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Ⅰ 視察概要 

 

 

１．目的 

町会への加入促進や地域住民を巻き込んだ町会運営の活性化に効果的な取り組みについ

て調査・検討し、市と弘前市町会連合会等が連携しながら、町会加入世帯数の増加及び次

世代を担う若者のコミュニティ活動への積極的参画を目指し、地域コミュニティの強化促

進を図る。 

 

２．日程  

 平成２６年７月１６日（水）～１８日（金） 

     

３．視察先及び視察者 

≪北海道札幌市≫ 

 弘前市町会連合会   千年地区理事  西川聰 

            朝陽地区理事  阿部精一 

 弘前市市民協働政策課 総括主幹兼係長 中澤勝 

            主事      佐々木絵理 

  

 

≪愛知県豊川市・尾張旭市≫ 

 弘前市町会連合会   副会長     葛西奉弘 

            堀越地区理事  工藤和博 

 弘前市市民協働政策課 課長      大澤浩明 

            主事      安田百合香 
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Ⅱ 札幌市視察報告 

 

１．市の概要 

 北海道・石狩平野の南西部に位置する市。人口約 194 万 1,100 人で、北海道の人口の約

3 割を占め、人口が全国で 5 番目に多い都市として成長。政令指定都市札幌では、10 の行

政区（中央区、北区、東区、白石（ｼﾛｲｼ）区、厚別（ｱﾂﾍﾞﾂ）区、豊平（ﾄﾖﾋﾗ）区、清田（ｷ

ﾖﾀ）区、南区、西区、手稲（ﾃｲﾈ）区）があり、区役所を中心としてそれぞれの地域の特色

を生かしたまちづくりを行っている。 

札幌市内には、平成 26 年 1 月 1 日現在、2,209 の単位町内会とその連合体である 90 の

連合町内会が結成されており、65 万世帯が加入している。しかし、時代の移り変わりとと

もに、事業所・店舗等での加入や、大きなマンション単位の町会が組織されている一方で、

町会加入率は年々減少している現状となっている。 

 

参考 1：町会（町内会）加入率                        

加入率(％） 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 

札幌市 73.1 73.3 72.8 72.5 71.7 71.1 70.5 

弘前市 82.1 81.0 79.9 79.7 78.6 76.8 75.6 

※資料：札幌市…平成 26年 1月 1日現在町内会加入率（札幌市）より  

 

参考２：札幌市各区データ 

各区 中央区 北区 東区 白石区 厚別区 

面積（㎢） 46 63 57 35 24 

人口（人） 229,300 281,400 258,600 208,000 128,600 

加入率（％） 63.92 73.35 69.45 56.55 75.48 

各区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区 

面積（約㎢） 46 60 657 75 57 

人口（人） 216,800 116,400 143,800 211,100 140,500 

加入率（％） 68.70 78.06 81.59 73.99 80.71 

 ※弘前市…面積約 524㎢ 人口 178,500人 

 

２．視察内容 

（１）札幌市役所（本庁）の取り組み                                      

①マチトモキャンペーン 

  「きっかけは、町内会でした」を合言葉に、若い世代に対しても町会を自分事とし

て捉えるきっかけをＰＲする取り組みを行なっている。 
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【内容】 

・マチトモキャンペーンロゴマークの作成 

・ポジティブな楽しい雰囲気の地域活動風景で構成されたＣＭ作成 

・CM のテレビ放送（転出入の時期に放送）、映画館や札幌駅地下歩行空間での CM 放

送 

・テレビ番組タイアップによるＰＲ活動 

・学園祭や市のイベントでのプロモーション活動 

・マチトモ（キャンペーンロゴ）グッズ、町会 PR 冊子の作成、配布による町会加入啓

発活動 

 

 

 

 

 

 

②不動産団体等との連携 

   集合住宅等（分譲、賃貸）の対策が大きな課題となることから、課題解決のため平

成 23 年度より不動産団体等との連携を行いながら加入促進対策を図っている。現在、

不動産関連団体 5 団体（北海道宅地建物取引業協会札幌地区 5 支部、全日本不動産協

会北海道本部、北海道マンション管理組合連合会、北海道住宅都市開発協会、北海道

都市開発事業協同組合）、引越業者 1 社（ヤマトホームコンビニエンス株式会社北海道

統括支店）と連携（協定書締結）している。 

【内容】 

・アパート等新規転入者に対する、町会等加入啓発チラシの配布 

・イベント等における町会加入促進 PR 

・団体会員が参加する研究会などでの町内会・自治会の活動紹介、講座の開催 

・モデルルーム展示場などで町会加入促進 PR チラシの配布 

・戸建販売時における顧客への加入依頼 

  ・宅地造成等による転入者への加入依頼 

  ・既存町会への編入、統合に関する支援 

  ・引っ越し時にチラシ等配布 

・札幌駅前通地下歩行空間での地域活動ＰＲパネル展などの実施 

※連携内容は団体の活動内容によって異なる。 

 

 

 

 

 

市民への町会活動（地域活動）の周知、加入のきっかけづくり 

転入者、集合住宅居住者への加入促進 
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 ③ガイドブック『町内会活動のヒント』作成 

   さまざまな地域で取り組まれている町会活動のノウハウやアイディアを広く知って

もらうことと、アイディアを活用し、町会の活動や取り組みの活性化を目的に作成さ

れたガイドブック。 

   作成に当たっては、『町内会加入促進』『町内会の担い手』というテーマで行ったワ

ークショップの中からアイディア等を募った。ワークショップへは、市内 10 区の町内

会役員+大学生が参加した。 

   作成後は市内全町会に配布。市ホームページへ掲載。 

 

④町会自身が取り組む活動の支援 

   活動の見直し、振り返りなどについてのワークショップを実施。また、若者世代の

意見を共有するために、中学生・高校生・大学生などが参加した町会についての意見

交換会を実施。 

  

 

 

 

 

 

⑤『学生サークルによるまちづくり連携推進（学まちプロジェクト）』 

   町会のイベントに学生サークルを派遣する事業（平成 26 年度より実施）。「イベント

を盛り上げて欲しい地域」と「日頃の活動を披露したい学生」のマッチングを図って

いる。 

現在、7 大学 12 サークルと提携書を締結して連携しており、お祭り、敬老会、子ど

も会等のイベントなどに、学生サークルが落語、楽器演奏、ＹＯＳＡＫＯＩ、チアダ

ンスなどで参加。市が派遣学生に交通費程度の報酬を支給。 

 

 

 

 

 

 

⑥町内会・自治会検索システム 

  住所の入力により該当の町会を検索することができるホームページ。 

 

 

 

 

若者と地域の交流、学生の地域参加促進 

町会関係者のスキルアップと活動の活性化、思いの共有 
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（２）町会関係者の取り組み 

①北野まきば町内会 

【概要】 

札幌市清田区に位置する単位町会。世帯数 357 世帯中加入世帯 322 世帯、加入率 90.2％

（平成 26 年 4 月 1 日現在）。一戸建ての住宅が多い。町会地域にある空き家（元美容室）

を集会所として改修し、地域住民の交流の場（北野まきばサロン）としてサークル活動や

様々なイベントを企画しながら集会所運営を行ったり、若い世代も地域に巻き込みながら

活動を行ったりと、札幌市内の中でも先駆的な取り組みにチャレンジしている町会である。 

 

【内容】 

◎町内会活動を広く地域住民に知ってもらう場所づくり 

集会所を中心に様々なイベントを様々な世代が知恵を出し合いながら開催している。 

例）『居酒屋たそがれ』：毎月一回第 2 日曜日の午後 4 時～8 時にかけて、町会に住む

お母さん方の手料理を持ち寄ったメニューで手作り居酒屋を開催。参加者は毎回 50

人程、参加料 100 円。 

『サロンシアター」：平日午後 6 時以降で映画鑑賞会。入場料 100 円。 

その他、医療講演会、手打ちそば試食会など、年代に応じた参加者が楽しめるイベン

トを企画。企画によっては、低価格の参加料の徴収を行うなど集会所運営の持続性も視

野に入れた町会運営がなされている。 

 

◎広報活動 

町内広報誌を毎月一回発行。その際に、町会の動きを一般の人にわかりやすく見やす

く書くことを心掛けている。また記事を様々な町会関係者に書いてもらい掲載している

特徴がある。 

※まずは町会側が何をやっているのかを地域住民に知ってもらうことが大事であり、

町会活動に注目してもらうことが大切である。「町会が何をやっているのかわからな

い」と言われるのではなく、町会自らが積極的に地域住民に歩み寄り、巻き込んで

いくことによって、担い手不足の解消にも繋がる。 

 

◎住民への声掛け、地域での雰囲気づくり 

・約 10 年かけて町会の風通しと地域住民の理解を得るために奮闘してきた。 

・集会所運営をきっかけに役員が一致団結し自ら考え動き、地域や行政に働きかけたこ

とで一歩ずつ形や成果を出し、その姿を見た地域住民や周辺住民及び町会からの理解

や称賛の声が広がり、現在に至る。 

・担い手不足の解消を目指し若い世代にも町会活動に参加してもらいたいとの思いから、

町会区域在住の町会役員の子ども（女子高校生）を町会役員として抜擢した。その結

果、女子高校生の町会役員が北海道初であったことから行政やメディアに大きく取り

上げてもらった。（※現在は、男子大学生が副会長を務めている。） 
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・町会のイベント企画を高校生役員に任せてみたことで、若者目線の発想でイベントを

企画し、様々な世代を呼び込むことにも繋がった。高校生自身も与えられた役割や町

会での活動をきっかけに自己の成長、地域を身近に感じる機会となっている。 

・若い世代との繋がりや縁、学生との連携を継続的に行うため、町会周辺の小学校や中

学校と連携し除雪ボランティアなどの取り組みも行っている。 

・小中学校との連携で子供たちが町会活動に関わることによって、父兄も活動に目を向

けている。 

 

【北野まきば町会長の声】 

町会とは、一般市民から見ると閉鎖的なイメージがあり、町会同士でも他の町会の現状

がわからないという状況でもある。だからこそ、町会とは別の団体との連携や協力体制を

作り、力を借りられるところは力を借りることで活動の幅も広がる。また、閉鎖的なイメ

ージだからこそ町会活動を広く知ってもらうことは大切である。まずは知ってもらい、考

えてもらうところから始まる。また、町会に入るメリットに関しては、肌で感じるメリッ

トを地域住民に与えてあげることが大事で、どうやって目に見える形で与えるかを町会と

行政、双方が考え行動していくことが大切である。町会の恩恵（清掃活動や地域の維持管

理、災害発生時の助け合いなど）だけを加入のメリットとして訴えるのではなく、そうで

はない地域の繋がりやあたたかさ、楽しさなどポジティブに感じられる機会の提供と周知、

そして実際に活動して体験してもらうことで、加入や町会活動の活性化に繋がるのではな

いかと考えている。 

北野まきば町会は、上記のような考えを基礎として「みんなが助け合える会」を目指し、

笑顔と交流の場を作っていくこと、最終的には防災と福祉の充実を目標にしている町会で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②幌北連合町内会 

【概要】 

札幌市北区にある 11 の地区連合町内会のうちの一つであり、11 の町会で成り立ってい

る。人口 18 万 3,535 人、地区内に北海道大学を有することから地区居住者の平均年齢が

38.9 歳と札幌市で一番若い地区であり、学生と外国人が多く住んでいる（人口、平均年齢

は平成 20 年 1 月現在）。また、「NeoLos（ネオロス）幌北」という学生団体と一緒に地区

の町会活動を行うなど、町会と学生が連携しながら地域活動を行っている。 
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【内容】 

◎学生団体と町会活動を行うようになったきっかけ 

町会での担い手不足の問題意識や若者が地区に多く住んでいるという特徴を生かした

いとの思いから、地区の夏祭りの手伝いに知り合いの大学生 2 人に声を掛けたのがきっ

かけである（当時はアルバイトとして誘った）。その後、そこでの手伝いや地域住民との

ふれあいが楽しいと感じた大学生が、次の年から友達を連れて自主的に夏祭りに手伝い

に来るようになった。そのうち同じ思いを持った学生達が集まり、それらの学生達が主

体となり「NeoLos（ネオロス）幌北」という学生団体を結成。現在は、幌北地区のまち

づくりについて学生団体の学生たちと一緒に考え、活動している。 

 

◎「NeoLos（ネオロス）幌北」とは 

北海道大学、北海学園大学、藤女子大学の学生１０数名が主体となって幌北地区のま

ちづくりを考え活動している学生団体。2007 年発足。「ネオロス」の由来は、地域に「根

を下ろす」という意味で名づけている。現在は、幌北地区の町会や地域住民、小学校や

児童館、民間シンクタンクとも連携しながら、地域情報の発信、世代間交流など様々な

課題解決に向けて活動している。また、月一回会議を開催し、各事業について議論して

いる。 

 

 ◎NeoLos幌北の事業 

 ・地域情報誌『ほらほら幌北』発行 

  地域の情報をまとめた冊子を企画・発行。現在まで①人と歴史、②地域の活動、③四

季と行事、④子育てをテーマに発行。地域の小学校への寄贈、お祭り会場での配布など

を通して、自分たちのまち、さらに知識と愛着を持ってもらいたいと考えている。 

 ・『netほろきた』 

  幌北地区を紹介するためのホームページ運営を行っている。地域の行事のお知らせや、

NeoLos 幌北の活動報告、実際にお店を取材したレポートを掲載するなど、地域に住む

子供・学生・お年寄りにも親しみやすいホームページを目指している。 

 ・地域住民との交流事業 

  地域住民の一員として、四季折々の町会活動に関わり地域を盛り上げている。 

（例：地域の方々や留学生の外国人を招いたジンギスカンパーティーの開催、地区夏祭

りの実行委員としての参加、小学生や地域住民と大学構内でのウォーキングやワークシ

ョップイベントの開催など） 

 ・幌北地区防災マップ作成 

  地震災害が起こった時のための幌北地区の防災マップを幌北連合町内会と協働で作成。

（平成 26 年 3 月） 
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 ◎若者（学生）を地域に巻き込むコツ 

学生の引き込み方については、町会と学生とのきっかけづくりが大切である。学生か

ら自主的に町会活動に入っていくのは難しい。自分の知り合いや大学関係者など、色々

なところに足を運び、声を掛け、まずは参加してもらい楽しんでもらうことで、意外と

若者はすんなり地域に入ってくる。 

また、学生に対し「こういうことをやれ」や「これをやってはいけない」というよう

なことは言わない。学生から自発的にやりたいと思い提案したことを受け入れ、大人目

線で「こうすればもっとよくなると思うよ」という形のアドバイスをすることを心掛け

ている。そのためのお互いの信頼関係、持ちつ持たれつの関係が大切である。若者であ

っても信頼し任せてみることによって、まちづくりに新しい視点とパワーが発揮される

のではないか。自主性があるかないかで、地域に根付くか根付かないかが決まる。 

 

【幌北連合町内会長の声】 

町会活動は一緒に住んでいる地区の一員であること、それを意識したり意識させたりす

ることが大事である。町会のイメージは入ったら抜けられないマイナスなイメージがある

が、地域で受け入れる土台、住民との対等な関係作りが大切である。 
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Ⅲ 豊川市・尾張旭市視察報告 

 

１．市の概要 

◎豊川市 

 愛知県東部に位置する市。人口約 18 万 1,100 人。豊川稲荷の門前町として発展。工業団

地が多く存在し、工業が盛ん。当市と同様、近年少子高齢化の進展や、単身世帯の増加な

どにより、町会加入率の向上が難しい状況になっていることから、市と豊川市連区長会（弘

前市町会連合会に当たる組織）が協働により、町会加入促進などさまざまな取り組みを行

っている。 

◎尾張旭市 

 愛知県北西部、名古屋市に隣接する市。人口約 8 万 2,300 人。名古屋市の東部近郊、尾

張丘陵の工業・住宅都市（名古屋市のベッドタウン）として近年発展している。市の面積

の約 15％を占める愛知県森林公園など、公園が多いことなどから、「ともにつくる元気あ

ふれる公園都市」をキャッチフレーズとしている。 

自治会加入率の向上に向けた各種取り組みのほか、自治会等活動促進助成金制度などを

導入し、自治会等が行う、地域のふれあいを深めるための活動や地域の課題を解決するた

めの活動など、主体的に取り組む事業の活性化を支援している。 

 

 

◎町会（町内会）加入率                             （単位：％）  

加入率 H20年 H21年 H22年 H23 年 H24 年 H25年 H26年 

豊川市 79.7 80.1 79.5 80.0 79.4 79.5 78.8 

弘前市 82.1 81.0 79.9 79.7 78.6 76.8 75.6 

※尾張旭市：67.2％（H20 年）→65.2％（H26 年） 

 

【豊川市連区長会について】 ※弘前市町会連合会に当たる組織 

◎市内１８６町内会（町会） 

◎連区長会…３１連区（地区）の代表者（連区長）で構成。市と連区・町会との連絡調整

を行っている。 

※事務局は市民協働国際課内に置く。 

 

【尾張旭市の自治組織】 

◎小学校区ごとに連合自治会、町ごとに自治会を組織。また、自治会の中に町内会を組織。 

◎連合自治会長により自治連合協議会を組織。 

※協議会の事務局は市民活動課内に置く。 
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～共通課題～ 

◎集合住宅入居世帯や単身世帯の町会離れが顕在化し、町会加入率が低下。地域の付き合

いや人間関係が希薄化しつつあり、町会活動にも影響が出ている。 

◎少子高齢化の進展から連区・町会役員のなり手が減少。役員の負担軽減が喫緊の課題。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．加入促進に関する取り組み 

①ちらし、加入のお知らせ、加入届の作成と配布 

・カラーで、イラストや写真の多いもの、切り取り線で、加入届、加入申込書になってい

るものが多い 

・市民課、市民協働国際課のほか、各支所などで配布し、入手しやすくしている（豊川） 

・転入・転居者には事務局に寄ってもらって、加入について説明をしている（豊川） 

・ちらしなどは、ホームページで自由にダウンロード可（豊川） 

・自治会独自の加入パンフレット（カラー、見開き）を作成している自治会もあり（尾張

旭） 

 

②啓発物品の作成・配布 

・啓発文入りの花の種、ティッシュ、エコバッグなど（豊川） 

・ハンドタオル、メモ帳など（尾張旭） 

 

 

 

 

 

 

③加入マニュアルの作成、アンケート調査（豊川） 

・『町内会加入促進マニュアル』 

町会の加入促進活動の際の手引き。年度初めに全町会へ配布。アンケート結果や市内

外の町会の取り組み事例を掲載。 

・アンケート調査の実施 

町会長を対象に隔年で実施。昨年度は、市民モニターに対しても町会活動に関する調

査を実施。 

協定締結先がＰＲ・勧誘する際に配布したり、希望する町会には分け、イベント

時のＰＲ活動などに活用 

 

市と町会連側（豊川：連区長会、尾張旭：連合協議会）が協働により、町会加

入促進などさまざまな取り組みを実施 
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〇アンケート質問例 

町会に対して… 

〇町内会加入の工夫について  

・加入促進のためにどのような取り組みをしていますか 

・特に効果があった活動はありますか など 

〇会費の減免について  

市民に対して… 

・加入して良かったと感じる点はありますか 

・町内会にどのようなことを期待しますか など 

 

④町内会加入促進キャンペーンの実施（豊川）  

 市と連区町会が協働で実施。市役所１階市民課横ロビーにブースを設置し、転入・転居

者の多い年度末に転入・転居者に対し、加入促進パンフレットや啓発物品を渡し、町会加

入の勧誘活動を実施（平成２６年は３月２６日～２８日に実施）。 

延べ１２人の役員が町会活動のＰＲ、加入呼びかけを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤加入促進に関する協定の締結 

 豊川市（平成２３年３月２８日締結） 

  市と豊川市連区長会が、市内で多くの物件を扱う「愛知県宅地建物取引業協会東三河

支部」と「ひまわり農業協同組合」に対し、それぞれ加入促進に関する協定書（三者協

定）を締結 

 ※尾張旭市では市、尾張旭市自治連合協議会、愛知県宅地建物取引業協会東尾張支部の

三者で締結（平成２６年５月３０日締結） 

◎協定内容（豊川） 

①住宅等の販売や賃貸の管理、仲介を行おうとする場合に町会への加入を勧める。 

②住宅等の販売や賃貸の管理、仲介を行った物件で未加入の世帯に対して加入を勧める。 

③町会加入啓発資材の活用に協力する。 

 

◎締結後の取り組み 

啓発ポスターや加入促進チラシを市内宅建協会支部会員の店舗や農協に掲示を依頼し、

住宅等の販売時や賃貸の仲介時に町会加入を勧めたり、加入促進の啓発を行う。 

 

・その場で加入した人や、説明を受けたことで、後日加入届を提出した人もいた 

・マスコミの取材もあり、地元紙でも取り上げられる 

⇒町会に対する関心を高め、加入促進を図るという意味で一定の成果があった 
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【課題】 

・宅建協会に加入していない住宅管理会社 

・協定があっても、単身世帯や子どもがいない世帯の加入は困難 

 

 

３．活性化に関する取り組み 

①自治会活動ガイドブックの作成（尾張旭） 

◎作成の背景 

・加入率の低下、役員の担い手不足など、自治会や町会を取り巻く課題が年々多様化 

・自治会関係者から課題解決の糸口になるような他の自治会の事例紹介や、その関係者と

の意見交換、活動の参考となるガイドブックの作成を望む声が多数寄せられていた 

◎作成の流れ 

・自治会関係者が中心となってワークショップを開催。地域における自治会の意義、運営

方法、地域の課題に対する自治会の役割や活動事例などについて意見交換 

  ⇒ガイドブックとしてまとめたもの 

・コンサル会社に作成やワークショップの運営一式を委託。全５回のワークショップを開

催し、作成に至ったもの 

  ⇒ガイドブックは全戸配布 

◎効果 

 実際に自治会の運営に携わっている人たちにより現場の声を拾って作成された内容のた

め、運営の参考として役立っているという声が聞かれるという。 

 

②広報紙での町会活動紹介「町内会の底力」（豊川） 

・「広報とよかわ」隔月１日号に掲載 

・地域で行われている活動や、地域の名所を紹介し、町会活動の周知を図っている 

・市ホームページにもコーナー掲載あり 

・自治会ニュースの発行（尾張旭） 

 

③ケーブルテレビ＆FMラジオ放送番組（豊川） 

ケーブルテレビ 町内会活動紹介番組「まち machiがいど」 

  町内会（連区）と地元ケーブルテレビ「CCNet」豊川局が共同で収録し、毎週金曜日

（１日 10 回）約５分の町内会活動番組を放送している。 

⇒地元局製作の独自番組のため、市の予算持ち出しは無し。各地区の連区長を取材す

る形式 

 

FMラジオ放送番組「とよかわ good choice」 

  ⇒地元局の市の行政番組を活用。市から委託料あり。転入・転居が多い年度末に町会

活動などを PR 
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その他 

広報紙の配布について 

・当市と同様、町会を通じて配布。未加入世帯への個別配布は行っていない。広報紙は

市の関連施設のほか、金融機関・コンビニなどで入手できるが、その他の配布物は市役

所のみでの配布（豊川） 

・町会加入・未加入関わらず、文書配達員による毎戸配布（尾張旭） 

 

町会（町内会）の解散について相談されたことは？ 

  最近でも合併に関する事前相談はあったが、実際に解散や合併した事例はない。地域

の高齢化が課題（豊川） 

 

町会役員等の高齢化の状況、担い手不足について 

平成２５年度に実施したアンケート調査によると、町会長の年齢は６０代が７１％、

７０代が１０％となっている。また、町会の課題についても「役員の成り手が少ない」

がもっとも多く、次いで「会員全体の高齢化」「行事への参加者が少ない」「行政からの

依頼事項が多い」となっており、高齢化と担い手不足が市内町内会共通の課題。市とし

ては、町会の負担を軽減するために、配布物や依頼事項の削減に取り組んでいる（豊川） 

 

若い人を巻き込むような取り組みはしているか？ 

  市や連区長会として行っていることはないが、一部の町会では取り組み事例がある。

例）若い世代を巻き込むため、町内でさくら祭りを実施。未加入世帯でも参加できる催

しを多く企画するなど工夫した（豊川） 

  

単身世帯、アパートやマンションなどの未加入世帯への取り組み 

  三者協定に基づく働きかけが主な取り組み。今年度から、市営住宅に関して建築課住

宅係と連携し、窓口で加入届を受け取る試みを実施（豊川） 

 

加入促進の取り組みを行っていく中で、大変だったことなど（市町会担当者の声） 

 ・以前国の緊急雇用を活用し、加入促進チラシの全戸ポスティングや、未加入世帯への

市職員と町会長との個別訪問等を実施したが、効果がほとんど無く、既に在住する未加

入者の取り込みは難しいという結論に至っている。現在は、ターゲットを主に転入・転

居者に向けて、啓発グッズの配布や各町会に声掛けを依頼するなどの取り組みを実施。 

各町内でも積極的に声掛けをしたり、地区のまつり時に加入促進のブースを設けてキ

ャンペーンを行うなどしている（豊川） 

 ・協定について、県内では３番目の締結だったことや、宅建協会側も何か地域に役立ち

たいという意向が強く、前向きだったため、比較的スムーズな締結への流れであった（尾

張旭） 
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Ⅳ 青森県内における加入促進の取り組み事例 

 

◎宅建協会等との加入促進協定の締結 

…八戸市（平成２５年９月２日）、階上町（平成２６年７月２０日） 

 

◎加入促進街頭キャンペーン 

…八戸市連合町内会連絡協議会が実施。市内中心街で行われたイベント時に、啓発用ティ

ッシュと町内会の活動が掲載されたチラシを配布したほか、のぼりを立てて、加入の PR

を行った。 

 

◎新規加入世帯へのグッズ配布 

…平川市（平成２６年度～） 

 町会加入促進事業として、転入・転居者を対象に、新たに町会に加入した世帯へ市指定

のごみ袋や紙ひもなどの生活支援グッズを配布。 

（陸奥新報平成２６年８月１２日掲載） 

 転入・転居手続きの際、チラシを配布して町会加入を勧誘。希望者がいた場合は該当す

る町会に連絡し、町会を通じて加入者にエコバッグ入りのごみ袋、紙ひも、はさみ、油性

マジックといった生活支援グッズ一式（約２，５００円相当）を提供。提供は１回限りで

５０セット用意。 

※平川市の町会加入率 H26.4.1現在、８０．９％、H25年８１．９％、H19 年８８．９％。 

（平成２６年９月４日 官庁速報） 
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Ⅴ 視察者からの視察報告 

 

１．町会側 

（１）視察へ行って気付いたこと 

≪札幌市≫ 

（西川理事） 

今回特に感じたのは、今私たちに求められているのはこれからの「弘前市まちづくり」

の改革であると思っている。国だけでなく地方自治体もかなりの改革をしなければならな

いし、旧態依然的な存在の町会連合会のこれからのあり方にも、相当の改革を必要だと思

っているが、その本質と骨子が私には見えないし、感じられない。しかし、抱えている問

題は、弘前市のみならず、全国の自治体みな同じ問題を抱え、悩んでいるのが現状と思う。 

札幌市でのミーティングの席上でも話した通りであるが、地域コミュニティの中の私た

ち町会組織は、少子高齢化、住まいの環境、あるいはライフスタイルの変化や個人主義の

浸透などの社会構造の変化を起因として町会が弱体化しつつあるのが現状である。現に私

ども町会も、少子高齢化の影響により町会のマンパワー不足をきたしている。 

 

◎町会高齢化解決の道～リノベーションの必要性～ 

①高齢者世帯に対する支援を町会として取り組んでいくこと 

町会にとって高齢社会は避けて通れない課題である。今、ほとんどの町会が元気な高齢

者に支えられているが、今まで仕事一筋だった人たちが退職をきっかけに、地域活動に参

加し積極的に町会活動を行うことで、地域の原動力となっている。これまで地域のために

活躍された高齢者の人たちを、今度は地域で支え守っていくことが地域の繋がりへと発展

していくのではないか。 

 

②若い世代も加え、一緒に活動していくこと 

今後も町会組織を継続していくためには、若い世代も加え、一緒に活動していくことが

とても大切であり重要だと思う。そして、町会に関して様々なノウハウを持っているベテ

ラン町会員と、これまでと違った新しい視点から考える若い世代も加え、一緒に活動して

いくことがとても重要である。まだまだ利活用できる良い素材と環境は、「学徒ひろさき」

にはたくさんあると思うので、大学生は勿論、中高生も含めて巻き込み、関わりあいなが

ら改革をする必要が大である。 

 

③「できる人がやる=できなくなったらできる人にまかせる」 

高齢者世帯や子育て世代では、役員を任せるということは負担が大きいかもしれない。

これまで若い世代に声掛けをしてこなかった事実は認めなければならないと思うが、とに

かく「できる人がやる=できなくなったらできる人に任せる」という形が高齢者や、子育て

世代に無理なく町会に参加できる環境になるのではないかと考えられる。 
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④今すぐできることから実践すること、行動を起こすことから始める 

 考えることは言うまでもないが、いかに問題を提起し実行に移すか、常に新しい発想と

実現に向けての実行に移すかが大切である。今の弘前には後戻りはできない。前に進むこ

とだけ考え、将来に向けて進もう。 

 

（阿部理事） 

町会は、高齢化に伴う様々な課題に直面している中、若い世代が入り、そして関わり、

新しい発想で町会活動を一緒になって取り組むことで交流を生み、町会が成長し活性化し

ていく。 

①町会側が高校生や大学生など、若者に町会の活動に参加してもらいたいと考えている。 

②自分でできることは自分で（自助）、みんなでできることはみんなで（互助）の精神を持

っている。 

③何事も行政中心ではなく、住民が主体となった活動を進めている。 

④知恵と経験を出し合い、個人の要望と社会の要請のバランスを取りながら活動している。 

⑤町会の情報提供として「会報」を発行している。「会報」は、町会にまとまりをもたらす

原動力となっている。 

 

 

≪豊川市≫ 

（葛西副会長） 

 少子高齢化に伴う地域社会において、町会は住み良いまちづくりを進めていく役割を担

っている。そういう中で、今回、地域コミュニティ先進地視察へ参加する機会を得た。 

 豊川市、尾張旭氏の両市の職員が町内会活動を担当している。町内会参加数が減少傾向

にあり、そのために積極的に町内会加入に取り組んでいる。それにはチラシ、加入のお知

らせ、加入届の作成と配布、啓発物品の作成配布、町内会加入促進週間などがある。活動

内容として、市役所ロビーにパンフレットを置き来庁した市民に呼びかけを行い、町内会

加入者へは、エコバック、ティッシュペーパー、メモ用紙等を粗品として渡している。そ

れから金融機関やコンビニにもパンフレットを目につきやすい場所に置いている。さらに、

加入促進に関する協定の締結（愛知県宅地建物取引業協会、農業協同組合）等である。そ

れから、広報紙や市からの配布物は業者に依頼している。 

 

（工藤理事） 

①豊川市、尾張旭市とも、市町会連合会の事務業務すべてを市職員が行っている。 

②豊川市では、住民登録に来た市民に町会加入を積極的に窓口業務として行っている。 

③両市とも、市、町会、不動産業者の三者間で協定書を結び、町会加入への促進をはかっ

ている。 
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（２）これからの町会活動に生かしていきたい点など 

（西川理事） 

①当町会は、町会創立 30周年記念の際に町会ロゴマークを決めたが、キャラクターがない

ので近いうちに町会のキャラクターを募集して決める。 

②町会より発信・発行するすべての回覧物等のセンス的な見直しを実行する。 

③町会への関わりを持たせる努力を徹底して行う。 

 

（阿部理事） 

 当たり前のことを、当たり前に実践し、できることから取り組むこと。 

①会報の発行 

情報伝達として、活動状況・四季と行事・町と歴史・住民の声等の記事。 

②若い人の入会 

若い人と遊ぶ感覚で、若い人が町会に関わることで、様々な交流を生み出す。 

③集会場の活用 

活用と工夫、運営の在り方。サロン化？ 

 

（葛西副会長） 

 町内会加入促進の取り組みとして、金融機関やコンビニにパンフレットを目につきやす

い場所に置いてもらう。加入時は啓発物品を渡す。 

 

（工藤理事） 

 町会と不動産仲介業者間で町会加入促進の協定書を作り、加入者を一人でも多く獲得で

きるようにしたい。（泉野町会では、一部業者と行っている。） 

 

（３）町会連合会として取り組んでいけそうなこと 

（西川理事） 

各分野でできることからのリノベーション（改革）を図る。 

①町会連合会の将来的ポリシーを持つこと。 

②これまで疎遠になっていたアパート、マンション、市営住宅、官舎、宿舎など、市に居

住するすべてに加入促進を呼びかけるチラシ、パンフレット等を配付する。 

③弘前市町会連合会の指定トレードマークキャラクターを設定するなど、未来に向けての

体制確立を図る。 

④ホームページの確立を図る。予算的問題等は当然視野に入れ考える。北海道のみならず、

全国各地の町会連ではかなり進んでいるのが現状である。 

⑤我々が他所へ視察に出かけるのではなく、「弘前市町会連合会」が何らかの形でモデル的

な存在の「市町連」になり、他所から訪ねてこられるような存在の町会連合会になるよ

うに努力する。 

 ⇒これらもある意味においては、弘前市の活性化に繋がることである。 
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（阿部理事） 

 ①「会報」の発行 

会報の発行によって、連合会の活動内容がわかり、興味を持たれ、重宝がられ、まと

まりをもたらす原動力となる。 

 ②大学生サークルとの連携 

  地域で活動したいと考えている大学生もいることから、大学生サークルと連合会と繋

がりを持って、「会報」「ホームページ」等の作成や発行、イベントの企画運営をしたり、

学生の意見を取り入れることによって、連合会の活性化に繋がると思われる。 

 

（葛西副会長） 

 町内会加入促進パンフレットを市役所の案内所、金融機関やコンビニの目につきやすい

場所に置く。町内会加入時は啓発物品を渡す。さらに、宅建取引業協会に申し入れ、マン

ション等新築時や、賃貸・仲介時に町内会加入を呼び掛けてもらう。 

 

（工藤理事） 

 町会加入促進のため、市・町会連合会・不動産業者の三者協定書を作成して、町会加入

促進をはかるべきと考えます。 

 

（４）感想（自由意見など） 

（西川理事） 

◎その他、加入促進のための対策 

①町会加入に関わるパンフレット、チラシ、小冊子、リーフレットの作成 

 現在の白黒一枚の紙一枚では効果が全くないことから、目に優しく、心に留まる斬新な

パンフレット等の作成。 

②広報及び市ホームページでの発信 

 Hirosaki「話題」「笑顔」を届ける総合情報誌『広報ひろさき』及び市ＨＰによる積極的

な加入策を発信する。 

③転入者対策 

 窓口にて、先に述べた「心に留まる斬新な」ガイドブック、チラシなどによる働きかけ

を行う。 

④町会の必要性を周知 

 行政（市）は、町会の必要性、弘前市における位置づけなどを様々な機会を通じ、町会

や各小中学校連絡協議会との連携しながら、出前講座などで力説する。 

⑤外国人に対しても何らかの対策を講ずる 

 例）「外国人のための出前講座」などを開き、通訳を通じ理解しやすいように外国人を巻

き込み活用する。彼らの素晴らしい独創力を弘前に役立てる。 
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物事を成就させるためには、「金と人と時間」がかかる。今の弘前にはそれがある、優秀

な職員が揃っているから「やればできる」と市民は簡単に言うが、私はただやってもでき

ないと思っている。できるためには、まず環境を整えることから始めなければならない。

「町会加入促進」ということは、必ず入るメリット、デメリットという問題がある。メリ

ットがあるなしで町会に入らないでなく、もう少し地域全体のことを考えてみてほしい。

言うまでもなく、町会の活動は、「自分たちの住む地域をみんなで少しずつ力を出し合って

良くしていこう」というボランティア精神で行われているのであるから、町会のおかげで

住んでいる地域の環境が保たれていることを考えれば、「町会がある」メリットをもうすで

に受けているのである。 

 

接触したすべての各団体のみなさんと、もう少し時間をかけて質問などを通し、じっく

りと論議をしたかったのが本音である。限られた時間なので仕方ないが、私には大変参考

になった。 

 

 

（阿部理事） 

 「自分たちのまちを住み良くしたい！」という思いのもと、高齢者や子供を守る、防犯・

防災といった事柄からも、町会の役割の重要性が高まっています。しかし、多くの地域で

は、まちづくり活動をするうえで様々な課題があります。その課題を解決すべく、また、

活動及び運営の取り組みに活用するための資料（冊子・パンフ・各種チラシ等）の発行が

助けになるに違いない。 

 町会を“自分事”として捉えて、市に要望・要請ばかりではなく、「自分たちでできるこ

とは、まず、自分達で！」してみよう。 

また、若い力が世を変える、若い人が新しい発想で、町会活動を活性化させるようだ！ 

 

（葛西副会長） 

町内会加入の必要性やメリットを理解してもらえないことや、呼びかけの方法や手段が

十分でないため、なかなかうまくいかないことが多かった。そこで、呼びかけの基本的な

方法や実践例を参考にし、当町会の実態にあった取り組みをと考えている。また、毎年開

催している活動やイベントについても、規模や頻度等を評価分析することで見直しを図り、

マンネリから脱却しなければと思う。さらには、町会の役員を引き受けてくれる人が少な

くなっており、特定の人に負担が偏る状況である。そのための負担軽減を図るうえにも、

広報紙等の毎戸配布は業者依頼は参考にすべきと考える。 

今回の地域コミュニティ先進地視察は、目的の通りに地域コミュニティの活性化に効果

的に進めていきたいと思う。 

また、弘前市と町会連合会が協働で研修を行うことが大変良いことと思う。今後も継続

して下さるようお願いする。 
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（工藤理事） 

先進地で何かを見た気がしているが、本当にこれが先進地なのか、弘前市の方が先進地

なのではと自問自答している。 

豊川市では、同じ町会に住んでいるのに家の格式によって町会費の額が違うことに驚い

た。 

 

 

２．市側 

≪札幌市≫ 

（中澤総括主幹兼係長） 

 今回の先進地視察で感じたことは、住民同士の融和が図られている町会は、非常にスマ

ートな町会運営をしていると感じた。ただ、札幌市と弘前市では地域性も住民感情も異な

ると思われることから、同じような方向性での町会運営は難しいのではという思いはある

が、視察で得た知識を活用し、学生を含む単身者の町会加入促進のため、宅建業者や宅配

業者との協議をはじめ、市内６大学の学生が町会活動に興味を持ってもらえるような事業

の検討をしていきたい。                   

 今までの、町会は任意の団体であるという認識から、行政は口出しできないという考え

方を少し変えて、地域と行政が協働していくことが必要となってくるのではと感じた。 

 

（佐々木主事） 

今回の視察を終えて感じたことは、町会の加入率を上げることも大事だが、数字だけを

見るのではなく、まずは町会のことを広く市民に知ってもらうことが大切であると感じた。

また、その際に町会に対するポジティブなイメージを実際に体験してもらうとともに、そ

ういった地域活動を担う人材の育成を町会連合会とも協力しながら作っていくことも必要

であると感じた。 

特に、札幌市の町会活動に携わっている方々の話を聞いて印象的だったのが、「若い世代

が参画しているのは、その人たちの自主性があるかないかで、根付くか根付かないかが決

まり、それをどうするかは、一番は単位町会ができることを自分達でまずはやってみると

いうことが大切である。」という言葉であった。町会がまずは自分達でできることをまずは

やってみる。それをやらされ感ではなく、ごく自然に行い、そこでの足りない部分を行政

が協力しながら、地域で活動している町会長さんやその地域の繋がりや笑顔が感じられる

活動を取り上げて、市民に知ってもらうことが大切であると感じた。 

また、町会連及び不動産会社との三者協定締結や、町会加入に繋がるような制度や環境

を整えるとともに、地域を育てるような仕組みづくりやきっかけづくりを町会側と協働で

取り組んでいくことにより、市民の地域への関心と、本来の意味での地域の繋がりや町会

加入に通じていくのではないかと感じた。今後、町会加入促進のための事業を行うにあた

っては、これらのことに意識しながら一つずつ着実に地域コミュニティの強化を目指し取

り組んでいきたい。 



21 

 

≪豊川市・尾張旭日市≫ 

（大澤課長） 

 まず、豊川市については、町会活性化に向けた対策について多くの事業展開をしており、

職員と町会役員との間でいろいろな話し合いが持たれている印象を持った。事業を体系化

するならば、一つは「町会加入促進のための事業」、もう一つは、「町会活性化ＰＲの事業」

に分けられる。「町会加入促進のための事業」としては、視察のひとつの目的であった不動

産関係者との三者協定、そして、転入者への窓口での対応である。三者協定については、

締結までの流れや関係資料をもとにアドバイスを受けた。また、窓口の対応としては、市

民課等の窓口で町会加入届についても受付していることや、年度末から年度初めにかけて

の加入促進キャンペーンが町会の方が参加しながら行われているなど、当市においても次

年度の予算化を待たずに検討、着手できるものがあると感じた。 

 「町会活性化ＰＲ事業」については、町会関係のホームページが充実しているほか、広

報紙などで単位町会の活動を紹介するコーナーを設けたり、ケーブルテレビなどにおいて

も町会紹介コーナー(テレビ局の企画で市の予算化はない)を設け、町会長が出演したりす

るなどの事業を展開しており、かなりの企画力をもって事業展開をしている印象を持った。

豊川市の職員からは、当課が担当している１％まちづくりシステムについての質問がなさ

れ、参考にしたいとの話があり、こういった意欲を持った職員が事業を支えていると感じ

た。 

  一方、尾張旭市は、名古屋市のベッドタウンであり、当市の状況とはかなりの差がある

が、町会加入マニュアルの作成や三者協定をきちっと行っており、三者協定については、

協定を結んだ後の三者の情報交換等の話し合いの場を持つことが大切であり、それが協定

を活かすことだというアドバイスをいただいた。 

 いずれにしても、今回の視察(札幌市の視察の内容も含め)を活かし、町会の皆さんと検

討を加え、それぞれの役割などを確認、協力しながら、町会活性化に向けた取り組みをひ

とつひとつ実施していきたいと考える。 

 

（安田主事） 

 視察を通して、地域的特性は弘前と異なるものの、同じく町会加入率の低下、高齢化、

担い手不足など、町会運営を取り巻く共通の課題を持ち合わせつつも、市と町会側が課題

を共有し、情報交換・連携しあって、手探りながらも加入促進や町会活性化に向けてさま

ざま取り組んでいるという状況が分かった。 

 特に、啓発グッズを活用した加入促進や、加入チラシなどパンフレット類の充実、共通

の加入届の整備・周知などについては、比較的導入しやすく、当市においても取り組むこ

とができる内容だと思われる。それらを整備し、市民に町会活動について知ってもらって

関心を高めること、また、少しでも加入しやすい環境づくりをすることも大切である。 

 豊川においては、市役所における「春の加入キャンペーン」期間のみならず、地区の祭

りなどのイベント時にもブースを設置し、町会自らが積極的に加入促進を呼びかけている

という。こういった呼びかけを当市に置き換えて考えてみると、転入者に対してはもちろ
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んのこと、若者を巻き込んでいくということも視野に入れて、例えば、学園祭時などに学

生に対してキャンペーンを仕掛けるというのも面白い取り組みなのではないかとも感じる。 

 いずれにしても、現在当市においては、市・町会連合会を挙げての積極的な加入促進活

動は展開されていないが、これからは市民に向けて、町会活動や加入に関する情報などを

積極的に発信していくという姿勢を示していくことも必要となる。 

 このような活動が、町会加入率の飛躍的アップには繋がらないかもしれないが、市側と

町会側が連携して加入促進の地道な呼びかけを行うなど、小さな取り組みを積み重ねると

いうことと、広報誌、ラジオ・新聞・テレビなど、あらゆる広報媒体を使って、メディア

を巻き込みながら展開していくということが、今後の投資における町会加入促進と活動活

性化に向けた一つのアプローチ方法なのではないかと感じた。 
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Ⅵ まとめ 

 

地域的特性はそれぞれ異なるものの、町会加入率の低下、高齢化、担い手不足など、町

会運営を取り巻く共通の課題を持ち合わせていることが分かった。そして、市と町会側が

課題を共有し、情報交換・連携し合って、手探りながらも加入促進や町会活性化に向けて

さまざま取り組んでいるという状況が分かった。 

青森県内においても、取り組み始めた自治体が増えてきている。    

 

 

 

 

 

【町会連の役割】 

町会への加入を促進する。町会を担う人材の育成や町会活動の一層の促進を図る。 

【市の役割】 

町会への加入促進活動を支援する。町会の役割や必要性、活動事例などの広報など、加

入促進に必要となる事業を行う。 

 

【今後の取り組みの方向】 

《平成２６年度中》 

転入者の加入促進 

・市民が加入しやすい仕組みづくり 

→転入者等に渡す町会加入チラシの充実、市民課窓口での町会加入受付の検討等、加入

の仕組みの整備など 

・不動産関連団体などとの連携に向けて 

 →不動産関係団体との連携及び協定締結に向けた話し合い（今年度中の協定締結予定） 

その他 

・市ホームページ「町会組織」ページの充実 

→現在は、町会活動支援事業一覧のみの掲載であるが、町会への加入や町会連について、

加入促進の取り組みなどを掲載し充実させる。 

・単位町会のデータ整理（町会界等）等 

 

《平成２７年度以降～》 

・町会連合会、不動産関連団体及び市との三者での連携 

・加入促進キャンペーン 

・学生との連携事業 

・地域及び町会活性化へのエリア担当制度活用の検討 

当市においても市と町会連が協力し合って具体的な取り組みを実施していく必要 


