談をしたり、まちの教室といった名前で講座を行ったり、介護者

の集いとか、赤ちゃんのママのための集いとか、あと子ども食堂も第三金曜日に開催した

りしています。以上です。 

（酒本） 

ありがとうございます。 

連町の方々が忙しいのでという、連携しながらそこの手の届かないところをやっていると

いうようなお話だったかと思います。 

お三方の皆さんありがとうございます。それでは、ちょっとここからお三方の皆さんに少

し詳しくお聞きしたいと思います。 



札幌市内、それから私ども仙台とか東京とか町内会の話で行っているのですけれど、その

なかで必ず出るのが担い手不足です。 

やる人がいないから解散しちゃおうかなというような町内会も、札幌市ではもうあるか

な、ほかのところもそういう話が出始めています。 

そのなかで、今日は川北さんのところはつい最近町内会を立ち上げたというお話のようで

す。 

それで、川北さんにまずは、なぜ町内会が必要だったのかというのをもう少し詳しく教え

ていただきたいのと、それから町内会を設立するにあたって、どのような事業をやろうか

というようなお話があったのかどうか、その辺をどうやって選択していったのかというの

をちょっと教えていただいて、これからの町内会の活動に参考になるようにしたいという

ふうに思います。よろしくお願いします。 

（川北） 

まず、なぜ町内会が必要だったのかというと、端的にいうと日常生活として不可欠だと感

じたからです。 

私が、東雁来に転居したのが平成 23 年の 9月なのですけれども、そのときは隣近所更地ば

かりで、当然町内会もなかったです。一番生活に密着しているごみの管理をどうしたらい

いのかということからはじまった経緯がありました。 

ごみステーションが実際、歩いて 5分 10 分近くかかる場所にあって、当然掃除もされてい

ないですし、実際は後でわかったのですけど、ちゃんとした場所に設置されていなかった

ということで、非常に苦労した思いがありまして、それをちょっと見かねていただいた連

合町内会の方が町内会を作ろうよというような声掛けをしてくれたのが最初のきっかけで

した。 

それともうひとつは、人と人との繋がりですね。先ほどからお話が出ていますけれども、

顔の見える関係づくりを行っていきたいなということが 2点目です。 

今回の震災もそうですけれども、ちょうど平成 23年東日本大震災などで避難とか安否活動

で、町内会や地域の方々がすごく活躍していたのをニュースで見ました。そういうことも

あって町内会が必要ではないかという当事者意識、自分たちのまちは自分たちで作って守

って成長していくものというのを、ニュースとかを見てとても実感した次第です。 

私自身も、転居して 1年目でしたか、当時サラリーマンでした。いまは会社役員、自営し

ているのですけれども、当時 1か月有給休暇を取って、1歳の娘を乗せたベビーカーを押し

て、まだまばらだったのですけど町内を回ったのです。 

主に日中なので女性の方、小さい子どもを連れた奥さんたちといろいろコミュニケーショ

ンを取ったりして、結構話をして、そのときに町内会がどうだという話はしなかったので

すけど、いろいろ顔見知りになったりしました。 

あるとき歩いていた小学生の子の後を、たまたまベビーカーを押して、同じ方向に歩いて

行っただけなのですけども、「どうしてついてくるのですか」ということを言われたこと

がありました。自意識過剰なのですけど、この地域では結構いろいろ回っているし、奥さ

んたちにも顔も名前も知られて、ちょっとは知られている存在かなと思いながらも、子ど

もたちには全然実は知られていなくて、もしかしたらその女の子は本当に怖かったのかな



ということを思うと、やっぱり顔の見えるような、そういう組織を作って、子どもたちも

巻き込んだいろいろなことをやっていかなきゃいけないのかなということを感じて、設立

にこぎつけた次第です。 

実際、設立にあたって何をやるのかということで、私はその小学校や幼稚園でもオヤジの

会というかパパ会というのを設立したときに、モットーとして会員の皆さんにお話をして

いるのが、「できるときにできることを自分自身が楽しむ」ということです。 

先ほどから、なかなか難しいかもしれないですけれども、自分自身が楽しむという言葉が

出ていますけれども、無理せずに最小限でできることからはじめようということで、活動

をいましている次第であります。 

どうしても私たち立ち上げ時のメンバーなので、基本事項というのをやはり固めていかな

ければいけないとは思うのですけれども、あまりにもいろいろなことをやりすぎると、未

来永劫ずっと役員をやっているわけではないので、次の担い手の人も困るだろうというこ

とで、シンプルな形で、多くない範囲でいろいろなことを決めていっております。 

あと、自分たちが、私たちが子ども時代に経験した地域のお祭りですね。お神輿を担いだ

り、出店を出したりとか、いろいろなことを地域の大人の方から楽しさを経験してきたの

ですけれども、そういったことを私たちの子どもたちにも伝えていきたいということで、

先ほどからお話していますけれども、子どもたち中心のイベントなどをやっていこうとい

うことで、いま年に 2つ 3つ実施しているところです。 

あと、鈴木先生のお話にもあったのですが、地域は町内会のひとつに限定されないで、そ

の近隣の小学校や近隣の町内会も含めていろいろ活動していければもっと面白い、楽しい

こともできるのかなと思います。 

私が所属しているお父さんの会で、札幌市さんの認定をいただいてサタデースクールとい

う、土曜日に子どもたちに有意義な土曜日を送りましょうという事業を、今年から当小学

校も認定いただき、5月には走り方教室、ランニング教室を運動会前に行い、8月には自由

研究お助けマンというのをやりました。つい先週の土曜日、一週間前には小学校のグラウ

ンドでミニ運動会をお父さんの会が主体でやりました。 

まだこちらも設立 2年目で、サタデースクールは初年度なので、実施することで精いっぱ

いです。もちろん楽しむことは楽しんでいるのですけども、そういった関係上、まだ地域

の人を巻き込んでというのは来年以降なのですけども、是非うちの町内会や近隣の町内

会、年齢問わず子どもたちといろいろ触れ合えるようなイベントも考えていきたいと思っ

ていますし、そういう呼びかけをしていくような所存でございます。以上です。 

（酒本） 

ありがとうございます。 

町内会の設立はやはり不可欠だったということですね。 

ごみステーションからはじまって、顔の見える関係づくり、そしていまやはり、いろいろ

な町内会さんで地域のコミュニティ力が必要とされるのはお子さんがいっぱいいらっしゃ

る地域とか、高齢者の方が増えている地域は、コミュニティ力が必要だというふうに言わ

れています。川北さんのところはお子さんを中心にお祭り、イベントを提供するというよ

うなお話だったかと思います。 



そして何より、町内会というか、その活動が続くようにできるだけシンプルに、なおかつ

自分たちが楽しむといったようなことが大事ではないかというお話をいただいたかと思い

ます。 

それでは、今度は五十嵐さんのところで、多分これも多様化しているいろいろな地域コミ

ュニティのなかで、学生さんと上手く連携していろいろなことをやられているかというふ

うに思います。 

他の町内会さんからすればかなり羨ましいことなのではないかと思いますけれども、運営

で心がけていることとか、何かポイントがあれば是非教えていただきたいと思います。 

（五十嵐） 

それでは、学生団体の交流についてちょっとお話させていただきます。 

学生団体との意見疎通は、町内会役員の役割になっております。学生さんということで、

まず勉強に支障が出ないように、無理なくできるときにできることを関わってもらうとい

うことを心がけております。 

まず、ネオロスの設立の話をしますと、きっかけは連町の夏祭りを学生さんに手伝っても

らおうという、学生のアルバイトを募集したことがはじまりでした。 

その夏祭りにアルバイトとして参加した 2名の学生が、地域の夏祭りに感銘を受けたこと

をきっかけに「学生と地域で考えるまちづくり会」が平成 19 年発足しました。ただ、名称

が長いということもあり、地域に根を下ろすという意味から「ネオロス」と通称名もつけ

ました。 

ネオロスが設立されてからは、学生は単なるアルバイトではなく、企画から運営まで関わ

るようになってきました。 

いまでは、町内会のお手伝いのほか、月に一回ネオロス主催のネオロス会議が開催され、

連町役員や小学校、また児童会館の館長さん、若者活動センター、まちづくりセンター所

長、区の職員などが参加し、地域一体でまちづくりを行っていくための話し合いが行われ

ております。 

ネオロス設立当初は、町内会が地域の中心となりさまざまな団体と繋がっていました。自

転車のスポークの軸のようでございました。 

そして、いまでは町内会に加えて、ネオロスも地域の中心となって、ほかの団体と繋が

り、連携することで町内会と協力しながらネットワーク型の地域コミュニティを形成して

おります。以上です。 

（酒本） 

ありがとうございます。 

学生さんに地域のコミュニティ活動を手伝っていただくときに、単にイベントのお手伝い

をお願いしますということではなく、企画から運営まで一貫して学生さんたちと一緒にや

っていると。 

そして、もうひとつポイントは、例えば連町さんとかいろいろな団体と一緒に、ネオロス

の学生さんと一緒に地域一体で企画・運営を考えてやっていくということですね。 

そのなかでネットワーク型といいますか、自転車のスポークというようなお話もありまし

たけれど、そういった運営をしているというお話だったかというふうに思います。 



もうひとつ、このネットワークというか、そういうことで言えば、たぶんさっきの自己紹

介のときにあった喜多さんも商店街とか町内会とネットワークというか、そういう形でや

っているのではないかと思いますので、少しそこにちょっと絞っていただいてお話をして

いただければと思います。 

（喜多） 

麻生は、まちづくりセンターが自主運営になっていて、まちづくり協議会があります。 

そのなかに、町内会、商店街、小中学校、NPO などが入っていて、年に 2回総会と新年会で

顔を合わす機会があります。その会がとても貴重で、町内会の方とお話できたり、小中学

校の先生が変わっても挨拶できる関係になっています。 

私は 2005 年に、ぷちとまととして、麻生で亜麻の活動もしているのですけれども、商店街

主催のよさこいのイベントに関わっていたときに、子育て中の人たちもよさこいを見に来

るのではないかといって、そこに少しスペースを設けていたのですが、その会全体の運営

もぷちとまとというか、私たちがお手伝いしました。 

そのときに、麻生の方々が本当に一生懸命やっているというところに出会って、私も麻生

のまちのどこかで会うと声を掛けられたりして、本当に何か嬉しいなと心強い気持ちにな

りました。 

それでカフェアマントというのも立ち上げたのですが、そのときは NPO がとても珍しく

て、連合町内会の会長さんが「なんだ NPO というのは」とおっしゃって、ぷちとまとの活

動の説明をご自宅まで行って、事業書とか総会の収支報告書を持って行きました。 

とても怪しい団体と思っていたのですけれども、「頑張っているね、でも赤字じゃダメだ

よ」とか言われて、本当にいろいろなアドバイスをくれました。そういう麻生町内会に本

当に感謝しています。 

先ほど紹介した麻生キッチンりあんという活動をしているのですが、そのなかで介護者の

集いというのをやっていたのです。そうすると、認知症の人の介護をしている人って本当

に大変で、私の母も認知症でとても大変だったのですけど、そのなかでどうやって見守っ

ていったらいいのだろうという話になったのです。 

地域包括支援センターというのが近くにあって、その認知症の方を見守る活動を立ち上げ

たいという話が出ました。それも、何か近くの町内会にその方がいるというふうにおっし

ゃっていて、是非その活動を何か一緒にできたらいいなと思ったのです。 

その単位町内会だけではできないけれども、包括支援センターの人とか、私とか、私は麻

生に住んでいないのですけど、喜多さんは長いから麻生に住んでいるのと同じだよと言わ

れて受け入れてくれているのですけど、その人たちと一緒に高齢者など支援委員会という

のを立ち上げて活動することになりました。 

メンバーは私とか、包括支援センターとか、社共とか、保健センターとか、あと自主的に

この活動に参加してくれるという、民生委員としては民生委員のなかでいろいろ手続きが

あるのでそれはできないけれども、個人として民生委員をやっている方たちが参加してい

ます。 



そして、今年は商店街の理事の人たちも活動に参加するということで、昨年と今年認知症

の方の SOS ネットワーク、徘徊の方へどういうふうに声掛けをしたらいいんだろうという

ことで模擬訓練を行いました。 

認知症の方にどうやって声を掛けたらいいかということを、寸劇も交えて研修をしたり、

私も劇に出たりしたのですが、実際に外に出て声掛けをするという訓練を行いました。台

本は地域包括支援センターの人が書いてくれて、今年 29 日に開催しました。 

今年は第 2回目ということなので、少し変えて小学生にも関わってもらい、認知症の方の

気持ちや、認知症になっても地域でも暮らせるんだよという絵本を小学生に朗読してもら

ったりということで、その絵本コンサートというのも開催しました。 

りあんという居場所づくりから、高齢者など支援委員会というのができて、本当によかっ

たなと思いました。 

高齢者「など」とついているのは、今後は高齢者だけではなくて、子どもたちや障がいの

ある方も見守っていけたらいいなと思って活動しています。 

（酒本） 

ありがとうございます。 

単町、それから地域包括ケア、NPO などなど商店街も含め、さまざまな団体が連携しなが

ら、SOS ネットワークという見守り活動をやっているということでした。 

町内会の役員をされている方は、きっと役員を一生懸命やればやるほどいろいろな課題が

見えてきて、たくさんのことをやらなければいけないというふうにどうもなってしまうと

思います。 

そのときにこういった、喜多さんがご紹介いただいたネットワークというか、いろいろな

団体と繋がりながら、連携しながらやっていくという、これもひとつヒントだったのでは

ないかなというふうに思います。 

お三方のお話を聞いて、それでは基調講演をいただいた鈴木先生にご感想を含めコメント

をいただきたいと思います。 

（鈴木） 

パネラーのお三方の皆さんは検討委員会の時代から結構いろいろと、それこそ本当に楽し

く議論をさせていただいて、ここも私勝手に繋がりがかなり深いというふうに思っていま

す。 

それぞれいろいろな対象とか地域事情もありますので違うのですけども、やはりひとつの

キーワードとして、やはり自分たちが楽しんで活動されているなと感じます。 

何度か出ていましたけど、町内会の必要性や重要性を感じて、自分たちができることをで

きるときに楽しんでやる、また、あまり背伸びをしないで、無理なくやっていらっしゃる

なと感じました。それが上手く広がって、心の繋がりができてきて、次の活動に繋がって

いくというのが皆さん共通しているのではないかなと思いました。 

それぞれやはり違う状況でもございますので、やっぱり自分たちの地域はどうなのだとい

うのを考えて、また繋がるきっかけを作っていただければと思います。 

例えばアイデア募集ですとか、ごみステーションのこと、ベビーカー、子どもたちのため

に、親のためにというのもありました。また、亜麻ですとか小学校での学び、学生も最初



バイトからはじまったというお話もありましたけど、そういう何かがきっかけがあって、

そのなかで知ることによって楽しさを知って、だから参画していただける方も楽しみを知

って、じゃあ自分たちで何かできないか、とつながっていったと思います。 

それも活動にいろいろ繋がっていくというので、本当に皆さん、自分たちもそうですし、

新しく入ってきた、繋がっていた方も楽しくやっていらっしゃるなと感じました。 

そういう何か楽しさを上手く見つけられれば次の展開に繋がっていくのかなという感想を

持ちました。 

（酒本） 

ありがとうございます。 

楽しくというような先生からキーワードをいただきました。 

秋元市長もお三方のお話をお聞きになったところで何かご感想とかコメントがあれば是非

お願いしたいと思います。 

（秋元市長） 

それぞれ、キーワードとしてというか共通する話として、町内会という組織、メンバーだ

けでクローズしていないということがあるかなと思います。 

五十嵐さんのお話のなかでは、アルバイトがきっかけでしたけど、学生さんが興味を持っ

て参画をして、ネオロス会議ですかね、これ私も一度お邪魔したことがあるのですけど、

学生さんもいて、いろいろな学校の先生もいたり、町内会の方ももちろんいらっしゃった

り、いろいろな方々が、地域の方々が集まっていらっしゃるということでありました。 

そういう意味では、いろいろな繋がり、ネットワークを作っているということが皆さん共

通の話で、川北さんのお話のなかでも最初はごみステーションという必要性にかられてと

いうことでしたけれども、やはり子ども、東雁来は新しい団地ですから若い方、小さなお

子さん、子育て世帯の方が比較的年齢的に近い方々がいらっしゃる地域だということもあ

って、子どもさんをひとつの中心としながら、オヤジの会とかそんなことで繋がってい

て、自分たちがやれることを繋げていく。一方で学校と繋がったり、児童館と繋がったり

と、そういう繋がりというものがあると思いました。 

喜多さんはまさにコーディネートといいますか、真ん中にいらっしゃる方で、むしろどち

らかというと、町内会の方ではない、地縁、住んでいらっしゃる方ではないのに、そこで

活動されている NPO の方々の活動が町内会の方に上手く受け入れられてというか、そこが

上手くいって、お寺でいろいろなことをやられたり、先ほどの覚法寺さんでしたか、お寺

で町内会の方々を励まそうとか、元気づけようみたいなイベントをされているというよう

なお話もありましたけど、そういう意味では、いろいろな、商店街というのももちろんそ

うですし、いろいろな地域に関わっている方、住んでいる方だけではなくて、学校だった

り、いろいろな活動、あるいは商店街の方、こういった方々を上手く繋がって、繋げてい

るというのが三人の、お三方のお話の共通点だったのではないかというふうに思う。 

ですから、誰かがひとつで頑張っていくのはやっぱり限界があるわけでしょうから、足り

ないところを上手く巻き込んでいくということで、ひとつの町内会なり、地域の活性化と

いうものに繋げていくヒントというのがあるのではないかなというふうに伺いました。 

（酒本） 



ありがとうございます。 

いろいろな団体を上手く繋ぎながらということで、決して町内会だけでクローズしないと

いうような市長からのお話がございました。 

ここで、皆さまから質問カードをいただいておりますので、質疑応答に移りたいと思いま

す。 

パネラーの皆さまにも、もしかしたら振るかもしれません。それでは、先ほどご説明いた

だいた小島室長にご登場いただき、ここから質疑応答にいきたいと思います。小島室長、

お願いします。 

たくさんのご質問をいただいております。本当は皆さんのご質問に全部お答えできればい

いのですけれど、お時間の関係もあり、いくつかご紹介させていただきます。 

例えば加入だけではなく、町内会活動を継続するために何か支援をお願いできないでしょ

うかというようなことで、ご意見、質問をいただいたり、なかなか若い方々に町内会の情

報が届いていないと、知っていればきっと参加すると思うが、どうにかならないかという

ようなご質問もいただいております。 

それでは、まず本日の条例にも関わりありますが、町内会を地域コミュニティの中核と考

える理由を教えていただきたいということです。これは小島室長に振るしかないと思って

いるのですが、その辺について、ご説明なり、教えていただければと思います。 

（小島室長） 

市民自治推進室長の小島でございます。 

私からいまの質問に対する回答をお話しする前に、先ほど私の説明のときに当初冒頭でス

ライドが上手く映らなくて非常に皆さまにご迷惑をお掛けいたしました。 

先ほどのスライドにつきましては、後日、札幌市の私どもの HPに掲載をさせていただきた

いというふうに考えております。 

また、冒頭の基調講演の鈴木教授のこちらの映されましたパワーポイントの資料につきま

しても、いろいろ時間の関係もあってじっくりご覧いただけなかったところもあったかと

思いますので、そちらも合わせて市の HP に掲載をさせていただきたいと考えております。

まずこれを冒頭皆さまにお伝えさせていただきます。 

それで、いまのこの町内会を地域コミュニティの核というふうに思う理由はどういうこと

かというご質問でございますが、皆さまにお配りしておりますパブリックコメントの資料

の表紙をおめくりいただいたところの、中段くらいにある、地域コミュニティを構成する

団体とテーマ等の関連という図をご覧いただきながらお聞きいただければと思います。 

ここでは、地域では確かに町内会に限らず、いろいろなさまざまな団体が地域をよくしよ

うということで活動をされております。 

その関係をこちらの図で表しているのですけれども、左側のほうに上から福祉・健康づく

り等々いろいろテーマが書いておりますが、いろいろな活動されているテーマがございま

す。 

そのなかで、いろいろな団体があるなかで、必ずしもすべての団体がすべての活動をして

いるわけではございませんが、幅広く地域に必要な課題・テーマについて活動されている



ということと、町内会の場合、広く、やはりその地域に満遍なくどなたでも加入ができま

す。 

加入率が低下していると言いながらも、70％近い方が町内会に入って活動されているとい

うところで、ひとつに地域コミュニティの中心となっているのではないかというふうに私

どもでは考えているところでございます。 

また、私ども行政が一方的にそう決めつけているということではなく、そのあたり実際に

地域の方々、住民の方はどう考えているのだろうかということで、平成 27年になりますけ

れども、市民アンケートというものを実施しております。 

このなかで、いまお話したいろいろな団体があるなかで、地域コミュニティの活動を担う

団体として重要だと思うのは何でしょうかという質問をさせていただいたところ、このア

ンケートの際には 76.1％の方が町内会・自治会が重要だと回答がございました。 

やはり地域コミュニティが重要だと思うなかで、そのなかでも町内会・自治会が大事だと

思っている方が 76.1％と、4人のうち 3人の方がそういうように思っていらっしゃるとい

うことも踏まえまして、これまでいろいろご説明してきているいろいろな課題で、町内会

の方々が非常にご苦労されているところを何とかこの条例をきっかけに地域の皆さんと、

事業者の方と行政で何とか応援していきたいというふうに考えた次第でございます。 

（酒本） 

ありがとうございます。 

やはり町内会が広く活動しているということとか、誰でも加入されている、それからアン

ケートでも 76.1％の方が地域コミュニティの中核として町内会とお答えになったことだっ

たかと思います。 

また、この辺詳しくちょっとあとでご紹介できればというふうに思います。 

続いて質問の二つ目です。これは何人か同じような質問をいただいています。先ほど事業

者ということが条例のなかで出てきました。 

そのなかで、不動産事業者への協力ということがあったかと思いますけれど、具体的な計

画な内容はあるでしょうかというご質問です。 

これたぶんお困りのところもあるのかというふうに思います。これもやはり室長にお答え

いただくのがいいかなと思いますので、お願いします。 

（小島室長） 

不動産関連事業者とのこれからの協力についてでございますけれども、現在札幌市ではい

ろいろな業界の組合と言いますか、連合組織、例えば北海道宅地建物取引業協会ですと

か、全日本不動産協会北海道支部、北海道マンション管理組合連合会など、不動産の販売

や建設など、いろいろな事業者の方の集まっている組合・団体と協定を結ばせていただい

ています。 

その中で、町内会の活性化、加入促進に向けていろいろご協力をしていただきたいという

ことで、できるところから取組を進めているところでございますが、今回の条例をきっか

けに、その取組をより深めていきたいということで、この条例の素案を考えるのと合わせ

まして、こういった団体を直接回りましてより掘り下げた相談をさせていただいておりま

す。 



この条例ができた暁には、こういった連合体の団体だけではなく、地域にはそれぞれ個別

にいろいろな事業者の方々、あるいはその支店やお店がありますので、そういう個別のと

ころと町内会が上手く連携できるように札幌市が間に入りながら進めていけないかという

ことをこれから具体的に考えていきたいと思っています。 

やはりどういうところが一番困っていらっしゃるというようなところは、そのそれぞれの

地域に合わせて、町内会の皆さんの声を聞きながら、何とかそこに上手く寄り添えるよう

な支援を考えていければなと思っております。 

それを事業者さんと一緒に取組んでいければというふうに考えているところでございま

す。以上です。 

（酒本） 

ありがとうございます。 

これからという部分もあるということで、この辺皆さんかなり気にされるところでござい

ますが、これからまた札幌市としても支援策等も含め考えていきたいということだったか

と思います。 

まだ質問いくつかございますが、ちょっと時間が迫っていますので、大変申し訳ないです

けど、質問のほうはこのくらいにさせていただきたいと思います。 

もしお読みできなかった質問・ご意見については、パブリックコメントということと同じ

ように取り扱いさせていただいて、後日ご回答というような形を市役所さんのほうと検討

させていただきたいというふうに思います。 

それでは、申し訳ないですけど時間が迫ってきましたので、今回大きなことで条例という

ことがございました。 

条例制定を踏まえて、今後の町内会活性化に対してパネラーの皆さん、お三方から何か思

いを少しお聞かせいただきたいと思います。 

ちょっと時間がないので、手短にというのは心苦しいのですけど、手短にお願いしたいと

思います。 

それでは喜多さんからお願いしたいと思います。 

（喜多） 

本当に一緒に町内会の方と活動していると、役員の方が高齢化してきているなと思いま

す。 

でも、私にとってそれは希望が持てることで、年を取ったら町内会で活動できるなという

ふうに思っていて、砂川の認知症の先生が町内会の活動やボランティア活動をしていると

認知症が遅らせられるという研究があるそうです。 

なので、是非頑張っていただきたいなと思うのですが、ただ活動に参加してくれる人を見

つけるのが課題かなと思っています。 

町内会もまちづくりも自主的な活動です。決して強制ではなくて、強制すると脅迫罪みた

いなのにも捕まってしまうみたいなので、本当に助けてほしいとか、一緒にやろうという

ふうなのを前面にして探していけたらいいなとい思っています。 

先ほど小島室長もおっしゃっていましたが、まちづくり条例とか市民自治条例などもある

ので、その条例にも関心を持っていただいて、住みやすいまちを作りたいとか、あたたか



いまちを作っていきたいという方を見つけて、私も受け入れてくれてはいるのですが、一

部には何でそんなほかから来ている人がやるのみたいなのもあるので、是非あたたかい目

で見守って、事業者の人も育てていってくれたらいいなと思っています。 

それと条例のなかの役割で事業者の方と連携というのもあるのですが、東京の品川区の条

例のなかにマンションなどの事業者に向けて地域連絡調整員という人を選定するというの

もあったので、そういう人を選定してしまうというのもいいかなと思います。 

また、事業者として、会社の人が町内会の活動に参加しなさいよと言うだけではなくて、

山口県の出雲市でしたでしょうか。事業者の従業員にその居住する地域の町内活動に積極

的に関わりましょうということを入れている条例もあるというので、そんな条文も入った

らいいかなというふうに思います。 

私は五十嵐さんの住んでいる町内会の隣の町内会に住んでいて、よく麻生ばかりやってい

ないで幌北の町内会もやってとお叱りを受けるのですが、もうちょっと私がお姉さまにな

って、高齢になったら戻ってきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（酒本） 

ありがとうございます。 

あたたかくということと、何より参加していただける方を見つけるのが非常に課題だろう

と。 

なので、そういう喜多さんのような NPO も含めてあたたかくというようなお話がございま

した。あとは、地域の事業者、こういった方々にも是非協力をという、うちの会社もやら

なければいけないかなというのをちょっと思いました。 

それでは川北さんお願いします。 

（川北） 

ひとりでも多くの方に参加していただけるコミュニティを作っていけたらなと思っており

ます。 

そのためには、逆に関心を引きつけられるような自主的な、能動的な取組が必要ですし、

条例がそのひとつの一助になればいいなと考えております。 

あと、住民ひとりひとりと、事業者が一丸となって取り組めることができれば良いものが

できるのかなとも考えております。 

つい先月、9月のことなのですけれども、いまお話に出た不動産の建築業者さんが、新しく

引越しされて家を建てた家主の方に、私どもの町内会の概要を説明してくれて、加入を促

進してくださったという例がありました。 

これは、いま条例検討委員やらせていただいているのですけれども、そのきっかけで、道

新さんの新聞で設立時に取り上げてくださったおかげで、着工時に私のところに直接連絡

を不動産業者さんがくださいまして、実際に入られるときにお話してくださって、入居時

に協力いただいたというものであります。 

最後になりますけれども、役員など中心で活動する人も年代や性別に偏りすぎずに、長く

やりすぎないで、常に新陳代謝を図るということで、新しい斬新なアイデアが出やすいと

思います。 



斬新なアイデアかどうかわからないのですけれども、私被り物が結構好きで、ドラゴンボ

ールって皆さん分かりますかね。スーパーサイヤ人とか、髪茶色い被り物だとかよく学校

の行事や町内会のお祭りで被ったりだとかしています。 

あと、たまたま昨日まで二泊三日でディズニーリゾートに行っていまして、何で平日に行

っているんだというような感じなのですけれども、我が家で 11年越しの念願が叶って、ず

っと私ひとりで、父親がプーさんの被り物を被っていたのです。 

髪がぺちゃんこになって被り物を外すのも恥ずかしくて、逆にお父さんがひとりずっとプ

ーさんの恰好をしていたと。 

ちょっと話それますけれども、面白い、楽しいことをいろいろやるには同じ人がずっとや

りすぎたらいけないなということも考えていますので、スムーズに次のリーダー、役員の

人に引き継いでいきたいと思いますし、当然私も意見など求められたりされたときに素直

にサポートしていきたいと思っています。 

そのときも、何回もお話しますけれども、できるときにできること、そして必要最小限

に、自分自身が楽しむことをモットーに、今後も町内会活動に携わっていきたいと思って

おります。以上です。 

（酒本） 

ありがとうございます。 

条例に頼るだけではなくて、町内会も活性化するように少し役員の入れ替えとか、世代交

代とかそういうことも考えながら運営していってはどうでしょうか。 

それと合わせてやはりできることということと、楽しむというようなことだったかと思い

ます。 

それでは五十嵐さんお願いします。 

（五十嵐） 

私の町内会は集合住宅が 8割くらいと、本当に集合住宅と企業さんの多い地域でございま

す。 

戸建てはほとんどないというくらいに、集合住宅が多いのでございます。 

それで、町内会条例ができることで、また企業さんや集合住宅への声掛けやアプローチが

しやすくなるかなというのが期待できます。 

そうすることで、これまで以上に多くの方々に町内会に関わってもらうきっかけとなるか

なと思っております。 

もちろん、いままで作り上げてきたネットワークを大切にして継続していくことも重要で

あると思っております。 

いまではネオロスは自主的に町内会と関わってくれているため、これからも良い関係を続

けていきたいです。 

最後になりますが、ネオロスさんは今年で 11 年目を迎えます。昨年の暮れ 12 月ですが、

内閣府より感謝状などいただいております。それで皆さんもまたやる気が出たかなという

思いもありますので、とても嬉しく思っております。 

また、地域全体でそういう機運が高まることを期待しています。以上でございます。 

（酒本） 



ありがとうございます。 

集合住宅の多い地域、五十嵐さんのいる幌北さんだけではなくて、ほかの地域でも多いか

と思います。 

この条例ができることによって加入していただけるような期待もあるし、さらには町内会

活動に関わっていただけるきっかけになるのではないかと。上手くそれをきっかけにして

いきたいというお話でした。 

それから、最初はアルバイトでお呼びした学生さんが、11年間ずっと町内会と一緒にとい

うようなお話もございました。 

この辺も少し考えていくというか、参考にしていくことなのかなというふうに思っていま

す。 

お三方本当にありがとうございます。 

それでは、鈴木先生から是非、条例を活かした活動に対して今日お越しの皆さんにメッセ

ージというかエールをお願いしたいと思います。 

（鈴木） 

酒本さんにおまとめいただけると思いますので、私はあえてちょっと違った話をしたいな

と思います。 

町内会とは違うのですけど、実は私実家が豊平区豊平で、一時期就職がなくて埼玉に行っ

ていたのですけど、北海道が恋しくて戻ってきました。 

最初に住んでいたところが白石区の菊水でした。 

実は、そこもマンションだったのですけど、非常に住んでいる方が楽しくて、独立してマ

ンションが町内会になりました。 

職場の関係もあって、私厚別区で結構まちづくり活動にいろいろ参加していまして、もう

13 年になるのですけど、区民協議会、元々はまちづくり協議会と言っていたのですけど、

そこでずっと私運営委員長をやらせていただいております。 

よく有識者ということで言い方もされるのですけど、実は私自身としては楽しいのでやっ

ているというところがあるのです。 

「鈴木さん何で別の区に住んでいるの。そんなに楽しいなら早く引っ越しておいでよ」と

言われていて、ちょっといろいろきっかけもあったのですけど、実際にそれが楽しくて厚

別区に引っ越しました。 

いま実に本当に楽しく活動をやらせていただいております。 

厚別区の区民協議会でいま活動しているのですけど、本当に、特に運営委員の方は楽しい

方が非常に多くて、バラエティに富んで、スナックをやっている方もいらっしゃいます

し、町内会の方もいらっしゃいますし、いろいろな方がいらっしゃるのですけど、運営委

員会も非常に議論が楽しくて、次々にアイデアが出て、食の文化祭ですとか、先ほどの歴

史パネル展ですとか、いろいろやってみようよということでいま本当に活動が広がってい

ます。 

実は昼間の活動だけではなくて、夜も非常に楽しくて、私も飲み会に誘わると鈴木君必ず

いるねと言われるのですけど、最近ちょっと年を取って自重しています。 



やはり、私も以前は本当に町内会って何をやっているか全然わかりませんでしたし、そう

いった町内会には加入はしていましたけれども、やっぱりちょっと馴染みがなかった存在

だったのです。 

ただ、ちょっと町内会とは違いますけど、区民協議会も町内会の方とか、企業の方とか、

NPO の方も一緒に活動していますので、そういったなかで本当に楽しさがわかって、それで

引っ越しまでしてしまったということです。 

やはり、飲み会が好きな同僚がいまして、専門は全然違うのですけど、その区民協議会に

巻き込んでしまいまして、いま二人で非常に楽しく活動しているのですけど、やはりそう

いった何か楽しさを見つけられるような、先ほどの話ではないですけど、こういう巻き込

みたい人をどうやったら、どういうことをしたら、どういう工夫をしたら町内会の良さを

知ってもらえるのかなというのをちょっと考えて、それで少し仕掛けをしていくといいの

ではないかなというふうに思います。 

あともうひとつ、最後にちょっとお願いしたいなと思うのですけど、市長さんも先ほどお

っしゃっていましたけど、やはり市の責務というのできちんと位置付けていただけまし

た。 

いまでも結構やってらっしゃると思うのですけど、これから皆さんとさらに一緒になって

考えて、いろいろな支援や応援をしていただくということで、是非こういういろいろな地

域の方々とコミュニケーションを取っていただいて、町内会活性化はやっぱり、札幌市に

住んでいただく一番の源になりますので、そういった支援とか是非応援をしていただきた

いということで、何か宣言していただきたいなということで、私の話を終わりたいと思い

ます。どうもありがとうございました。 

（酒本） 

鈴木先生ありがとうございます。 

それでは、ちょっと時間が来ているので、本当はまだお話をお伺いしたいところなのです

けど、私のほうで勝手に今日の振り返りをしたいと思います。 

冒頭、やはり今日は条例ができるということで、条例によって何が、いままで法的に何も

位置付けがなかった町内会というのがはっきり位置付けられるということでした。 

その町内会の大切さが住民の方、さらには市民の方と共有できるということが何より大き

いのではないかと思います。 

これは私のことでちょっと恐縮なのですけど、本州の方の町内会のご相談を受けたとき

に、「札幌市さんで条例ができるんですね、いいな」というお声が、ある自治体の職員の

方からありました。「どのような条例ができるのですか」という非常に興味津々でこの条

例に注目していたということもございます。 

そのくらい、条例でこの町内会の大切さ、位置付けがされるというのは大きなことではな

いかなというふうに、秋元市長の冒頭のお話も含め思っております。 

それから、そのなかではっきり本日出ていたのが、町内会は地域コミュニティの中心的存

在だろうということでした。 



やはり地縁で結び付いている、それから顔の見える関係、地域への愛着、こういったもの

をつくれるのはやはり町内会だろうということで、町内会は地域コミュニティの存在とい

うことがありました。 

ただ一方で、皆さんがお感じになっているように、いま地域コミュニティにはさまざまな

課題がございます。 

秋元市長のお話のなかに、子育て支援とか高齢者の見守り、それから今回の地震のなかの

災害対応といったようないろいろな課題をいま抱えているのではないかというふうに思い

ます。 

そして、一方では加入率が低下していたり、担い手の不足、これは全国的な課題かと思い

ます。 

こういった課題を抱えながら皆さんはいま地域コミュニティの中核の町内会を運営されて

いる、活動に関わっているというような状況ではないかなと思います。 

さらに、こういった課題が、役員の方々は関われば関わるほど見えてきてしまうので、つ

いつい一生懸命になるということがあるかと思います。 

しかし、本日の川北さんのお話など、いろいろなお話を聞くと、条例では位置付けられて

いますが、町内会は任意のボランティア団体なので、鈴木先生のお話のなかにありました

上下関係がないだとか、楽しくないとやはりダメだろうということです。 

それから、できることはできる範囲内でという川北さんのお話もありました。負担を少な

くというような、こういったこともしっかり考えながら町内会をやはり運営していかなけ

ればいけないのかなというのを感じました。 

そして、最後ですが、地域コミュニティの力がいま必要とされているなかで、町内会を中

心にしながらさまざまな団体がありますので、幌北さんのように学生団体、それから喜多

さんのような NPO 団体、こういった団体と連携しながら地域コミュニティ力を高めていく

というようなことで、少し町内会の運営の仕方もこれからは変わっていくのではないかと

いうふうに感じました。 

条例をきっかけに、札幌市の町内会はこれからステップアップできるのではないかという

気がしました。 

これから、あとでご紹介があると思いますけれど、町内会未来塾とかいろいろな集まりが

ございますので、是非参加して、そのなかで、もしかすると札幌市でこんな施策を支援を

してくださいというアイデアが出るかもしれませんので、是非ご参加いただければという

ふうに思います。 

それでは最後に秋元市長からもう一言お願いをしたいと思います。 

（秋元市長） 

今日は限られた時間になりますけれども、皆さん方から本当に貴重なご意見なりお話を伺

うことができまして、本当にありがとうございました。 

冒頭申し上げましたように、地域活動、やはりそれぞれの暮らし、生活をしていくなか

で、暮らしやすい地域を作っていくという形のなかで、町内会のいろいろな繋がり、町内

会の人たちがいろいろな方々とネットワークを組んで、取って、活動が活発になっていく



ということが望ましい、そのための支援をしていくひとつの方策として、条例という形で

そのことを表したいということであります。 

一方で、やはり町内会が大事だからというふうになってしまうと、過度に重く期待をされ

て、行政が本来やるべきことも全部町内会に押し付けられるのではないかという心配や懸

念をされる方も多くいらっしゃるのではないかと思います。 

決してそういうことではなくて、お話をしていきましたけど、やはり町内会の運営という

のは持続可能で自主的にやっていただかないといけないので、あまり負担感が繋がるよう

なことにならないように我々もしていかなければいけないです。 

いろいろなご支援をもちろんしていきますけれども、例えばいろいろな回覧でお願いをす

るというような、町内会にお願いするようなことも減らしていかないとダメなのだろうな

というふうに思っています。 

これは逆に言うと、行政が単に支援するということ、いろいろな活動に応援をするという

ことだけではなくて、行政自体もお願い事項だとか、そういったものをもっと整理しなけ

ればいけないかなとそんなふうに思っています。 

やはり、それぞれ関わっている皆さんが長続きするような方法をみんなで考えていかなけ

ればいけないし、加入についてもやはり参加することが楽しいとか、きっかけになるよう

な事柄をしていかなければいけないというふうに思っています。 

まず知ってもらうためには、先ほど不動産関係の事業者さんにお願いをして、例えば集合

住宅の方だとなかなか町内会に入っていただけないとか、これは強制じゃないというよう

なことでご理解いただけないという声もたくさんあります。 

そういう意味では、先ほど川北さんのお話にありましたように新しくできた住宅だとか、

集合住宅、マンションの方が当初からできたときにそれを理解していただくというような

ことも事業者の方々に協力をしていただく、あるいは住んではいないのだけれども、事業

所としてある事業所が町内会なり、地域の活動に参画をしていただくというようなこと

も、これはお願いをしていく、あるいはそういったことに協力してもらうということがこ

れからも大事ではないかと思います。 

そういう意味では、いろいろな方たちを受け入れつつ、その地域を、例えば年齢構成や商

店街があるとかないなど、地域の実情は随分違うと思います。 

その地域の実情に合わせて、一番適した地域づくりというのは何かということを、皆さん

と一緒に考えていくきっかけにこの条例というものをしていければなというふうに思って

いるところであります。 

（酒本） 

秋元市長どうもありがとうございます。 

それでは時間がちょっとオーバーしていますので、司会の水本さんにお戻ししたいと思い

ます。 


