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　　　２　意見募集結果

（１）受付期間　　平成29年7月5日（水）から平成29年8月22日（火）

（２）周知方法

　　ア　めぐろ区報（7月5日号）、目黒区ホームページ等
　　イ　「コミュニティ施策の今後の進め方」素案の閲覧・配布場所
　　　　総合庁舎1階区政情報コーナー・4階地域政策調査課、地区サービス事務所（東部地区を除く）、行政サービス
　　　　窓口、住区センター、図書館

（３）提出数

1
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Ⅰ パブリックコメントの実施結果について 

  １ パブリックコメントの概要について 

 コミュニティ施策の今後の進め方の策定に当たり、素案を公表した段階の平成２９年７月５日から平成２

９年８月２２日まで素案に対する区民意見を募集するとともに、町会・自治会、住区住民会議など地域で活

動する団体との意見交換会を実施し、多くの区民の皆さんからご意見をいただきました。この手続きは、平

成２１年２月２５日制定の「目黒区パブリックコメント手続要綱」に基づくパブリックコメントとして実施

したものです。 

 お寄せいただいたご意見については、できるだけ計画に反映できるよう努めました。この冊子は、お寄せ

いただいたご意見とそれに対する検討結果をまとめたものです。 

 なお、長文にわたるものや多岐にわたるご意見については、趣旨を損なわない範囲で一部省略、要約又は

分割しています。 



３　意見交換会実施結果

（１）町会・自治会

（２）住区住民会議

（３）その他

　南部地区 平成29年8月 7日(月)18時半～ 原町住区センター 　 5住区住民会議 14名 8件

　西部地区 平成29年7月25日(火)15時半～ 八雲住区センター 　 5住区住民会議 17名 10件

目黒区立小学校ＰＴＡ連合会

下目黒住区センター 　 4住区住民会議　9名 9件

計 　22住区住民会議 58名 51件

五本木住区センター 　 4住区住民会議　8名 12件

会場 参加者 意見数

　北部地区 平成29年7月11日(火)18時半～ 北部地区サービス事務所 　 4住区住民会議 10名 12件

計 139件　77町会･自治会106名

地区名 開催日時

　 9町会･自治会 13名

　 4町会･自治会　5名

　 3町会･自治会　5名

　 8町会･自治会　8名

ブロック名

　第１ブロック

　第２ブロック

　第３ブロック

　第４ブロック

　第５ブロック

　第６ブロック

　第７ブロック

　第８ブロック

参加者

　 7町会･自治会　9名

　 4町会･自治会　5名

　 7町会･自治会　8名

　 8町会･自治会 13名

　 6町会･自治会　9名

　 8町会･自治会　9名

　 4町会･自治会　6名

　 9町会･自治会 16名

会場

北部地区サービス事務所

月光原住区センター

原町住区センター

自由が丘住区センター

大岡山西住区センター

東根住区センター

平成29年7月10日(月)15時～

開催日時

平成29年8月30日(水)18時半～

平成29年8月29日(火)19時～

平成29年7月24日(月)10時～

平成29年7月26日(水)10時～

平成29年8月 4日(金)14時～

平成29年7月19日(水)10時～

平成29年7月24日(月)14時～

平成29年8月22日(火)15時半～

油面住区センター

上目黒住区センター

鷹番住区センター

平成29年7月24日(月)18時～

　中央地区 平成29年7月10日(月)15時～

　第９ブロック

　第１０ブロック

　第１１ブロック

　第１２ブロック

　東部地区 平成29年8月 4日(金)10時～

平成29年8月22日(火)10時～

平成29年8月24日(木)15時～

10件

11件

14件

13件

11件

開催日時 会場 参加者 意見数

平成29年8月28日(月)19時～ 目黒区総合庁舎 　 9小学校　9名 11件

団体名

14件

14件

13件

意見数

9件

8件

9件

13件

中目黒住区センター

下目黒住区センター

北部地区サービス事務所
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対応
区分

A

B

C

D

E

F

※割合計は端数調整しています

0

18

19

2

3

6

48

2

1

0

0

0

1

4

1 2 3 4 5

方針全般につ
いて

施策の基本
的な考え方
について

施策の進め
方について

具体的な取
組について

その他

計

4

125

69

12

4

49

263

割合

1.5%

47.5%

26.2%

4.6%

1.5%

18.6%

100.0%

検討結果（対応策）

0

0

1

0

0

16

17

2

56

22

6

1

13

100

0

50

27

4

0

13

94

内　　容 （項目番号）

計

その他

意見の趣旨に沿うことは困難である。

４　項目別の意見件数及び意見に対する対応

意見の趣旨を踏まえて方針案に反映する。

意見の趣旨は方針案には反映しないが、趣旨を踏まえて取り組む。

意見の趣旨は方針素案で取り上げており、趣旨を踏まえて取り組む。

意見の趣旨は方針案には反映しないが、今後の検討･研究の課題とする。
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Ⅱ　パブリックコメントの内容と検討結果について

整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1001 1 個人 メール 　本方針の要点は、【町会 ・自治会の活性化 に向けた提案】と【住区住民会議
の活性化向けた提案】の２つの提案だと思う。よくまとめられた、あるべき姿では
あるが、そこから読み取れるメッセージは「町会・自治会が主体となって実施でき
るものは町会・自治会で実施すること」、つまり、住区住民会議への予算を削りま
すということであろうか。同時に地域住民のボランティア労働を拡大せよ、という
メッセージも伝わってくる。

3 地域政策調査課 Ｆ 　町会・自治会と住区住民会議との役割分担は、両者の活性化に向けての課題
の一つととらえており、地域の実情に応じた役割分担を検討していく中で、町会・
自治会及び住区住民会議への財政的支援のあり方も見直していきます。なお、
この見直しは、住区住民会議の予算を削ることを目的とするのではなく、区として
は、両者の活動の活性化につながるよう積極的な支援に努めていきます。

1001 2 個人 メール 　２つの提案を実現するために必要なこととして、ボランティア活動のできる人を
増やすしかないと思われる。そのためにも、「近隣の事業展開例や地域の若い
世代や女性の意見等を積極的に取り入れる」ことのできる情報システムが必要
となろう。具体的には「目黒クラウド」とでも呼べるインターネット上でのSNSを含
む情報システムの構築であろうか。目黒区への意見も、こうした形で、公開で行
うことのできるシステムがあれば、様々な課題の解決も加速されるはずである。

4 地域政策調査課 B 　地域への関心度を高めるためには、ＩＣＴの活用による情報発信の多様化や双
方向での情報交換の仕組みづくりなど、時代に応じた広報機能の強化が重要で
あると考えています。どのような支援策が効果的か検討していきます。

1002 1 個人 メール 　地域の活動に参加するには、地域で信頼と尊敬ができる人とのつながりが重
要。しかし、参加して、同活動に疑問を感じた場合に退会する。町会活動に疑問
を持ち、多くの人が退会した経緯がある。
　町会・自治会は、役員の高齢化や固定化により、活動自体がマンネリ化してい
る。住居の移動が多くある中で、同じ地域に住んでいるというだけで、共通の目
的をもって、共感し合える前提は薄れ、多世代が同じ価値観をもって地域で活動
することは難しくなっている。こうした状況の中、地域の活性化を図るための方策
を以下のとおり提案する。
○町会制度を廃止して、住区センターの活動グループとして、位置付ける。

1 地域政策調査課 E 　町会・自治会は自主組織であり、区が廃止する・しないを決めるものではありま
せん。区としては、町会・自治会は地域コミュニティの基礎を担う団体であり、区
政執行の重要なパートナーであると考えています。

1002 2 個人 メール （上記意見の提案項目の続き）
○住区住民会議の運営として、役員メンバーに地域のPTA・NPO法人・活動グ
ループ・諸団体のリーダが参加して、住区の役員選出、年間活動方針、予算他
を決定する。
○地域コミュニティの区域は住区の区域（22）で良い。
○様々な団体の連携・協力は住区住民会議が中心になって、連携・協力体制を
つくる。

4 地域政策調査課 B 　住区住民会議は、地域の様々な団体や個人が参加できる組織であり、年間の
事業計画などは、総会により決定しています。
　地域コミュニティの区域や様々な団体の連携協力に関するご意見は、素案記
載の内容と同趣旨と考えています。

1002 3 個人 メール （上記意見の提案項目の続き）
○区の取組・支援は、住区住民会議に参加し、情報交換も含め、運営・予算の
決定に関与して、最終決定する。
○地域の人材育成について、住区、区役所の施設を活用して、シニア、主婦、子
供の人材育成に貢献できる講師登録（地域の人材の有効活用）講師の育成をし
て、夜、休日、祭日、夏休みに実施する。

4 地域政策調査課 C 　区の支援策についての具体的な取組は、地域の皆様のご意見を伺いながら進
めていきます。
　地域の人材育成については、ご意見を参考にしながら、研修機会の提供など
区としてできる取組を検討していきます。

「コミュニティ施策の今後の進め方」素案に対する意見と検討結果
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1003 1 個人 FAX 　一番身近な町会、住民会議が全く見えておらず、地域で40年近く活動し長年住
んでいるが、町会費や色々な集金があるだけで町会、住民会議の情報はこな
い。排除の構造に思えてならない。一部の「仲良しグループ」になっているのでは
ないか。
　超高齢社会にあって、行政だけでは出来ない事、近隣でなければ出来ない事
が山積しており、現在の町会や住民会議まかせでは良い方向には進まないので
はと案じている。地域コミュニティに係る施策の進め方（２）【住区住民会議の活
性化に向けた提案】にある「多様な活動団体が同列に参加し」の項目だけでも、
行政からの声かけにより速やかにやってほしいと願っている。
　リーダーは全てを受容する力量を持ってほしい。特に若い方々が進んで入会し
たいと思える組織となるよう心から願っている。

3 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　町会・自治会及び住区住民会議は、地域での公共的な活動を担っており、地
域住民の声を聴きながら、開かれた組織運営が望まれるものと考えています。
　複雑・多様化する地域課題への対応は、行政だけでできるものではなく、ます
ます地域の力が必要となっています。地域自らが地域課題の解決に向けて対応
していくための仕組みづくりに、区も積極的に関わっていきます。

1004 1 個人 メール 　「コミュニティ施策の今後の進め方」とあるが、内容は地域コミュニティに限定さ
れており、今日的なコミュニティがどうあるべきかということが論じられていない。
町会・自治会、住区住民会議という地域コミュニティに着地するように意図されて
いるのであるならば、表題は誤読を避けるためにも、「町会・自治会、住区住民
会議に対する施策の今後の進め方」であるべきだったのではないか。
　そもそも「コミュニティの今後のあり方」が議論された上で、施策の議論がなさ
れなければならないが、コミュニティに係る問題の共有がなされないまま「コミュ
ニティ施策の今後の進め方」に対する回答が求められたのではないか。新たな
社会的課題に対して機能していない現実を見つめる必要がある。仮に現在の状
態を問題であるとするのであれば、区は現状の問題点を明確にした上で、既存
の地域コミュニティに着地する議論の設定ではなく、あるべきコミュニティの議論
を通して、コミュニティ施策全般の見直しを図るべきではなかったか。
　今日のコミュニティが置かれている状況は、地域コミュニティを議論して済む時
代のものではなくなっている。コミュニティとは何か、未だにこれだという確定した
答えを得ていない。日本の代表的な地縁型コミュニティ組織である町会・自治会
の位置づけも役割も、地域の風通しを良くするために人為的なコミュニティ組織
として制度化した住区住民会議の意味も、恐らく時代、社会、地域において変化
する。仮に今、他自治体同様に町会・自治会しかないとしたら、住区住民会議と
いう区と町会・自治会の中間にある仕組みを作ることを選択するだろうか。その
ような問いも重要であったと思う。

1 地域政策調査課 C 　素案の検討に先立つ「地域コミュニティ検討会」では、まず「これからの目黒の
コミュニティはどうあるべきか」という点から議論をし、既存の組織ありきではな
く、検討を進めました。
　検討会では、コミュニティを「人と人とのつながり」ととらえ、地域社会で誰もが
安心して暮らすためには、「一定の生活エリアの中で顔が見える、緩やかな近隣
関係ができていること」や「地域の様々な活動団体や個人が連携し、協力し合っ
て主体的に地域課題に取り組んでいること」などが、地域のあるべき姿だと考え
ました。そして、そのためには、地域コミュニティの基礎的団体である町会・自治
会の活性化とともに、町会・自治会の区域を越えた、より広い区域の中で様々な
活動団体や個人が連携し、協力し合える仕組みがあることが大切であるとしてい
ます。
　また、様々な団体・個人が連携協力するための仕組みをどうつくっていくかにつ
いては、折角これまでつくり上げてきた住区住民会議があるのだから、新たにつ
くるのではなく、この枠組みを活用し、より一層ふさわしい組織・活動となるように
取り組んでいくという姿勢で臨むべきだという意見が多く出されました。
　こうした議論や意見を踏まえ、素案は、今後のコミュニティ施策の課題として
「地域コミュニティの基礎を担う町会・自治会について」と「住民参加・地域課題解
決のための協議の場としての住区住民会議について」を中心において作成しま
した。

1004 2 個人 メール １．住区住民会議と町会・自治会の関係の現状
　私が住む住区では、関係町会長を住区住民会議の役員に据え、その中から住
区住民会議の会長を選ぶ等、相互の組織的な関係は良好である。また、地域の
様々なイベントは住区住民会議が中心になり、関係町会、商店会、ＰＴＡ、消防関
係など協力者への呼びかけの下で実施され、熟成した関係を作り出していると
いえる。
　しかし、区が住区単位で指定した避難所運営に対して、住区住民会議における
意思決定主体が不明確であり、それを補う町会相互を調整する機能が明文的に
規定されていないという組織上の課題＝欠陥があらわになり、住区住民会議と
町会・自治会は、新たな社会的な要請に対応できない組織の形態、組織相互の
関係になっているのではないだろうか。住区内に複数の地域避難所がある場
合、それぞれの避難所を町会がそれぞれ独立して担っており、本来住区として一
つで機能すべき避難所運営協議会は、現実に避難所によって二分され、避難所
相互の意見交換の場が設けられないばかりでなく、協力体制が築かれずにい
る。当該住区の居住者は、どちらの避難所においても受け入れることが必要で
あり、居住する町会で差別されるものではない。

3 防災課
地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

Ｆ 　住区エリア内に複数の避難所がある場合は、原則として避難所運営協議会で
全ての地域避難所を管理することとしています。実際の運営に当たっては、避難
所毎に担当の部会を設置し、マニュアルの見直しや訓練の実施などを行ってい
るところもあります。このような場合には、避難所運営協議会で、全体の意見調
整やエリア内にある複数の避難所との連携の検討などを行うなど、住区エリアの
円滑な避難所運営の推進にご協力いただきますようお願いします。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1004 3 個人 メール ２．住区住民会議、町会・自治会に対する評価の欠如
　住区住民会議は、旧来から続く地元町会の区切りを背景に持つ住民組織であ
る町会・自治会と異なり、概ね小学校区という一つの行政界を範囲とした、区に
拠って立つコミュニティ組織であると言える。
　住区住民会議、町会・自治会、それぞれ40～60年以上もの歴史があるのに、き
ちんとした第三者的な評価がなされていないのではないか。時代や地域の特性
に応じて、成功事例、失敗事例が具体的に検証されていないために、良く言えば
理念的だが、うわべの議論に終始している感じがする。何故、住区住民会議をこ
とさらに取り上げるかといえば、目黒区独特のコミュニティの制度であり、地域に
根差した大切な仕組みだからだ。住区住民会議と町会・自治会の違いについ
て、今後の方向性を議論したいのであれば、それぞれの評価に加えて、両者の
関係、役割分担について、うまくいっているところとそうでないところを具体的な事
例を通して評価し、改善点等を明確にしておく必要がある。

3 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

C 　住区住民会議については、基本計画の改定等の機会をとらえ、区として、第三
者的な立場からの意見を聴くなどして、評価を行ってきた経緯はありますが、町
会・自治会については、任意団体であることから、町会・自治会に対する区の考
え方を明示していませんでした。そこで、素案では、町会・自治会を「地域コミュニ
ティの基礎を担う団体」であると区として明確に位置付けました。また、住区住民
会議についても、改めて「住民参加・地域課題解決のための協議の場としての役
割」を担うものとしました。
　ご意見にあるとおり、これまでの両者の活動経過の中で、役割分担のうまく
いっているところとそうでないところがあり、課題解決に向けては、地域ごとの具
体的な状況をきちんと把握して対応していく必要があるものと考えています。

1004 4 個人 メール ３．商店会の地域コミュニティとしての位置づけの希薄さ
　コミュニティ組織としての商店会の位置づけがなされていないように見受けられ
るのは残念である。自由が丘の商店会は自ら町会の一員として機能し、見事に
同じ住区の町会と連携し、地域社会に活性をもたらしている。その他でも、中目
黒など鉄道駅などを中心としたエリアで商店会と区の協働による、様々な地域の
まちづくりの取組がなされているものと考える。
　一方で商店街ルールはあるのだが、そのルールを住民に訴えかけておらず、
放置自転車や路上展示物が道を狭くしている商店街もある。時代の流れから旧
商店主の多くがビルのオーナーになり、商店を営みながらまちづくりに取り組む
といった姿勢が弱くなったためかもしれないが、個店の減少に比例して、商店街
と住民の一体感はますます希薄になっていく。地域のコミュニティの一員としての
回復の方法を問うのは、商店会の側だけではなく、地元の住民との協議の中か
ら、例えば商店会、地元企業、町会、行政の協働の取組ではないだろうか。
　人口減少下にあって、かつてあった御用聞きの応用なども想定しつつ、日々の
生活の糧の提供や弱者の安心情報のキャッチ＝住民との日々の交流を通して
地域のコミュニティのベースを支える一組織、大災害時に他地域との独自の繋
がりの下で連携でき、結束して対応できる組織としての商店会が、コミュニティの
議論の俎上に上がっていなかったのは、せっかくの機会であったのに惜しい。

3 地域政策調査課
産業経済・消費
生活課

C 　商店会は地域コミュニティに関わる重要な団体の一つであり、商店会自体の活
性化とともに、町会・自治会や住区住民会議との連携協力により地域コミュニ
ティの活性化にも大きな役割を担うものと考えています。
　商店会で行われている各種イベントや盆踊りなどは、地域と連携協力して実施
しており、また、商店主の中にも、町会・自治会や住区住民会議の活動に参加さ
れている方もいます。
　素案では、地域コミュニティの活性化のためには、商店会を含めた地域の様々
な活動団体同士の連携協力が必要であることについては述べています。コミュ
ニティ施策の視点からの商店会の役割や活性化策については記述していませ
が、区のコミュニティに重要な役割をもつ商店会が、町会・自治会や住区住民会
議と一層連携しながら、まちの活性化に参画できるよう、商店街の活性化に向け
た取組についても支援していきます。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1004 5 個人 メール ４．公共の担い手であるＮＰＯの具体的な位置づけの欠如
　個々人が属している様々なコミュニティのうち、町会・自治会、住区住民会議と
いった地域の団体を母体にした繋がり＝地域コミュニティに焦点を当てたのが、
この「コミュニティ施策」に関する報告での立脚点だった。しかし、人は地域の中
で生活するだけでなく、様々な繋がりを通して豊かな生活を送る。地縁にとらわ
れず、その一定の集団的な集まり、会社縁であっても、友縁であっても、個々人
はその属している集団＝コミュニティを通して、社会に複合的に現れてくる。
　そのような認識のもと、コミュニティによる社会への関与という観点から、ネット
ワーク型のコミュニティを形成する、或いは活動を支援するＮＰＯの存在に注目
することが重要である。ＮＰＯはそれ自体がコミュニティであり、地域コミュニティ
に準ずる存在ではなく、ミッションをもった自立した活動団体である。地域コミュニ
ティに焦点を当てる際に注意を要するのは、同時に様々なコミュニティがあり、そ
の存在は決して地域コミュニティに対して副次的なものではなく、区民・住民の社
会活動に膨らみをもたせ、個人の生活を豊かにしているという点である。
　コミュニティ施策の検討において、ＮＰＯに限らず様々な活動団体のメンバーが
議論の中に参加していないことについてその意図を問いたい。それこそが、コ
ミュニティを薄く、地域に関係づけたあり方に限定した結果であり、コミュニティに
ついての認識の浅さを物語っていると考える。また、「施策の進め方」に登場する
ＮＰＯは、「地域の」という限定の上で表現されているが、特定の地域での展開に
限らず、様々な交流の場で展開する活動も、コミュニティの多様な展開といった
観点から掬い取ってほしい。

3 地域政策調査課 C 　ご意見にあるとおり、「コミュニティ」には、地域・地縁を基にしたコミュニティもあ
れば、区域に関わらず特定の目的の実現ために活動するコミュニティもありま
す。地域の活性化のためには、様々な活動団体が併存し、自主的に活動するだ
けはなく、団体同士が連携協力して、広くつながっている方が、それぞれの活動
も多様になり、より効果的なものになると考えます。このようなことから、素案の
中でも、町会・自治会や住区住民会議だけでなく、ＮＰＯやボランティア団体など
の目的別のコミュニティ活動についても、活発に活動できる環境を整えていく必
要があるとしています。
　素案の検討に先立つ「地域コミュニティ検討会」では、まず地域でコミュニティ活
動を実践されている方々のご意見を伺うべきと考え、検討会の委員には、町会・
自治会や住区住民会会議の関係者を始め、商店会やＰＴＡ、民生、スポーツ、青
少年など様々な分野で活動する関係者にも就任していただきました。検討会全
体の人数の関係もあり、ＮＰＯを含む地域の活動団体の方々については、パブ
リックコメントなどにより意見を聴取する方法を取りました。

1004 6 個人 メール ５．協働に対する認識の貧困さ
　平成16年に協働フォーラムから区に提案があり、区の施策として事業化された
ものの、実際の協働事業の展開は、区の一事業に閉じ込められ評価に値すると
は思えない。協働の主な目的は、前年度踏襲型の行政の視野から漏れる課題
を民間が取り上げ、それを行政が支援することで、より広範な公共の福祉を展開
することである。その目的を遂行する協働の場において、区民と区は対等である
ことに立ち戻ることが必要だろう。協働のためには、区民と行政の間の信頼関係
が条件であり、区民から提案された課題に対する協議の場が確保され、縦割り
の閉鎖的な行政ではなく、区民に対して開かれた、課題に応じて横断できる行政
が必要である。
　また近年の傾向であるが、プライバシーの保護が何よりも優先した課題となり、
区民は名無しの権兵衛の位置づけになってしまった。協働事業にあっては一人
ひとりの固有の名をもった区民がターゲットのはずである。例えば、行政の説明
会において、意思をもって出席した区民に対して、名前欄のない出席簿の記載、
発言者に住所だけを問う姿勢は上から目線の場の設定であり、区民を無責任な
存在に貶めることに気づいていない。区民参加を標榜する説明会は優れて行政
と区民との協働の場であり、その中の議論を真摯に受け止め、区民の声を反映
していくことが協働の成果であると認識し直してみたらどうだろう。

3 地域政策調査課 D 　区では、平成１８年に「協働推進方針」を定め、「区民と行政の協働のあり方」と
「協働を推進するための行政の取組の方向」について整理しました。その中で、
本区の「協働」は、地域を「ともに考え、ともにつくる」ということを基本とし、そのた
めの「協働の原則」として八つのルール（共通の目的を持つ、対等に取り組む、
自主・自立的に取り組む、相互に理解し合うなど）を定めています。また、協働を
推進するための具体的方策として、協働ガイドラインの作成、協働提案制度・パ
ブリックコメント制度の整備、活動コーディネート機能の確保などに取り組んでき
ました。
　区民意見の反映の方法は、意見募集や説明会の開催など様々ありますが、行
政への参画を充実するに当たっては、多様な方法を用いて、できるだけ早い段
階から、多くの区民が主体的に関わることを基本に取り組むことが重要であると
考えます。説明会の実施方法については、ご意見も参考にしながら、参加した
方々が意見を言いやすく、活発に議論していただけるように考えていきます。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1004 7 個人 メール ６、まちづくりの広範なイメージを再度認識し、行政内部の守備範囲の境をなく
し、行政と住民との橋渡しをする
　「まちづくり」は協働のスタンスから参加を通して考えられる概念だが、箱モノを
対象にする「街づくり」は行政のテリトリーの中で論じられる。そのため街づくりは
縦割りの狭い領域の中の議論に終始する。それに対して住民が求めるのは、行
政の中の課の境のないまちづくりであり、身近なコミュニティの話である。
　この「コミュニティ施策の今後の進め方」の議論を見てもでもそうだが、残念な
がら住民は区が設定した枠を超えて発想することは殆どない。まして区が議論
の範囲を示したら、それに従うし、自分のテリトリーに固執する。そのような状況
を考えたとき、区民を交えた議論とはどうあるべきか、再考すべきなのだと思う。
　近隣で生じる問題、マンションや大規模施設等の計画、騒音などに関する近隣
紛争にどう対応するかは、地域コミュニティにとって重要なまちづくりの課題であ
るが、町会・自治会、住区住民会議にまちづくりの部はない。問題を未然に防止
するに際し、町会・自治会などの対応が有効なケースもある。対立の構図を話し
合いの構図に変えるには、区の意向と地元住民の要望双方を掬い取り、調整す
る第三者の存在が必要であり、その立場に町会・自治会、或いは住区住民会議
が立てないかがここでの検討課題である。個々の問題は町会・自治会単位で生
じるが、住区全体でまちづくりとして受け止める体制をとれれば、様々なケースに
対応が可能となるのではないか。

3 地域政策調査課 B 　ご意見にあるとおり、「まちづくり」の課題は、地域の生活や環境、地域の商業、
施設建設等、多岐にわたるものであると認識しています。このような多岐にわた
る課題について、住民が意見を出し合える場があることが理想です。そして、そ
の前提としては、多くの住民が自分の地域に関心を持ち、個々人の生活上の課
題を地域の課題ととらえて、地域自らが解決していこうという意識の醸成が必要
だと考えています。
　区としては、地域コミュニティを核とした地域課題の自主的な解決のために必
要な情報提供や協議の場づくりの支援などに取り組んでいきます。

1004 8 個人 メール ７．ネット社会におけるコミュニティの意味にも目を向けるべきである
　ＩＴ社会の進展に対する考慮なくして、これからのコミュニティの議論はないだろ
う。旧来型の地域社会に根差した関係ではない、ＩＴに支えられるネット社会にお
けるコミュニティ（インターネット・コミュニティ）の意味についての議論がどのよう
になされたのだろうか。ビッグデータ・オープンデータによる情報の共有は、社
会・地方行政に劇的な変化をもたらす可能性がある。情報の伝達の仕方だけで
なく、人と人との繋がり方が変化する。
　若い人たちの社会活動への参加を想定するなら、ＳＮＳによる、希薄だが、広
範囲な繋がりを無視できない。今回のコミュニティ施策の議論において、そのよう
な今日的な、薄く、多様な形態、繋がりをもつコミュニティではなく、濃密だが、限
定的な範囲の旧来型の「地域のコミュニティ」が対象となっているように見受けら
れた。
　高齢社会にあって、若人を町会に組み込み、新たな発想を組織に持ち込み、
持続性をもたせるという課題は重要であり、そのことに対処する第一歩は、町
会・自治会でインターネット環境を整えることだと思う。ＡＩ（人工知能）時代を先取
りしているスマホ世代、ＦＢ(フェイスブック)やツイッターの世代を主役にしていくに
は、彼らに今後のコミュニティのあり方を問い、仕組み作りを任せていくことが重
要である。彼らが不在な議論は、彼らにそっぽを向かれるだけであろう。それを
避けるために地域情報やイベント情報を提供し、双方向の情報共有をするＦＢな
どを若い人に作ってもらう必要があろう。

3 地域政策調査課 C 　ＩＣＴ社会の進展により、例えばＳＮＳなどのツールを使ってコミュニティができて
いるということは、ご意見のとおりだと思います。それによって、人と人とのつなが
りのあり方も大きく変化するかもしれませんが、一方で「顔の見えない匿名性の
関係」には課題も多いと考えます。目黒区という地域の中での人と人とのつなが
りをつくっていくときに、より重要なことは「地に足の着いた、顔の見える関係」を
どうするのかということだと考え、その視点から素案を作成しました。
　なお、ご意見にある「ＳＮＳによる、希薄だが、広範囲なつながりを無視できな
い」ことはそのとおりであり、現実のつながりを充実させ、広げていくためには、Ｉ
ＣＴの活用による情報発信の多様化や双方向での情報交換の仕組みづくりな
ど、時代に応じた参加の形態や情報伝達、広報機能の強化が重要であると考え
られます。どのような支援策が効果的か検討していきます。
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番号
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検討結果（対応策）

1004 9 個人 メール 　住区住民会議の制度が発足して約40年の時間が経つ。制度ができた時代と今
日とを比べれば社会は大きく変化し、人口減少時代に突入している。当時、参加
型社会を前に、行政と住民との間の風通しを良くすると考えられた、人為的な地
域コミュニティの設計思想が今日限界を迎え、不具合が生じることはやむを得な
い。
　新たな時代の要請に対して柔軟に対応できないような組織に対しては、新たな
役割を要求するよりも、今までと同様の役割を果たしてもらう方が地元にとって
賢明な選択である。但し、住民会議の原点に立ち戻り、定期的に地域懇談会を
開く、或いは地区のまちづくりに関して住民協議会を立ち上げて、住民の様々な
意見を取り上げ、議論を深めていくこと、そのような取組はそれほどの軌道修正
を要さず、住民に対して開かれた、新たな試みを提示する。
　住区住民会議の主導性にこれ以上の期待を寄せるのではなく、町会・自治会
が不備な点を補い、また日常生活の中心として欠かせない商店会と連携し、住
民会議の会長以下の要職を占めている町会・自治会長が、自らの名で住区のま
ちづくりの方針を立て、新たな課題に取り組めばよい。区と調整しつつ仕組みを
構築してきた住民会議と異なり、殆ど全ての活動を自己決定できる町会は柔軟
性がある。
　住民参加を促す地元の活動が、今後望まれていく姿なのだろうと考える。その
場合重要なのは、区の関連情報の開示と決定過程の地元組織との共有、そして
住民参加による計画づくりなど、対等な立場を崩さずに進める協働である。開か
れた行政の下で持続する住民参加によるまちづくりが、地域コミュニティにおける
古くて新しい形である。その時、ＮＰＯは自分の活動の場を地域コミュニティとの
協働の中に見出すだろう。

4 地域政策調査課 B 　町会・自治会及び住区住民会議は、今後も地域コミュニティの中心的な団体と
して、地域の実情に沿った役割分担と連携協力により、両者がより効果的に機
能することが望まれるものと考えています。区としては、両者の活動が活性化す
るよう、自主性を尊重しつつ、積極的な支援に努めていきます。

1005 1 個人 FAX 　目黒区が「住民参加によるコミュニティ形成」に注力してきたことに感謝する（目
黒区のイメージづくりに効果があったと思っている）。
　今の時代は価値観が多様化し、コミュニティは同質に基づく共同性から異質・
自立といった大きな要素変化が作用するようになり、例えば孤死を防ぎたい、と
いう課題にコミュニティが有効と考えられる時代ではなくなってしまったのではな
いか。大規模災害など自然環境の大きな変動、何が起こるか分からない中でコ
ミュニティをとりあげるのは当然だが、住民間の経済格差、学歴格差、生活格差
が拡がっている時代に機能発揮するのか。
　町会で神社のお祭りや防災隊の訓練を行っていることは知っているが、町会に
何かしてほしいと思ったことはない。また、町会の指導制とモノの決め方にも疑
問があり、今の延長では大きな変化は望めない。
　高望みするより、段階的に望まれるコミュニティとは何かを捉えることを勧め
る。

1 地域政策調査課 C 　社会状況の変化に伴って、地域の生活上の課題は多様化しており、地域課題
の解決には、その課題を地域コミュニティが自ら解決していく力が必要になって
いると考えます。そして、そのためには、地域コミュニティの中心的な団体である
町会・自治会及び住区住民会議の活性化が必要であり、また、ＮＰＯなどを含め
た地域の様々な活動団体同士の連携協力が必要です。
　素案では、区の施設の基本的な考え方や取組方針のほかに、町会・自治会及
び住区住民会議に取り組んでいっていただきたい事項についても記載していま
す。時代の変化に応じて、各団体にも変化が求められるところもあるのではない
かと考えていますし、区はそのために必要な支援を行って、地域と行政の協力に
より、より良い地域社会づくりを進めていきます。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1006 1 団体 ＦＡＸ 　目黒区には、住区住民会議と町会という二つの住民組織・活動体があって、役
割分担がよく見えない。町会は近所の顔見知りで構成されており、戸建て住居者
には災害時など心強い。しかし、増加しているマンションやアパートの住民との連
携は難しいのではないか。働きかけなど町会の仕事となると新たな負担とならな
いか。行政がマンションの自治会に働きかけ、町会、住区の活動を説明し入会を
促す努力があってもいいのではないか。私たち区内で活動する団体員は、自団
体の活動で手一杯で町会活動に関わっているものはほとんどいない。しかし、防
災など町会との連携は必要という認識はあり、町会とのつながりを模索してい
る。
　住区住民会議の会報がたまに配布されるが、町会との活動の違いがよく見え
ない。住区設立の基準は小学校通学区域とされているが、学校自由選択制が小
学校区のＰＴＡなど保護者の繋がりを希薄にしている面があるのではないか。住
区住民会議は活動をもっとＰＲし、町会との違いを鮮明に、その上でどのような
連携が可能なのか考えて欲しい。外国人居住者や短期居住の若者たちとの連
携についても課題であり、開かれたコミュニティであって欲しいと希望している。

1 地域政策調査課 C 　これまでも町会・自治会と住区住民会議の違いが分からないという声はいただ
いており、両者の関係は課題の一つです。町会・自治会及び住区住民会議は、
今後も地域コミュニティの中心的な団体として、地域の実情に沿った役割分担と
連携協力により、両者がより効果的に機能することが望まれるものと考えます。
また、両者の活動内容や役割について、区民への周知度を高めていく必要もあ
りますので、区は広報機能の充実についても支援することとしています。
　なお、ご意見にある外国人居住者等との関わりについても、現在の社会状況
から必要なことと考えられるため、「開かれたコミュニティ」のあり方についても議
論が必要だと思います。

1007 1 個人 メール 　今後、少子・高齢化が進み、人口減少社会を迎えるに当たって、コミュニティ施
策の活性化が重要な政策課題である。とりわけ認知症高齢者、単身高齢者、ひ
きこもりの人たち、また障害のある人たちが地域社会から孤立しないような誰を
も排除しない社会づくりを念頭に置いたコミュニティ施策となるよう期待する。
　区の施策として住区住民会議は40年以上にわたって活動をし、実績を上げて
きた。今後ともコミュニティ施策の中核として住区住民会議を位置づけるべきで
ある。
　大規模災害時には、地域での助け合い・支えあいが重要となってくる。避難所
運営等小学校との連携が特に求められる中、災害時における住区住民会議の
役割はこれから一層大きくなっていくことを認識すべきである。
　なお、現在の小学校区域の住区活動だけではなく、北部、東部、中央、南部、
西部といった地区単位のコミュニティ事業の展開も必要ではないか。
　また、いくつかの住区で実施している住民主体のさまざまな福祉活動を全区的
に広げていく施策の強化が必要ではないか。

1 地域政策調査課 B 　ご意見のとおり、住区住民会議は地域コミュニティの中心的団体であり、素案
においても「地域の誰もが参加でき、地域課題の解決のための協議を行う場」と
しての役割を担うのは住区住民会議であると位置付けています。
　住区住民会議は、個々に特色のある活動を行っており、他の住民会議の活動
を知ることや複数の住民会議の協力関係を構築することは、活動活性化のため
に有用であると考えます。地区単位の連絡協議会もありますので、そのような機
会などを活用しながら、情報共有や連携協力を進めていきます。

1007 2 個人 メール 　「２　地域コミュニティの現状と課題（２）住区住民会議について」の最後の記述
（P.10）『一方で、町会・自治会との活動の重複、（中略）、住区住民会議の存在
意義自体を疑問視する声も上がっています。』について、いたずらに「町会・自治
会」と「住区住民会議」を対立的に捉えている感がある。地縁組織である「町会・
自治会」と機能的組織である「住区住民会議」とはそもそも担う役割が違うので
あって（もちろん、活動が重なる部分は当然あり、双方が協力して行うべき活動も
当然あるが）、「とりわけ……」以降の表現は、住区の存在そのものを否定する
かのような印象を受けるので、いらないのではないか。

1 地域政策調査課 C 　ご指摘の部分は、「地域コミュニティの現状と課題」という視点で、住区住民会
議について記述しています。
　区としては、町会・自治会と住区住民会議には、それぞれの役割があり、協力
関係にあるととらえていますが、昨年度に実施した地域との意見交換の中では、
「住区住民会議は不要である」というご意見があったことも事実です。そのような
意見の背景には両者の活動に重複するところがあり、役割や目的の違いが見え
にくくなっていることがあると考えています。
　地域のよって差はありますが、今後のコミュニティ施策の方向性を考える上で
は、このような課題があることもきちんととらえていく必要があります。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1007 3 個人 メール 　「２　地域コミュニティの現状と課題（４）これまでのコミュニティ施策の考え方と
課題」の中段の記述（P.11）『ただ、これまでのコミュニティ施策は、（中略）、改め
て確認すべき時期に来ています。』について、今後、「町会・自治会」に対して支
援を積極的に行っていくという反面、「住区住民会議」については問題点を列挙
し、手厳しい評価となっている感は否めない。
　次頁にある『町会・自治会や住区住民会議などの地域団体における担い手不
足の解消や地域活動の多様化・活性のためにも、地域で活動する団体同士が
情報交換を行い、より一層の連携・協力が図れる仕組みを構築していくことが必
要となって』いることはその通りである。

1 地域政策調査課 B 　「地域コミュニティの現状と課題」の項では、町会・自治会と住区住民会議につ
いて、それぞれ、これまでの活動に対する評価と課題を掲げています。
　素案の特徴は、これまで町会・自治会に対しては活動の自主性・自立性を尊重
する立場から具体的な支援の対象として掲げてきませんでしたが、地域コミュニ
ティの活性化のためには、その基礎を担う町会・自治会への更なる支援が必要
ということを改めて明確にしたことがあります。また、地域の様々な活動団体同
士が連携・協力していくための「協議の場」は必要であるという認識の下、これま
での住区住民会議の取組を活かしつつ、役割の再確認を行っていくこととしてい
ます。
　区としては、住区の区域の中でコミュニティの基礎を担っている町会・自治会が
衰退していくことは、住区住民会議を始めとする地域コミュニティ全体の衰退にも
つながることととらえ、町会・自治会への支援が必要であると考えています。

1007 4 個人 メール 　「４　地域コミュニティに係る施策の進め方」については、「支援策の検討」「取り
組みの検討」「見直しの検討」といった記述が多く具体性に欠ける。今後の本案
とりまとめでは、支援策や見直しの内容など具体的な内容を期待する。
　【町会・自治会の活性化に向けた提案】（P.16）の二つ目『町会・自治会の必要
性を感じてもらえるよう、「助け合い・支え合い」の活動にも力を入れていく。』こと
は重要な視点である。

3 地域政策調査課 B 　素案の中では、まずはコミュニティ施策の基本的な考え方と施策の方向性をき
ちんと定める必要があると考え、具体的な施策までには言及していませんが、今
後の取組を進めるに当たっては、何をやるのか、どのように見直すのかといった
具体策が重要であることは、ご指摘のとおりです。区としても、できることから早
期に取り組んでいきます。

1007 5 個人 メール 　【住区住民会議の活性化に向けた提案】（P.18）の一つ目『住区住民会議は、住
区の区域内の町会・自治会を始めとして、多様な活動団体が同列に参加し、情
報交換・協議を行う場として充実していく。』について、住区に参加する団体は、
今までもこれからも上下の関係ではなく参画してきたのではないか。「同列に参
加し、」と言うこと自体、同列ではないと言っているようなもので、同列でない実態
があるのか？誤解を生む表現である。

3 地域政策調査課 C 　区としては、地域の活動団体同士に上下の関係はないものと考えていますが、
一部で上下関係に関する意見があったことを踏まえ、確認的に記載するもので
す。

1007 6 個人 メール 　【住区住民会議の活性化に向けた提案】（P.18）の三つ目『住区住民会議は、地
域の行事のうち広域的なものを中心に実施することとし、（中略）、地域の実情に
応じた役割分担を検討していく。』について、地域の行事については「住区と町会
との関係の中で調整し検討していく」ということを言うべきであって、「住区住民会
議は、地域の行事のうち広域的なものを中心に実施することとし、町会・自治会
が主体となって実施できるものは町会・自治会で実施することを基本に、」といっ
た断定的な記述はふさわしくないのではないか。

3 地域政策調査課 A 　町会・自治会と住区住民会議との役割分担については、様々な考えがあり、地
域での実情も多様であることから、一様に線引きすることができないことは、ご意
見のとおりです。ご指摘の部分は、役割を断定的に記述したものではなく、役割
分担の判断基準の例示として、活動や参加の対象範囲から「広域的な行事は住
区住民会議で行う」と記載したものです。しかし、基本的には地域の実情に沿っ
て地域の中で調整していただくものと考えていますので、素案の記述について修
正します。

1007 7 個人 メール 　「４　地域コミュニティに係る施策の進め方（５）地域活動の拠点」の最後の記述
（P.20）『住区センターの設置目的や住民による自主管理の意義も十分に考慮し
ながら、　現在の管理のあり方が良いのか改めて検討します。』について、窓口
担当者が高齢になる中で、常に新しいメンバーを探すなど負担も大きい。住民に
よる自主的管理を尊重しながら、人材の供給については区としてもっと支援をす
べきである。また、指定管理の再考についても検討すべきである。

3 地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　地域活動の拠点である住区センター（住区会議室）を住民の自主管理とするこ
とについては意義のあることと考えていますが、一方で、現状では責任の所在や
管理経費などの点で課題があるとの意見もあることから、ご意見も参考にしなが
ら、より良い管理のあり方について検討を進めていきます。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1008 1 団体 メール 　住区住民会議と町会・自治会との区分けが難しいことは、区内での様々な場面
で聞き及んでいるところであるが、近年他において様々な試みが行われている
中、目黒区におけるイベント等においては企画力、集客力において一部を除き成
功例が多くみられている。それは地域密着というよりも、目黒区というブランド等
が全国に広報されている効果が大きいと思われる。そしてそれは地元住民に
よってイベントを通し、来場者に対してのホスピタリティを高めていることが大きな
成功のカギになっていると感じている。
　他自治体における地域の活性化は、地域住民のコミュニケーションを深めるこ
とに重点が置かれることが多いが、目黒区はわが町の魅力をより一層全国にア
ピールしたい住民意識が多数を占めているのではないかと感じる。「住みたいま
ち目黒」には密接な住民関係を求めるのではなく、適度な距離感がありつつも連
帯感のある街づくりが求められ、それが実現化されてきていることが一因である
と思われる。
　住区、町会・自治会などの運営は、古参の住民が手作りで育んできた感も強
く、構成している方々は次世代への移行として親子親戚など血縁に求める場合
も多い。目黒区ブランドとして考えた場合、閉鎖的な関連から開放的な関係への
移行が必要であり、今後はそこに意識を集約するべきであろうと考える。もちろ
ん、高齢化が進む社会構成の中、基本的な住区、町会・自治会などの地域活動
は絶対必要であるので、そこに新たなる人材を加え確保することを目的としても
間違いはないと思われる。
　具体的な方法論として
○イベント等、庶務渉外会計などは従来の形態で構成する。
○実行委員としての実動部隊は広く様々な形で募集する。その際、若者をできる
だけ登用するため委員会等は就業後集まりやすい時間帯などに設定し、その趣
旨も含め広く広報していく。
○広く若者の意見を取り入れ、実験的な試みも積極的に取り入れる。特に、若年
層から中年層の多くは様々な趣味や活動を通して発表の場を求めていることが
多く、スポーツ大会も含め施設の優先使用なども検討する。
○より目黒区の住民意識を高めるため、大会参加資格に区民の構成率を明記
する。
○地域イベントなどには必ず同窓会関連のブースを設営し、連絡ボードを設置す

4 地域政策調査課 C 　地域コミュニティの活性化のためには、町会・自治会や住区住民会議など、従
来から熱心に地域活動を行ってきた団体への支援とともに、ご意見にあるとお
り、「外からの参加」を進め、活動を広げることも大切であると考えています。
　素案の検討に先立つ「地域コミュニティ検討会」においては、地域の人材確保・
育成の手法として、ご意見にあるような事項も意見として出されました。
　地域の行事や活動への参加を広げていく具体的な手法については、ご意見も
参考にしながら、地域団体に提案するなど、地域の皆様と一緒に考えていきま
す。

1009 1 議会 メール 　「目黒区基本構想」では、基本理念やまちづくりの方向の中で「住民自治を確
立する」ことを明記し、コミュニティ施策でも住民自治を基本に進めていく方向を
示している。基本計画も同様であるが、本方針素案にはその文言が欠落してい
る。基本的な考え方には「自分の地域に関心を持つ」「地域課題の解決」「人と人
とのつながりを基に助け合い、支え合う」などがキーワードになっているが、「住
民自治」が位置付いていないと行政からの区民への押し付け、あるいは行政課
題を地域に肩代わりさせるための「コミュニティ」に変質してしまう。「住民自治の
確立」を根底に据えたコミュニティ施策にすること。

1 地域政策調査課 B 　「住民自治の確立」については、ご意見にあるとおり、区の長期計画の最上位
にある「基本構想」（区政運営の指針）において基本理念として定めており、全て
の政策の基本となる考え方です。基本構想では、「住民自治の確立」とともに「人
権と平和を尊重する」「環境と共生する」という三つの基本理念を定め、これらが
目黒区の地域社会に実現されることを目指しています。なお、「住民自治の確
立」の理念については、素案の「３　今後のコミュニティ施策の基本的な考え方」
の中で具体的に展開しているところです。

1009 2 議会 メール 　町会・自治会は地域コミュニティの重要な担い手であるが、あくまでも任意で自
主的な団体である。地域コミュニティの「基礎」と位置付け、「自助・共助」の中心
的な担い手とさせることは、かえって町会・自治会の自主的で多様な活動を制約
することになってしまう。行政の支援は必要だとしても、任意団体、自主的な団体
として発展させることこそ優先させるべきである。

3 地域政策調査課 C 　ご意見にあるとおり、町会・自治会は自主・自立の団体です。町会・自治会は伝
統的な地縁組織として、これまでも地域の人と人とのつながりを築き、コミュニ
ティの基礎を担ってきました。しかし、社会状況の変化等により、加入率の低下
や活動の担い手不足など、大きな課題に直面しています。区としては、町会・自
治会の活性化が地域コミュニティ全体の活性化につがなる重要な課題ととらえ、
団体の自主性を尊重しつつ、積極的に支援していくことが必要だと考えていま
す。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1009 3 議会 メール 　素案の全体的な印象として、町会・自治会と住区住民会議にＮＰＯなどその他
の地域団体を巻き込むコミュニティ形成となっている。しかし、住民の生活意識
は多様であり、高齢者を支える地域づくり、障がい者を支える地域づくり、子育て
できる地域づくりなど、多様な団体が多様で自主的な活動を行う土壌づくりと場
づくりこそ必要であるという観点で地域コミュニティをつくっていくべきである。

3 地域政策調査課 B 　素案においても、「区が行う支援策などの取組」の中で、多様化する地域課題
の解決には、町会・自治会や住区住民会議だけでなく、ＮＰＯなど様々な活動団
体がそれぞれの特徴を生かして、連携協力していく必要があり、そのためには
様々な活動団体が活発に活動できる環境を整えていく必要があるという考え方
を示しています。

1009 4 議会 メール 　住区住民会議のあり方を地域コミュニティを発展させるための協議体として発
展させるのであれば、住区会議室など区有施設の管理を行う指定管理者の指
定をやめ、幅広い住民や団体が参加できる組織として発展させるべきである。

3 地域振興課・各
地区サービス事
務所

D 　住区住民会議に「地域課題の解決のための協議の場」としての役割を担って
いただく上で、「地域活動の拠点」である住区センター（住区会議室）の管理運営
をお願いすることには、一定の意義があると考えています。なお、具体的な管理
のあり方については、住民による自主管理の意義も踏まえつつ、どのような形が
良いのか検討していきます。

1009 5 議会 メール 　区は地域登録団体制度をつくって「公益団体」への「協力」を課すなど「地域登
録団体」としての認定要件を定めているが、そもそも、こうした制度自体が自主
的な住民団体に「公益団体」への「協力」を強制するものになり、「住民自治」「地
域コミュニティ」の精神と相いれないのではないか。
　また、現在、区は地域登録団体の更新時などにあたり、住区住民会議に地域
登録を認めるか認めないかの選別をさせているが、こうした仕事を住区住民会
議が行う根拠は何か。区が住区住民会議を行政とは独立した地域コミュニティの
協議体と位置付けているのであれば、区のやっていることは地域コミュニティヘ
の重大な干渉である。

5 地域政策調査課 Ｆ 　登録団体制度は、各施設の設置目的に沿った活動団体の育成・支援及び利用
促進を図るために設けた制度です。施設利用や受益者負担の公平性の観点か
らも、当該団体の活動や利用が施設の設置目的に沿ったものか否かを一定の
基準によって判断し、登録団体制度を適切に運用していくことが求めらます。
　登録団体については、施設利用について、その他の団体に比べ「早期の利用
予約ができる」という面と「より低廉な使用料で利用できる」という面の二重の利
益を受けるものであり、団体の登録に当たっては区が適切に判断しています。

1009 6 議会 メール 　新しい位置付けとなる「地域福祉計画」＝「目黒区保健医療福祉計画」で位置
付けられている「地域における支え合い」と「コミュニティ施策」との関係性を明確
にすること。

5 地域政策調査課 Ｆ 　地域福祉の計画にある「地域における支え合い」を実現していく上では、「地域
の人と人とのつながり」や「近隣同士での顔の見える関係」が基盤となるものと考
えています。その意味でも、コミュニティ施策は区の施策・事務事業の基底となる
ものであり、「地域コミュニティの力」を高めることが地域の様々な課題解決につ
ながるものと考えています。

1010 1 個人 メール 　コミュニティ施策の推進は重要なことである。この素案に記されている内容はき
わめて妥当であり、種々な考慮と工夫がなされている。それらが各地域活動団
体の内外で具体的に検討され実施されて、区民が自分の住む地域に関心をもち
何らかの地域活動に参加する割合が増加し、かつ活動の質も向上して参加する
人の満足感も得られることが望まれる。しかし、今後のコミュニティ施策の推進に
当たっては、社会状況の変化や区内各地域のこれまでの経緯を勘案すると困難
も予想される。素案にも記されてあるが、区は時にピンポイントで地域活動に携
わっている人たちと連携を図り、そのコミュニティが停滞し閉塞しないように、区
民が地域活動に参加してお互いに生き生きと生活できるように、適切な情報の
収集と提供、活動環境の整備などの協力を粘り強く継続してほしい。

1 地域政策調査課 B 　区としても地域コミュニティの活性化は重要な課題ととらえており、ご意見の趣
旨も踏まえ、取り組んでいきます。

1010 2 個人 メール 　町会・自治会と住区住民会議の関係がうまくいってない地域については、その
改善が望まれる。その主なる要因は数種類に分けられるであろうが、その地域
の状況のタイプごとに改善の手段を地域と区が協働して考えて実行する必要が
ある。それも最終的には多様な区民を巻き込んで検討し方向性を見出し、町会・
自治会と住区住民会議の間に良好な関係が生まれることを期待したい。地域活
動に携わる区民の中に、住区住民会議に対してマイナスの感情やイメージを持
つ人が増えれば、それが区議会にも反映して、他の良好な関係にある地域の人
たちの活動にも悪い影響を与えることが予想される。いずれも関係者が理性的
に判断してそれぞれの不十分な所は修正し、感情的なしこりは少しずつ和らげる
ような環境づくりをしていくしかないであろう。こうした取組も良好なコミュニティ形
成への重要なステップであるし、その情報が区民に共有されることが望ましい。

3 地域政策調査課 B 　地域コミュニティの中心的な団体である町会・自治会と住区住民会議の協力関
係は、コミュニティの活性化に大きく関わることと考えています。地域によって両
者の関係は異なりますので、その状況に合わせて、両者の良好な関係構築に向
けた取組を進めていきます。
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番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
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区分

検討結果（対応策）

1010 3 個人 メール 　「４　地域コミュニティに係る施策の進め方（２）誰もが参加できる場・協議の場と
しての住区住民会議」について、地域のイベントは企画・運営により仲間づくりに
なり、一般の住民参加も期待でき充実感を得られるので、携わりやすい。しかし、
「地域課題解決のための協議の場」の活動目標は、実践に結び付けるには、次
の点から負担の増加あるいは実践不可能に陥る可能性がある。
1）地域課題として何を採りあげるか。その適切な選択が難しい。仮に話し合いの
場を設けても、課題解決の活動が住区住民会議の日頃の活動や多くの住民の
理解と協力につながるか不明である。
2）地域課題といっても、ごみ出しや街路灯の設置等に関してごく一部の住民に
とって関心のあるものは多くあるだろうが、それらは町会・自治会や近隣の人た
ちで解決すべきもので、他の人たちの関心をひかないものもある。
3）地域課題の協議には、関係者の中に自分の権益や都合に反する場合もあ
る。一部の人の利益を生むだけで、満足できる結論を見出すのに難航する場合
もある。ただし、住区内の多様な課題解決に諸団体がどう取り組んだかの情報
交換の場を住区住民会議が設けることは、地域コミュニティの活性化に役立つと
思われる。
4）住区住民会議がその責を果たすためには、機関紙やホームページによる広
報活動がこれまでよりも重要となりわかりやすくコンパクトにまとめて、発信する
努力が必要となる。しかし、こうした活動が区民に浸透しない、区民に正当に評
価されないことが続けば、この種のボランティア活動に携わる人は次第に消えて
しまうのではないか。ただし、広報の内容に住区住民会議の活動ばかりでなく、
町会・自治会等の地域活動団体・学校・保育園・PTA等の活動紹介、その他折々
の地域情報も掲載すれば、情報の容量が増えて作成の負担はかかるが、地域
のことをもっと住民に知ってもらう、地域活動に関わりをもってもらうという成果は
上がることが期待できる。

3 地域政策調査課 D 　地域における生活上の課題は様々あり、地域の防災や災害時の避難所運営、
清掃やごみ処理など、これまで地域で対応してきたことのほか、現在の社会状
況から、例えば、「単身高齢者の孤立化」や「高齢者の社会参加」、また、「子育
て家庭の孤立化」といったことが社会問題とされています。これらのことは、地域
の緩やかなつながりの中で解決が可能なものもあると思います。
　「地域課題解決のための協議の場」では、こういった地域住民の生活上の課題
を地域の課題として捉え、解決のために地域で何ができるか、そのために地域
資源（場所や人、活動団体など）をどう活用していくか、といったことを協議して、
解決に向けた取組を進めていくことが求められると考えています。住区住民会議
に様々な立場の人や団体が参加するようになれば、地域が抱える課題も集ま
り、多様な意見・アイディアが寄せられ、多様な解決方法が生まれる可能性があ
るものと考えています。
　確かに「地域課題は何か」を考えることは、難しいテーマかもしれません。まず
は「地域での協議の場」があることを知ってもらうこと、そして、地域の様々な活
動団体同士が「顔見知り」になることが連携協力の第一歩ではないかと考えてい
ます。
　ご意見にあるとおり、住区住民会議の「地域活動の広報機関」としての充実は
課題の一つととらえており、素案でも取り上げています。

1011 1 団体 メール 町会・自治会と住民会議の果たすべき役割について
　目黒区の地域コミュニティは、地縁関係を中心とした町会・自治会、小学校区
の団体・個人関係を中心とした住民会議の二層制となってる。現状の地域では、
地縁関係の希薄化、住民の生活圏拡大、更なる少子高齢化や首都直下型地震
への備えなど、対応するべき地域課題は複雑化している。
　住民会議は小学校区を単位とした広域的なコミュニティ組織として、町会単位
だけでは担えない役割を果たしていく必要がある。住民会議は小学校区を中心
とした様々な事業・行事を積み重ねる中で、町会・自治会、商店会、学校・ＰＴＡ、
住区センター利用団体など、地域の諸団体と時間を掛け地道に協力関係を築い
ていくことが大切だと考える。
　住区の役割は、区内一律ではない。エリアの町会の事業等によって、役割分担
が異なる場合もあり得る。住民会議はこの役割分担を意識しながら事業計画を
立案し、各町会、住区の各部会の事業報告を通じた情報交換をする必要があ
る。今回の素案では、こうした住区住民会議の果たすべき役割について、全住区
の共通の課題であると明確にした上で、それぞれへの支援策を展開すべきだと
考える。

3 地域政策調査課 B 　住区住民会議の立上げから40年以上が経過し、この間の活動実績から、住民
会議と町会・自治会との関係は一様ではありません。地域ごとの両者の関係性
に十分に配慮しながら、支援策を進めていきます。
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整理
番号
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区分

検討結果（対応策）

1011 2 団体 メール 人材の育成・確保について
　町会、住民会議にとって、将来の地域を担う人材の育成・確保は待ったなしの
課題である。今回の素案には人材確保の観点から、運営方法の工夫と積極的な
ＰＲの２点があるのみで、地域で人材育成の難問に直面している当事者として
は、不十分と言わざるを得ない。町会、住民会議など地域活動を担う人たちに
は、報酬も給料もない。また、自分の仕事の合間に時間をやりくりして、資料を作
り話し合い、長い期間を掛けて行事や事業の準備を進めている。
　こうした地域活動を担う人材の育成は、即席とはいかず、長い時間をかけて地
域づくりの意義を議論し、何年も一緒に行事・事業に取り組むことが欠かせな
い。そのためには、後継者育成を組織目標に明確に掲げ、先ず、より多くの若い
人たちと接することが必要である。小学校の保護者はＰＴＡを通して、初めて地域
に向き合うことになる。私たちは地域のコミュニティ団体として、またＰＴＡのＯＢと
して、現役のＰＴＡ活動を支援しており、こうした活動を人材育成に結びつけ、組
織的に働きかけることが重要だと考えている。今回の素案にも、青少年委員、ス
ポーツ推進委員、ＰＴＡ等との協力関係などを、人材育成の観点で書き記す必要
があると考える。

3 地域政策調査課 A 　ご意見のとおり、地域の人材育成は一朝一夕に解決する課題ではなく、これを
実施すれば解決するということはないのではないかと考えています。地道に、地
域活動を知ってもらうこと、参加しやすい環境を整えることを繰り返し、少しずつ
活動の裾野を広げていくことが重要だと考えています。
　ご意見にあるとおり、地域活動の中でより多くの若い人たちと接する機会を持
つことは重要であり、そのためには素案に記載したとおり、「様々な団体の連携
協力」の関係を進め、地域のＰＴＡやスポーツ・青少年団体など、多様な地域団
体とのつながりを持てるような環境整備に努めていきます。
　なお、地域の人材確保・育成は、地域活動の継続のために重要な課題であり、
素案でお示しした各団体への区からの提案の中に、人材の確保・育成について
の記述を追加します。

1011 3 団体 メール 地域活動拠点（住区センター）のあり方について
　当住区では長年活動拠点が整備されなかったため、学校など活動場所を転々
とした経験があり、多くの先輩方が住区センターの用地確保のため奔走した。こ
の経験から、住民会議が活動拠点である住区センターの管理運営を担うことは
住区活動の生命線であると認識しており、現在の制度を継続すべきと考える。
　一方、早急に見直してもらいたい点を以下に記す。
①指定管理料の積算にあたっては、複合施設の実態、期日前投票等の行政事
業や台風等の自主避難所開設への対応など、個別の事情も十分斟酌してもら
いたい。
②時給単価について、利用実態に即し、次の点を検討してもらいたい。
・土日祝日は利用者が多いため、平日の昼間単価と同額にすること
・夜間勤務も料金を扱い最終点検が必要なことから、昼間単価と同額にすること
③賃金支払に伴い所得税の徴収が必要な場合は源泉徴収できることとし、ま
た、運営員の勤務実態が労働基準法などの法令違反とならないようにすること
④手書きとされている帳簿については、事務省力化の観点から電子化が可能と
なるよう早急に検討すること

4 地域振興課・各
地区サービス事
務所

C 　素案にも記載したとおり、地域活動の拠点（住区センター）を地域住民による自
主管理とすることについては意義のあることであり、今後も継続すべきだと考え
ています。なお、現状では責任の所在や管理経費などの点で課題もあると思い
ますので、ご意見も参考にしながら、より良い管理のあり方について検討を進め
ていきます。

1011 4 団体 メール 区からの支援について
　町会・自治会および住区住民会議が一律にＩＴ化に対応することは難しいため、
地域活動の支援策としてホームページ作成費など個別に財政援助をしてもらい
たい。また、各団体の広報誌等を区のホームページに掲載し、活動が広く区民に
周知できるよう支援してもらいたい。
　地域で活動する様々な団体との連携協力を図るため、必要に応じて諸団体と
意見交換など交流できるよう、住民会議に積極的に情報提供してもらいたい。
　財政支援に限らず、住民会議を活性化するため、住民会議連絡協議会では地
区を越えた小グループでの情報交換の実施、講演など研修会も実施してもらい
たい。更に、実務を担っている担当者レベルの意見交換・情報交換も積極的に
行って、住民会議が抱えるそれぞれの課題を共有する機会を設定してもらいた
い。

4 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

C 　地域コミュニティの広報機能の充実や地域の様々な活動団体同士の連携協力
のための仕組みづくりは、地域コミュニティの活性化のために必要であり、区もそ
のための支援策に取り組んでいきます。今後、いただいたご意見を参考にしなが
ら、具体的な取組について検討していきます。

15



整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1012 1 個人 書面 　「住区住民会議」設立当時の目的は、“地域の問題をみんなで話し合い解決す
る”“情報交換の場”“地域住民参加の行事”の三本柱と考えるがよろしいか。
　そうした時、地域の問題とは何か？「町会・自治会」と異なった問題点の方向性
が見えない。小学校単位を活用した避難所運営協議会が「町会・自治会」とは異
なった活動となるのか。また、情報交換の場は、住民会議役員、常任委員、学
校、利用団体くらいで、新しい情報は皆無に近い状態である。
　なお、住民参加行事は各住区により様々なイベントがあり活発に継続している
と考えるが、我々関係者の時間、体力、無報酬の範囲にも限界がある。

3 地域政策調査課 Ｆ 　住区住民会議に期待される役割(設立当初の目的）は、次の四つです。
①住区内に住む人、地域の活動団体や企業で働く人など、幅広く誰もが参加で
きる組織
②地域の課題をみんなで話し合い、地域課題を解決する場
③地域情報の収集・交換の場、行政から地域への情報提供の場、更に住民の
意思を行政に反映するなど、住民と行政との協議の場
④住区のニーズに合った特色ある活動を推進し、人々が楽しく地域に参加でき
る機会や場の提供
　地域における生活上の課題は様々あり、地域の防災や災害時の避難所運営、
清掃やごみ処理など、これまで地域で対応してきたことのほか、現在の社会状
況から、例えば、「単身高齢者の孤立化」や「高齢者の社会参加」、また、「子育
て家庭の孤立化」といったことが社会問題とされています。これらのことは、地域
の緩やかなつながりの中で解決が可能なものもあると思います。
　「地域課題解決のための協議の場」では、こういった地域住民の生活上の課題
を地域の課題として捉え、解決のために地域で何ができるか、そのために地域
資源（場所や人、活動団体など）をどう活用していくか、といったことを協議して、
解決に向けた取組を進めていくことが求められると考えています。住区住民会議
に様々な立場の人や団体が参加するようになれば、地域が抱える課題も集ま
り、多様な意見・アイディアが寄せられ、多様な解決方法が生まれる可能性があ
るものと考えています。

1012 2 個人 書面 　地域コミュニティの区域を変更するか、現状維持かは行政の判断に委ねるが、
結論を出さないと今後も続く火種になると思う。
　様々な団体の連携・協力は、住民会議本来の目的とかけ離れた感があり、慎
重に検討すべきと考える。地域の学校の生徒、関係者との連携・協力くらいでは
ないか。
　地域活動の拠点は、小学校単位前提なので学校がベストと考えます（縦割り行
政を打破する事で）。
　区が行う支援策は、現場を把握し、深い理解力で接してもらうことである。ま
た、自主財源確保の方策を柔軟に考えて頂きたい。

3 地域政策調査課 C 　素案に記載したとおり、現行の住区の区域（広さ）は、地域コミュニティの区域と
しては妥当と考えており、住区を単位としたコミュニティ施策を継続します。なお、
町会・自治会の区域と住区区域との不整合などの課題については、地域の皆様
のご意見を伺いながら、解決に向けてどのように取り組んでいくか検討していき
ます。
　住区住民会議の役割の一つとして「地域情報の収集・交換の場」があり、様々
な活動団体がその場に参加することは、地域活動の活性化に有用であると考え
ています。
「地域活動の拠点」としての住区センターの機能は、今後も維持・活用していくこ
ととしていますが、住区センターの施設自体を今後どうしていくかについては、ご
意見も参考にしながら、「区有施設見直し計画」を進める中で別途検討していき
ます。
　区の支援策については、ご意見も踏まえて、検討を進めていきます。

1012 3 個人 書面 　住区住民会議の三本柱を実施していくためには行政の力が欠かせない。区職
員が不定期でも良いので一緒にやる方法を検討してほしい。
　また、区民の８割が知らない住区を如何に認知させるか、加えて議員も区若手
職員も住区の内容をよく把握しておらず、行政にとって「コミュニティ」が今後の重
要課題であるならば、研修などによる働きかけをしていく必要があるのではない
か。
　コミュニティは各自の生き方、立場により大きな相違があるため、非常に難解な
課題であり、行政としての統一見解は不可能と考えるので、ヒントのみを提示す
るに停めたほうが良いと思う。

4 地域政策調査課 B 　素案において、「区の全職員が、地域コミュニティの活性化は区政運営にとって
の重要事項であることを再度認識できるよう」周知を図ることとしており、そのた
めに必要な研修なども実施していくこととしています。また、「最も地域に身近な
区の窓口」である地区サービス事務所の業務については、地域の活動支援に関
する面を強化していく必要があるとしています。
　なお、行政と地域との「協働」による事業執行も推進していく必要があり、その
中で区職員と地域の皆様とがそれぞれ主体的に関わる関係を築いていきます。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1013 1 個人 ＦＡＸ 　私が参加している団体は10年余、地域の皆さんに呼びかけて話し合う集まりを
行い、話し合った結果を地域にお返しする活動を続けてきたが、「住区住民会
議」や「町会」などの行事に参加した実績がないという理由で、地域登録団体とし
て認めてもらえなかった。また、活動拠点となる住区センターは生活圏から離れ
ており、隣の住区センターの方が最寄りである。住区住民会議や町会との連携
がうまくできなくても、地域に役立つ活動を自主的に進めている団体を退けない
で、もっとゆるやかな基準で地域登録団体と認めてほしい。
　「住区住民会議」や「町会・自治会」がメンバーの意思を尊重して運営されてい
ることは、戦時中の「上意下達」の「隣組」と違う大事なことだと思う。それとの連
携・協力の大切さもわかるが、それだけでなく、それとの連携の有無にかかわら
ず、地域での自主的で多様な活動をする団体が大事にされること、行政がそれ
に差別なく対応されることを心から望むものである。

5 地域振興課・各
地区サービス事
務所

Ｆ 　登録団体制度は、各施設の設置目的に沿った活動団体の育成・支援及び利用
促進を図るために設けた制度です。施設利用や受益者負担の公平性の観点か
らも、当該団体の活動や利用が施設の設置目的に沿ったものか否かを一定の
基準によって判断し、登録団体制度を適切に運用していくことが求められます。
　登録団体については、施設利用について、その他の団体に比べ「早期の利用
予約ができる」という面と「より低廉な使用料で利用できる」という面の二重の利
益を受けるものであり、団体の登録に当たっては区が適切に判断しています。登
録団体制度の適切な運用を図るものであり、ご理解をお願いします。

1014 1 個人 書面 　住区住民会議の現状は、大きく変化しているのではないか。運営にかかわる会
長はじめ、各々の役割を受けている方達の力により、続いて今に至っていること
に感謝している。しかし、中心となって組織活動に尽力している役職の方達は、
いずれも他のいくつもの役割を兼ねており、もう少し、多くの方が地域に貢献して
もらうことで“一人一役”の住民意識が生まれるのではないか。
　コミュニケーション形態が通信機器の発達により、人と人との対面コミュニケー
ションをせずにすんでしまうことに便利と気軽さを感じ、増々、人間関係が希薄に
なっているのではないか。日常の『人との出会い、触れ合い、心の交じり合い』が
大切であり、原点であると思う。お隣近所の付き合いがどれほど大切なのか、そ
して次世代につなげていくかが課題のひとつと考える。
　与えられた五感をしっかりと研ぎ、使って、丁寧に、見て、聴いて、話して、感
じ、考えることを意識して取り組む事が大切ではないか。一人ひとり与えられた
命に感謝し、大切に、そして他人の為にできることを喜んで、無理せず、あるがま
まの自分を活かしていく、そんな生き方をコミュニティの形成に加わることで地域
力が増すのではないか。
　職場で、学校で、家庭でストレスを抱えることの多い現状の中、地域社会はそ
のストレスを緩和して、安心が実感できる日常を目覚めさせればと考える。自己
満足ではなく、人との共生を通して喜びを感じられることから、生き生きと輝きを
放つ地域社会のふくらみを満たすのではないか。
　町会・自治会、住区住民会議の組織活動に反映される課題であると思い、まず
は「ボランタリズム」を考えてみることから始まると感じる。

1 地域政策調査課 B 　ご意見の趣旨は素案でも取り上げており、緩やかな人と人とのつながりを広げ
て、地域活動に多くの人が関わってもらえるよう、ご意見を参考にしながら、支援
の取組を進めていきます。

1015 1 団体 メール 　最近、若い世代が全く町会などに関心がなく、むしろ地域と関わりを持ちたくな
いと言う人の方が多いような気がする。プライバシーなどばかり主張して、地域と
の繋がりなどは持ちたくないと言う人は多いが、地域の繋がりは大切で若い世代
にそれを理解させる工夫を行政も努力してほしい。
　マンションなど共同住宅の町会・自治会の加入のあり方については、抜本的な
取組が必要だと思う。今までの「地域」という枠に加わりたくなくて共同住宅に住
んでいる人は少なくない。しかし、災害や、防災時の対応に関しては、管理会社
任せでは、いざという時の連携はとっていないと思うが如何か。
　今回、パブリックコメントにより意見を募集しているが、このようなことを決めて
いくためには話し合いの場が必要だと思う。地域のコミュニティは、何のために必
要なのか、コミュニティとプライバシーは両立しない面もあり難しい問題と思うが、
皆で考えるしかないと思う。

1 地域政策調査課 B 　都市部では生活の利便性が高く、生活スタイルも多様化しており、地域への関
心が低下しているといわれています。しかし、地域での人と人とのつながりや、そ
れを基にした地域活動は必要であり、少しでも関心が高まるよう、区も努力して
いく必要があります。
　共同住宅居住者に対する町会・自治会への加入促進については課題として多
くの声をいただいており、区としてもできる支援策は何か検討を進めていきます。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1015 2 団体 メール 　今後求められる地域コミュニティのあり方として、住区での一品持ち寄りによる
夕食会を開催し顔の見える関係づくりをするのはどうか。食事を通して会話が弾
み、情報交換もでき、そこからみんなで協力して解決したりすることができるよう
になるのではないか。
　「住区センター」は今後、コミュニティ（地域の）プラザ（広場）○○（住区センター
名）などと名称変更し“コミプラ○○“などの愛称で呼びあい、「住区住民会議」も
堅苦しいイメージなので、コミュニティミーティングなどといった方が若者にも馴染
み易いのではないか。
　地域の人材育成・確保については、地域でいろいろな経験や知識、特技を持っ
た人が社会福祉協議会に人材登録し、必要とする方々とのコーディネート（マッ
チング）を行うような取組はどうか。
　地域活動の周知の充実については、行事ごとにお知らせや報告を写真入りで
各家に配布していくことで、行事への関心が高まるのではないか。「町会だより」
は「プラザニュース」など名称を変更することで町会アレルギーから解放され、今
まで見向かれなかった方々からも振り向いてもらえるのではないか。ホームペー
ジやフェイスブックの活用は今後ますます必要で、若者を取り込むマストアイテム
だと思う。

4 地域政策調査課 C 　ご意見でいただいた様々な具体策については、今後検討を進めていく中で、参
考にさせていただきます。

1015 3 団体 メール 　少子高齢化の中、これからの地域（共同体）での支え合いとして提案したいの
が、「選択縁」でつながる社会。「選べない人間関係」とは異なり、加入も脱退も自
由。程よく距離があって無理なく付き合えるかかわり。そして年を取っても1人で
暮らせるように、「家族や地域に代わる支え合いのネットワーク」そうした縁を結
ぶには地域にゆかりのない転勤族や、結婚を機に他県などから来た女性たちな
ど、地縁や血縁から離れた人と、地元に密着した人との出会いが化学反応を起
こして、新しい選択縁を生み出すきっかけになる。
　自分が自由に活動できる場を求めてコミュニティの創造、協力し合うネットワー
クづくり。現在のシステムにのみ込まれるのではなく、自分たちの生きる世界を、
自分たちでつくりだしていく。これは現在の若者達も加われるのではないか。この
様に、現在の住区センターを進化させていきたい。
　また、現在のダブルケアの問題はさらに拡大していくため、「介護や子育て」の
負担は社会で担うという認識が共有されるよう、コミュニティ施策を進めていく上
で相談場所の提供はぜひ確保してほしい。

1 地域政策調査課 C 　これからの地域コミュニティには、参加しやすい、緩やかな人間関係でつながっ
ていることが重要であると思います。地域活動は自立性・自主性が必要ですの
で、それを尊重しつつ、区も支援策に取り組んでいきます。

1016 1 議会 メール 　「３　今後のコミュニティ施策の基本的な考え方」の視点④「地域活動団体の自
主性・自立性を損なわない範囲で地域活動が活発になるよう、区は適切に支援
を行う」とあるが、これまで複雑な人間関係のもつれや、深刻な意見対立による
分断が生じるなど、自主性を尊重しすぎたために引き起こされた弊害もあると感
じる。区は“適切”というよりも積極的に地域にかかわり支援していくべきと考え
る。

2 地域政策調査課 A 　地域活動は「自主・自立」が基本ではありますが、ご意見にあるような現状の課
題を解決していけるよう、区は地域コミュニティの活性化のために、これまで以上
に積極的に地域に関わっていく必要があるものと考えています。
　なお、ご指摘を踏まえ、素案の記述について修正します。

1016 2 議会 メール 　【住区住民会議の活性化に向けた提案】（P.18）の中に、町会・自治会への提案
同様、「運営の透明性を高めていく」との項目を追加すべきと考える。

3 地域政策調査課 C 　住区住民会議は区からの補助金により事業運営されており、補助事業の実績
報告等の手続により、経費の透明性は一定確保されているものと考えています
が、組織運営上の透明性については、コミュニティ活動への多様な参加が得ら
れるよう、より積極的な情報開示をするなど、住区住民会議と一緒に検討してい
きます。

1016 3 議会 メール 　「４　地域コミュニティに係る施策の進め方（５）地域活動の拠点」の②管理のあ
り方に関して、住区センターの指定管理のあり方の検討については、「区有施設
見直し計画」と整合性を図りながら検討し、時期を定めて結論を出すべきと考え
る。

3 地域振興課・各
地区サービス事
務所

C 　ご意見のとおり、住区センターの管理のあり方については、「区有施設見直し
計画」との整合を図りながら、検討を進めていきます。
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1017 1 議会 メール 　地域コミュニティの現状は住民の無関心と担い手不足、高齢化、固定化等をあ
げているが、地域の中では子ども食堂やコミュニティカフェなどの様々な取組が
生まれ、コミュニティ活動に関心のある人は多い。今後は既存の地縁団体・地域
活動団体との協力・連携はもとより、新たなコミュニティ活動が生まれる土壌づく
りを視野に、相談窓口、支援体制を進めるべきである。また、ＮＰＯ等コミュニティ
活動団体が就労の受け皿になるような文化を区と地域住民が協働で育んでいけ
るような新しいビジョンをうち出すべきと考える。

1 地域政策調査課 B 　ご意見にあるとおり、様々な地域活動や団体同士の協力関係を広げていくこと
により、地域への関心度も高まっていくものと考えます。素案では、コミュニティ施
策を進めていく上での四つの視点として、「地域コミュニティの力が必要となって
いること」「地域の様々な活動団体同士の連携協力のための環境整備が必要で
あること」「協働の理念に基づいた行政と地域の協力が必要であること」「区は地
域の活性化のために必要な支援を行うこと」を挙げており、ご意見の趣旨を踏ま
えた内容となっているものと考えています。
　区としては、地域活動の基本はボランティア活動であると考えていますが、地
域活動への参加の動機付けや「やりがい」が得られる手法についても考えていき
ます。

1017 2 議会 メール 　「３　今後のコミュニティ施策の基本的な考え方」の視点②「地域に関わる活動
団体を核として、ＮＰＯなど様々な団体や個人の連携・協力を促進し、地域コミュ
ニティが活性化するような環境を整備する」というのはとても重要で進めていくべ
きである。それに加え、区と地域住民が対等な立場でお互いの役割分担をしな
がら地域課題に取り組むことが必要である。③では積極的に支援といい、④で
は適切な支援と表現している。自主性・自立性を損なう支援はすべきでないのは
勿論であるが、自主性や自立性を育む支援はすべきである。④の表現だと区は
消極的で地域活動団体は突き放されたように感じる。「地域の活動団体の自主
性・自立性を育み、地域活動が活発になるよう、区は積極的な支援を行いま
す。」と表現を工夫すべきと考える。

2 地域政策調査課 A 　「行政と地域の協力」については、これまでも協働推進方針に沿って進めてき
ましたが、これを「より積極的に」進めていく必要があることを記載したものです。
　一方、「地域活動への支援」については、区は地域コミュニティの活性化のため
に、これまで以上に地域に関わっていく必要があります。ご指摘の箇所は、地域
活動は「自主・自立」が基本であり、そうした点から「適切な支援」に努めることと
したものですが、ご意見を参考に、区の姿勢が伝わるよう、記述を修正します。

1017 3 議会 メール 　【町会・自治会の活性化に向けた提案】（P.16）の中に、「近隣町会の事業展開
の事例や地域の若い世代や女性の意見等を積極的に取りいれ、新しい活動を
行っていく」とあるがどのように取り入れていくのか、具体的に示すこと。

3 地域政策調査課 C 　今後の具体的な施策については、地域の皆様からのご意見などを踏まえ、検
討を進めます。

1017 4 議会 メール 　「４　地域コミュニティに係る施策の進め方（２）誰もが参加できる場・協議の場と
しての住区住民会議」について、どのようにして誰でも参加できるようにしていく
のか具体的な取組を行うこと。アイデアがなければ募集すべき。まずは実績のあ
るコミュニティデザイナーを各住区住民会議に派遣し、各地域特有の課題解決
の手法をワークショップ形式で学ぶ場を設けるべきと考える。

3 地域政策調査課 C 　今後の具体的な施策については、ご意見も参考にしながら、検討を進めます。

1017 5 議会 メール 　「４　地域コミュニティに係る施策の進め方（４）様々な団体の連携・協力」につ
いて、利用している地域活動団体を集めて話し合いするだけではお互いを認識
するだけに留まってしまう。住区まつりに繋げていくことや団体同士の関係が深
まるよう、横の連携で防災イベントを企画する等、楽しく開催できるような明確な
目的が必要だと考える。

3 地域政策調査課 D 　まずは「顔の見える関係」をつくっていくことがスタートだと考えますが、ご意見
にあるとおり、その目的は「連携協力関係」をつくることですので、その足掛かり
になるような取組も検討していく必要があると考えています。

1017 6 議会 メール 　区が行う支援策などの取組について、職員の意識啓発のための研修の一つと
して、実際に地域で活動を行っている団体を見学する必要があると考える。
　まちづくり活動助成の仕組みの見直しは、助成金は区と住民の連携・協力の第
一歩である。住民活動を支援し、育成する視点で取り組むこと。
　活動団体の広報活動に一定の研修機会を提供するとあるが、ＩＴの得意な若者
と活動団体とのマッチングを区が行い、それをきっかけに活動の活性化も図るべ
きと考える。

3 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

C 　今後の具体的な施策については、ご意見も参考にしながら、検討を進めます。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1018 1 個人 メール 　「４　地域コミュニティに係る施策の進め方（２）誰もが参加できる場・協議の場と
しての住区住民会議」について、住民会議の包括的な役割を示すだけでなく、必
ず担うべき役割（地域防災・地域福祉）を明確にし、区が直接支援する方向を示
すべきではないか。

3 地域政策調査課 C 　住区住民会議の役割については、地域からも様々なご意見がありましたが、地
域の実情によって、現在住区住民会議が担っている役割は一様ではありませ
ん。今後、地域の皆様と一緒に住区住民会議の役割は何かを考えていく中で、
ご意見も参考にしながら、位置付けていくものと考えています。

1018 2 個人 メール 　区が行う支援策などの取組について、町会・自治会も含め地域の様々な課題
に即応できる区の態勢の見直しも明記すべきではないか。例えば各地区サービ
ス事務所の役割や人員も含め組織を再編し、地域の活動に経験豊富な住民や
専門性を持った外部の人材が地域の課題解決に関われる仕組みを構築していく
など、より具体的な方向を示せないか。区としてのコミュニティ支援のノウハウを
積んだのち、将来、役所を離れた中間的な支援組織に委ねる方向もあるのでは
ないか。

4 地域政策調査課
経営改革推進課
人事課

C 　地区サービス事務所における地域支援の機能や役割の充実は、素案に記載し
たとおり、地域コミュニティの活性化のための支援策として実施していく必要があ
ると考えています。なお、具体的な組織や地域の人材活用等については、ご意
見を参考にしながら、今後検討していきます。

1019 1 議会 書面 　まずもって、町会・自治会と官製コミュニティである住区住民会議を同列で議論
することは無理である。

5 地域政策調査課 Ｆ 　町会・自治会及び住区住民会議は共に地域コミュニティの中心的団体として、
協力関係にあるものと考えており、両者の活性化に向けた議論が、地域コミュニ
ティ全体の発展につながるもの考えています。

1019 2 議会 書面 　区民の８０％以上が存在を知らない住区住民会議や、区民が加入に関して興
味を示していない町会・自治会においては、今後公金を投入して存続させること
に対して区民への理解は得られない可能性もある。まずは今一度、区として地
域コミュニティの意味合いと存在意義を明確に樹立し、単なるイベント団体でな
く、ソフト面・ハード面における支援を実施していくことで、地域コミュニティの存在
意義を再確立していく努力をしなければならない。

4 地域政策調査課 B 　区が行った世論調査では、約８割の方が「町会・自治会や住区住民会議が行っ
ている地域活動を知らない」としており、地域への関心度を高めていくためには、
まずは町会・自治会や住区住民会議は何をしているのか、なぜ必要なのかをよ
り多くの人に知ってもらうことが重要だと考えています。そのためには、両者の役
割を踏まえたそれぞれの取組とともに、区としても広報の充実など、積極的に支
援していくことが必要だと考えています。具体的にどうようなことに取り組んでいく
か、今後地域の皆様と一緒に考えていきます。

1019 3 議会 書面 　住区住民会議の本来の趣旨は、小学校単位の地域コミュニティの連合体とし
て、地域の広域課題を住民の協議で解決するための組織であった。しかし、現
在は、町会と同様のメンバー又は、町会とは一線を画したメンバーにより、町会
行事と同様の内容及び、なくても困らない行事関連に公金を消費している部分も
多い。実際コミュニティの担い手が、現役世代ではない、同一メンバーである場
合は、行事ごとに疲労感が募るという声も聴く。町会は自主組織であり、自主的
に集金をされる町会費で運営されている以上、行政の方針で存在に関して左右
されることはないが、住区住民会議は運営に公金が１００％充当され、活動場所
である住区センターにも多額の公金を投入して活動を担保している。町会に関し
ての改廃に関する議論については、行政は立ち入りできない話であり、存続に関
するサポートに関しては、公金の投入の是非は別として町会へは積極的に関与
するべきである。住区住民会議に関して言えば、運営への公金活用が行われい
る間は、公金投入の是非、活動場所のあり方、存在意義の再確認は今後、多く
の区民の理解を得るためには、議論が必要な部分がある。また、地域の課題解
決は、一義的には行政や議会の範疇であり官製コミュニティである住区住民会
議が、市民討議会のように地域の課題解決のために討議し提案する事は、本来
の存在意義とは明らかに違う。住区住民会議は元々会議体なのだからイベント
とチラシの印刷費に補助金の多くを費やす体制を見直すべきであり、存在意義
や活動方針の再構築が必要である

4 地域政策調査課 C 　住区住民会議に期待される役割(設立当初の目的）は、次の四つです。
①住区内に住む人、地域の活動団体や企業で働く人など、幅広く誰もが参加で
きる組織
②地域の課題をみんなで話し合い、地域課題を解決する場
③地域情報の収集・交換の場、行政から地域への情報提供の場、更に住民の
意思を行政に反映するなど、住民と行政との協議の場
④住区のニーズに合った特色ある活動を推進し、人々が楽しく地域に参加でき
る機会や場の提供
　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今後の検討となり
ますが、ご意見のとおり、地域によっては両者が同じような行事を行っているよう
な状況もありますので、上記の役割を踏まえて地域の皆様と一緒に考えながら、
双方の活性化につながるよう進めていきます。
　「地域活動への支援」については、区は地域コミュニティの活性化のために、こ
れまで以上に地域に関わっていく必要があるものと考えており、活動の自主性・
自立性を尊重しつつ、財政的支援に偏らない支援策を進めていきます。また、活
発な地域活動を支えていく上で、その活動場所となる「地域活動拠点」（住区セン
ター）の機能は重要と考えており、今後も維持・活用していきます。
　なお、多様化する地域課題を行政だけで解決していくことは難しくなっており、
区と地域との協働や適切な役割分担の下に、地域が抱える課題を地域自らで解
決していくことは、区の基本構想における基本理念である「住民自治の確立」の
実現にもつながることだと考えています。
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検討結果（対応策）

1019 4 議会 持参 　町会連合会のブロック制については旧出張所単位の区分けや、日赤活動分団
上の区分けと絡まりあって元々成立しているものである。そこに、小学校区単位
の住区住民会議が入り込むことにより、同じ町会が複数の住区住民会議への参
加を求められることによる弊害や問題が複雑に発生している。これらは、区民に
とっても非常にわかりづらく生活圏域の見直しに照らし合わせて、早急な再構築
が必要である。

4 地域政策調査課 C 　町会・自治会の区域と住区区域との不整合については、複数の住区にまたが
る町会の負担などの課題があることは認識しており、このような課題の解決に向
けてどのように取り組んでいけばよいか、地域の皆様のご意見を伺いながら検
討していきます。

1019 5 議会 書面 　将来的には２２の住区住民会議と住区エリアを今後の統廃合結果を反映した
中学校範囲のエリアでの再構築もしくは、東西南北中央の五つの地区割りごと
等の、中規模生活圏域に変更し、区と協働する協議体として設置する。これに
は、地区ごとに区議会、町会、自治体、学校ＰＴＡ、商店街、福祉団体、障碍者団
体、関連業界団体、消防団、福祉系・防災系ボランティア、ＮＰＯ、産官学連携等
を、区が総合運営事務局として責任を持って統括組織する。
　これらの協議体は、その地区における地域包括ケアシステムを含む、児童福
祉・高齢者福祉・障碍者福祉から介護という福祉的課題や区民生活情報を中心
に共有し、国、都、区の施策の伝達及び、地域問題の意見交換や自由な協議を
行う組織に変革させるべきである。

4 地域政策調査課 D 　「コミュニティ形成」の区域については、日常的に顔を見合わせることができる
程度の広さが適当であると考えており、素案の検討に先立つ「地域コミュニティ
検討会」においても「中学校通学区域では広すぎる」との意見がありました。ま
た、子どもや高齢者の行動範囲などを踏まえても、小学校通学区域を基にした
現行の住区の区域は、地域コミュニティの区域として妥当であると考えており、
当面は住区を単位としたコミュニティ施策を継続することとしています。
　ご意見については将来的な課題ととらえさせていただき、新たな区域の設定を
検討する場合には、日常生活の中で関わることができる「コミュニティ形成」の区
域としてふさわしい区域のあり方（広さ）はどのようなものか、その区域の中で
様々な活動団体が参加し、連携協力ができる「協議の場」はどうあるべきかとい
う視点で検討を進める必要があるものと考えます。
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番号
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検討結果（対応策）

2001 1 意見
交換会

　少子化で地域にいる子どもが少なくなってきている。子どもに関する行事は町
会単位ではなく、住区住民会議で行ったほうが良いと思う。

3 地域政策調査課 C 　町会・自治会と住区住民会議との役割分担については、様々な考えがあり、
地域の実情も多様であることから、一様に線引きすることはできません。ご意見
も踏まえて、地域の実情に沿った役割分担のあり方を、まずは地域の中で話し
合える環境づくりに取り組んでいきます。

2001 2 意見
交換会

　町会に加入しているマンションには、コミュニティ活動に参加する団体と認め
て、マンション管理組合を地域活動登録団体として登録を認めてもよいのでは
ないか。町会への加入促進のツールとして有効である。

4 地域振興課・各
地区サービス事
務所

D 　登録団体制度は、各施設の設置目的に沿った活動団体の育成・支援及び利
用促進を図るために設けた制度です。施設利用や受益者負担の公平性の観
点からも、当該団体の活動や利用が施設の設置目的に沿ったものか否かを一
定の基準によって判断し、登録団体制度を適切に運用していくことが求められ
ます。ご意見については、今後の検討課題とさせていただきます。

2001 3 意見
交換会

　住区センターによって、料理学習室がないなど機能が異なっている。飲食を
認めていない住区センターもあるが、他の利用者に迷惑がかからない範囲で
の飲食は認めてもよいのではと思う。

4 地域振興課・各
地区サービス事
務所

Ｆ 　住区センターには、それぞれ施設の状況により「利用のきまり」がありますが、
利用者の要望等も踏まえた上で対応していく必要があると考えています。

2002 1 意見
交換会

　小学校の隣接希望校入学制度により、他住区の学校に通う子どもとその保
護者（親）は、地元の小学校とのつながりがないため、居住地域のコミュニティ
活動に参加しにくくなっている。
　災害対応だけがボランティア活動ではない。町会・自治会、住区住民会議の
活動もボランティア活動であるという意識の醸成ができれば、町会・自治会と住
区住民会議が一体となって地域のコミュニティ活動ができると思う。

1 地域政策調査課
学校運営課

Ｆ 　地域活動の基本はボランティア活動であると考えており、ボランティア意識の
醸成は課題の一つと考えます。そのためには、地域活動の意義や必要性を広
く周知し、関心を持ってもらうことが必要であると考えています。
　隣接学校希望入学制度については、隣接校への希望集中による一部の学校
の小規模化、児童数の増加による小学校での隣接受入人数の減少や、受入
れできない学校数の増加など、制度の根幹に関わる新たな課題が発生してい
ます。このため、今年度に改めてアンケート調査を実施し、アンケート結果と平
成29年及び平成30年4月入学者の制度実施結果等を総合的に判断し、制度の
見直しの必要性等について、検討を進めていきます。

2002 2 意見
交換会

　住区エリアを小学校区としているため、他の住区と跨る町会があり、町会活動
が大変であると聞いている。今後、住区エリアの変更を検討する際には、町会
の不公平感が出ないよう小学校の統合なども視野に入れるなど、将来を見据
えた検討をしたほうが良い。

3 地域政策調査課 B 　現行の住区の区域（広さ）は、地域コミュニティの区域としては妥当と考えてお
り、住区を単位としたコミュニティ施策を継続します。なお、町会・自治会の区域
と住区区域との不整合などの課題については、地域の皆様のご意見を伺いな
がら、解決に向けてどのように取り組んでいくか検討を進めていきます。

2003 1 意見
交換会

　町会・自治会と住区住民会議の役割について、方針によると町会・自治会は
地域の身近な活動がメインで、住区住民会議は地域課題解決のための協議の
場とあるが、情報発信していくことがメインになるのではないか。それぞれの行
事が重なっているということよりも活動の性質を明確に区分し、区がしっかり周
知していく必要がある。

3 地域政策調査課 B 　これまでも町会・自治会と住区住民会議の違いが分からないという声はいた
だいており、両者の関係は課題の一つです。今後も地域コミュニティの中心的
な団体として、地域の実情に沿った役割分担と連携協力により、両者がより効
果的に機能することが望まれるものと考えています。
　なお、両者の活動内容や役割について、区民の周知度を高めていく必要もあ
りますので、区の広報の充実とともに、各団体の広報機能の充実についても支
援することとしています。

「コミュニティ施策の今後の進め方」素案に関する意見交換会での意見と検討結果
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整理
番号

枝番 区分 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

2004 1 意見
交換会

　住区住民会議は小学校単位なので、どうしても小学校を対象とした事業が多
くなっているが、子どものイベント部分では、町会・自治会と重ならないようにし
ている。町会・自治会もそのように配慮していると思う。住区住民会議と町会・
自治会の役割分担は、地域で話し合って、と区は言うが、これまで区は積極的
に関与してこなかった。住区住民会議を設置した区の責任として話し合いの
きっかけづくりをうまくセッティングしてほしい。
　町会・自治会も住区住民会議も、地域を良くしていこうという目的は同じであり
どっちが必要という議論ではなく、一体となって様々な団体に声かけをし、コミュ
ニティの輪が広がればよいと考えている。

3 地域政策調査課 B 　町会・自治会と住区住民会議の役割分担については地域の実情によって
様々であり、これまでの活動経過の中で地域で調整され、うまく分担されている
地域もありますが、そうでない地域もあります。
　区としては、両者の協力関係があってこそ、役割分担もうまくいくものと考えて
いますので、良好な協力関係の構築に向けて支援していきます。

2004 2 意見
交換会

　住区住民会議を知らない人が多いので、ホームページを立ち上げたり、ポス
ターに住区住民会議のアドレスを入れるなどの工夫をしている。認知度を上げ
るため、どのようにして住区住民会議の活動を知らせていくか悩んでいる。
　住区住民会議の主な財源は補助金であり、自主財源が少ないのでコミュニ
ティを推進するためには、どうしても経済的支援が必要である。コミュニティを広
げようとしたら、今までやっているものをやめないとできない。補助金を増やして
ほしいということではなく、活動のためのアイデアも提供してほしい。

4 地域政策調査課 B 　これまでも住区住民会議の活動の周知については様々な工夫をしていただ
いておりますが、周知度の向上にはなかなかつながっていない状況です。区と
しても、ＩＣＴを活用した広報媒体の多様化や活用に必要な人材育成などの支
援策を検討していきます。
　住区住民会議に対する補助金については、その活用状況を踏まえ、活性化
に資するよう今後補助金のあり方なども含めて検討していくこととしています。

2005 1 意見
交換会

　町会・自治会毎に独自に活動しているので、頭ごなしに住区住民会議と連携・
協力してほしいといわれてもうまくいかない。防災関係の活動については、町
会・自治会単体で行うより、住区住民会議として一体的に行うことは効果がある
と思う。問題はどのようにして参加してもらうかだと思う。また、高齢化対策への
取組についても住区住民会議が横の連携をとって対応できればと良いと思う。
　情報交換の場として住区住民会議、町会・自治会が集まって、このような意見
交換会を設けることは意義があると思う。

3 地域政策調査課 B 　町会・自治会の活動は自主・自立が基本だと思いますが、対応すべき地域課
題によって、町会同士の連携やより広い区域での連携、また他の活動団体との
連携などが有効である場合も少なくないと考えています。そのような連携協力
の関係を築くためには、日頃から「顔の見える関係」を広げていくことが必要だ
と考えていますので、区としても地域協議のための機会づくりを支援していきま
す。

2006 1 意見
交換会

　誰もが参加でき、協議する場を担うのが住区住民会議とあるが、住区内全て
の町会が参加しているので、住区住民会議が中心となって運営することは難し
い。防災訓練も昔は住区住民会議で行っていたが、今は各町会で実施してい
る。
　小学校の隣接希望校入学制度もあり、地域の人たちは自分たちが属する町
会や住区住民会議のことがわかっていないと思う。

3 地域政策調査課 B 　地域課題には、一つの町会・自治会だけでは対応が難しい課題や、町会・自
治会の区域より広い区域で対応した方がふさわしい課題もあると考えており、
そのような課題に対しては町会・自治会やその他の団体が参加する組織であ
る住区住民会議が力を発揮する場面もあるものと思います。
　町会・自治会や住区住民会議の活動内容や役割を広く周知することは重要
であり、広報の充実を図っていく必要があると考えています。

2007 1 意見
交換会

　目黒区は他区と異なり住区住民会議があることから、町会・自治会と二重行
政のようになっている。住区住民会議の必要性を再確認し、価値を高める活動
をしていくことで、町会・自治会を含めた地域の活性化につながるのではない
か。定年退職後に地域活動に参加するようになったが、私も現役時代は町会
や住区住民会議のことは知らなかったので、世論調査で８割の人が町会、住区
住民会議の活動をあまり知らないということは理解できる。会社勤めの人に町
会・自治会、住区住民会議のことを周知するにはどうしたらよいか、区として具
体的な方法を考える必要がある。

3 地域政策調査課 B 　地域課題には、一つの町会・自治会だけでは対応が難しい課題や、町会・自
治会の区域より広い区域で対応した方がふさわしい課題もあります。また、町
会・自治会に加入していない人や団体の地域参加の機会を設ける必要もあり
ます。そのため、区では住区の区域内で「誰もが参加できる」「地域課題解決の
ための協議ができる」組織として住区住民会議を設けており、町会・自治会とと
もに、その必要性はますます高まっていくものと考えます。
　なお、様々な団体・個人の参加を促進させるためには、町会・自治会や住区
住民会議の活動内容や役割を広く周知することが重要であり、今後具体策を
検討していきます。

2008 1 意見
交換会

　未だに住区住民会議を知らない人が３分の２もいる。町会も人手がなく運営も
ままならない状況で、町会・自治会と同じ行事をやっている住区住民会議をな
ぜ手伝わなければならないのか、という声が多い。町会も区から助成金をもら
い、住区住民会議も補助金をもらって、なぜ同じ事業を行っているのか。

1 地域政策調査課 B 　町会・自治会と住区住民会議との役割分担については、両者の活性化に向
けての課題の一つであり、ご意見のとおり、同様の行事を行っている地域もあ
ることから、両者の違いがわかりにくいという声があります。住区住民会議の役
割は何かを再度確認した上で、それにふさわしい組織・活動になっているかど
うか、また、両者の役割分担について、地域の皆様と一緒に考えていく必要が
あると考えています。
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整理
番号

枝番 区分 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

2009 1 意見
交換会

　町会の加入率は３割強となっており、商店会の衰退が町会の人材不足にも
なっている。住区住民会議の若い人に町会に加入してもらっているため、町会
と住区住民会議の役員を兼ねている人が多い。町会と住区住民会議は一緒に
やらないとやっていけない。

3 地域政策調査課 B 　地域活動の中でより多くの若い人たちと接する機会を持つことは重要であり、
そのためには素案に記載したとおり、「様々な団体の連携協力」の関係を進
め、町会・自治会と住区住民会議だけでなく、地域のＰＴＡやスポーツ・青少年
団体など、多様な地域団体とのつながりを持てるような環境整備に努めていき
ます。

2009 2 意見
交換会

　区有施設の見直しとコミュニティとの関連も考えなければいけない。住区セン
ターが地域の活動拠点となるのであれば、老人いこいの家や児童館などの機
能を集約していくことを検討しなければいけない。

3 地域政策調査課
経営改革推進課

Ｆ 　素案の検討過程では、「地域活動の拠点」としての機能の必要性について地
域の皆様にお聞きしましたが、活発な地域活動を支えていく上では、活動の拠
点となる施設は必要不可欠だというご意見を多くいただきました。そこで、素案
ではそのような視点で考え方をまとめています。住区センターのあり方につい
ては、今後、区有施設見直し計画と整合を図り、施設の複合化、多機能化と
いった施設見直しの手法を踏まえた検討を進めていきます。

2010 1 意見
交換会

　住区住民会議は地域の和を広げる活動をしている。現在の補助金額では運
営費として不足しており、対象経費も限定されている。地域活動に必要な資機
材は、区が備えるべきだと思う。住区住民会議の位置付けをもっと明確にし、区
は組織的に支援してほしい。

4 地域政策調査課 B 　地域の実情に応じた役割分担を検討していく中で、町会・自治会及び住区住
民会議への財政的支援のあり方も見直し、各団体の自主性・自立性を尊重し
つつ、地域の活性化のために積極的に支援していきます。

2010 2 意見
交換会

　当住区内には、４か所もの地域避難所があるため負担が大きい。今年から活
動費が倍増になったが、避難所４か所分にはなっていない。

5 防災課 Ｆ 　避難所運営協議会の運営費助成については、本年度から1協議会当たりの
限度額を、2万円から4万円に増額しています。避難所単位での運営費助成に
つきましては、現行の費用助成の執行状況等を踏まえ、今後の検討課題とさせ
ていただきます。

2011 1 意見
交換会

　地域への関心度の低さについて、発信者の住区住民会議と受け手の住民の
間にギャップがありショックを受けた。フェイスブックやホームページ、掲示板だ
けでは足りない。届けるお知らせの方法も考えないといけない。住区住民会議
のお知らせを町会掲示板に貼らせてもらっているが、一方通行だけでなく町会
の情報も住区センターに掲示するなど住区住民会議と町会の相互交流も考え
ている。
　地域の身近な窓口となる地区サービス事務所は、住区住民会議だけの意見
交換の場を設けるのではなく、町会・自治会とも一緒に意見交換できる場を設
けてほしい。

4 地域政策調査課 B 　地域への関心度を高めるためには、ＩＣＴの活用による情報発信の多様化や
双方向での情報交換の仕組みづくりなど、時代に応じた広報機能の強化が重
要であると考えます。どのような支援策が効果的か検討していきます。
　素案では、「最も地域に身近な区の窓口」である地区サービス事務所の業務
については、地域の活動支援に関する面を強化していく必要があるとしており、
地域協議の機会づくりについても検討していきます。

2012 1 意見
交換会

　防災をテーマにした活動を町会・自治会と一緒に取り組むことで、関係が深
まっていると感じている。得てして問題が起こる組織は人事が淀んでいる。時代
にあわせ若い人をどんどん入れていく必要がある。防災や住区まつりなど町会
と一緒に取り組み、ＰＴＡの若い人も参加できるようにするなどの積み重ねが地
域の活性化、安全な地域の環境づくりにつながる。町会と住区住民会議の役
割を固定しないで、相互に手伝いあう雰囲気を作ろうと各町会長と話している。

3 地域政策調査課 B 　町会・自治会と住区住民会議との役割分担については、地域の活性化に向
けての課題の一つととらえており、円滑に役割分担をしていくためには両者の
良好な協力関係が前提となると考えています。また、両者が開かれた組織運営
を意識して、地域のＰＴＡなど多様な活動団体との連携協力の関係を広げてい
くことが、地域の活性化につながるものと考えています。

2013 1 意見
交換会

　住区住民会議の連絡協議会は、会としての機能を果たしていないのではない
か。地区連絡会も年1～2回しかなく、連携が不足していると感じる。住区住民
会議は、小学生の保護者や学校側からするとありがたい制度だと思う。避難所
運営協議会も休止状態となっており、地区サービス事務所は町会・自治会と住
区住民会議の橋渡しになる取組もしてほしい。
　地域政策室は今回の見直しのために設置されたようだが、今後のコミュニティ
の推進体制はどのようになるのか。

4 地域政策調査課 B 　近隣の住民会議同士の連絡・情報交換の機会は、自らの活動の見直しの
きっかけにもなり、有用であると考えられるため、連絡協議会の仕組みの活用
などを検討していきます。
　素案では、「最も地域に身近な区の窓口」である地区サービス事務所の業務
については、地域の活動支援に関する面を強化していく必要があるとしており、
避難所運営協議会などの地域協議の機会づくりへの支援についても検討して
いきます。また、今後のコミュニティ施策を推進していくための区の組織体制に
ついても、併せて検討していきます。
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整理
番号

枝番 区分 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

2014 1 意見
交換会

　賃貸住宅に住んでいる人は、地域活動に参加して仲良くなっても数年で引っ
越してしまうことがあり、定着性のある人に参加してもらう必要があると思う。Ｐ
ＴＡなどは子どもが在学している間はつながりやすく、若手同士だと集まりやす
いと感じている。

1 地域政策調査課 B 　地域活動の中でより多くの若い人たちと接する機会を持つことは重要であり、
そのためには素案に記載したとおり、「様々な団体の連携協力」の関係を進
め、地域のＰＴＡやスポーツ・青少年団体など、多様な地域団体とのつながりを
持てるような環境整備に努めていきます。

2015 1 意見
交換会

　これまで、住区住民会議設立の骨格となる指針が示されていなかったが、今
回のコミュニティ施策の進め方により明確にされたことは評価できる。
　当住区内のほとんどの町会は、住区区域に一部しか関わっていないので住
区住民会議に貢献できないと言われている。掲示板についても、町会掲示板に
は住区住民会議の情報が掲示できず、公営掲示板との連携を図ることで協力
関係が構築できないか考えている。

1 地域政策調査課
地域振興課、各
地区サービス事
務所

C 　町会・自治会と住区住民会議との良好な協力関係の構築は、地域コミュニ
ティの活性化のために重要な課題です。今後、情報発信のあり方を含め、両者
の関係構築に向けた具体策を検討していきます。

2015 2 意見
交換会

　地域福祉とか避難所運営などの地域課題への対応について、住区住民会議
の存在意義として柱となる具体的なものを明確に示してほしい。

3 地域政策調査課
地域振興課、各
地区サービス事
務所

C 　ご意見にあるとおり、地域福祉や避難所運営の取組などは、町会・自治会の
区域よりも広い住区の区域の中で取り組んでいった方がふさわしい課題の一
つであると考えられます。地域では、実際にこれらの取組が進められている状
況もあると思いますので、その実情に沿った役割分担を、まずは地域の中で話
し合える環境づくりに取り組んでいきます。

2015 3 意見
交換会

　地域福祉審議会や包括支援センターでは、区民が住区センターに行けば何
でも相談に乗れると思われている。住区センター事務室の現状は会議室等の
受付のみであり、相談機能を今求められるのは困る。

5 健康福祉計画課 Ｆ 　地域包括支援センターは、福祉の総合窓口として区民の方からの様々な相
談を受けています。今後は、包括支援センターの相談受付について、改めて周
知していきます。

2016 1 意見
交換会

　以前は住区住民会議の会長は町会持ち回りでやっていたが、複数の住区住
民会議に関わる町会が多いためできなくなっている。小学校区域で構成されて
いる現状で、どちらかの住区住民会議にしか関わらないという選択肢は考えら
れない。町会の総会に住区住民会議が呼ばれるなど相互交流できれば良いと
思っている。

3 地域政策調査課 B 　町会・自治会と住区住民会議の区域の不整合により、複数の住区に参加しな
ければならないなどの町会の負担をどのように考えていくかについては、地域
によっても実情は異なるので、地域の皆様のご意見をお聞きしながら、課題の
解消方法を検討していきます。なお、この課題解消に当たっても、両者の協力
関係は重要であると考えています。

2017 1 意見
交換会

　地域コミュニティ検討会では、コミュニティとは何か、町会・自治会、住区住民
会議がやってきたことは何か、といったことから検討し、前向きな方向で議論が
なされた。具体策は今後とのことで、方向性は概ね良いと思っているが、町会・
自治会は区からの事業も担っていることをもう少し強調してもらえれば、町会・
自治会に対する理解力も上がり、より良いコミュニティにつながると思う。

1 地域政策調査課 B 　町会・自治会の活動内容や役割の周知に当たっては、ご意見も踏まえて、周
知内容や手法を考えていきます。

2017 2 意見
交換会

　今の時代は多様性が求められており、新たな住民が地域に関心をもってもら
うためには、町会・自治会も新たな取組をしていく必要がある。住区住民会議は
不要という意見もあるが、住区センターの管理の問題などを整理しないと無くせ
ない。住区住民会議のあり方を変えていく必要がある。それぞれ地域性もあり、
濃淡があると思うので、今後は個別具体的な状況を含め議論していく必要があ
ると思っている。

3 地域政策調査課 B 　地域への関心度を高めていくためには、ご意見にあるとおり、町会・自治会も
新たな取組を展開していく必要があると考えています。
　また、住区住民会議のあり方については、設立当初の目的でもある、住区の
区域内で「誰もが参加できる」「地域課題解決のための協議ができる」組織とし
ての役割を再度確認しつつ、現状の組織・運営がふさわしいものになっている
か、地域の皆様と一緒に検討していく必要があると考えています。

2017 3 意見
交換会

　住区センターの管理のあり方について、使用料収納を含む受付業務のＩＴ化を
進めていけば、窓口業務の軽減にもなり効率化が図れると思う。

4 地域振興課・各
地区サービス事
務所

Ｆ 　住区センターの管理については、受付業務のＩＣＴ化等、できる限り窓口業務
の効率化を図っていく必要があると考えています。
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整理
番号

枝番 区分 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

2018 1 意見
交換会

　役員が高齢化しており、人手不足で町会活動が難しくなっている。これまでベ
テランに頼ってきたが、現状では引き継ぐこともできず世代交代による活性化
が課題となっている。近年、町会内で子どもの保護者たちによるイベントが多く
あり、町会がサポートする形で関わるようになっている。少しでも町会活動に関
心を持ってもらい、町会と一緒に盛り上げて行きたいと思われるようになればと
思っている。
　住区住民会議は区の補助金で様々なイベントを行っているが、町会は集めた
町会費でイベントを行っている。イベントの主催は町会であることを知らせる立
て看板の設置などで町会の周知をお願いできないか。

3 地域政策調査課 B 　地域活動に関わる人材の確保・育成に当たっては、ご意見にあるとおり、町
会・自治会による熱心な活動だけでなく、地域のＰＴＡやＮＰＯなどとの連携協力
により、活動を広げることが大切であると考えています。様々な地域活動や団
体同士の協力関係を広げていくことにより、地域への関心度も高まっていくもの
と考えています。
　なお、町会・自治会の活動内容や役割の周知に当たっては、ご意見も参考に
しながら、周知内容や手法を考えていきます。

2019 1 意見
交換会

　素案で「住区住民会議が地域のコミュニティ形成に寄与してきたことは、大い
に評価すべき」とあるが、住区住民会議が発展し、町会が沈下していくと捉えら
れる。少なくとも「大いに」の部分は削除してほしい。
　地域コミュニティ施策に関する議論の入り方が「コミュニティをどうするか」とい
う具体的なものでないため、素案が抽象的な結論になっている。まずは町会の
充実をどうしたらよいか、という検討からスタートして、住区住民会議とどのよう
に関わるかを議論すべきである。モデルケースとして、一つ住区住民会議を廃
止して地域コミュニティがどう変わるか見てはどうか。

1 地域政策調査課 E 　素案では、町会・自治会は伝統的な地縁団体として、住区住民会議は40年以
上続く地域活動を通して、それぞれ地域コミュニティの中心的団体として評価し
ており、ご意見にあるようなことはないと考えます。
　素案の検討に先立つ「地域コミュニティ検討会」では、まず「これからの目黒の
コミュニティはどうあるべきか」という点から議論をし、既存の組織ありきではな
く、検討を進めました。検討会では、コミュニティを「人と人とのつながり」ととら
え、地域社会で誰もが安心して暮らすためには、「一定の生活エリアの中で顔
が見える、緩やかな近隣関係ができていること」や「地域の様々な活動団体や
個人が連携し、協力し合って主体的に地域課題に取り組んでいること」などが、
地域のあるべき姿だと考えました。そして、そのためには、地域コミュニティの基
礎的団体である町会・自治会の活性化とともに、町会・自治会の区域を越え
た、より広い区域の中で様々な活動団体や個人が連携し、協力し合える仕組
みがあることが大切であるとしています。また、様々な団体・個人が連携協力す
るための仕組みをどうつくっていくかについては、折角これまでつくり上げてき
た住区住民会議があるのだから、新たにつくるのではなく、この枠組みを活用
し、より一層ふさわしい組織・活動となるように取り組んでいくという姿勢で臨む
べきだという意見が多く出されました。こうした議論や意見を踏まえ、素案を作
成したものです。

2019 2 意見
交換会

　世論調査で地域活動を知らない人が８割もいる。他区には住区住民会議はな
いので、調査結果として表れているのではないか。町会は会費を集めているの
で、自分が町会員であることを自覚できるが、住区住民会議はイベントばかり
行っており、住民の居場所としては一過性である。事業だけでは住民意識は深
まらない。

3 地域政策調査課 B 　特に都市部においては地域への関心度が低下しているといわれており、町
会・自治会や住区住民会議に関わらず同様の状況となっているため、各団体と
区が活動内容や役割を周知していくことが重要であると考えています。

2019 3 意見
交換会

　コミュニティ検討会のメンバーの地域構成が偏っている。区全体を網羅するよ
うなかたちで選出したほうが良かったと思う。また、ＰＴＡの委員もいるが、統合
校から参加してもらっていれば、より多角的で建設的な意見が出されたと思う。

5 地域政策調査課 Ｆ 　地域コミュニティ検討会の委員については、町会・自治会関係者は2ブロック
に1人、住区住民会議関係者は地区ごとに1人、その他の団体は団体ごとに1
人を各団体の推薦に基づき選定したものであり、結果的に選定された方の一
部が地域的に集中したところはありますが、選定の考え方は網羅的なもので
あったと考えています。

2020 1 意見
交換会

　町会と住区住民会議の役割を明確にしたほうが良い。町会は安全・安心に関
する活動、住区住民会議はスポーツや子どもに関する活動としたほうが良い。
地域コミュニティの形成は、町会と住区住民会議のコラボレーションがあってこ
そ発展できる。しかし、住区住民会議の規約では町会長を副会長に置いている
ところが多い。町会長が住区住民会議の会長の下になっていることが、コラボ
レーションを阻害する一つになっている。町会と住区住民会議の関係に序列は
ないというのが区の認識だが、地域からすれば区の行事における列席順など
で上下関係があると思ってしまう。

1 地域政策調査課 B 　町会・自治会と住区住民会議との役割分担は、両者の活性化に向けての課
題の一つととらえており、ご意見のような考え方もあると思います。一方で、両
者の役割には様々な考えがあり、地域の実情も多様であることから、一様に線
引きすることはできないというご意見もあります。両者の役割分担は、基本的に
は地域の実情に沿って地域の中で調整していただくものと考えています。
　町会・自治会と住区住民会議の協力関係が大切であることは、ご意見のとお
りです。地域団体同士に上下の関係はないと考えますが、組織面などで協力
関係を阻害する要因があるのであれば、どのようにすべきか、地域の皆様と一
緒に考えていきます。
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2020 2 意見
交換会

　町会がごみ集積所の管理や私道防犯灯の管理など、日常生活に深く関わっ
ているということを知らない住民が多い。町会活動の周知について区は積極的
に支援してほしい。区報を新聞折込みしているが、新聞購読者は４割しかな
い。町会の回覧は、町会エリア全域に回るようにしている。町会のネットワーク
は重要である。
　町会が分断されている住区エリアの区割りが問題である。小学校も隣接希望
校入学制度となっており、今後どうしていくかを町会連合会としても検討していく
必要がある。

3 地域政策調査課 B 　町会・自治会への地域の関心度を高めるためには、その活動内容や役割に
ついてより積極的に周知し、知ってもらうことが重要と考えています。区の広報
の充実とともに、ＩＣＴの活用による情報発信の多様化など、どのような支援策
が効果的か検討していきます。
　なお、町会・自治会の区域と住区区域との不整合などの課題については、地
域の皆様のご意見を伺いながら、解決に向けてどのように取り組んでいくか検
討を進めていきます。

2020 3 意見
交換会

　住区住民会議の財源は補助金であり、区は金は出すが口は出さないではな
く、しっかり指導すべきである。住区センター利用時間も全住区一律となってい
るが、地域によって違っても良いと思う。

3 地域振興課・各
地区サービス事
務所

Ｆ 　住区住民会議は区からの補助金により事業運営されており、補助事業の実
績報告等の手続により、経費の使い方についても必要な場合には指導・助言
をしています。
　なお、住区会議室の利用時間については、区の条例・規則により統一されて
おり、現時点は地域ごとに変更することは困難な状況です。

2020 4 意見
交換会

　住区住民会議のことを理解していない職員がいる。区職員に対してもしっかり
と啓発してもらいたい。

4 地域政策調査課 B 　素案において、「区の全職員が、地域コミュニティの活性化は区政運営にとっ
ての重要事項であることを再度認識できるよう」周知を図ることとしており、その
ために必要な研修なども実施していくこととしています。

2021 1 意見
交換会

　区の財源は逼迫しているので、利用率の低い住区センターは学校に機能を
集約し、廃止したほうがよい。町会として住区センターを利用することはないの
で、住区住民会議の必要性は感じていない。廃止により浮いた維持管理経費
は町会事務所の建設費や建替え費用の補助金として使ってほしい。そのほう
が地域コミュニティの核である町会の育成につながる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【同趣旨意見、ほか１件】

3 地域政策調査課 D 　「地域活動の拠点」としての住区センターの機能は、今後も維持・活用していく
こととしていますが、住区センターの建物自体を今後どうしていくかについて
は、ご意見も参考にしながら、「区有施設見直し計画」を進める中で別途検討し
ていきます。
　ご意見にあるとおり、住区住民会議は不要だという声も一部にはありますが、
地域課題は多様化しており、一つの町会・自治会だけでは対応が難しい課題
や、町会・自治会の区域より広い区域で対応した方がふさわしい課題もありま
す。また、町会・自治会に加入していない人や団体の地域参加の機会を設ける
必要もあります。そのためには、住区という区域内で「誰もが参加できる」「地域
課題解決のための協議ができる」組織として住区住民会議が必要であると考え
ています。
　町会・自治会への財政的支援として、町会事務所等への補助をどうするかに
ついては、今後の具体策の検討の中で考えていきます。

2021 2 意見
交換会

　避難所運営協議会にしても、2つの住区に分断されている町会はどちらにも
参加するよう指定されているが、地域避難所が離れすぎているため、実際に避
難することもないので一方の住区には参加していない。

5 防災課 Ｆ 　二つの住区エリアにかかっている町会につきましては、地域で話し合いの上、
一つの避難所運営協議会にのみ参加をしているケースもありますので、地域
の実情に応じ、ご検討ください。

2022 1 意見
交換会

　コミュニティ施策の今後の進め方についての内容は良いと思うが、いつまで
に、何をどうするという記載も必要なのではないか。進め方が決まっても、具体
策で頓挫されては困る。

1 地域政策調査課 C 　素案の中では、まずはコミュニティ施策の基本的な考え方と施策の方向性を
きちんと定める必要があると考え、具体的な施策までは言及していませんが、
今後の取組を進めるに当たっては、いつまでに何をやるのか、どのように見直
すのかといった具体策が重要であることは、ご指摘のとおりです。

2022 2 意見
交換会

　町会・自治会に対する地域支援アドバイザー派遣の通知があったが、本方針
を受け区でも同じような支援をするようになるのか。地域活動の周知には、ホー
ムページなどが有効だと思う。役員間での連絡・調整などのネットワーク環境も
必要になってくる。ＩＴに精通している人材がほしい。

4 地域政策調査課 B 　地域活動支援アドバイザー派遣制度は東京都の事業ですが、区としても地域
活動に関わる研修制度などを設ける必要があるか検討していきます。
　ＩＣＴの活用による地域コミュニティの広報媒体の多様化等は、活性化のため
に必要であり、区もそのための支援策に取り組んでいきます。今後、いただい
たご意見を参考にしながら、具体的な取組について検討していきます。
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番号
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2023 1 意見
交換会

　町会や住区住民会議の活動をあまり知らないとする人が約８割いる事に
ショックを受けている。区と活動団体が協力して周知度を高くする取組が必要だ
と思う。町会では新たに転居してきた方に、区で作成した町会加入パンフや町
会独自に作成したパンフを活用しているが、７割程度しか加入してもらえていな
い。行事の写真を町会掲示板に積極的に掲示している。区でも、区報にコミュ
ニティの特集記事を掲載することは引き続きお願いしたい。

4 地域政策調査課 B 　地域への関心度を高めていくことは、地域コミュニティの活性化のために重要
なことであり、地域活動に少しでも関心を持ってもらえるような取組を支援して
いくとともに、区の広報についてもより一層充実を図っていきます。

2023 2 意見
交換会

　素案の「今後のコミュニティ施策の基本的な考え方」に掲げた四つの視点の４
番目に、区の支援が書かれている。町会ごとに抱えている課題は異なるので、
町会ごとの懇談会に参加していただいて、区も一緒に取り組んでもらいたい。

4 地域政策調査課 C 　ご意見のとおり、地域が抱えている課題は地域の実情により多様であること
から、地域の実情に沿った支援がどのようなものか、地域の皆様と一緒に検討
していく必要があると考えています。

2023 3 意見
交換会

　住区センターが徐々に老朽化している。青少年の健全育成のためにも、野球
ができるような広場も欲しい。学校統合による跡地活用や区有施設見直しの中
で検討を進めてほしい。

3 経営改革推進課 Ｆ 　住区センターの老朽化については、「地域活動の拠点」の必要性を前提とし
て、今後、区有施設見直しにおいて住区センターのあり方の検討を進める中
で、対応していきます。

2024 1 意見
交換会

　まちづくり活動助成の仕組みを再編・整理とあり、具体策は今後とのことだ
が、どうなっていくのか心配している。方針を概要版としてまとめてはもらってい
るが、ビジュアル的にわかりやすい資料がほしい。
　ＮＰＯとの連携について、区内の状況がわからない。区ではどの程度把握し
ているのか。

1 地域政策調査課 C 　具体的な支援策については、意見交換会でいただいたご意見等を踏まえつ
つ、今後検討していきます。
　素案の概要版については要点を書き出す形にしましたが、今後は図式化など
も考え、わかりすい資料の作成を心掛けていきます。
　現在でもＮＰＯと様々な連携が図られていると思いますが、総括的には把握
できていません。

2024 2 意見
交換会

　区政に対する意識調査の「特に優先すべきと施策として」、安全で安心なまち
の実現、子育ち・子育て支援、青少年育成の充実、高齢者、障害者などの福祉
の充実が上位になっている。地域活動との温度差が感じられ、これらの施策を
優先的に取り上げていることを区報などで周知する必要があると思う。

4 地域政策調査課 Ｆ 　区民の意識調査や世論調査の結果については公表しており、これらの結果
から得られた意見については、予算編成や各種の計画策定の中で反映すべき
と考えます。

2025 1 意見
交換会

　コミュニティ施策の一番の課題は、町会・自治会と住区住民会議の関係をどう
していくかだと思う。具体的にどうするのか。住区ごとに町会との関係は異なる
ので、課題を一覧表に整理して、町会や住区住民会議に確認してもらったら良
いのではないか。また、組織の課題には様々あり、区も積極的に関わってほし
い。

3 地域政策調査課 C 　ご意見のとおり、地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治
会と住区住民会議との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策
は今後の検討となりますが、区も関係構築に関わりながら、双方の活性化につ
ながるよう進めていきます。

2025 2 意見
交換会

　マンション建設業者への取組は良いことだと思う。また、本方針に基づく具体
策については今後とのことだが、数値目標などを示した行程表のようなものが
ないと確認しづらくなる。

4 地域政策調査課 C 　マンション事業者に対する取組は、町会への加入促進のために有用であると
考えていますが、どのような取組が効果的か検討していきます。
　また、具体策については、ご意見も参考にしながら、進めていきます。

2026 1 意見
交換会

　地域への関心の低下は、地域課題を自分事として考えていないためだと思
う。区の財政的課題についても方針に記載したほうが良いのではないか。

1 地域政策調査課 C 　地域課題の解決には、地域の課題を自らにも関わりのある課題ととらえ、でき
ることから少しずつ力を出し合って、助け合い、支え合う意識が大切だと考えま
す。そのためには、まず地域でどのような取組がされているかを周知し、関心を
持ってもらうことが重要だと考えます。
　なお、区の財政上の課題は区政全般にわたる共通の事項ではありますが、コ
ミュニティ施策に直接関わる主な課題ではないと考えられることから、記載しま
せんでした。

2026 2 意見
交換会

　地域の課題には、青少年健全育成や福祉などあるが、町会だけで取り組む
のではなく、より広い範囲で情報交換・共有しながら取り組む必要がある。
　住区住民会議のイベントはＰＴＡの負担が大きいと感じている。今のところ、住
区住民会議も何とかやっているが、今後は難しいということを認識できていな
い。民生・児童委員があまり住区住民会議に参加していないように思う。地域
の活動は横の繋がりだけでなく、縦、斜めの繋がりも必要。

3 地域政策調査課 B 　今後の地域コミュニティの活性化のためには、ご意見のとおり、様々な団体や
個人がつながりを持ち、それぞれの活動を支え合い、補い合う関係をつくって
いくことが大切で、地域の活動団体が柔軟に連携協力することができれば、よ
り大きな成果が得られていくものと考えています。
　また、様々な団体の協力が得られる関係があれば、個々の団体の負担も減
ることが考えられます。
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2026 3 意見
交換会

　町会では防犯カメラを設置し、安全・安心なまちづくりをしている。町会がこう
いった活動をしていることを区も積極的に周知していく必要がある。高齢者対策
として日頃の見守りが重要であると考えているが、支援体制が取れないため避
難行動要支援者名簿は受け取っていない。地域の中で様々な団体との連携が
必要だと思う。

4 地域政策調査課 B 　町会・自治会の地域の安全・安心に関する取組などについて、きちんと周知し
ていく必要があるということ、また、地域の様々な団体の連携協力の関係が必
要であるということは、ご意見のとおりであると考えています。

2026 4 意見
交換会

　団塊の世代が７０才になるまでに、どうやって地域活動に参加してもらえるか
が課題。地域に優秀な人は居るが、なかなか参加してもらえない。地域活動に
参加することで健康も維持されると思うし、健康寿命が延びれば介護保険料の
負担も少なくなるかもしれない。こういった活動することの良さなども周知してい
く必要があると思う。健康ポイントの活用も検討して欲しい。

4 地域政策調査課 C 　ご意見のとおり、地域の元気な高齢者の方が地域活動に参加していただくこ
とは必要なことであり、区では、地域活動への参加のきっかけづくりとして「地域
デビュー講演会」などを開催しています。

2026 5 意見
交換会

　地域に大きな公園が無いため、小学校の校庭が唯一の広場となっている。校
庭の利用基準が厳しいため、地域活動における利用については緩和してほし
い。教室や体育館も含めて学校をもっと地域が活用できるようにすべきだと思
う。

4 スポーツ振興課
生涯学習課

Ｆ 　学校施設を学校教育目的以外に使用することを「目的外利用」といい、このう
ち地域におけるスポーツ振興と区民相互の交流を図るため「学校開放事業（校
庭・体育館）」を実施しています。学校開放事業の内容や運営については、各
校に設置された「学校開放運営委員会」が行っています。運営委員会には、住
区住民会議やＰＴＡ、スポーツ推進委員、青少年委員など地域の方のほか、学
校長など学校職員も関わっています。地域での利用などのご意見については、
直接、運営委員会がご相談をお受けします。
　学校開放事業以外の目的外利用（教室等）は、各学校長の意見に基づき教
育委員会が利用承認をしています。利用については共通の基準を定めていま
すが、学校の行事等の事情がそれぞれ異なるため、全校で同じ対応とすること
は難しいと考えています。

2027 1 意見
交換会

　住区住民会議があるのは目黒区だけである。素案で住区住民会議の活動を
評価しているが、予算面も含めて他区との比較などどのように評価されたの
か。
　住区住民会議は行政とのパイプが町会より太く、一方、町会は行政から独立
し遠い関係にあるため、どうしても住区住民会議が上から目線であると感じてし
まう。その感情が対立を生み、パラレルな団体間の関係を難しくしてしまう。

1 地域政策調査課 C 　住区住民会議は、ご意見のとおり目黒区独自の取組です。他区においても、
地域住民が主体となり地域の課題を解決する場として、名称は異なりますが地
域の協議会を設ける活動は行われています。こうした取組は、東日本大震災等
の大規模災害を契機に地域活動の大切さが再認識され、全国の自治体の約
半数が協議会組織の設置又は設置に向けた取組を行っています。
　区においては、約40年前からこうした取組が進められ、現在まで活動が継続
していることは、地域の皆様の努力によるものであり、こうした努力に対して、
行政として十分に評価するに値するものだと考えています。
　また、町会・自治会と住区住民会議との良好な協力関係の構築は、地域コ
ミュニティの活性化のために重要な課題であり、まずは地域の中で話し合える
環境づくりに取り組んでいきます。

2027 2 意見
交換会

　区は、住区住民会議に対して補助金による支援を行っているが、町会・自治
会を含めてだと思うが、そのような補助金をどのようにして町会・自治会に落と
し込んでいくのか。
　町会への加入をお願いすると、何のメリットがあるのかと言われる。若い人に
はコミュニティを作りたくないという意識が基本にあると思う。

3 地域政策調査課 C 　住区住民会議は地域課題解決のための協議や地域の交流、コミュニティ形
成のための事業等を行っており、その意味では、住区住民会議の活動に対す
る補助は地域に還元されているものと考えています。
　若い人たちを含め、地域コミュニティの必要性を感じてもらうためには、地道
に活動の目的や活動内容を周知していく必要があるものと考えています。

2027 3 意見
交換会

　区から来るチラシやポスターには、縦割り行政の中で自分たちの仕事をア
ピールするだけのものや物事を難しくしてわかりにくくなっているものが多い。
不必要な事業も見受けられ、住民目線で区の業務を点検し直してほしい。

4 地域政策調査課 Ｆ 　区民の視点に立った事業運営が求められることは、ご意見のとおりと考えて
います。事業内容についてもよりわかりやすい案内を心掛けていきます。
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2028 1 意見
交換会

　町会事務所が無い町会は、住区センターを活動場所としているので住区住民
会議は必要と思っているかも知れないが、町会事務所がある町会は住区住民
会議は必要ないと思っている。学校の教室には空きがあるので、そこを活用す
れば住区住民会議は必要なくなると思う。子育てとの関係で住区住民会議が
まったく必要ないということではないが、役割分担を明確にする必要があると思
う。

1 地域政策調査課 D 　ご意見にあるとおり、住区住民会議は不要だという声も一部にはありますが、
地域課題は多様化しており、一つの町会・自治会だけでは対応が難しい課題
や、町会・自治会の区域より広い区域で対応した方がふさわしい課題もありま
す。また、町会・自治会に加入していない人や団体の地域参加の機会を設ける
必要もあります。そのためには、住区という区域内で「誰もが参加できる」「地域
課題解決のための協議ができる」組織として住区住民会議が必要であると考え
ています。
　なお、町会・自治会と住区住民会議の役割分担は大きな課題の一つであり、
地域の実情に沿って、地域の中で話し合っていく必要があると考えていますの
で、区もそのような環境づくりに取り組んでいきます。

2028 2 意見
交換会

　住区エリアの関係で三つの住区住民会議に入っており、大変である。住区住
民会議がイベント行う際は、町会としっかり協議してほしい。町会と同じようなイ
ベントを住区住民会議が行う必要はない。住区住民会議が主催するイベントで
も町会は協力しているのに、そのことが周知されていない。町会と住区住民会
議は組織として明確に切り分け、町会に頼らず住区住民会議のメンバーだけで
行ってほしい。

3 地域政策調査課 B 　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今後の検討とな
りますが、ご意見のとおり、地域によっては両者が同じような行事を行っている
ような状況もありますので、地域の皆様と一緒に考えながら、双方の活性化に
つながるよう進めていきます。
　なお、町会・自治会と住区住民会議の区域の不整合により、複数の住区に参
加しなければならないなどの町会の負担をどのように考えていくかについて
は、地域によっても実情は異なるので、地域の皆様のご意見をお聞きしなが
ら、課題の解消方法を検討していきます。

2029 1 意見
交換会

　区の取組方針で、ＮＰＯのことが記載されているが、今後の活動につなげてい
くためにも具体的にどのような団体があるのか教えてもらいたい。

3 地域政策調査課 Ｆ 　ＮＰＯなどの活動団体は数多くあり、例えば、住区会議室を活動場所とする地
域活動登録団体や、「めぐろボランティア・区民活動センター」に登録する区民
活動団体などが当たります。ただし、これらの団体を統括的には把握できてい
ません。

2030 1 意見
交換会

　町会も住区住民会議も同じようなことをしているので、どちらを優先すべきか
で悩んでいる。同じ活動（防犯活動等）を行う必要はないと思っている。

3 地域政策調査課 B 　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今後の検討とな
りますが、ご意見のとおり、地域によっては両者が同じような行事を行っている
ような状況もありますので、地域の皆様と一緒に考えながら、双方の活性化に
つながるよう進めていきます。

2030 2 意見
交換会

　マンション居住者をどのようにして町会へ勧誘したらよいか悩んでいる。その
効果的な方法や具体策があれば教えてほしい。

4 地域政策調査課 B 　マンション居住者に対する町会への加入促進のために、どのような取組が効
果的か、具体策を検討していきます。

2031 1 意見
交換会

　町会、住区住民会議ともに高齢化により、住区住民会議に町会が集まっても
人手が足りていない状況にある。昔は商売人が多かったので地域に人がいた
が、今はサラリーマンが多く地域に人がいない。リタイヤした人をいかにして呼
び込めるかが課題となっており、区はきっかけづくりの手助けをしてほしい。

3 地域政策調査課 C 　ご意見のとおり、サラリーマン家庭が増え、地域への参加が難しくなっている
状況にあると思います。そこで、地域の元気な高齢者の方が地域活動に参加し
ていただくことは必要なことであり、区では、地域活動への参加のきっかけづく
りとして「地域デビュー講演会」などを開催しています。

2031 2 意見
交換会

　区の方針や情報は住区住民会議を通して来ることが多いため、町会まで伝
わらないケースがあると感じている。風通しの良い関係の構築に向けて改善し
てほしい。
　町会の活動場所として住区センターは重要だと思う。

3 地域政策調査課 B 　区の計画や政策の案などは、町会・自治会と住区住民会議の双方に情報提
供しているケースが多いと思いますが、必要な情報伝達が滞らないよう配慮し
ていきます。
　また、「地域活動の拠点」としての住区センターの機能は、今後も維持・活用し
ていくこととしています。

2032 1 意見
交換会

　住区住民会議の位置付けや町会との関連性が明確になっていないので、町
会員に住区住民会議の役割について説明できない。説明ができるような資料
をもらえれば、町会と住区住民会議とのつながりがもっとできると思う。

3 地域政策調査課 B 　住区住民会議の設置目的や役割、活動の内容など、地域への周知度を向上
させるよう、具体策を検討していきます。その中で、町会の皆様にご意見にある
ような取組をしてもらえるよう、考えていきます。
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2032 2 意見
交換会

　住区の区域について、地域名称の冠が同じなどのつながりが深い町会は、同
一住区に入るようにしてほしい。
　住区住民会議の基本的な考え方をまとめるには、住区住民会議の規約を統
一したほうが役割が明確になると思う。

4 地域政策調査課 D 　町会・自治会の区域と住区区域との不整合などの課題については、地域の
皆様のご意見を伺いながら、解決に向けてどのように取り組んでいくか検討を
進めていきます。また、住区住民会議の規約の統一については、それぞれの
自主性を尊重しつつ、考えていきます。

2033 1 意見
交換会

　町会・自治会や住区住民会議の存在について知らない人が多い。また、自分
がどの町会に住んでいるのか分からない人も多い。若い人の中には、住区住
民会議があるので、町会に加入する必要はないと思っている人もいる。
　住区センターを活用して町会の住民が集まる場を設けていければ良いと思
う。

3 地域政策調査課 B 　町会・自治会及び住区住民会議の活動内容や役割の周知に当たっては、ご
意見も踏まえて、周知内容や手法を考えていきます。なお、住区センターは「地
域活動の拠点」として、今後も維持・活用していくこととしています。

2034 1 意見
交換会

　住区住民会議の活動は、屋上屋を重ねているような時期があったが、近年変
化しつつあると思う。町会と住区住民会議との良好な関係に向けて、接点を
探っている状況であるが、なかなか見つからない。

3 地域政策調査課 B 　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今後の検討とな
りますが、区も関係構築に関わりながら、双方の活性化につながるよう進めて
いきます。

2035 1 意見
交換会

　本方針により、町会・自治会がコミュニティの基礎であることが明確に位置付
けられたことを大変評価する。町会と住区住民会議との関係が課題ではある
が、ある住区住民会議ではＰＴＡから参加している若手も意見が言える環境に
なり、町会にも加入いただき広がりを見せている。悪いところについては、本方
針を基に改善してもらいたい。

1 地域政策調査課 B 　素案において、町会・自治会を地域コミュニティの基礎を担う団体として位置
付けを明確にしたことは意義のあることだと考えています。町会・自治会と住区
住民会議の良好な関係構築に向けて、具体策を進めていきます。

2035 2 意見
交換会

　ＰＴＡなどの住区住民会議の若い人には、いずれ町会の役員になってもらえ
るような環境づくりを住区住民会議に期待する。最近は、住区住民会議も町会
を見直してきていると感じているが、町会あっての住区住民会議であることを
しっかり認識してほしい。
　町会事務所がなくても、住区センターを使えることには感謝している。

3 地域政策調査課 B 　住区住民会議は、「住民参加の場」「地域課題解決のための協議の場」とし
て、町会・自治会を始め、地域の様々な活動団体が参加することが求められま
す。その中で横のつながりができ、協力関係ができていくことが望まれるものと
考えています。なお、住区センターは「地域活動の拠点」として、今後も維持・活
用していくこととしています。

2036 1 意見
交換会

　本方針に基づき、住区住民会議は原点に戻ったほうが良い。立ち上げ時の
当初は、町会が集まり、各町会から人を出して運営し、会長も交代で就任して
活動も活発であった。それが崩れている住区住民会議もある。住区制度をやめ
て町会・自治会を育てていくというやり方はナンセンスで、それぞれの立場を再
確認し、区が調整していく必要がある。

3 地域政策調査課 B 　住区住民会議は、町会・自治会とともに地域コミュニティの中心的団体であ
り、素案においても「地域の誰もが参加でき、地域課題の解決のための協議を
行う場」としての役割を担うのは住区住民会議であると位置付けています。
　地域コミュニティの中心的な団体である町会・自治会と住区住民会議の協力
関係は、コミュニティの活性化に大きく関わることと考えますので、両者の良好
な関係構築に向けた取組を進めていきます。

2036 2 意見
交換会

　次代の人材を探すのは、町会よりも住区住民会議のほうが学校とのつながり
もあり探しやすいと思う。こうしたことから、学校側は住区住民会議を役所の公
的機関とみなし、何事も町会より上に見る。町会・自治会が学校に一生懸命協
力していても、地域の立場としては住区住民会議より下である。このようなこと
は、町会と住区住民会議の関係を悪化させる要因となるので、区も改めてもら
いたい。

4 地域政策調査課 B 　地域コミュニティの中心的な団体である町会・自治会と住区住民会議の協力
関係は、コミュニティの活性化に大きく関わることと考えますので、両者の良好
な関係構築に向けた取組を進めていきます。
　なお、地域団体同士に上下の関係はないと考えますが、協力関係を阻害する
要因があるのであれば、どのようにすべきか、地域の皆様と一緒に考えていき
ます。

2037 1 意見
交換会

　引っ越してきた若い人など町会へ加入しない人が増えている。勧誘しても断ら
れる。回覧板を回さないで下さいという家庭もある。マンションは管理組合ある
が管理人がいないところも増えておりお手上げ状態。

3 地域政策調査課 B 　マンション居住者に対する町会への加入促進のために、どのような取組が効
果的か、具体策を検討していきます。
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2037 2 意見
交換会

　住区住民会議は町会と同じような行事をやっている。住区住民会議はできた
ときから反対の声があり、今でも住区住民会議をなくそうという動きがあると聞
いている。住区センターで働かせてもらっていたが、稼働率も悪く、管理委託料
が何百万もかかっており、町会としては不満である。

3 地域政策調査課 B 　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今後の検討とな
りますが、ご意見のとおり、地域によっては両者が同じような行事を行っている
ような状況もありますので、地域の皆様と一緒に考えながら、双方の活性化に
つながるよう進めていきます。
　住区住民会議にお願いしている住区会議室の管理経費は1施設当たり約880
万であり、そのほとんどは管理従事者の人件費です。施設の利用に当たって、
管理従事者が常駐していることは不可欠であり、必要な経費と考えています。

2038 1 意見
交換会

　素案の内容はいろいろ良いことが書いてあるが、具体的にどういうことができ
るのかが肝心だと思う。

1 地域政策調査課 C 　ご意見のとおり、今後検討を進める具体策が重要だと考えています。

2038 2 意見
交換会

　住区住民会議の役員はどのように選んでいるのか。役員が一部の地域に
偏っているように思う。当町会には、掲示板以外の情報が全然入らず、住区の
情報、検討の過程とかが伝わらない。

3 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

Ｆ 　住区住民会議の役員は総会による合意の下に決定しており、「住区ニュース」
などを通じて周知を図っているものと思います。なお、地域への周知度を高め
ていくために、区も必要な支援を行います。

2039 1 意見
交換会

　住区住民会議の条件として「町会・自治会が参加すること」と記載されている
が、町会・自治会の参加が必須要件のようなっている。住区住民会議は小学校
区域内の住民が、平たく参加できる組織であるとこれまで思っていた。町会と住
区住民会議との役割分担は理解できるが、まず町会ありきのようなこの表現は
納得がいかない。住区住民会議は誰もが参加できる開かれた組織であること
を最初に掲げてほしい。

3 地域政策調査課 C 　素案の検討に先立つ「地域コミュニティ検討会」では、多様な地域課題の解決
に当たっては町会・自治会よりも広い区域での個人や団体の連携協力が必要
という認識の下、地域の連携協力関係を構築する仕組みとしては、「地域の
様々な個人や団体が参加すること、また、参加できること」「地域コミュニティの
基礎的団体である町会・自治会が参加すること」「定期的な協議、意見交換の
場が設定されていること」の3点を必要条件として整理しました。
　住区住民会議は、「地域の誰もが参加できる場」「地域協議の場」として設立
したものですが、現状では地域コミュニティの基礎である町会・自治会の参加・
協力が得られていない住民会議もあるという実態を踏まえ、「地域の誰もが参
加できること」とともに、「町会・自治会が参加すること」を、あるべき姿として明
確にするものです。

2040 1 意見
交換会

　素案は、全体的に検討しますという表現が多すぎる。具体策の検討はスピー
ド感を持って進めてもらいたい。我々としてもできることはすぐに取り組んでいき
たい。

1 地域政策調査課 C 　素案の中では、まずはコミュニティ施策の基本的な考え方と施策の方向性を
きちんと定める必要があると考え、具体的な施策までは言及していませんが、
今後の取組を進めるに当たっては、いつまでに何をやるのか、どのように見直
すのかといった具体策が重要であることは、ご指摘のとおりです。区としても、
できることから早期に取り組んでいきます。

2040 2 意見
交換会

　町会と住区住民会議はどちらも地域コミュニティの支柱だが、ミッションが異な
ると理解している。地域住民は、町会と住区住民会議の役割に応じて、それぞ
れに関わっていくものだと思う。

3 地域政策調査課 B 　町会・自治会及び住区住民会議は、今後も地域コミュニティの中心的な団体
として、地域の実情に沿った役割分担と連携協力により、両者がより効果的に
機能することが望まれるものと考えています。
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2041 1 意見
交換会

　住区住民会議のあり方の部分で、「住区住民会議の名称変更のほか、必要
なところは組織の再構築も視野に入れて」との記載があるが、「必要なところ
は」とはどういう意味か。
　また、地域活動の拠点の部分で、「現在の管理のあり方が良いのか改めて検
討します」と記載されているが、どのように考えているのか。
　住区の区域については、「よりよいあり方の検討が必要かどうか考えていきま
す」と曖昧な記載となっているが、当面は変わらないということか。

3 地域政策調査課 Ｆ 　昨年度の意見交換会等において、町会・自治会の関係者が参加していない
住区住民会議があるなどの課題の提示や、制度の見直しがあったことが見た
目にもわかるように「住区住民会議」の名称を変えるべきなどの提案がありまし
た。区としては、これらの課題提示や提案を受け、考え方の一つの例示として、
「名称変更のほか必要なところ（住民会議）は組織の再構築も視野に入れて」と
の表現を記載したものです。今後、意見交換会でいただいたご意見等も踏まえ
て、より良い組織となるよう検討を進めていきます。
　地域活動の拠点（住区センター）を地域住民による自主管理とすることについ
ては意義のあることであり、今後も継続すべきだと考えています。なお、現状で
は責任の所在や管理経費などの点で課題もあると思いますので、より良い管
理のあり方について検討を進めていきます。
　現行の住区の区域（広さ）は、地域コミュニティの区域としては妥当と考えてお
り、住区を単位としたコミュニティ施策を継続します。なお、町会・自治会の区域
と住区区域との不整合などの課題については、地域の皆様のご意見を伺いな
がら、解決に向けてどのように取り組んでいくか検討を進めていきます。

2041 2 意見
交換会

　地域の活動団体も多様化しており、地域差がある。22の住区は予算も含め一
律ではなく、住区住民会議ごとに多様なやり方を認めていくべきだと思う。住区
住民会議の制約を段階的にでも取り除いていかないと、コミュニティ活動が進
まない。

4 地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　ご意見のとおり、地域の活動団体の状況は、地域の実情によって一様ではな
いと思います。住区住民会議の活動も地域の実情に沿って様々だと思います
が、住区住民会議の役割は何か、そのためにどのような組織・活動が望ましい
かを地域の皆様と一緒に再度確認しながら、補助金のあり方を含め検討してい
きます。

2042 1 意見
交換会

　高齢化対策は喫緊の課題というが、区が高齢化対策を行うのは当たり前のこ
と。区は我々に何を求めているのか。我々は十分頑張っている。

2 地域政策調査課 Ｆ 　日頃、地域活動にご尽力いただいていることに感謝申し上げます。
　今後の社会状況では、少子高齢化が更に進むことが予想されており、高齢者
への生活支援が地域の生活上の課題の一つといわれています。区の事業とし
て取り組むべきことも多くありますが、多様化する地域課題に対して地域の中
での「助け合い・支え合い」によって対応していただいた方が良いこともあると
考えます。具体的に取り組んでいっていただきたい事項については、地域の皆
様と相談しながら、考えていきます。

2042 2 意見
交換会

　住区センターは22の住区が同じ財源の中で運営しているものなので、利用者
に対する公平性を担保していくことは大切だと思っている。そのためには、営利
目的による使用の基準など区として一律の基準を設けておく必要はあると思
う。また、施設を使う人と使わない人への配慮も必要だと思う。

4 地域政策調査課 Ｆ 　施設利用の公平性や適正な受益者負担など、施設管理に当たって整理して
おくべき考え方については、すでにお示ししている部分もあると思いますが、足
りない点については、ご意見を参考にしながら、検討していきます。

2043 1 意見
交換会

　マンション建設業者や管理業者に対し、地域との窓口となる担当者の配置を
求めていく、と記載されているが、加入していないマンションをピックアップして
重点的に勧誘できるような仕組みづくりなど、加入促進対策をもっと強化して欲
しい。

4 地域政策調査課 B 　町会・自治会への加入促進については、区としてもできることに取り組んでい
く必要があると考えており、マンション居住者への対応も課題の一つととらえて
います。どのような具体策が効果的か、今後検討していきます。

2043 2 意見
交換会

　避難時要支援者と一緒に避難訓練を実施しようとしたら、要支援者から断ら
れたことがある。区は、取組に対する説明をしっかり行うとともに地域の皆さん
で協力していくように促していくような側面からの支援をしてほしい。

5 防災課
健康福祉計画課

Ｆ 　災害時要支援者で名簿情報の提供に同意が得られた方については、支援者
に名簿を提供し、平常時の取組として防災訓練への参加を促したり、日頃の交
流をしたりしていくこととしています。要援護者向け防災行動マニュアルの中で
も、日頃の備えとして地域との交流の機会を持つことを勧めています。また、防
災訓練開催時、要配慮者を対象とした安否確認訓練を行い、要配慮者と地域
住民との交流を深めるとともに、見学者にはチラシを配布し理解を深めてもらう
ようにしています。
　今後も啓発の機会を捉えて、要配慮者と地域との交流が深まるよう啓発の充
実を図ります。

33



整理
番号

枝番 区分 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

2044 1 意見
交換会

　住区住民会議は、地域課題解決のために様々な人たちが参加できる協議の
場としての役割は重要だと思うが、イベントには人は集まってくるが、協議の場
にはなかなか参加して貰えないのが実情である。様々な関係者に声をかけて
地域の課題を検討し、関係機関に要望書を提出することによって地域の課題
が解決した実例もあるが、そこまで持っていくには困難を極めることもある。い
ずれにしても、地域の中で「地域の課題」を協議し、行政に対して提案する大切
さを感じている。

3 地域政策調査課 B 　ご意見のとおり、「地域課題は何か」を考えることは難しいテーマでもあり、そ
れだけでは参加が進まないということはあるかもしれません。まずは「地域での
協議の場」があることを知ってもらうこと、そして、地域の様々な活動団体同士
が「顔見知り」になることが連携協力の第一歩であり、住区を単位とする行事な
どへの参加・協力を足掛かりとして、日頃から関係をつくっていくことが重要だと
考えています。

2045 1 意見
交換会

　素案は、検討会等の意見を良くまとめていただいていると思う。具体策は少な
いが、今後に期待したい。町会と住区住民会議はミッションが異なり、役割分担
が重要である。目黒区では住区住民会議をつくることで、町会をなくしていく方
針だという意見を言う人もいるが、本方針によりそうではないことを理解した。

1 地域政策調査課 B 　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今後の検討とな
りますが、両者の活動が活性化し、発展していくことで、より良い地域社会が形
成されるものと考えています。

2045 2 意見
交換会

　町会・自治会の活性化に向けた提案について記載されているが、これだけで
町会に加入して貰えるか疑問。透明性は高めている。区報等で町会の役割を
アピールして欲しい。また、魅力ある町会とするための方策を一緒に考えてもら
いたい。
　マンション建設業者等への取組については、建築許可やごみ集積所の確認
にあわせて町会の案内を徹底してもらいたい。

4 地域政策調査課
都市計画課・都
市整備課・建築
課
清掃事務所

B 　地域への関心度を高めていくためには、まずは町会・自治会は何をしている
のか、なぜ必要なのかをより多くの人に知ってもらうことが重要だと考えていま
す。そのためには、町会・自治会自身の取組とともに、区としても広報の充実な
ど、積極的に支援していくことが必要だと考えています。具体的にどうようなこと
に取り組んでいくか、今後地域の皆様と一緒に考えていきます。
　また、マンション事業者等への対応も課題の一つととらえており、どのような
具体策が効果的か、今後検討していきます。

2045 3 意見
交換会

　町会運営について、町会員のほとんどは町会費だけで賄われていると思って
いるが、今は区からの助成金が約半分を占めている。例えば、古紙回収報奨
金は、緊急財政対策により20％減されているので戻してほしいが、こういった財
政面での支援にも取り組んでほしい。

4 地域政策調査課 B 　町会・自治会への財政面での支援については、ご意見のとおり、これまでも回
覧・掲示等に対する事務委託経費や古紙回収報奨金などによって行ってきまし
たが、素案にあるとおり、地域の要望・関心が高く公益に資する取組に関する
支援策などについても検討していきます。

2046 1 意見
交換会

　町会加入をためらっている人が区に問い合わせたところ、加入は自由と言わ
れ、本人だけでなく、近隣の人も巻き込んで町会から脱退する事例があった。
今後はこの方針に基づき、区での言い方を改善してほしい。

4 地域政策調査課 B 　素案では、「区の全職員が、地域コミュニティの活性化は区政運営にとっての
重要事項であることを再度認識できるよう」周知を図ることとしており、必要な研
修などを実施していく中で、職員の意識醸成を図っていきます。

2046 2 意見
交換会

　町会・自治会は、一番小さな行政（公的）機関だと思っている。地域の環境・美
化が安全安心に繋がっていくと思う。空き家は心配である。新しく来た人、特に
若者たちは自分勝手である。こういった様々な面での指導・支援がほしい。

4 地域政策調査課 B 　町会・自治会では、地域の防災・防犯、交通安全、資源の集団回収や清掃美
化など日常生活に欠かせない活動を担っており、区政執行のパートナーだと考
えています。地域の外で仕事をしている人たちには関わりがないという意見も
ありますが、少しでも地域活動への関心が高まるよう、広報の充実に努める必
要があると考えています。

2047 １ 意見
交換会

　町会を運営していくためには、本方針の基本的考え方にあるとおり、人と人と
のつながりを基にした助け合いと支え合いが必要だと思う。近年はこのことを基
に、茶話会や配食などを行っている。防犯パトロールの開始当初は役員だけ
だったが、最近は役員以外も参加してくれるようになった。役員が高齢化してい
るため将来を心配している。町会事業を存続していく策として、若い人にＮＰＯ
を立ち上げてもらうことを検討している。

2 地域政策調査課 B 　町会・自治会の活動をより多くの人に知ってもらうためには、地域の防災・防
犯などの従来の活動に加え、ご意見にあるような新たな活動も行っていく必要
があると考えており、活動を広げることにより、参加も広がりのあるものになっ
ていくと考えています。区としても、各団体の自主性・自立性を尊重しつつ、地
域活性化のために積極的に支援していきます。

2047 2 意見
交換会

　当町会は二つの住区に関わっているが、なんとなく町会が分断されている感
がある。役員は両方の行事に出席することになっている。両方とも同じような行
事を行っている。

3 地域政策調査課 B 　町会・自治会と住区住民会議の区域の不整合により、複数の住区に参加しな
ければならないなどの町会の負担をどのように考えていくかについては、地域
によっても実情は異なるので、地域の皆様のご意見をお聞きしながら、課題の
解消方法を検討していきます。
　また、地域によっては両者が同じような行事を行っているような状況もありま
すので、地域の皆様と一緒に考えながら、双方の活性化につながるよう進めて
いきます。
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番号
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区分

検討結果（対応策）

2047 3 意見
交換会

　マンションの建築業者に対し、町会へアプローチを行うよう指導して欲しい。
　町会事務所は賃貸であり、賃料を支払っている。財政面で不安があるため、
町会事務所への助成等の仕組みはできないか。

4 地域政策調査課 C 　マンション事業者等への対応は課題の一つととらえており、どのような具体策
が効果的か、今後検討していきます。
　町会・自治会への財政的支援として、町会事務所等への補助をどうするかに
ついては、今後の具体策の検討の中で考えていきます。

2048 1 意見
交換会

　マンションが増えてきており、いかに町会行事へ参加をしてもらうかが大きな
課題となっている。会費は頂いているが、参加は中々してくれない。
　住区エリアにより町会が二つに分断されている。住区住民会議はどちらか一
つで良いと思っている。今回のことで見直しを行う良い機会ではないのか。

3 地域政策調査課 B 　マンション居住者への町会加入や活動参加の促進は課題の一つととらえてお
り、どのような具体策が効果的か、今後検討していきます。
　町会・自治会と住区住民会議の区域の不整合により、複数の住区に参加しな
ければならないなどの町会の負担をどのように考えていくかについては、地域
によっても実情は異なるので、地域の皆様のご意見をお聞きしながら、課題の
解消方法を検討していきます。

2048 2 意見
交換会

　町会事務所の家賃が高く、負担が大きい。助成してほしい。 4 地域政策調査課 C 　町会・自治会への財政的支援として、町会事務所等への補助をどうするかに
ついては、今後の具体策の検討の中で考えていきます。

2049 1 意見
交換会

　今までの町会では若い人たちは加入してこないと思う。最近になって、町会と
して防犯カメラの設置を推進することを決めた。町会の必要性を認識してもらう
には、モノやカネを配ることではなく、ごみの問題での関わりや私道防犯灯など
安全・安心のまちづくりを進めていくことが重要である。

3 地域政策調査課 B 　町会・自治会の活動をより多くの人に知ってもらうためには、地域の防災・防
犯等の安全・安心に関わる活動など、日常生活を支える役割を担っていること
をアピールしていく必要があると考えています。

2050 1 意見
交換会

　住区住民会議の評価について、活動内容があまり知られていないのに、なぜ
「大いに評価すべき」なのか。今もって住区住民会議が何をやっているのかを
具体的にわからないし、ただ補助金を貰ってＰＴＡの延長のようなことをやって
いるだけだ。住区住民会議は町会と同じような活動をしているので、活動は町
会に任せて、住区センターの建物管理だけで良いのではないか。

3 地域政策調査課 E 　住区住民会議の活動内容に関して周知度が低いことは課題ですが、住区住
民会議の活動が40年以上続いており、地域のコミュニティ形成に寄与している
ことは、十分に評価に値することだと考えています。今後は、住区住民会議の
役割は何か、そのための組織・活動になっているかを再度確認していただきな
がら、様々な活動団体との連携協力関係を広げていく必要があると考えていま
す。

2050 2 意見
交換会

　コミュニティ形成の基礎となる町会に対する支援策が見えない。補助金が難し
いのであれば、現在の委託料単価を上げるなどの検討をするべきである。

4 地域政策調査課 B 　素案の中では、まずはコミュニティ施策の基本的な考え方と施策の方向性を
きちんと定める必要があると考え、具体的な施策までは言及していません。町
会・自治会への財政的な支援については、意見交換会でいただいたご意見等
を踏まえつつ、検討していきます。

2051 1 意見
交換会

　住区住民会議には補助金があるが、なぜ町会・自治会には財政的支援がな
いのか。あるのとないのでは、町会と住区住民会議の間に金銭的な開きもでき
る。また、住区センターの管理に従事すると賃金を貰えるので、町会活動に
戻ってくる人がいなくなり、町会活動の人手がなくなっている。町会と住区住民
会議は同じような活動をしているので、組織として一緒にしてはどうか。本方針
の方向性は良いが、平等に扱ってもらいたい。

3 地域政策調査課 B 　町会・自治会への財政面での支援については、これまでも回覧・掲示等に対
する事務委託経費や古紙回収報奨金などによって行ってきましたが、素案にあ
るとおり、地域の要望・関心が高く公益に資する取組に関する支援策などにつ
いても検討していきます。
　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今後の検討とな
りますが、ご意見のとおり、地域によっては両者が同じような行事を行っている
ような状況もありますので、地域の皆様と一緒に考えながら、双方の活性化に
つながるよう進めていきます。

2052 1 意見
交換会

　住区住民会議は、昔は大人から子どもまでを対象にした活動をしていたが、
最近は子ども中心の活動に変わってきて残念に思っている。防災活動など町
会では小さいことしかできないので、住区住民会議には、住区住民会議だから
こそできる活動をしてほしい。住区住民会議は、町会行事と同日に行事を行う
ことがあり、活動の面で人の取り合いはしたくない。本方針は、昔やりたいと
思っていた内容となっており評価できる。

3 地域政策調査課 B 　ご意見のとおり、一つの町会・自治会では取り組むことが難しい事業や活動を
住区住民会議が担うなど、地域の実情に応じて両者が役割分担し、双方の活
性化につながるような取組を進めていく必要があると考えています。
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2053 1 意見
交換会

　他区には住区制度というものはない。目黒区は財政が厳しいと思っていた
が、住区住民会議に税金を使って町会と同じことをやっていることは変だと思っ
ている。町会活動はお金もかかり個人の持ち出しも多いため、住区住民会議と
同様に町会にも財政的支援をしてもらえると若い人も活動しやすくなると思う。

4 地域政策調査課 B 　地域課題には、一つの町会・自治会だけでは対応が難しい課題や、町会・自
治会の区域より広い区域で対応した方がふさわしい課題もあります。また、町
会・自治会に加入していない人や団体の地域参加の機会を設ける必要もあり
ます。そのため、区では住区の区域内で「誰もが参加できる」「地域課題解決の
ための協議ができる」組織として住区住民会議を設けています。
　町会・自治会への財政的支援については、これまでも回覧・掲示等に対する
事務委託経費や古紙回収報奨金などによって行ってきましたが、素案にあると
おり、地域の要望・関心が高く公益に資する取組に関する支援策などについて
も検討していきます。

2054 1 意見
交換会

　住区住民会議は町会と同じようなことをやっており、補助金や人材の問題か
らも住区住民会議は必要ないことを以前も申し上げた。本方針により、住区住
民会議は廃止しないという結論ならば、町会と住区住民会議との役割分担を明
確にして欲しい。住民が話しあって棲み分けできるものではない。町会でもラジ
オ体操をやっているが、住区住民会議のラジオ体操にも参加してほしいと言わ
れ困っている。

1 地域政策調査課 E 　ご意見にあるとおり、住区住民会議は不要だという声も一部にはありますが、
地域課題は多様化しており、一つの町会・自治会だけでは対応が難しい課題
や、町会・自治会の区域より広い区域で対応した方がふさわしい課題もありま
す。また、町会・自治会に加入していない人や団体の地域参加の機会を設ける
必要もあります。そのためには、住区の区域内で「誰もが参加できる」「地域課
題解決のための協議ができる」組織として住区住民会議が必要であると考えて
います。なお、地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と
住区住民会議との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今
後の検討となりますが、ご意見のとおり、地域によっては両者が同じような行事
を行っているような状況もありますので、地域の皆様と一緒に考えながら、双方
の活性化につながるよう進めていきます。

2054 2 意見
交換会

　当町会は小さい町会なので財政が厳しい。規模が小さくとも他町会と同じ活
動をしており、活動に対する財政的支援をしてほしい。区は委託金を出している
と言うがわずかな金額である。町会への加入促進策については、区も積極的
に行ってほしい。

4 地域政策調査課 B 　町会・自治会への財政的支援については、素案にあるとおり、地域の要望・
関心が高く公益に資する取組に関しての支援策を検討していきます。また、町
会・自治会への加入促進については、区としてもできることに取り組んでいく必
要があると考えています。

2055 1 意見
交換会

　本当のことを言えば、町会・自治会と住区住民会議は一緒に活動できれば良
いと思っている。防災の面では、それぞれに求められる役割があると思ってい
る。

3 地域政策調査課 B 　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今後の検討とな
りますが、両者の活動が活性化し、発展していくことで、より良い地域社会が形
成されるものと考えています。

2056 1 意見
交換会

　町会と住区住民会議の組織を存続するのであれば、細かい部分での課題
（人、金など）を今後解決していく必要がある。町会は、地方行政の末端を担っ
ていることを十分に認識しておいてもらいたい。
　町会は高齢者、住区住民会議は若い人が多い。町会は戦前からあるし住区
住民会議も40年の歴史があり、時代の中で形成された根強いものを持ってい
る。折衷案のようなものが必要で、22の住区をもう少し細分化して、町会と住区
住民会議が一つになるようなものとし、行政の末端として運営できればよいと
思う。

3 地域政策調査課 D 　地域活動に関わる人材の確保・育成や財政的支援は、地域の活性化のため
に検討すべき課題の一つととらえています。町会・自治会には日常生活に欠か
せない活動を担っていただいており、区は町会・自治会の活性化に向けた支援
を行っていく必要があると考えています。
　町会・自治会と住区住民会議の統合となると課題は更に大きくなりますが、両
者の役割分担と良好な協力関係の構築は解決すべき課題の一つととらえてい
ます。具体的な方策は今後の検討となりますが、両者の活動が活性化し、発展
していくことで、より良い地域社会が形成されるものと考えています。

2057 1 意見
交換会

　町会・自治会から住区住民会議に役員を出しているが、住区住民会議に行っ
た人は町会の活動に戻ってこなくなる。マンション建設時などで、ごみ集積所の
確認の際に清掃事務所に町会加入について尋ねると、町会加入は自由ですと
答えるため、町会に入ってこなくなる。

3 地域政策調査課
清掃事務所

C 　地域の関心度を高めていくためには、まずは町会・自治会は何をしているの
か、なぜ必要なのかをより多くの人に知ってもらうことが重要です。そのために
は、町会・自治会自身の取組とともに、区としても広報の充実など、積極的に支
援していくことが必要だと考えています。具体的にどうようなことに取り組んでい
くか、今後地域の皆様と一緒に考えていきます。
　素案では、「区の全職員が、地域コミュニティの活性化は区政運営にとっての
重要事項であることを再度認識できるよう」周知を図ることとしており、必要な研
修などを実施していく中で、職員の意識醸成を図っていきます。
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2057 2 意見
交換会

　町会は、日赤共同募金等やっているが町会未加入の世帯からは募金を集め
られない。国勢調査についても町会だけで担うのは厳しくなっている。役割分担
を明確にすることは良いことだが、こういった活動を協力してやっていくことはで
きないか。

4 地域振興課・各
地区サービス事
務所

Ｆ 　日赤奉仕団の分団活動及び共同募金会の地区協力会の活動は、全国的な
取組であり、主に町会・自治会から参加しています。また、国勢調査の調査員
については、区からの事務事業委託の一環として、町会・自治会に選出をお願
いしています。これらの取組は、いずれも地域全体で取り組んでいただきたい
事項であるため、役割分担や協力体制については考えていく必要があると思
います。

2058 1 意見
交換会

　方針の全体的な方向は良いと思う。町会・自治会との関係や住区センターの
管理のあり方などの細かい部分で、今後の具体策が重要である。
　町会も住区住民会議も、住民に関心を持ってもらえるよう時代の変化に合わ
せ変わらなければいけない。その具体策をどうやっていくかについては、地域
差もあるので、検討会のような組織ではなく、地域に広く意見を聞いていく必要
があると思う。

1 地域政策調査課 C 　素案の中では、まずはコミュニティ施策の基本的な考え方と施策の方向性を
きちんと定める必要があると考え、具体的な施策までは言及していませんが、
今後の取組を進めるに当たっては、いつまでに何をやるのか、どのように見直
すのかといった具体策が重要であることは、ご指摘のとおりです。区としても、
できることから早期に取り組んでいきます。
　また、素案では、区の施設の基本的な考え方や取組方針のほかに、町会・自
治会及び住区住民会議に取り組んでいっていただきたい事項についても記載
しています。時代の変化に応じて、各団体にも変化が求められるところもあるの
ではないかと考えていますし、区はそのために必要な支援を行って、地域と行
政の協力により、より良い地域社会づくりを進めていきます。

2058 2 意見
交換会

　コミュニティの区域については、明確にはできないが地域で活動していくため
には一定の区切りが必要だと思う。区のほうでリーダーシップをとって検討して
もらいたい。
　住区センターの老朽化については、少しずつ対応してもらえているようだが、
町会会館への助成はなく、不公平感がある。
　住区センターの管理について、民間委託という方法もあると思うが、もっと使
いやすくすることが課題だと思う。気軽に来て、部屋が空いていればその場で
使用料を払い、利用できるようにしたほうが良いと思う。

4 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

C 　コミュニティの区域について、町会・自治会の区域と住区区域との不整合など
の課題については、地域の皆様のご意見を伺いながら、解決に向けてどのよう
に取り組んでいくか検討を進めていきます。
　町会・自治会への財政的支援として、町会事務所等への補助をどうするかに
ついては、今後の具体策の検討の中で考えていきます。
　住区センター（住区会議室）の利用については、施設の設置目的や利用の公
平性の観点から、区の条例・規則により利用方法が定められています。ご意見
の趣旨は、利用方法の検討の際の参考とさせていただきます。

2059 1 意見
交換会

　マンションへの町会・自治会加入促進策について、区の具体策は今後の検討
とのことだが、ある程度まとまった時点で報告してほしい。
　柔軟な発想を持った区職員が、自主的に地域活動に参加してもらいたい。人
手としてではなく、発想力を持った人材がほしい。

4 地域政策調査課 B 　マンション居住者への対応は課題の一つととらえており、どのような具体策が
効果的か、今後検討していきます。具体策が決まれば、お知らせします。
　素案では、「区の全職員が、地域コミュニティの活性化は区政運営にとっての
重要事項であることを再度認識できるよう」周知を図ることとしており、必要な研
修などを実施していく中で、職員の意識醸成を図っていきます。

2060 1 意見
交換会

　高齢化が益々進み、これからは町会・自治会が強くなっていくと思う。高齢者
は住区住民会議には相談に来ない。住区住民会議と学校の関係は大切だと思
う。町会は地域として小さく、高齢者が多いのでＰＴＡなどの若手とのつながりは
難しい。この点で、住区住民会議の役割を整理していけば、意義あるものだと
思う。住区住民会議で地域を守ることは難しいと思っている。

1 地域政策調査課 Ｆ 　町会・自治会と住区住民会議は、共に地域コミュニティの中心的団体として、
連携協力しながら、より良い地域社会をつくっていく主体であると考えていま
す。両者がそれぞれの役割を担い、関わり合いながら活動することで、地域は
発展するものと考えています。

2060 2 意見
交換会

　マンション問題については、昔は戸建てが多く、隣近所のコミュニティが自然と
できていた。マンション居住者は自分がどこの町会なのかもわからない。訪ね
て行ってもマンション内には入れないので、関係が持てなくなっている。きっか
けとしては、子どもの小学校に入るタイミングだと思う。建設時に区から紹介さ
れても、最後は町会で対応しなければならない。
　区は、何でもかんでも住区住民会議に押し付けてくる。事務局は完全ボラン
ティアだが、現場は有給となっており、今の時代にはあっていないと思う。補助
金も足りておらず、もう少し考えてほしい。

4 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　マンション居住者への対応は課題の一つととらえており、どのような具体策が
効果的か、今後検討していきます。
　なお、区としては、地域活動の基本はボランティア活動であると考えておりま
すが、地域活動への参加の動機付けや「やりがい」が得られる手法についても
考えていきます。また、住区住民会議への補助金のあり方も課題の一つとして
検討していきます。
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2061 1 意見
交換会

　当住区には９町会が関わっており、広報紙で各町会の紹介などもしている
が、９町会と関わっていくのは大変である。区域を見直すことはできないか。
　住区住民会議の役割には、コミュニティの形成と住区センターの管理がある。
施設管理の負担が大きく、事務局長一人ではやりきれないのでもう少し支援を
してほしい。

4 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　地域コミュニティの区域としては日常生活の中で顔を合わすことができる程度
の広がりがふさわしく、子どもや高齢者の日常の行動範囲と合わせて考える
と、現在の小学校通学区域を基にした「住区」の区域（広さ）は、妥当性がある
ものと考えています。
　ご意見のとおり、住区住民会議には様々な役割を担っていただいており、人
材の確保・育成は大きな課題と考えます。地域活動を知ってもらうこと、参加し
やすい環境を整えることを繰り返し、少しずつ活動の裾野を広げていくことが重
要だと考えています。

2062 1 意見
交換会

　本方針については、町会・自治会のコミュニティの基礎としての位置付けや今
後の課題が明確にされており、総論としては良いと思う。具体策をこれからどう
していくかというところが問題である。
　地域への関心度をどれだけあげられるか、コミュニティの必要性を如何にして
認めてもらえるかが問題である。
　町会と住区住民会議の関係について、住区住民会議の立ち位置をもっと明
確にしたほうが良い。町会と同様のイベントをしている住区住民会議もあり、
もっと整理していく必要があると思う。

1 地域政策調査課 C 　素案の中では、まずはコミュニティ施策の基本的な考え方と施策の方向性を
きちんと定める必要があると考え、具体的な施策までは言及していませんが、
今後の取組を進めるに当たっては、いつまでに何をやるのか、どのように見直
すのかといった具体策が重要であることは、ご指摘のとおりです。
　地域への関心度を少しでも高めていくためには、まずは地域活動の意味や必
要性を知ってもらうことが重要だと考えています。そのためには、活動団体の取
組とともに、区としても広報の充実など、積極的に支援していくことが必要だと
考えています。
　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今後の検討とな
りますが、ご意見のとおり、地域によっては両者が同じような行事を行っている
ような状況もありますので、地域の皆様と一緒に考えながら、双方の活性化に
つながるよう進めていきます。

2063 1 意見
交換会

　住区センターは施設として古くなってきている。指定管理のあり方含め区有施
設見直し計画との関係や予算のあり方について、もう少し考えてもらいたい。

3 地域振興課・各
地区サービス事
務所

Ｆ 　「地域活動の拠点」としての住区センターの機能は、今後も維持・活用していく
こととしていますが、住区センターの建物自体を今後どうしていくかについて
は、ご意見も参考にしながら、「区有施設見直し計画」を進める中で別途検討し
ていきます。

2064 1 意見
交換会

　住区住民会議は誰もが参加できる場だと思うが、受入れ側の意識も変えてい
くことが必要だと思う。
　団体登録制度については、地域活動に参加することで優先的に会議室の予
約ができるということで、登録団体が増えている。

3 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　住区住民会議は住区内の様々な活動団体や個人が参加できる場であり、広
く参加を呼び掛けていく必要がありますが、ご意見のとおり、受け入れる側も開
かれた組織であること意識していただく必要があると考えます。
　登録団体が増加していることは、多様な活動団体との連携協力の関係を広げ
ていく上では好ましい状況と考えられます。そのような状況を好機ととらえ、積
極的な関係構築に取り組んでいく必要があるのではないかと考えています。

2065 1 意見
交換会

　素案は、もう少し具体策が書かれていると良かったが、コミュニティの進め方
のイメージができた。本方針を基にした具体策に期待している。コミュニティに
対する思いは人それぞれなので、全ての区民に受け入れられるものは難しい
かもしれないが、10年、20年先を見据えて、より良いまちづくりに向けた取組を
地域で協力しながら行っていきたい。

1 地域政策調査課 C 　素案の中では具体的な施策までは言及していませんが、まずはコミュニティ
施策の基本的な考え方と施策の方向性をきちんと定める必要があると考えて
います。今後は、素案でお示しした考え方に沿って、ご意見も参考にしながら、
具体策の検討を進めていきます。

2065 2 意見
交換会

　魅力あるまちづくりを進めていくためには、財源と人材が必要となる。都の「地
域の底力再生事業助成」は申請が大変であり、区で独自に助成してくれる制度
がほしい。住区住民会議はＰＴＡを取り込む仕掛けがあるが、住区住民会議か
ら町会へ人材を繋ぐ仕掛けがない。地域の人材を有効に活用できる方策を講
じてほしい。
　住区住民会議には協議組織としての機能が期待されている。協議の場を作
るための具体策が必要である。

4 地域政策調査課 B 　地域活動に関わる人材の確保・育成や財政的支援は、地域の活性化のため
に検討すべき課題の一つととらえています。地域の様々な活動団体同士が連
携協力する機会を多く設けていくことで、人材の確保にも広がりが生まれるもの
と考えています。区としても、連携協力のための環境整備に努めていきます。
　住区住民会議の「地域協議の場」としての機能の充実を図っていく必要があ
ると考えますので、区も関わりながら、その機会を設けていきます。
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2066 1 意見
交換会

　本方針は一般論であり、今後、各論をどうしていくかが大事である。地域には
様々な課題があり、顔を合わせた関係が重要である。住区エリアは小学校単
位のため、分断されている町会もあり、考え直す必要があると思う。

1 地域政策調査課 C 　素案の中では、まずはコミュニティ施策の基本的な考え方と施策の方向性を
きちんと定める必要があると考え、具体的な施策までは言及していませんが、
今後の取組を進めるに当たっては、何をやるのか、どのように見直すのかと
いった具体策が重要であることはご指摘のとおりです。区としては、できること
から早期に取り組んでいきます。また、町会・自治会の区域と住区区域との不
整合などの課題については、地域の皆様のご意見を伺いながら、解決に向け
てどのように取り組んでいくか検討を進めていきます。

2067 1 意見
交換会

　方針にある社会状況は、当町会いずれもあてはまっている。戸建て住宅が多
い地域だが、空き家が3軒連続している場所もある。一人暮らしの高齢者が多
く、どこから手をつけるか頭を痛めている。

1 地域政策調査課 Ｆ 　まずは、地域への関心度を高めていくために、町会・自治会は何をしているの
か、なぜ必要なのかをより多くの人に知ってもらうことが重要だと考えていま
す。そのためには、町会・自治会自身の取組とともに、区としても広報の充実な
ど、積極的に支援していくことが必要だと考えています。

2068 1 意見
交換会

　区の取組方針に、マンションの建設業者や管理業者に対し、地域との窓口担
当者の配置を求めるとの記載があるが、具体的なことが決まったら教えてほし
い。幹線道路に面したマンション建設予定地について、町会への連絡がない所
がある。建築確認申請時に、町会長に知らせる仕組みを作ってほしい。ごみ集
積場が道路上で良いと判断されてしまうなど、問題がある。設計変更は容易で
はないので、最初が肝心である。

4 地域政策調査課
都市計画課・都
市整備課・建築
課
清掃事務所

B 　建築基準法では、「建築計画概要書の閲覧制度」が定められており、近隣住
民の方は必要に応じ個々の建築計画の概要を把握することができます。しか
し、申請者の情報を建築課が一方的に近隣の方にお知らせすることは法制度
上想定されておらず、個人情報保護の観点から慎まなければなりません。いず
れにしてもマンション事業者等への対応は課題の一つととらえており、どのよう
な具体策が効果的か、今後検討していきます。

2069 1 意見
交換会

　区域について、いくつもの住区住民会議に関わっている町会は大変だと思
う。当町会は小さくまとまっているが、町会の区域も変な所があるのではない
か。
　マンションの管理会社が判らず、国勢調査で立ち入れない事例があった。マ
ンションに地域との窓口があるとよい。また、建築確認申請時に町会長へ知ら
せる仕組みが必要だと思う。
　コミュニティの必要性を感じていない若い人が増えている。町会は何のために
あるのか等しっかり説明できるようにしておく必要がある。
　町会では、ハロウィン、健康ジョギング、お薬セミナー、ＡＥＤ講習会等独自の
イベントも行っている。子ども向けの行事であれば、親も参加する。こうした事業
を継続させていくことが大変である。人材支援をしてほしい。
　普通に回覧を廻しても読んでくれないので、ファイルに入れて廻している。総
会資料を今年からカラーで印刷し戸別配布をしたところ、反響が大きかった。広
報紙の印刷補助や内容の工夫ができる人材を提供してもらえると助かる。

4 地域政策調査課 B 　町会・自治会の区域と住区区域との不整合などの課題については、地域の
皆様のご意見を伺いながら、解決に向けてどのように取り組んでいくか検討を
進めていきます。
　マンション事業者等への対応も課題の一つととらえており、どのような具体策
が効果的か、今後検討していきます。
　地域への関心度を高めていくためには、まずは町会・自治会は何をしている
のか、なぜ必要なのかをより多くの人に知ってもらうことが重要です。そのため
には、町会・自治会自身の取組とともに、区としても広報の充実など、積極的に
支援していくことが必要だと考えています。具体的にどうようなことに取り組んで
いくか、今後地域の皆様と一緒に考えていきます。

2070 1 意見
交換会

　防災訓練や違法看板の撤去など、町会と同じことを住区住民会議がやるよう
になった。町会行事と重なるようなことはしないで欲しい。町会が住区によって、
3つに分断されている。同じことを二度三度としなくてはならず、交通整理が大
変である。

3 地域政策調査課 B 　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今後の検討とな
りますが、ご意見のとおり、地域によっては両者が同じような行事を行っている
ような状況もありますので、地域の皆様と一緒に考えながら、双方の活性化に
つながるよう進めていきます。
　町会・自治会の区域と住区区域との不整合などの課題については、地域の
皆様のご意見を伺いながら、解決に向けてどのように取り組んでいくか検討を
進めていきます。

2071 1 意見
交換会

　区有施設見直し計画の中で、施設数を減らしていく必要があり、複合化や多
機能化していくとの話しがあった。コミュニティにおいても密接に関係してくるの
ではないか。
　新しい住民は、住区センターのことを役所だと思っており、運営員は区の職員
だと思っている。区民ですら理解できていない住区制度は、なおさら他区には
通じない制度である。他区にも自慢できるような取組をしてもらいたい。

1 地域政策調査課 B 　「地域活動の拠点」としての住区センターの機能は、今後も維持・活用していく
こととしていますが、住区センターの建物自体を今後どうしていくかについて
は、ご意見にあるとおり、「区有施設見直し計画」を進める中で別途検討してい
きます。
　「誰もが参加できる」「地域課題解決のための協議ができる」組織として住区
住民会議の役割を周知するとともに、地域の皆様と確認しながら、そのための
組織・活動になるよう取り組んでいきます。
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2071 2 意見
交換会

　どこの町会も困っているのは、世代交代がなかなか進まないこと。その他、多
くの課題があり、支援してもらえるのはありがたいが、どのように支援できるの
かが問題である。
　町内の会社員で、町会活動をやっていることで会社から表彰された事例が
あった。活動の励みになることがあると加入率も上がるのではないか。

4 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

C 　素案でもお示ししたとおり、地域コミュニティの基礎を担う町会・自治会が直面
する課題に対して、その解決に向けた支援を積極的に行っていくことは重要で
あると考えます。どのような具体策が効果的か、検討していきます。

2072 1 意見
交換会

　町会は、地域の資産価値を落とさないようにするために様々なことを行ってい
る。いい地域に住みたいという思いは皆同じだと思う。素案については全面的
に賛成であり、早めに具体化を進めて欲しい。

1 地域政策調査課 Ｆ 　素案の考え方に基づく具体策については、できることから早期に取り組んで
いきます。

2072 2 意見
交換会

　支援策については、財政と人材になるが特に財政面での支援を希望する。町
会への事務委託料の単価を上げるのが一番良い方法だと思う。マンションに対
しては、管理組合や管理業者への対策が最重要である。賃貸と分譲で考え方
も違うので、きめ細かい対策が必要だと思う。
　町会のことではないが、当地域は区の端にあり区の施設も少ないため、住区
センターは貴重な地域の財産だと思う。今後も施設の修繕をしながら、次の世
代に良いものを引き継いでいけるようお願いしたい。

4 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

C 　町会・自治会への財政的支援については、素案にあるとおり、地域の要望・
関心が高く公益に資する取組に関する支援策などを検討していきます。
　「地域活動の拠点」としての住区センターの機能は、今後も維持・活用していく
こととしていますが、住区センターの建物自体を今後どうしていくかについて
は、「区有施設見直し計画」を進める中で別途検討していきます。

2073 1 意見
交換会

　子どもの数が減少している上に、近隣校に通う児童が増えたことが、地域で
のつながりの希薄化を招き、住区住民会議の活動への参加意欲の低下につな
がっているのではないか。この傾向は、町会についても同様である。

1 地域政策調査課
学校運営課

Ｆ 　地域のつながりの希薄化には様々な要因があると思います。地域への関心
度を少しでも高めていくためには、地域活動の意味や必要性を知ってもらうこと
が重要だと考えています。
　隣接学校希望入学制度については、隣接校への希望集中による一部の学校
の小規模化、児童数の増加による小学校での隣接受入人数の減少や、受入
れできない学校数の増加など、制度の根幹に関わる新たな課題が発生してい
ます。このため、今年度に改めてアンケート調査を実施し、アンケート結果と平
成29年及び平成30年4月入学者の制度実施結果等を総合的に判断し、制度の
見直しの必要性等について、検討を進めていきます。

2074 1 意見
交換会

　住区住民会議は、小学校とも連携した活動を行っているが、ＰＴＡは人がどん
どん代わっていく。校長によっても対応が異なっており、協力体制の引継ぎが
しっかりできるよう区として指導してほしい。
　町会はすでに様々な活動に取り組んでいると思う。しかし、掲示板を見ないな
ど、無関心な人が多い。我々も含め区民の意識改革につながる取組が必要だ
と感じている。

4 地域政策調査課
生涯学習課

Ｆ 　ＰＴＡでも役員の成り手不足などの課題があるとのご意見はいただいており、
構成メンバーも入れ替わることもあることから、他の活動団体との協力関係の
継続が難しいということがあるかもしれません。区としては、地域団体同士の連
携協力の関係を深め、関わりを広げることが課題の解決につながっていくもの
と考えています。
　また、地域への関心度を少しでも高めていくためには、地域活動の意味や必
要性を知ってもらうことが重要だと考えています。

2075 1 意見
交換会

　地域と子どもたちの関係について、町会独自では子どもたちとの関係が薄い
ので、これからは住区単位で関わっていく必要があると思っている。住区住民
会議には自主財源がないため、活動資金のやりくりに苦労している。
　区域について、三つの住区にまたがる町会もあり、22の住区は多いのではな
いか。住区の数を減らすことで、余った住区センターで高齢者を支える事業を
展開することもできるのではないか。住区をなくせということではなく、住区セン
ターを有効活用してほしい。

4 地域政策調査課 Ｆ 　地域の子どもやその保護者との関係づくりが、町会・自治会の活性化のため
の処方箋の一つだと考えています。そのために住区住民会議の事業を活用し
ていただくことは効果的だと考えています。
　町会・自治会の区域と住区区域との不整合などの課題や区有施設の有効活
用については、地域の皆様のご意見を伺いながら、解決に向けてどのように取
り組んでいくか検討を進めていきます。

2075 2 意見
交換会

　防災活動について、区としてどのような支援を考えているのか。避難所運営
協議会についても4万円の予算では少ない。防災倉庫の設置場所について、
若干の改善がされたものの台車1台がやっと通れるほどで、更なる改善を検討
してもらいたい。

5 防災課 Ｆ 　避難所運営協議会の運営費助成については、本年度から1協議会当たりの
限度額を、2万円から4万円に増額していますが、助成のあり方も含め、今後の
検討課題とさせていただきます。また、防災倉庫については、設置している小・
中学校等の施設の事情にもよるため一概には言えませんが、発災時に円滑な
運用ができるよう、引き続き調査・研究していきます。
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2076 1 意見
交換会

　マンションが増え、街の雰囲気が変わった。規模が大きくなったが、事業に資
金がかかる。自主財源になるものがないため財政的に苦しい。住区住民会議
の補助金は一律ではなく、活動の仕方によって支援の方法を変えないのか。今
後の支援策をうかがいたい。

4 地域政策調査課 C 　素案の中では、町会・自治会及び住区住民会議への財政的支援について、
活動の活性化につながるよう、支援の項目を見直すこととしており、それぞれ
の役割に応じた支援の具体策を検討していきます。

2077 1 意見
交換会

　本方針には、児童館に関する記述がない。地域で子どもたちを守るため、子
どもの居場所をづくりを始めている。予算的に厳しいが、金がなければ知恵を
出すしかない。主体はボランティアなので事故のないよう気を付けて運営してい
る。町会からも協力したい旨の申し出があり、うれしかった。

4 地域政策調査課 Ｆ 　子どもの居場所づくりなど子育て支援に関わる活動も、地域課題解決のため
の重要な取組だと考えています。地域の様々な活動団体の連携協力により、
取組が広がっていくことを期待します。

2078 1 意見
交換会

　住区住民会議は誰もが参加できる場であるが、町会・自治会あってこその住
区住民会議である。町会が活性化しなければ、住区住民会議の発展はないと
考える。ただ、地域によって町会にも差があり、今後、町会の会員をいかに増
やししていくかについて、区の支援がほしい。本方針に期待しており、区民を裏
切らないよう具体的な取組を進めてほしい。

1 地域政策調査課 C 　素案では、町会・自治会を地域コミュニティの基礎を担う団体と位置付け、そ
の活性化のために必要な支援を行っていくことを最初に掲げています。その上
で、「地域の誰もが参加できる」「地域協議の場」としての住区住民会議の役割
を明確にしています。
　また、町会・自治会への加入促進については、区としてもできることに取り組
んでいく必要があると考えており、具体的な支援策については、いただいたご
意見等を踏まえつつ、今後検討していきます。

2079 1 意見
交換会

住区住民会議と町会との関係はうまくいっている。資金は町会、労力は住区
住民会議と役割分担し、活動資金を確保している。町会と住区住民会議が連
携しないと地域は広がらない。

ＮＰＯとの関係は難しい。町会や住区住民会議という組織に縛られたくない人
たちが、ＮＰＯの活動をしていることが多い。

3 地域政策調査課 Ｆ 　地域の実情によって、町会・自治会と住区住民会議との関係は様々だと思い
ますが、現在の良好な関係を継続しつつ、それぞれの役割を意識した活動を協
力して担っていただきたいと思います。
　ＮＰＯとの関係構築は難しい課題かもしれませんが、多様化する地域課題を
解決していくためには、地域コミュニティの中心的な団体である町会・自治会及
び住区住民会議の活性化とともに、ＮＰＯなどを含めた地域の様々な活動団体
同士の連携協力が必要であると考えています。

2080 1 意見
交換会

　町会・自治会と住区住民会議の活動に対する認知度が低いのは、行政の責
任でもある。住区住民会議がどういったものなのか、近年、区の周知が成され
ていない。
町会会館を持っている町会と持っていない町会がある。それぞれへの区として
の支援をどのように考えているのか。
　町会の消防ポンプが街づくりの影響で不便な所に保管され、有事の際に運び
出すことが困難である。調整してもらえないか地区サービス事務所に相談して
も相手にしてもらえない。町会は、孤独死などの対応もしており、区は相談窓口
としての機能をしっかり果たしてもらいたい。
　住区の数について、北部、東部、中央地区は四つの住区があり、南部、西部
は五つとなっている。全地区四つにすれば、区の財政的にも楽になるのではな
いか。

4 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

C 　住区住民会議の周知については、ご指摘のとおり、区としてのＰＲが不足して
いるところがあると考えますので、周知に努めていきます。
　町会・自治会への財政的支援として、町会事務所等への補助をどうするかに
ついては、今後の具体策の検討の中で考えていきます。
　素案では、「最も地域に身近な区の窓口」である地区サービス事務所の業務
については、地域の活動支援に関する面を強化していく必要があるとしていま
す。
　地域コミュニティの区域としては日常生活の中で顔を合わすことができる程度
の広がりがふさわしく、子どもや高齢者の日常の行動範囲と合わせて考える
と、現在の小学校通学区域を基にした「住区」の区域（広さ）は、妥当性がある
ものと考えています。

2081 1 意見
交換会

　複数の住区に跨っている町会・自治会があることが間違っている。
　町会は任意団体で人格のない団体として扱われている。町会会館の維持に
ついては不安定な状態で、相続などの問題もあり、町会を一部法人化してい
る。区は、財政面も含め支援できる体制を整えてほしい。

4 地域政策調査課 C 　町会・自治会の区域と住区区域との不整合などの課題については、地域の
皆様のご意見を伺いながら、解決に向けてどのように取り組んでいくか検討を
進めていきます。
　町会・自治会への財政的支援として、町会事務所等への補助をどうするかに
ついては、今後の具体策の検討の中で考えていきます。

2082 1 意見
交換会

　町会・自治会の集合体が住区住民会議なのであれば、町会・自治会と住区住
民会議の役割分担を明確に示す必要がある。それがないから、我々含め住民
もよくわからないんだと思う。

3 地域政策調査課 B 　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担です。具体的な方策は今後の検討となりますが、地域の皆様と一
緒に考えながら、双方の活性化につながるよう進めていきます。
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2082 2 意見
交換会

　区は、町会に頼りすぎていると思う。高齢者の見守り（避難行動要支援者名
簿）にしても、どう活動すればいいのか説明もないし、保険も入っていない。地
域振興課の活動保険もあるが、お祭りは対象外であり保険内容を見直してほし
い。
　マンションへの対応は、建築後では居住者への個別対応となってしまうので、
完成前までに対応しておく必要がある。

4 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所
健康福祉計画課

C 　区では高齢者や障害者などの要配慮者の安否確認等のために、避難行動要
支援者名簿を作成し、提供に関して同意が得られた方の名簿を警察・消防・民
生児童委員、町会・自治会に提供しています。
　町会・自治会には平成28年6月から提供を行っており、町会等から要望があ
れば町会長だけでなく、町会役員にも丁寧な説明を行っています。町会の皆様
にはお手数をおかけしますが、町のことをよく知っているのは町会の皆様であ
り、要配慮者との接点になっていただき、防災訓練への参加の呼びかけや日
頃の状況などを確認していただくことが要配慮者支援にもつながると考えてい
ます。
　素案にお示ししたとおり、町会・自治会は「地域コミュニティの基礎を担う団
体」として、まずは地域の顔の見える関係を広げていく取組を進めていただきた
いと考えています。その中で、地域課題への対応についても可能な範囲で目を
向けていいただければと思います。なお、活動の際の保険加入ついては、ご意
見も参考にしながら考えていきます。
　マンション事業者等への対応は課題の一つととらえており、どのような具体策
が効果的か、今後検討していきます。

2082 3 意見
交換会

　地域活動による学校の利用基準が、学校長ごとに異なる。人により異なる対
応とならないようにしてほしい。

5 スポーツ振興課
生涯学習課

Ｆ 　学校開放事業（校庭・体育館）においては、各校の開放実施状況は広く公開
し、各校の学校開放運営委員会で全体の情報を共有しているため、各学校長
にも他校の様子などは伝わっていると考えています。しかし、各校の施設状況
や周辺環境などが異なるため、全校で同一の対応とすることは難しいと考えま
す。
　学校開放事業以外の「目的外利用（教室等）」は、各学校長の意見に基づき
教育委員会が利用承認をしています。利用については共通の基準を定めてい
ますが、学校の行事等の事情がそれぞれ異なるため、全校で同じ対応とするこ
とは難しい現状です。

2083 1 意見
交換会

　コミュニティの基本はあいさつからだと思うので、力を入れて取り組んでいく必
要あるが、見知らぬ人がいきなりあいさつしても不審者だと思われるので、対
策への支援が必要。
　町会会館を持たない町会では、広報紙の制作作業などで担当が自由に集ま
れる場所がないため、手間と時間を要する。住区センターも遠いため集まること
ができないので、近場の区有施設を活用することはできないか。
　区職員で消防団に入っている職員がほとんどいないので、加入するよう促し
てほしい。

4 地域政策調査課 C 　近隣であいさつができる、顔の見える関係は、コミュニティ形成の基本である
と思います。どのような支援が有効か、地域の皆様と考えていきます。
　区有施設にはそれぞれ設置目的があり、その目的に沿って利用の範囲等が
決められていますので、全ての施設を自由に活用していただくことは難しい状
況です。個別具体的な施設について活用が可能かどうかのお尋ねがあれば、
調整の上、回答させていただきます。
　素案では、「区の全職員が、地域コミュニティの活性化は区政運営にとっての
重要事項であることを再度認識できるよう」周知を図ることとしており、必要な研
修などを実施していく中で、職員の意識醸成を図っていきます。

2084 1 意見
交換会

　住区の区分けは、行政の都合によるものである。複数の住区に跨らないなど
地域での活動が行いやすいよう、まずはそこから見直していく必要がある。

4 地域政策調査課 B 　町会・自治会の区域と住区区域との不整合などの課題については、地域の
皆様のご意見を伺いながら、解決に向けてどのように取り組んでいくか検討を
進めていきます。

42



整理
番号

枝番 区分 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

2085 1 意見
交換会

　住区住民会議が住区内の課題解決の場であるという考え方は良いが、いくつ
かの町会だけで解決できる場合もあるのではないか。二重感が拭い去れない。
　一つの町会が複数の住区に分かれていることについて、見直しができない理
由は具体的に何か。

3 地域政策調査課 Ｆ 　複数の町会の協力により解決できる課題もあると思いますが、住区の区域で
対応した方がふさわしい課題もあると思います。また、町会・自治会に加入して
いない人や団体の地域参加の機会という面でも、住区の区域内で「誰もが参加
できる」「地域課題解決のための協議ができる」組織としての住区住民会議は
必要性があるものと考えています。
　住区・地区といった生活圏域の考え方は、区の様々な事務事業に関わる単位
として扱われてきた経過があり、その見直しは容易ではありませんが、町会・自
治会の区域との不整合などの課題を踏まえて、地域の皆様のご意見を伺いな
がら、解決に向けてどのように取り組んでいくか検討を進めていきます。

2086 1 意見
交換会

　品川区では、町会条例ができたようだが、目黒区が置かれている状況と何が
違うのか。

4 地域政策調査課 Ｆ 　東日本大震災などの大規模災害の経験から、国や自治体においては、改め
て「近隣の人と人とのつながり」の重要性が認識され、近年、地域コミュニティの
活性化に関わる施策が重要視されています。また、近隣区では、町会支援に
関する条例制定なども行われています。
　検討の契機は様々だと思いますが、本区においてもコミュニティ施策の今後
の進め方は区政の重要事項ととらえており、今回の素案策定につながったもの
です。

2087 1 意見
交換会

　町会・自治会よりも住区住民会議のほうが上だという話しを聞くが、住区住民
会議は住区内区民の連絡協議会だと思っている。各町会がまとまって、住区住
民会議を運営していければいいと思っている。町会、住区住民会議が同じ立場
で一体となってコミュニティ活動を行っていくことが大事である。

1 地域政策調査課 B 　ご意見のとおり、町会・自治会と住区住民会議とはそれぞれの役割を担い、
協力関係にあるものと考えていますが、住区住民会議は更に一歩進んで、地
域の多様な活動団体の連携協力の関係をつくっていく役割も担っています。

2087 2 意見
交換会

　マンション居住者に対する町会加入のアプローチが課題となっている。国交
省が作成しているマンション管理組合の標準規約には、町会加入は任意なの
でマンション居住者に対しては、各戸ごとに町会の加入の承諾を得る必要があ
ると聞いたが、マンション管理組合で一括で町会費を払うことはできないのか。
町会費を加入者各々から徴収するのは大変である。一部の人しか加入してい
ないのに、未加入者も町会の恩恵を受けられるのは納得できない。

4 地域政策調査課 C 　ご意見にあるとおり、町会への加入は世帯ごとの任意となっており、管理組合
として一括して町会費を払うというのは好ましいことではありません。マンション
居住者の町会への加入促進は課題の一つととらえており、どのような具体策が
効果的か、検討していきます。

2087 3 意見
交換会

　補助26号線の整備が進んでいるが、その影響で区から借りている防災の備
蓄倉庫を移動せざるを得ない状況である。町会事務所がないので区のほうで
今までどおり備蓄倉庫が使用できるよう、道路上への設置など代替地を検討し
てほしい。

5 防災課 Ｆ 　工事の詳しいスケジュールが決まりましたら、別途ご相談ください。

2088 1 意見
交換会

　ＰＴＡ活動に関わっていた人が、おやじの会に入って、学校行事や地域の行
事を盛りたてている。おやじの会の活動は区が認めて支援しているのか。区
は、おやじの会を統括して町会活動への橋渡しをしてもらえないか。

4 地域政策調査課 Ｆ 　ＰＴＡ活動から派生して、男性の保護者等により自主的に運営されているのが
「おやじの会」だと思いますが、区が承認するなどの関係ではありません。あく
まで任意の団体であり、自由意志の中で協力を求めていくことになります。

2088 2 意見
交換会

　補助26号線の整備に関して、都や区に相談しても都と区の連携がとれていな
いため埒が明かない。また、話を聞いた職員が異動して、引継がなされていな
い。都も区も、懸案事項を共有してほしい。

5 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所
都市計画課
清掃事務所

C 　地区サービス事務所の「地域に身近な窓口」としての役割をより充実させると
ともに、補助26号線整備事業に限らず、各種事業を実施していく際には庁内外
関係各署との連携を図るとともに異動の際には引継ぎをしっかり行い、責任を
持って進めていきます。

2089 1 意見
交換会

　都市部では生活環境が変わってきているので、伝統的な町会のあり方も変え
ていかなければと思っている。また、町会役員も高齢化が進み町会費の徴収も
難しくなってきているので、それも変えていかなければと思っている。町会と住
区住民会議の関係は、どちらが上ということはないと思う。地域のみんなで取り
組んでいくという精神で進めていきたい。

3 地域政策調査課 B 　社会状況の変化を踏まえ、町会・自治会も従来からの活動だけでなく、新たな
活動にも取り組んでいただき、地域への関心度を高めていく必要があると考え
ています。
　町会・自治会と住区住民会議の役割分担と良好な協力関係の構築は解決す
べき課題の一つととらえています。具体的な方策は今後の検討となりますが、
両者の活動が活性化し、発展していくことで、より良い地域社会が形成されるも
のと考えています。
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2089 2 意見
交換会

　町会活動を区民に理解してもらうには、積極的に町会活動について周知して
いくことが重要である。区報では、コミュニティ活動についての記事を年1回掲載
しているが、町会や住区住民会議が関わっている事業について掲載するとき
は、町会や住区住民会議も紹介するなどの工夫により、周知回数を増やしてほ
しい。
　住区住民会議の活動も継続していくためには、新しい人材が必要となり、入っ
てきやすい形にする必要がある。組織としてのわかりやすさの点で「住民会議」
という名称を変更することも検討して良いのではないか。

4 地域政策調査課 B 　地域への関心度を高めていくためには、町会・自治会や住区住民会議は何を
しているのか、なぜ必要なのかをより多くの人に知ってもらうことが重要だと考
えています。そのためには、それぞれの取組とともに、区としても広報の充実な
ど、積極的に支援していくことが必要だと考えています。
　地域の人材育成は重要であり、かつ、難しい課題ですが、地域活動を知って
もらうこと、参加しやすい環境を整えることを繰り返し、少しずつ活動の裾野を
広げていくことが重要だと考えています。そのための具体策として住区住民会
議の名称変更が効果的かどうかを含め検討します。

2090 1 意見
交換会

　町会が衰退してきたので、区のほうで住区住民会議を作ったと思っている。住
区住民会議を作れば町会に入っていない人も全部フォローできるのではない
かという安易な発想だったのではないか。住区住民会議がゴタゴタしてきたの
で、このようなコミュニティ施策の今後の進め方を策定し、コミュニティ活動のあ
り方を検討し始めたのではないかと思っている。

1 地域政策調査課 Ｆ 　区では、昭和40年代に住区・地区といった生活圏域の考え方を定め、コミュニ
ティ活動の場として住区センターの整備を進めるとともに、「地域課題を解決す
る場」、「地域情報の収集・交換、地域へ行政からの情報提供の場」、「住民と
行政の協議の場」及び「地域の特色あるイベントを実施する場」としての役割を
もつ住区住民会議の組織づくりを地域に提案しました。この背景には、町会・自
治会への加入率が徐々に低下してきたこともありますが、大きな目的は「区民
参加の場」「地域協議の場」をつくることにありました。
　今回の検討の契機となったのは、平成26年3月の「区有施設見直し方針」の
策定と、その後の生活圏域整備計画の方向性の検討の中で、コミュニティ施策
に係る事項については、「次期基本計画の改定に向けて課題の整理や方向性
のまとめを含めて改めて早急に議論しながら検討していく」こととしたことにあり
ます。

2090 2 意見
交換会

　住区住民会議で補助金を使っている行事もあるが、地域の中で大きな行事を
やるときは実行委員会形式で行っている。こうしたものは住区住民会議の行事
だとは思っていない。このような形を継続していけば、新しい組織を考えなくても
地域活動はできるのではないかと思う。町会が関与していない住区住民会議で
も、素晴らしい活動を行っているところもある。それが本来の住区住民会議の
姿だと思っている。住区住民会議に町会役員が割り当てて行うやり方は、町会
と住区住民会議の関係を悪くしている。町会が固まって住区住民会議を運営す
るものではないと思っている。

3 地域政策調査課 Ｆ 　住区住民会議の活動のやり方は地域の実情によって様々で、ご意見にある
とおり、行事ごとに実行委員会形式で行い、広く参加を求めていくことは、参加
の裾野を広げる上で効果的な手法だと思います。一方で、住区住民会議の本
来の役割の一つである「地域課題解決のための協議の場」には、多様な活動
団体とともに、町会・自治会が参加することが望ましいものと考えます。町会・
自治会は、住区住民会議とともに、地域コミュニティの中心的な団体であって、
協力関係にあるものと考えており、「地域協議の場」に参加しないということは
ないと考えています。

2090 3 意見
交換会

　避難所運営訓練で、気仙沼では「20～30世帯を単位として常に責任者を変え
て訓練を行うことで、災害時に責任者不在という状況にならない。」と聞いた。
地方と都心部では状況が異なると思うが、区は住区住民会議や町会単位でな
く、最低限の単位だけを把握して、ＮＰＯや商店会など様々な団体とうまくつな
がりながらコントロールしていくことが良いのではないか。

5 防災課 Ｆ 　目黒区では、住区エリアごとに住区住民会議、町会・自治会、商店街、企業、
PTA、学校教職員、区参集職員、その他地域で活動している団体などで構成さ
れる避難所運営協議会の設立を推進しています。避難所運営協議会では、発
災時に円滑な避難所運営が行えるよう避難所運営マニュアルの作成、訓練を
行い、区はその活動を支援しています。区がコントロールするのではなく、地域
の方が主体となって避難所を運営していくことが望ましいと考えておりますの
で、ご理解くださいますようお願いします。

2091 1 意見
交換会

　住区住民会議は町会・自治会が会員となっている組織であり、参加している
団体をまとめる組織だと思っている。町会への助成金も住区住民会議の中で
協議し、区に要望していく流れができると役割分担も明確になり、わかりやすく
なると思う。組織というのは、「人（名簿）」と「お金」の流れをつかんで改善して
いくかで決まってくる。町会をはじめ、ＮＰＯやおやじの会など地域の活動団体
の名簿が住区住民会議に集まってくれば、コミュニティは広がっていくと思う。
住区住民会議という組織を明文化するため、条例化したほうが良いと思う。
　地域コミュニティは、町会の力の見せ時だと思っている。そういう点では、住区
住民会議という組織を認めてあげる部分がないといけない。住区住民会議も地
域に一番身近な会員である町会・自治会を大切にしていく気持ちが必要だと思
う。

1 地域政策調査課 D 　素案では、多様化する地域課題の解決には、町会・自治会や住区住民会議
だけでなく、ＮＰＯなど様々な活動団体がそれぞれの特徴を生かして、連携協
力していく必要があり、そのためには様々な活動団体が活発に活動できる環境
を整えていく必要があるという考え方を示しています。そして、連携協力の核と
なるのは、地域コミュニティの中心的団体である町会・自治会と住区住民会議
であると考えています。ご意見の内容は、連携協力の環境づくりの参考とさせ
ていただきます。
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2092 1 意見
交換会

　本方針は一つの考え方であるが、良くまとめていただいたと思う。まちづくり
は、お互い譲ったり、協調しながら作り上げていく心がないとできない。町会は、
全国どこにでもあるが、住区住民会議は、目黒区独自の全国に例のない誰で
も入れる組織である。住区住民会議は不要だという意見もあるようだが、ご近
所づきあいを疎ましく思い、自分中心で生活する人が増えている状況におい
て、より良い目黒の環境を維持・向上させるためには、行政が、町会と住区住
民会議の良いところを生かしながらコミュニティ施策を進めてほしいと願ってい
る。区有施設見直しとの連携もしっかりしておくようお願いする。

1 地域政策調査課 B 　まちづくりには、地域の様々な活動団体が自主的に活動し、かつ、必要なとき
は活動団体同士や地域と行政とが連携協力して活動できる環境が整っている
ことが重要です。
　その中で、地域コミュニティの中心的団体である町会・自治会と住区住民会議
の役割分担と良好な協力関係の構築は解決すべき課題の一つととらえていま
す。具体的な方策は今後の検討となりますが、両者の活動が活性化し、発展し
ていくことで、より良い地域社会が形成されるものと考えています。
　なお、「地域活動の拠点」である住区センターを今後どうしていくかについて
は、区有施設見直し計画との整合を図っていきます。

2092 2 意見
交換会

　町会活動に関心が無い人が多くなっているので、このような意見交換する場
を続けてほしい。都の事業である地域の底力は、住区住民会議の活動は対象
にならないが、住区内の町会が合同で地域活動を行うことで、うまくこの制度を
活用している例がある。区のほうで地域の底力事業を他の住区にも積極的にＰ
Ｒし、サポートしてほしい。

4 地域振興課・各
地区サービス事
務所

C 　地域の底力再生事業については、機会を捉えて周知を図り、有効に活用でき
るよう支援していきます。

2093 1 意見
交換会

　町会加入促進策として、若者にも関心を向けてもらえるような取組が必要だと
思っている。いきなり役員にはさせないようにすることや防災訓練は馴染みや
すいと思う。
　マンション対策としては事業者にアプローチし、地域の紹介をさせてもらった。
マンションの若い世帯に期待をしており、興味を持っている人もいる。

4 地域政策調査課 B 　これからの地域コミュニティには、参加しやすい、緩やかな人間関係でつな
がっていることが重要であると思います。魅力ある取組や地域要望の高い取組
により、地域活動の中でより多くの若い人たちと接する機会を持つことで、参加
が広がっていくと考えています。
　マンション居住者や事業者等への対応は課題の一つととらえており、どのよう
な具体策が効果的か、今後検討していきます。

2094 1 意見
交換会

　本方針で「様々な団体の連携・協力」とあるが、一つの町会で取り組めること
ではないが、スポーツクラブなどとサッカーや野球など子どもを対象とした取組
などができるようになれば、町会とのつながりもできてくるのではないかと思う。

4 地域政策調査課 B 　地域活動の中でより多くの子どもや若い人たちと接する機会を持つことは大
切であり、そのためには素案に記載したとおり、「様々な団体の連携協力」の関
係を進め、地域のＰＴＡやスポーツ・青少年団体など、多様な地域団体とのつな
がりを持てるような環境をつくっていくことが重要だと考えています。

2095 1 意見
交換会

　地域コミュニティの問題は長年の課題であり、目黒区にだけ小学校区域を範
囲にした住区住民会議という制度があるため、解決には時間がかかる。町会
が一般的なもの。ＰＴＡとのつながりや子どもを対象にしたイベントなど、住区住
民会議と取り合いになる。住区住民会議が町会と同じような活動を行っている
ため、区民は混乱しているので、それぞれの役割を明確に示す必要がある。

3 地域政策調査課 B 　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今後の検討とな
りますが、ご意見のとおり、地域によっては両者が同じような行事を行っている
ような状況もありますので、地域の皆様と一緒に考えながら、双方の活性化に
つながるよう進めていきます。

2095 2 意見
交換会

　住区住民会議には区からの補助があるが、町会にはないのかとよく聞かれ
る。品川区では、町会活動に対する補助により、町会加入も促している。

4 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　町会・自治会への財政面での支援については、これまでも回覧・掲示等に対
する事務委託経費や古紙回収報奨金などによって行ってきましたが、素案にあ
るとおり、地域の要望・関心が高く公益に資する取組に関する支援策などにつ
いても検討していきます。

2096 1 意見
交換会

　コミュニティ施策の検討は、人口減少や住区センター等施設見直しの関係か
ら出てきた話しだと思うが、区としてどうしていきたいのか、もう少し具体的な取
組を出してもらわないと判断できない。

1 地域政策調査課 C 　素案の中では、まずはコミュニティ施策の基本的な考え方と施策の方向性を
きちんと定める必要があると考え、具体的な施策までは言及していませんが、
今後の取組を進めるに当たっては、いつまでに何をやるのか、どのように見直
すのかといった具体策が重要であることは、ご指摘のとおりです。区としても、
できることから早期に取り組んでいきます。
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2096 2 意見
交換会

　本方針には「誰もが参加できる場・協議の場としての住区住民会議」とある
が、これまで地域課題を解決する場として実践してきた住区住民会議はあるの
か。区からの補助金をただ使うだけの組織となっているのではないか。再度示
された住区住民会議のあり方をただの位置付けとならないようしっかりと取り組
んでもらいたい。
　町会には、住区による関係と町会連合会のブロックによる関係があり、混乱し
ている。民生委員などもなり手を探すことが難しくなっており、大きな区域で取り
組むことの必要性は感じているが、それぞれの活動が重複することのないよう
にしてもらいたい。

3 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　地域によって住区住民会議の活動の実情は異なっており、「協議の場」として
の役割が全く果たされていないとは考えていません。しかし、活動の中心が専
ら地域行事になっている住民会議や、町会・自治会を始め多くの活動団体が参
加していない住民会議もあり、役割は何かということを再確認していく必要があ
ると考えています。その中で、地域の自主性に任せるだけでは難しい場合は、
区も支援しながら「協議の場」を整えていきたいと考えています。
　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今後の検討とな
りますが、ご意見のとおり、地域によっては両者が同じような行事を行っている
ような状況もありますので、地域の皆様と一緒に考えながら、双方の活性化に
つながるよう進めていきます。

2097 1 意見
交換会

　町会の行事等をインターネットでも見やすくなるよう工夫し、新住民に興味を
持ってもらえる取組を行っていくことで、町会にとってもプラスになっていくと思っ
ている。コミュニティを広げていきたいが、予算が厳しい。子どもも少なくなって
おり、イベントなどは他の町会にお願いしている状態で、その事業費を当町会
で一部負担しても良いものなのか悩んでいる。

4 地域政策調査課 B 　町会・自治会への地域の関心度を高めるためには、その活動内容や役割に
ついてより積極的に周知し、知ってもらうことが重要と考えています。区の広報
の充実とともに、ＩＣＴの活用による情報発信の多様化など、どのような支援策
が効果的か検討していきます。

2098 1 意見
交換会

　当町会は規模も小さく、高齢者ばかりで女性も働いていることが多くなり、役
員のなり手がいなくなっている。マンション居住者との個々の付き合いがないた
め、町内の子どもの顔がわからなくなっている。子どもの数も少なくなっている
ため、町会単独ではイベントもできなくなり、近隣町会と合同で行っている。
　町会運営の透明性を高めるための取組についてアピールしている。そもそも
マンション居住者は、地域と関わりたくないからマンションでの生活を選んでい
るので、なかなか加入してもらえない。

4 地域政策調査課 B 　町会・自治会への加入促進については、区としてもできることに取り組んでい
く必要があると考えており、マンション居住者への対応も課題の一つととらえて
います。どのような具体策が効果的か、今後検討していきます。
　町会・自治会の活動活性化のために近隣町会と協力することは、コミュニティ
の輪を広げることにもつながるものと思います。また、町会・自治会の活動に対
する地域の理解を得ていくためには、運営の透明性をより一層高めていくこと
が大切だと考えています。

2099 1 意見
交換会

　高齢化社会の中、地域の人材は不足しており、マンションへの取組をしてい
かなければならない。イベントやお祭りなどで、まちの魅力をＰＲしていくしかな
いと思っている。
　町会事務所は近隣町会と合同で使用し、イベントも一緒に行っている。他町
会の子どもの参加も多いが、地域の活性化につながればそれで良いと思って
いる。地域の皆さんに喜んでもらえる町会になれれば良い。
　区には、加入促進の取組を側面からの支援をお願いしたい。

4 地域政策調査課 B 　町会・自治会への加入促進については、区としてもできることに取り組んでい
く必要があると考えており、マンション居住者への対応も課題の一つととらえて
います。どのような具体策が効果的か、今後検討していきます。
　町会・自治会の活動活性化のために近隣町会と協力することは、コミュニティ
の輪を広げることにもつながるものと思います。

2100 1 意見
交換会

　町会と住区住民会議は、地域のためという目的は同じだが、活動の方向性が
異なってきているところがあるのだと思う。町会と住区住民会議のコミュニケー
ションが図られ、うまく融合できれば良い組織になると思う。

3 地域政策調査課 B 　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今後の検討とな
りますが、区も関係構築に関わりながら、双方の活性化につながるよう進めて
いきます。

2100 2 意見
交換会

　町会・自治会加入促進策として、区は転入者に対して、転入届時に町会・自
治会の紹介をしっかり行ってほしい。
　マンション管理組合は、独立した自治会として町会に加入しないのであれば、
民生委員や保護司、消防団等に町会とは別に参加するようにしてもらいたい。

4 地域政策調査課 B 　転入手続などの際に、町会・自治会や住区住民会議の役割や必要性につい
て説明することは重要だと考えていますので、効果的な手法を検討します。

2101 1 意見
交換会

　住区住民会議制度は区民に理解されていないため、周知を図ることが必要だ
と思う。

4 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　住区住民会議の設置目的や役割、活動の内容など、地域への周知度を向上
させるよう、具体策を検討していきます。
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番号
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対応
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検討結果（対応策）

2101 2 意見
交換会

　住区センターなど区の施設を他区民が利用していることもあり、区民と同一料
金で不公平感があるという意見も地域の中では出ている。

5 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

Ｆ 　区民が他自治体の施設を利用することもあり、また、広く住民が利用するため
の施設である「公の施設」の性格から、区民以外の利用についても、できるだ
け区民と同様に扱うのが望ましいと考えています。一方で、住区センター（住区
会議室）は、地域活動に根差した利用を想定した施設であるため、区民利用を
優遇する趣旨から、登録団体制度を導入しています。

2102 1 意見
交換会

　コミュニティの区域については、顔が見える関係の構築という点で小学校通
学区域が適当だと考える。中学校通学区域だと広すぎるし、コミュニティへの参
加の入口としても小学校がベースになっていると思う。
　町会・自治会と住区住民会議の関係について、良い地域と悪い地域があると
思う。区として統一的な方針を打ち出すことは難しいと思っている。そういう意
味でも小学校区を単位として、多様な活動に対する区からの支援があると良い
と思う。
　ＰＴＡは、地域に緩やかに入っていけるチャンスの場であり、供給源として人を
つなげていくという視点を取り入れてもらいたい。
　人と人とのつながり、助け合い、支えあい、地域福祉計画との関係も整理する
必要があると思う。

3 地域政策調査課 B 　お子さんの小学校入学が地域活動への参加のきっかけとなっているというご
意見は多くいただいており、そのような点からも地域コミュニティの区域としての
現行の「住区」の区域は妥当なものだと考えています。
　住区住民会議の立上げから40年以上が経過し、この間の活動実績などか
ら、住民会議と町会・自治会との関係は一様ではありません。ご意見にあると
おり、地域ごとの両者の関係性に十分に配慮しながら、支援策を進めていきま
す。
　町会・自治会や住区住民会議の活動活性化のためには、地域のＰＴＡの皆様
のご協力が不可欠だと考えています。区としても更なる円滑な関係構築に向け
て支援していきます。
　地域コミュニティの「人と人とのつながり」は、地域福祉などの地域課題の解
決のための基盤になるものと考えています。

2102 2 意見
交換会

　コミュニティには色々あるが、地域でコミュニティを持つことがなぜ必要なの
か、発信が足りない。もっと周知していく必要がある。
　区内在住の区職員も積極的に地域活動に参加することを区職員の目標とし
て掲げてもらいたい。研修をするだけでなく、自分たちが自分たちの地域活動
にまず参加するところから始めてもらいたい。

4 地域政策調査課 B 　町会・自治会及び住区住民会議を中心とした「地域コミュニティ」の必要性に
ついては、各団体と協力しながら、区としても周知に努めていきます。
　区職員が在住する地域において様々な活動に参加すること自体は、その経
験を区政運営に生かすという観点からも有意義であると思います。職員に対し
て、地域コミュニティの役割や必要性について改めて周知を行う中で、意識の
醸成を図っていきます。

2103 1 意見
交換会

　方針にある現状と課題についてはそのとおりだと思う。本方針策定に当たり、
区としての思いは何か。同じ地域に複数の組織があると反目する。組織を統合
するか責任の所在を含めた上下関係のようなものをはっきりさせた方がいいの
ではないか。町会として住区会議室を使用する際、町会は借りなければいけな
い、住区住民会議は貸してあげている感のようなものがあり、軋轢の原因にも
なっているのではないか。

1 地域政策調査課 C 　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今後の検討とな
りますが、両者の活動が活性化し、発展していくことで、より良い地域社会が形
成されるものと考えています。

2104 1 意見
交換会

　町会・自治会の現状は、若手を巻き込む力がなくなっており、新しい取組を考
え、実践していくことは無理だと思う。新たな取組を行っている団体には、予算
の優先などインセンティブを与えるような仕組みなどにより、変わっていける環
境づくりが必要だと思う。
　町会・自治会、住区住民会議の周知には、ホームページなどの活用も有効だ
と思う。すでに整備されている団体もあるが、ＩＴ関連のスキルはバラバラで、予
算も厳しいと思うので、スキルの向上・統一化や財政的な支援が必要だと思
う。
　各住区住民会議には均一に予算が配分されているが、今後どうなるのか。実
施事業ごとの要望により予算が配分されることはないのか。

4 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　素案では、区の施設の基本的な考え方や取組方針のほかに、町会・自治会
及び住区住民会議に取り組んでいっていただきたい事項についても記載してい
ます。時代の変化に応じて、各団体にも変化が求められるところもあるのでは
ないかと考えていますし、区はそのために必要な支援を行って、地域と行政の
協力により、より良い地域社会づくりを進めていきます。
　地域への関心度を高めるためには、ＩＣＴの活用による情報発信の多様化や
双方向での情報交換の仕組みづくりなど、時代に応じた広報機能の強化が重
要であると考えています。どのような支援策が効果的か検討していきます。
　地域の実情に応じた役割分担を検討していく中で、住区住民会議への財政
的支援のあり方も見直していきます。
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2105 1 意見
交換会

　町会・自治会と住区住民会議の関係性が明確になっていない。イベントなど
での協力体制はあるようだが、組織として力関係が働くこともあり、役割の明確
化が必要だと思う。それぞれの組織は役員が高齢化・固定化しており、高齢者
のための組織となっているため、若手からすると自分事として考えられない。役
員の定年制などにより、若手が入っていけるような仕組みが必要だと思う。
　目黒区は、住民異動の激しい区だと思う。転入時に町会・自治会と住区住民
会議の役割について、しっかり説明しておかないとわからないままになってしま
う。

4 地域政策調査課 B 　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今後の検討とな
りますが、両者の活動が活性化し、発展していくことで、より良い地域社会が形
成されるものと考えています。また、活性化のためには、若い人たちの参加も
欠かせませんので、参加しやすい環境整備についても一緒に考えていきます。
　転入手続などの際に、町会・自治会や住区住民会議の役割や必要性につい
て説明することは重要だと考えていますので、効果的な手法を検討します。

2106 1 意見
交換会

　各町会長が住区住民会議の役員になっているところは、関係が良好で運営も
良いと思う。住区住民会議には各町会長が集まっているので、町会よりも上の
組織ではないかとの認識だったが、そういう関係性ではなく対等で上下の差は
ないと言われた。
　町会の役員は任期がなく、いつまでも続けられるため、若手は意見も言えな
い状態になっている。住区住民会議は若手がイベント等に参加すると仲間とし
て扱ってくれるが、町会には一緒に取り組んでいこうという姿勢が見えない。上
の意識が変わってこないと若者の参加は難しい。町会長等役員が替わったこと
で地域にオープンとなった町会では、若手も参加するようになり活動が活発に
なっている。良い方向に変えようとする人が地域にいないと変わらない。
　区は、住区住民会議には補助金を出しているので意見が出しやすいが、町会
にも街路灯などの助成金を出しているのでしっかり意見してもらいたい。町会が
変わらないと住区住民会議も変わらない。

3 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　町会・自治会を始め、ＰＴＡ、商店会など様々な地域の活動団体が同列に参
加し、地域課題解決のための協議を行う場が住区住民会議だと考えています。
　町会・自治会の活動活性化のためには、若い人たちの参加が不可欠であり、
参加しやすく、開かれた運営が求められるものと考えていますので、区としても
どのような支援策が効果的か検討していきます。

2107 1 意見
交換会

　ＰＴＡになってから初めて様々な活動に参加しているが、任期がある。その後
も地域とつながれるようにしていかないといけない。区には、今後の具体策を
しっかり作ってもらいたい。町会といえば祭りで、それによる上下関係だけでは
人のつながりはできない。新しい住民がいきなり参加しても、受入れ側の意識
が変わらなければ良好な関係はできない。
　防災なら関心が高いと思われているが、新しいマンションは構造や設備が
しっかりしているので必要性は感じられていないのではないか。

3 地域政策調査課 C 　素案の中では、まずはコミュニティ施策の基本的な考え方と施策の方向性を
きちんと定める必要があると考え、具体的な施策までは言及していませんが、
今後は、素案でお示しした考え方に沿って、具体策の検討を進めていきます。
　これからの地域コミュニティには、参加しやすい、緩やかな人間関係でつな
がっていることが重要であると思います。マンション居住者への対応も課題の
一つととらえていますので、参加促進のためにどのようなアプローチが効果的
か、地域の皆様と一緒に考えていきます。

2107 2 意見
交換会

　若手の加入促進というが、現役世代は仕事があり参加できない。仕事につな
がるようなことがあれば状況は違うかもしれないが、加入することのメリットが感
じられなければ無理だと思う。完全ボランティアでは、今の世の中で精神的にも
厳しいと思う。
　今回の資料をもらうまで町会・自治会と住区住民会議の違いがよくわからな
かった。防災にしても区がやるイベントや広報は、お役所仕事で面白みがな
い。そういうことでは地域活動への参加率、認知度を上げることは難しい。区と
して積極的な取組をしていくことも必要ではないか。

4 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

C 　日中に地域の外で仕事をしている人たちは地域活動に参加しにくいというの
は、ご意見のとおりだと思います。区としては、地域活動の基本はボランティア
活動であると考えておりますが、地域活動への参加の動機付けや「やりがい」
が得られる手法についても考えていきます。
　行事などの周知については、ご意見も参考にしながら、より伝わりやすく、関
心を持ってもらえるような工夫を考えていきます。

2108 1 意見
交換会

　町会・自治会は全国どこにでもありイメージしやすいが、体質を変えましょうと
いうのは難しいのではないか。意見しやすいのは住区住民会議のほうだと思
う。イベントにはできるだけ参加しているが、来年以降も出てほしいといわれる
と負担である。役員の任期が決まっていると入りやすいと思う。入口はお祭りや
イベントだと思うが、防災をキーワードにしたもののほうが関わりやすくなるので
はないか。防災訓練参加者は高齢者ばかりで、その状況を見れば若手も参加
してくるのではないか。

4 地域政策調査課 B 　素案では、区の施設の基本的な考え方や取組方針のほかに、町会・自治会
及び住区住民会議に取り組んでいっていただきたい事項についても記載してい
ます。時代の変化に応じて、各団体にも変化が求められるところもあるのでは
ないかと考えていますし、区はそのために必要な支援を行って、地域と行政の
協力により、より良い地域社会づくりを進めていきます。
　これからの地域コミュニティには、参加しやすい、緩やかな人間関係でつな
がっていることが重要であると思います。防災活動など地域の関心が高い活動
などを機会に、参加が広がるよう、取り組んでいきます。
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2109 1 意見
交換会

　町会に期待しているのは防災だけ。町会をＰＲするにはそれしかないが、ＰＲ
もしていない。訓練内容もいつも同じだから集まらない。集まってどう過ごすか
の前に顔が見えていなければ助け合えない。子どもも楽しんで参加できるよう
防災ゲームを提案したが、町会でやることではないと言われた。区も、毎年同じ
事をやるのではなく、子どもも参加できるような取組になるよう、町会に提案し
てもらいたい。

4 防災課 Ｆ 　地域で行われる防災訓練については、その訓練を主催する防災区民組織、
町会・自治会等が訓練内容を決めています。各団体では、工夫しながら訓練を
実施しており、区でも、起震車や煙ハウスの派遣など子どもが参加できるように
支援しています。訓練への企画要望については、主催者にご相談ください。

2110 1 意見
交換会

　行事ごとの場面で、情報を発信していく人がいるのは良いことだと思うが、効
果的なＰＲをしていくためには、民間の活力も活用しコンテンツを魅力的にしな
ければいけないと思う。

4 地域政策調査課 C 　効果的な情報発信の手法は課題と考えていますので、ご意見も参考にしなが
ら、検討していきます。

2111 1 意見
交換会

　本方針については、よくまとめていただいた。町会・自治会と住区住民会議の
これからは、歩み寄ろうとすることが必要だと思っている。今後は町会長、住区
住民会議会長同士のコミュニケーション、情報交換をしていくことが大事だと思
う。

3 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　地域コミュニティの中心的な団体である町会・自治会と住区住民会議の協力
関係は、コミュニティの活性化に大きく関わることと考えています。地域によって
両者の関係は異なりますので、その状況に合わせて、両者の良好な関係構築
に向けた取組を進めていきます。

2112 1 意見
交換会

　住区住民会議は小学校区域を基本とされているが、当地域は幹線道路によ
り分断され、住区住民会議と小学校とのつながりが少なくなり、地域住民のつ
ながりも少なくなっている。コミュニティがしっかりしていないと地域はダメになっ
ていく。一番の問題は防災に関すること。町会・自治会と住区住民会議の関係
をはっきりしてほしい。財政的な面を含めて区としてどうしていきたいのかに
よって、我々の活動も変わってくる。

3 地域政策調査課 B 　地域コミュニティの区域としては日常生活の中で顔を合わすことができる程度
の広がりがふさわしく、子どもや高齢者の日常の行動範囲と合わせて考える
と、現在の小学校通学区域を基にした「住区」の区域（広さ）は、妥当性がある
ものと考えています。区域の個別的な課題については、どのような解決方法が
取れるのか、地域の皆様のご意見を伺いながら、検討していきます。
　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今後の検討とな
りますが、区も関係構築に関わりながら、双方の活性化につながるよう進めて
いきます。

2113 1 意見
交換会

　当町会は規模が小さいので、町会独自でやれない行事を住区住民会議の中
で協働でやっているため有意義だと思っている。
　地域住民が抱える生活上の課題は、個人情報の問題もあり取り組むのは難
しく、若い世代の意見を取り込んで新しい活動をと言われるが、若手の新たな
参加も難しい。東京都のアドバイザー派遣のお知らせが来たが、町会の課題
はどこも同じだと思うので、一町会ではなく、町会全体でできないか。

3 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　町会・自治会と住区住民会議の関係は、ご意見にあるように、それそれの役
割を踏まえた協力関係だと考えています。今後も良好な関係を継続していって
いただきたいと思います。
　若い人たちの参加を促すのは難しい課題かもしれませんが、「様々な団体の
連携協力」の関係を進め、地域のＰＴＡやスポーツ・青少年団体など、多様な地
域団体とのつながりを持てるような環境づくりがきっかけの一つになるものと考
えています。
　なお、東京都の地域活動支援アドバイザー派遣制度は、町会連合会でも活
用可能です。

2114 1 意見
交換会

　当町会は規模が小さく、幹線道路と区界に囲まれ孤立した地域であるため、
町会内のみんなが助け合い、挨拶ができる関係をもつことが夢である。
　地理的な問題などにより周辺町会との課題の違いや住区住民会議の防災行
事には役員しか参加していないことから、町会独自のイベントを進めているた
め、区には財政的な支援をお願いしたい。
　住区の活動に対して意見はないが、町会ブロック、住区の区域に統一性がな
いため、対応策を考えてほしい。

4 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　町会・自治会の活動の基本は、地域の人と人とのつながりを基にした、助け
合い・支え合いだと思います。その活動活性化のために必要な支援を行ってい
きます。
　町会・自治会の区域と住区区域との不整合などの課題については、地域の
皆様のご意見を伺いながら、解決に向けてどのように取り組んでいくか検討を
進めていきます。

2115 1 意見
交換会

　当住区内には地域避難所が二つあるため、避難所運営協議会に対する補助
については、避難所ごとの運営費にしてほしい。

5 防災課 Ｆ 　避難所運営協議会の避難所単位での運営費助成については、現行の費用
助成の執行状況等を踏まえ、今後の検討課題とさせていただきます。
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番号

枝番 区分 意見内容 内容 関係所管
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区分

検討結果（対応策）

2116 1 意見
交換会

　住区住民会議との関係については、住区内全ての町会長が住区住民会議の
会長・副会長を担っているため、良好な関係となっている。特に防災面につい
て、避難所を運営していく上では顔が見える関係が大切なため、有意義な制度
だと思っている。

3 地域政策調査課 B 　町会・自治会と住区住民会議の関係は、ご意見にあるように、それそれの役
割を踏まえた協力関係だと考えています。今後も良好な関係を継続していって
いただきたいと思います。

2116 2 意見
交換会

　町会への加入促進を図るための取組として、町会広報紙を作成しＰＲしてい
るが、区としても転入時に町会の案内をしっかり行うことで支援してほしい。そ
の他、スタンドパイプなどの防災関係資機材への補助が必要だが、区としてど
のような支援を考えているのか。

4 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　町会・自治会への加入促進については、区としてもできることに取り組んでい
く必要があると考えており、窓口での案内などにも配慮していきます。なお、町
会・自治会への財政的支援については、素案にあるとおり、地域の要望・関心
が高く公益に資する取組に関する支援策などを検討していきます。

2117 1 意見
交換会

　町会・自治会を地域のコミュニティの基礎として明確に位置付けたことを評価
するとともに、今後の区の対応に期待する。本方針により、町会・自治会は会
員組織、住区住民会議は住民参加によるものであることを明確にしたことで、
関係性がわかりやすくなった。

1 地域政策調査課 B 　ご評価いただき、ありがとうございます。今後、素案でお示しした基本的な考
え方に沿って、地域コミュニティの活性化につながる具体策を検討していきま
す。

2117 2 意見
交換会

　当町会には町会会館がないので、活動の拠点となる住区センターが整備され
たことはありがたいことと思っている。町会・自治会と住区住民会議は、相互補
完の関係だと思っているが、住区住民会議に必要性を感じていない地域があ
るということは、補助金のあり方や運営の統一性など地域の状況を加味してい
ないことが一つの要因ではないか。
　町会・自治会への区の支援策、特にマンションへの取組については、加入促
進につながるようお願いしたい。

4 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　「地域活動の拠点」としての住区センターの機能は、今後も維持・活用していく
こととしています。また、町会・自治会と住区住民会議の関係は、ご意見にある
ように、それそれの役割を踏まえた協力関係だと考えています。地域の実情に
応じた役割分担を検討していく中で、町会・自治会及び住区住民会議への財政
的支援のあり方も見直していきます。
　マンション居住者への町会加入の促進は課題の一つととらえており、どのよう
な具体策が効果的か、今後検討していきます。

2118 1 意見
交換会

　本方針の策定により、今後の方向性が見えたと思う。具体的な取組に期待す
る。
　当住区住民会議では、各町会の意見も取り入れながら活動につなげていくこ
とが伝統的に行われており、地域や学校と協力して運営されている。町会と住
区住民会議の関係性に問題のある地域においては、区が窓口となってしっかり
対応してもらいたい。
　町会を運営していくことは大変なことで、年数回のブロックでの集まりは、各町
会の状況を聞くことは運営していく上で参考になり、情報交換していくことが大
切で、今後も話し合いの場は継続してもらいたい。
　各町会には必ず老人クラブがあり、高齢社会の中、老人クラブの発展も大切
になってくる。

4 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　素案の中では、まずはコミュニティ施策の基本的な考え方と施策の方向性を
きちんと定める必要があると考え、具体的な施策までは言及していませんが、
今後の取組を進めるに当たっては、いつまでに何をやるのか、どのように見直
すのかといった具体策が重要であると考えています。
　地域コミュニティに関する大きな課題の一つが、町会・自治会と住区住民会議
との役割分担と良好な協力関係の構築です。具体的な方策は今後の検討とな
りますが、区も関係構築に関わりながら、双方の活性化につながるよう進めて
いきます。
　他の町会の事業展開の好事例を知るなどの情報交換の場は有意義だと考え
ていますので、機会の設定に努めていきます。
　老人クラブも地域コミュニティの一つであり、様々な活動団体との連携協力に
より、発展が望まれるものと思います。

2119 1 意見
交換会

　町会活動だけでなく、住区住民会議の活動をすることで地域の中でつながり
が広がっている。
　町会の加入促進策について、活動報告や収支報告の総会資料により説明す
ることで理解が得られるようになっている。

4 地域政策調査課 B 　地域の中に様々な活動団体があり、各団体が連携協力しながら地域の活性
化につながっていくことが望ましい姿だと考えています。
　町会・自治会の運営の透明性を高めることで、地域の理解が得られ、参加に
つながっていくのではないかと考えています。

2120 1 意見
交換会

　町会への相談の9割以上が単身高齢者の問題で、包括支援センターと連携し
ながら対応している。地域の課題として、避難行動要支援者名簿を活用しなが
ら見守り体制づくりに重点を置いて取り組んでいる。

4 地域政策調査課 C 　高齢者の見守りや生活支援などの課題は、地域課題として対応していくこと
が望まれるものの一つだと考えています。地域の実情によって地域課題も多様
だと思いますので、地域の中で話し合いながら活動を進めていただきたいと考
えています。

50



整理
番号

枝番 区分 意見内容 内容 関係所管
対応
区分
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2121 1 意見
交換会

　区域のあり方については、学校選択制が導入されていることから見直す必要
があると感じている。
　町会加入促進策としてのマンションへの取組について、マンション居住者への
集金は個別が基本であるが、マンション内一括で集金できるような仕組みはで
きないか。
　町会防災倉庫の公園内への設置について、他団体の倉庫が設置されている
場合、公園法の関係で設置することができない。世論調査でも、防災対策の取
組は重要とされており、対応を検討してもらいたい。
　社会福祉協議会会費の町会への協力依頼について、町会分、民生・児童委
員分、主任児童委員分と社会福祉協議会役員分がある。主任児童委員と役員
は町会が決めたものでないのに、なぜ町会に依頼が来るのか。

4 地域政策調査課
みどりと公園課
健康福祉計画課

D 　町会・自治会の区域と住区区域との不整合などの課題については、地域の
皆様のご意見を伺いながら、解決に向けてどのように取り組んでいくか検討を
進めていきます。
　町会への加入は世帯ごとの任意となっており、ご意見にあるような管理組合
として一括して町会費を払うというのは好ましいことではありません。マンション
居住者の町会への加入促進は課題の一つととらえており、どのような具体策が
効果的か、検討していきます。
　公園内の施設の設置については、都市公園法により、設置可能な施設の用
途及び面積が決められています。町会防災倉庫も、同法に基づき設置許可を
行っています。このため、他の施設の設置状況によっては、許可できない場合
もありますので、地域で設置すべき施設の優先順位を調整の上、設置申請をご
検討ください。
　社会福祉協議会では、会員制度による会費を、地域福祉を推進する事業運
営に充てられる貴重な財源としています。健康福祉計画課は、民生・児童委
員、主任児童委員及び社会福祉協議会の団体補助の所管課として、ご意見を
踏まえ、社会福祉協議会へ、今後の会費お願いの方法等の検討について、
しっかりと申し伝えます。

2122 1 意見
交換会

　時代とともに町会の環境は変わっており、町会に対して興味が薄れている。
魅力的な町会活動を行うにしても、活動場所となる公園が町会内にない。補助
46号線の整備で期待をしているが、完成はまだ先の話である。防災活動にも支
障があり、活動場所がないと組織運営は難しい。

4 木密地域整備課 C 　木密地域においては、防災性や住環境の向上を目指し、公園用地の取得へ
向けた取組を進めてきています。協議会や各町会との連携を図り、用地取得を
進めてきていますが、未だ不足する地域がある状況です。現在、都により事業
が進められている補助46号線整備事業において、区は道路整備と一体的に進
めるまちづくりを推進していることから、沿道での公園用地確保について協力を
依頼してきています。今後とも、地域の方々や関係所管との連携を図り、機会
を捉えた対応を進めていきます。

2123 1 意見
交換会

　40年前に住区制度を始めた時は、町会もまだ力があったので不要だと思って
いた。しかし、多様性が求められる現代社会において、コミュニティの基礎であ
る町会・自治会と住区住民会議が役割を分担し、地域で活動していかなければ
ならない時代になったと思っている。住区は小学校区域が基本で、当時は子ど
もも多かったので妥当性はあったが、複数の住区に関わっている町会があるこ
となどから見直す必要があるのではないか。
　コミュニティの形成には、活動する人がおり、活動拠点があり、その活動をサ
ポートする区職員やコーディネーター的な専門家がいれば、良いものができる
と思う。

1 地域政策調査課
地域振興課・各
地区サービス事
務所

B 　多様化する地域課題の解決のためには、地域コミュニティの基礎である町
会・自治会の活性化とともに、一つの町会・自治会だけでは対応が難しい課題
や町会・自治会の区域より広い区域で対応した方がふさわしい課題に対応でき
る住区住民会議の活性化が必要であると考えています。なお、町会・自治会の
区域と住区区域との不整合などの課題については、地域の皆様のご意見を伺
いながら、解決に向けてどのように取り組んでいくか検討を進めていきます。
　また、コミュニティ形成に関するご意見は、まさにそのとおりと考えており、ご
意見を参考にしながら、より良い地域社会づくりを進めていきます。

2124 1 意見
交換会

　共同住宅、戸建ての会員も増えているが、町会行事に対して協力的ではな
い。木造密集地域のため、防災の取組に力を入れているが参加者が少ない。
こうした状態であるため、住区住民会議への協力は難しく、まずは町会の活性
化を優先して取り組む必要がある。

3 地域政策調査課 B 　町会・自治会への地域の関心度を高めるためには、その活動内容や役割に
ついてより積極的に周知し、知ってもらうことが重要と考えています。区の広報
の充実とともに、ＩＣＴの活用による情報発信の多様化など、どのような支援策
が効果的か検討していきます。

2124 2 意見
交換会

　民生委員に欠員が生じているが、町会と住区住民会議のそれぞれの会議に
出席しなければならず、忙しすぎるためか継続されない。どちらの会議に出席
するかは委員の自由と言われていたが、実態としては両方に参加を迫られる
ので、対応ははっきりしてもらいたい。

5 健康福祉計画課 Ｆ 　民生・児童委員及び主任児童委員は、地域の実情を知っている方が望ましい
ことから、民生・児童委員については町会・自治会に、主任児童委員について
は住区住民会議に候補者の推薦をお願いしています。
　民生・児童委員、主任児童委員として、どのような会議に出席されるかは、各
地域との関係づくり等の中で、委員の自主性によるものと考えます。
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2125 1 意見
交換会

　町会の規模が小さく、75歳以上の高齢者が20％ほどを占めており、46号線整
備によりますます人がいなくなり、何をするにも人手が足りない。近隣町会と共
同での活動を考えていかなければいけないと思っている。

3 地域政策調査課 B 　町会・自治会の活性化のためには、様々な活動団体との連携協力が重要で
あると考えており、近隣町会との協力から更なる活動の広がりにつながっていく
ことが期待されます。

2126 1 意見
交換会

　高齢者が多く、若い世代につないでいくことが難しい。町会への関心が薄れて
いることが一番の課題で、掲示板や回覧板で町会活動を周知しているが、素通
りされている回覧板が多い。

4 地域政策調査課 B 　町会・自治会への地域の関心度を高めるためには、その活動内容や役割に
ついてより積極的に周知し、知ってもらうことが重要と考えています。区の広報
の充実とともに、ＩＣＴの活用による情報発信の多様化など、どのような支援策
が効果的か検討していきます。

2127 1 意見
交換会

　町会の活動は昔も今も変わっていない。今の人たちの考え方は多様化してお
り、町会も変わっていく必要を感じている。役員は高齢化しており、魅力ある町
会活動を行える状況にない。そのような状況からか、町会費は払うが活動には
参加しないという人もいて、これでは活性化につながらない。

3 地域政策調査課 B 　ご意見にあるとおり、社会状況の変化を踏まえ、町会・自治会も従来からの活
動だけでなく、新たな活動にも取り組んでいただき、地域への関心度を高めて
いく必要があると考えています。また、地域活動を知ってもらうこと、参加しやす
い環境を整えることを繰り返し、少しずつでも参加を広げていくことで、活動も活
性化していくのではないかと考えています。

2128 1 意見
交換会

　三つの住区に跨っているため、学校行事への出席が大変である。特に選挙
立会人の選出に苦労しており、区域のあり方については何とかしてもらいた
い。

3 地域政策調査課 B 　町会・自治会の区域と住区区域との不整合などの課題については、地域の
皆様のご意見を伺いながら、解決に向けてどのように取り組んでいくか検討を
進めていきます。
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