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（１）地域コミュニティと町内会
　｢地域コミュニティ｣ とは、一般的に「地域社会」、「地域共同体」などという言葉に
訳され、居住地域をより良くするために活動する住民同士のつながりや集まりのことを
いいます。
　この地域コミュニティの中心的な役割を担うのが、近隣住民で組織された自主的な任
意団体である町内会です。
　帯広市では、769の単位町内会（平成27年８月現在）が組織され、会員の親睦と相
互扶助をもとに地域に根ざした様々な活動が行われています。

（２）帯広市における住民組織「町内会」の位置付け
　帯広市では昭和44年、これからの町内会活動について全市町内会長会議の検討委員
会で検討が行われた結果、「住民の利益になることは町内会が主体性を持って市との結
びつきを進める」という考え方に立って、従来、各行政委員（広報配布、衛生など）が
行っていた業務を町内会が引き継ぐことになりました。
　町内会は、「行政の補完的存在」、「行政の下請け」と思われがちですが、町内会の活動は、
行政から委託された活動ではなく、住民の主体性を持った運営で進めてきた活動です。
　したがって、今後とも住民参加による積極的なまちづくりをする最も身近な組織とし
て、市が進める協働のまちづくりの原点と位置付けられている活動です。

（３）町内会の重要性
　昨今の町内会を取り巻く環境は、少子高齢社会の進展や生活スタイルの多様化により、
町内会を基本とする地縁のつながりが薄れてきている状況です。
　そのため、子育ての悩み、教育、あるいは加齢や障害による体力の衰え、将来への不
安などを誰にも相談できずに一人で抱え込むなど、問題が深刻化する状況にあります。
一方、地域の住環境整備や環境美化、防犯・防災など個人の力では解決できない問題が
増えていることから、「私たち自身のこと」としての共通認識に立ち、力を合わせて解
決することが一層求められています。
　私たちは、さまざまな人との関わりの中で生活しています。また、東日本大震災等の災
害をきっかけに、日頃からの顔の見えるつながりと地域の絆づくりが見直されています。
　一人ひとりが地域で連携し連帯感を持って活動する町内会活動は、住民パワーが結集
することで大きな地域力になり、帯広市が進める市民協働のまちづくりの基盤となって
います。
　『毎日安心して暮らせていること』。これこそが町内会の力です。

町内会とは1
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（１）町内会への加入
　町内会は、互いの連帯と融和を図り、住みよい地域づくりをするために組織されてい
る任意団体です。
　町内会への加入は個人の意思によるもので、強制されるものではありません。しかし、
そこで生活する私たち市民は、地域のルールを守り、いざという時に支え合い・助けあ
うために、互いの協力が必要です。
　「町内会に加入して何かメリットがあるの？」という声を耳にします。地域活動はメ
リット・デメリットという尺度で計れるものではありません。「メリットがあるから町
内会に加入する」のではなく、「ここに住む一員として、自分自身のため、地域のため
に町内会に加入する」という考え方が大切であり、ここから町内会・地域活動が始まる
と言えます。
　安心して暮らせる地域づくりをすすめるためにも、町内会を中心とした地域でのコ
ミュニケーションを図ることが大切です。

（２）町内会の財源
　　町内会の運営経費は、会員からの会費、その他の収入によってまかなわれています。
　 ①　会　費 

　　会費は地域の実情、世帯数、事業内容等により一定の額を決めて徴収するのが一般
的です。会の目的・趣旨から会員が共通に負担するものとして、納得のいく金額を定
めることが望ましいと言えます。

　　会費の算出根拠は、必要となる経費（防犯灯電気料、他団体への会費や負担金）の
ほか、年間行事や会議など、町内会活動にかかる総額を基に定めます。現在の会費額
が適正か見直すことも必要です。

　　帯広市内の町内会では、１ヶ月あたり400円〜 500円に定めている町内会が多いよ
うです。

　 ②　その他の収入 

　　会費のほかに町内会の財源となるのは、市
からの交付金、資源回収奨励金、および寄付
金などがあります。

　　帯広市内の町内会では積極的に資源集団回
収（平成26年度実績で612団体）をおこなっ
ており、その奨励金は町内会の重要な収入源
となるほか、資源の有効活用に大きな役割を
果たしています。

町内会活動2
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（３）町内会の活動と事業
　町内会活動は、それぞれの地域や規模によって様々ですが主な活動は次のとおりです。

　安心と安全～防災・防犯・交通安全など、安心して暮らすための活動

　○自主防災会の結成、防災活動の啓発推進、防災訓練や避難訓練、研修会の実施
　○防犯パトロールや防犯ニュースなどによる啓発、防犯灯の設置や維持管理
　○交通安全運動等の推進、交通安全の呼びかけ

　見守りと助け合い～子どもや高齢者・障害者のための福祉活動

　○町内会における福祉活動の推進（敬老会、声掛け、健康づくり、家族カード作成、
除雪などの助け合い）

　○高齢者や独居世帯、障害を持っている方などへの声掛けや日頃からの見守り
　○子どもたちの見守り、登下校時における見守り活動、青少年の健全育成の活動

　環境づくり～環境美化の活動・まちづくり活動

　○地域の清掃活動や公園・チビッ子広場の維持管理、花壇整備
　○資源回収、リサイクルの推進
　○ごみステーションの維持管理、ごみの分別の周知

　親睦と情報提供～住民との情報共有

　○回覧物や地域のお知らせ、「広報おびひろ」の配布、町内
会だよりの発行

　○親睦事業の実施（花見や新年会等の親睦事業、各種研修会
の実施、総会の開催）

　○市町連や地区連合町内会との連携、事業への参加

（４）町内会役員の心構えと役割
　役員の選出や任期は、各町内会で様々ですが、帯広市内の町内会では２年任期で再任
を制限していない町内会が多いようです。
　役員は、責任を持ち、町内会全体や住民みんなのことを考え、プライバシーを守りな
がら、協力して業務を進めることが大切です。
　また、女性を積極的に役員に登用することで、新しい視点と協力者の増加により活性
化につながる例が多く報告されています。
　以下は、町内会役員の心構えと役割、留意点です。参考にしてください。
　 ①　役員の心構え

　・町内会の役員だけではなく様々な人々と交流するようにして、地域の状況や役員・
会員の考え方や人柄をよく知るように努めましょう

　・様々な会合には努めて出席し、隣近所や他団体の方と顔見知りになりましょう
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　・物事を率直に受け止め、諸問題には会員と相談しなが
ら取り組みましょう

　・役員は自分の役割を自覚し、相互理解を深め協力して
仕事を進めましょう

　・家族にも自分の立場、義務をよく理解してもらい協力を
得るように努めましょう

　・任期中はこの機会を活かした暮らしの学習をする気持
ちで活動しましょう

　 ②　役員の主な役割 

　 会　長
　・町内会の代表者であり責任者です。町内会のまとめ役として役員や住民の話に耳を

傾け、スムーズな会の運営に努めます。
　・地域での各種会合や市町連・帯広市の会合・研修に参加する機会が多くあるので、

会の代表として参加していることを認識し、情報収集と研修に努めます。
　 副会長
　・会長を補佐し、会長が事故あるときは代行することが一般的です。
　・会長に的確な助言をするほか、職務を代わって行うなど、常に会長と意思の疎通を

図り、役員相互のコミュニケーションにも気を配ります。
　 総務（庶務）
　・総務（庶務）は、町内会の要（かなめ）的な役職であり、会の運営をスムーズに進

めるうえで非常に重要なポストです。
　・総会、役員会、予算・決算、事業計画･報告、各役員との連絡調整するほか、未加

入者の加入促進なども大きな役割の一つです。
　・文書の保存や各種記録、町内会員の個人情報の保護に努めます。
　 会　計
　・会の金庫番のみならず、会費などの納入状況を把握し、予算の執行計画や会の運営

全般にわたって財政面でサポートする大切なポストです。
　・役員との意思疎通を常に図るほか、適正・公正・迅速に、帳簿等を整理します。
　 監査（監事） 
　・町内会の事業が適正に執行されているか、また、会計処理が適正に執行されている

か会員を代表して確認する役割です。
　 広　報 
　・市の広報紙配布のみならず、町内会や地域の出来事などを機関紙（町内会だより）

等で、広く会員に知ってもらうことも重要な役割です。
　 交　通
　・地域住民を交通事故から守るために啓発することを基本とし、｢交通安全旗｣ を立

てるほか、地域全体・全市的な活動も役割の一つです。
　・「帯広市交通安全推進委員連絡協議会（12ページ参照）」が中心となって行う危険

箇所の点検や交通安全意識の啓発、交通安全施設の設置運動、交通安全教室の開催
などにも協力します。
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　 防　災
　・ 町内会における自主防災活動の計画・事業の実施を役員と協力して進めます。
　・ 防災情報の提供、防災備品の購入、市町連の自主防災活動助成事業の活用、防災リー

ダー研修会・防災セミナー等への参加を通じた研修により、災害時に備えた町内会
づくりを進めます。

　 防　犯
　・ 防犯灯の点検や、町内及び地域全体の防犯活動を展開するため、警察や「帯広市防

犯協会（12ページ参照）」と連携して活動します。
　・ 防犯意識の啓発や町内全区域の危険箇所の点検と改善、防火活動の実施や、野火、

犯罪の防止のため空地の草刈り計画の立案、所有者への連絡も必要です。
　 福　祉
　・町内会で実施する福祉活動（研修会や見守り・声掛け運動など）を計画します。
　・社会福祉協議会や老人クラブの友愛活動、地区民生・児童委員との連絡調整などを

行い、町内会の福祉活動に役立つ情報収集に努めます。
　 青少年
　・町内会や学校区内の子どもたちの見守り活動を、学校やPTAなどと協力して進め

ます。
　・「帯広市青少年育成者連絡協議会（12ページ参照）」や学校との連携を図り、情報

収集と情報提供に努めます。
　 環境・衛生
　・環境美化に関する清掃活動や花壇整備などを町内会で進めます。
　・清掃・美化に加え、チビッ子広場など公園の維持管理、花いっぱい運動のほか、ご

み減量・資源リサイクル活動等の資源回収を進めます。
　 コミュニティ 
　・新生活運動（供花紙の活用や虚礼廃止など（16ページ参照））

や地域に根ざしたコミュニティ活動を促進します。
　 女性(婦人)
　・女性会員の親睦交流のための研修会等を行います。また

会の運営に女性の視点・経験を活かした助言・協力を行
います。

　 班　長
　・町内会の運営に関わる役員であるほか、会費の徴収や広報配布、各種連絡や事業参

加者の取りまとめが主な役割になっています。
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（５）町内会ですすめる福祉事業
　地域に住むだれもが安心して生活できることは、市民共通の願いです。
　福祉の制度などの基礎づくりは行政が進めていますが、地域での支援活動は町内会な
どが自主的におこなうことで「地域福祉」を充実させることができます。
　福祉に決まった形はありません。あいさつを交わす、ちょっと手を貸す、見守るなど、
ひとりでもできることから始まり、さらに町内会のみんなが協力
して活動することが輪を広げることになります。

【福祉活動を始めるときは…】

ステップ①　困っていることを発見しましょう
　○町内会の行事を通して、また、茶話会や食事会を開き、懇談

を通して発見したり、日頃から声かけ運動を通して、困って
いることを発見しましょう

ステップ②　発見したことを整理しましょう
　○福祉カードをつくり、援助を求めている人の状況や発見したことを整理し、その後、

町内会役員などが集まって、発見・把握したこと・対象者について話し合いましょう

ステップ③　福祉計画を作りましょう
　○どんな援助をするのか、具体的な計画をつくりましょう。また、町内会の広報紙な

どを活用して、会員の理解と協力をお願いしましょう

ステップ④　福祉活動に取り組みましょう
　○実際に活動を進め、その中で、ほかに困っていることはないか、必要な点はないか

を把握しましょう

ステップ⑤　活動の確認をしましょう
　○福祉計画にそった活動ができているか、ほかに援助できることはないかなどを確認

して、今後の活動に役立てましょう

【具体的な福祉活動は…】

◎ふ れ あ い…食事会、茶話会、世代間交流、敬老会、花見・観楓会等、各種行事
◎ささえあい…訪問活動（友愛訪問など）、食事サービス、除・排雪、日常生活の援助
◎まなびあい…研修会、広報紙の発行、花壇づくりや清掃活動、健康教室・相談・勉強

会、交通安全、防犯などの周知、声かけ運動の推進
◎そ　の　他…福祉・家族カードの作成、助け合いのための組織づくり
　　　　　　　※家族カード　参考例　…　21ページ参照
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（６）自主防災組織について
＜＜自主防災組織ってなぁに？＞＞
　大規模災害が発生した場合は、一人の力では限界があります。
　自主防災組織とは、地域住民が平常時からお互いに協力し合い、「自分たちの地域は
自分たちで守る」ということを目的に結成される組織をいいます。
　現在、帯広市では地区連合町内会単位を基本とした自主防災組織の設置を進めていま
すが、生活基盤である町内会も自主防災組織の設立などに心がけて取り組んでいきま
しょう。

 ①　災害時の避難対応 

　・自主防災の基本は災害時の事前準備と災害時に安全に避難できるかです。次のよう
な避難手順を念頭に置いて自主防災の体制を整えましょう。

 ②　災害時に備えた事前準備 

　・上手に避難できるように、家庭や町内会で事前の準備をしましょう。

　【家庭ですること】
　　ア．防災グッズや非常持ち出し品（次ページ

参照）を準備する。
　　イ．家具等を固定するなど転倒防止策をとる。
　　ウ．外出する際は行き先などは家族に分かる

ようにする。
　　エ．災害時には家族で安否確認ができるよう連絡方法などを決めておく。

　【町内会ですること】
　　ア．新たに組織をつくるのは大変なので、既存

の町内会組織や役員を充てるなど兼務体制を
とる。

　　イ．まずは日ごろの町内会活動でコミュニケー
ションを図り、顔見知りになる。

　　ウ．町内会会員の安否を確認できるよう、何か
あった時のための町内会一時集合場所を決めておく。

　　エ．町内会の防災マップ作成や防災訓練の実施。

➡ ➡
家庭（自宅）で
家族の安否確
認・安全確保

町内会ごとの
一時集合場所へ

（会長宅・公園等）

町内会ごとの
避難場所へ

（体育館・小・中学校等施設）
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町内会長ポイント１

自主防災組織設置

防災意識の高揚

副会長

が総括

ポイント２

広報（防災の意識啓発）、消火（自宅や町内の
初期消火）、救出救護（災害時要援護者の把握・
救出・救護）、避難誘導（安全確認・避難誘導）
などの役割分担をする。

自主防災意識を高めるためには、新年会や花見などの親睦活
動も防災訓練・意識の高揚の場の一つと考え、日頃からの積
極的な地域活動への参加を促進してください。

 ③　災害時の心得 

　・災害が起きた場合は、次のような点に心がけましょう。

　【家庭ですること】
　　ア．火の始末や電気のブレーカーを落とす。
　　イ．家族の安否を確認する。
　　ウ．避難する時は防災グッズ等を持って、隣近所に声
　　　をかけながら町内会で決めた一時集合場所に行く。
　　エ．一時集合場所には、家族や住宅に被害がなくても町内会会員の安否や伝達
　　　事項を確認するために必ず行く。

　【町内会ですること】
　　ア．町内会で決めた一時集合場所に来た会員の安否確認をする。
　　イ．集合していない会員の捜索や救出活動をする。
　　ウ．会員の安否確認後、町内会でまとまって避難場所へ行く。

 ④　町内会でする自主防災会設置のポイント 

　・ ① から ③ を念頭にできることから自主防災の体制を整えましょう。

詳細

▲

防災組織関係は総務課防災係（市庁舎５階）電話65－4103

　＜＜災害に備えた防災グッズや非常持ち出し品＞＞
　・ 非常食料（アルファ米や缶詰、日常生活で日持ちのする食べ物のほか、水など）
　・ 貴重品（現金、権利書、預貯金通帳、印鑑、免許証、健康保険証など）
　・ 携帯ラジオ（乾電池式・予備電池、または手動発電式のものなど）
　・ 応急医薬品（傷薬や包帯、病人や老人の常備薬など）
　・ 衣類（下着や上着、タオル、お年寄りや幼児のいる家庭は紙おむつなど）
　・ 懐中電灯（乾電池式・予備電池、または手動発電式のものなど）
　・ その他（10円玉、軍手、スリッパなど）
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（７）町内会における個人情報の取り扱い
　「個人情報保護法」が施行された平成17年４月以降、町内会においても会員名簿や家族

（世帯）カードの作成など、正しい管理に努めることが必要となった一方、個人情報保護
に対する過剰反応により、町内会活動に影響を与える現状も報告されています。正しい
理解と取り扱いをすることで、何ら問題はありませんので、下記を参考に進めてください。

 ◎個人情報保護法
　個人の権利と利益を保護することを目的に制定され、5,000人以上の個人情報を有す
る事業者が法律の対象となります。
 ◎町内会との関係
　帯広市内の単位町内会は5,000人を超える世帯を有するところはありませんので、こ
の法律の事業者にはあたりませんが、個人情報を保護する観点から、準じた取り扱いを
することが必要です。
 ◎町内会での取り扱い
　町内会は会員の氏名・住所・電話番号などの個人情報を持っています。取扱いは次の
手順で進めることが望ましいです。

 ステップ①　会員に利用目的を通知する
　　⇒　個人情報を取り扱う場合は、本人の同意を得ることが基本となります。そのた

め町内会で持っている会員の情報は、その利用目的を会員本人に「通知（知ら
せる）」しましょう。

　　　　通知することで、本人の「同意を得た」ことになります。まずは、回覧や総会
などを利用して、次のように会員に通知しておきましょう。

 ステップ②　管理の仕方を文書にする
　　⇒　町内会で必要な取り扱い方法は、あらかじめ文書にしてまとめ、会則などに定

めておくと良いでしょう。これにより、①取得するとき　②利用の仕方　③管
理の方法　④提供する場合　などについて管理方法が明確になり、会員の理解
と安心が得られます。

◎町内会で取り組む場合、まずステップ①のように会員に周知することをお勧めします。
　その後、必要に応じて取扱方法を具体的に作成すると良いでしょう。

☆帯広市町内会連合会では、『町内会における個人情報保護の手引き』を作成し、必要
数を町内会に配布しています。市町連事務局にご連絡ください。

　当町内会では皆さんから取得した個人情報を町内会活動の推進や名簿・地

図の作成、及び緊急災害時等の支援活動に利用し、適正に管理します。

例
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（８）町内会の加入促進
　昨今、マンションやアパートなどの共同住宅に入居された方が町内会に加入してもら
えないなど未加入世帯の増加が大きな課題となっています。しかし一方で心の通いあう
地域づくりが一層求められています。
　それぞれの町内会でも加入促進の取り組みをおこなっていますが、加入への働きかけ
の一歩は日頃の「声かけ」から始まります。

「顔見知りの安心感」 「助け・助けられることの幸福感」 「いざという時の連帯感」
　顔見知りになることで、ここは安心して暮らせる場所であること、そして自分たちも
地域の一員であることを理解し自覚してもらうことが大切です。また、取り組みは町内
会役員にまかせるのではなく、地域の皆さんが力を合わせるとより効果的です。
　帯広市町内会連合会では、町内会の「困ったこと」に「こんな解決方法がある！」と
いう実践事例を掲載した手引書『町内会活性化マニュアル』（平成26年3月発行）を作
成し、町内会にお渡ししています。このマニュアルは加入に至った事例や加入のススメ
方などを詳しく掲載しています。
　町内会未加入者に配布する加入チラシも用意しています。町内会での個人情報の取扱
いについても、役員の皆さんが正しく理解することで、加入の呼びかけの際にも説明す
ることができます。これらの手引き書もぜひご活用ください。

帯広市町内会連合会

町内会活性化

マニュアル
町 内 会 の 

個人情報保護の 

手 引 き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

帯広市町内会連合会 
　私は、町内会に加入します。 　私は、町内会に加入しません。

住　所

お名前 電話 －

Ｂ

切り取り線

こんにちは。 帯広市では、各町内会が安全で安心な住みよいまちづくりのため、

助け合い、支え合いながら様々な活動をおこなっています。

「毎日、安心して暮らせていること」それこそが町内会のメリットであり、地域力です。

☆加入する・しないにかかわらず、下記にご記入のうえ、裏面の町内会役員にご連絡ください。 

「顔見知りの安心感」 「助け・助けられることの幸福感」 「いざという時の連帯感」を

みんなで分かち合いましょう。あなたのご協力、町内会への加入を、心よりお待ちしています！ 

☆ご存知ですか？
あなたがお住まいの地域の防犯灯にかかる電気代の一部は、町内会費でまかなわれていま

す。また、地震等の災害時などに町内会がまとまって行動することがあります。

マンション等の集合住宅にお住まい方や学生の皆さんも、ぜひ加入をお願いします！

町内会では、交流・親睦を図りながら安全で安心した暮らしのため、
下記のような活動をおこなっています。

・防犯灯の維持・管理

・防犯活動、交通安全活動

・地震などの災害に備えた防災活動

・清掃活動や公園の管理

・資源集団回収・リサイクルの推進 
・ごみ置き場の維持管理 

・回覧物や地域のお知らせの配布 
・親睦・交流、研修事業など

・「広報おびひろ」の配布 

・福祉活動の取り組み

・高齢者や子供たちの見守り

・除雪などの助け合い

防災・防犯・

交通安全

ごみ

清掃

交流 福祉

回覧物や地域のお知らせの配布
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