
 

 

第２回 「コミュニティ」 

 

                                   平成１５年７月１２日（土）午後３時～５時 

                            さくら会館３階ホール 

コーディネーター：田村 誠一郎氏 

                                   パネリスト   ：乙津 豊彦氏 北澤 充氏 

                                            高橋 洋子氏 小林 尚司氏 

※一般の方の発言は匿名としています。 

 

≪市長挨拶≫ 

 皆さんこんにちは。お集まりをいただきましてありがとう

ございます。 

 こうしてお出かけをいただいております顔ぶれを見ます

と、何回かあちこちでお会いした方もいらっしゃるのです

が、全く新しい方もいらっしゃるわけでございますので、

少し、この「一緒に話そう、まちづくりフォーラム」を始める

前に福生のことについてお話をしておきたいと思います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

     開催の趣旨・福生市の概要については、 

第１回と重複しますので省略いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 きょうはコミュニティというテーマですが、地域というのは

非常に大切なものだと思っております。日常生活の中で

はそれほど意識はしませんけれども、もし何か困ったこと

が起きた場合、そんな時に地域の関係ができていた方が

助けを求められて、一人ぼっちで生活しているよりはるか

にいいということで、そのようなことを含めてコミュニティと

いうのは非常に大切になっていると思いますから、今回は

コミュニティにさせていただきました。 

 進行についてはコーディネーターの方々にお任せして

ありますので、私の方からはご紹介だけにさせていただ

きたいと思います。 

 一番右側にお座りになっていらっしゃる方が田村誠一郎

さんです。田村酒造の専務さんでございます。 

 そのお隣が乙津豊彦さんです。最近まで南町会の町会

長をされておられまして、本職はコンピューター関係の会

社を経営されていらっしゃいます。きょうはパソコンをお持

ちいただいておりますが、時代の最先端と地域とを融和し

て、うまく組み合わせていくにはどうしたらいいかというよう

なお話をいただけるのではないかと思います。 

 そのお隣が北澤充さんです。北澤さんは青少年育成地

区委員長会の会長をおやりになっています。地域で子ど

も達をどのように育てていったらいいかということに取組ん

でいらっしゃる方です。 

 そのお隣が高橋洋子さんです。小地域福祉活動という、

地域の中で福祉活動をしておられます。 

 そのお隣は小林尚司さんです。前消防団長でございま

す。今年の４月からは町会長を務めておられます。 

 以上５名の方に進めていただきますので、どうか気楽に

一緒に話に入っていただければと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

≪田村≫ 

 御紹介いただきました田村と申します。 

 本日のテーマは「コミュニティ」ということですが、コミュニ

ティって英語ですよね。何となく皆さんおわかりにならな

いと思いますけれども、先ほど市長がおっしゃっていたよ

うに、地域とか、それにかかる活動という意味だと思いま

す。 

 現在では、コミュニティというのは二つに分けられると考

えられております。それだけちょっと皆さんにあらかじめ

認識しておいていただきたいのですけれども、例えば町

会ということですね。町会、あるいは昔からある団体、そう

いうものを従来型のコミュニティと言うそうです。 

それから、これからもう一度つくっていかなければいけ



 

ないコミュニティもあるというふうに考えられているのです

ね。それが新しくつくるべきコミュニティ。その二つに分か

れるのではないかと言われております。 

 その新しいコミュニティについては、市の資料をちょっと

読ませていただきます。「生活の場において市民としての

自主性と責任を自覚した個人及び家庭を構成主体とした

共通目的を持つ集団」というのが新しく発生すべきコミュニ

ティではないかと言われているそうでございます。 

 そのような意味では、こちらにいらっしゃる４人の皆さん

は、それぞれそういうものに取り組んでいらっしゃいます。     

先ほど市長から御紹介をいただいておりますので省略

させていただきますけれども、パネリストとして、日頃地域

コミュニティで御活躍されている４人の皆さんが、それぞ

れの地域の中でどのようなことをしているか、それをまず

発表していただくようにお願いしてあります。 

 それでは、乙津さんから発表していただきます。よろしく

お願いいたします。 

≪乙津≫ 

 御紹介いただきました乙津と申します。 

 市長のおしゃったとおりで、前回は、あいつは何をやっ

ているのかわからないという御紹介をいただきました。私

も何をやっているのだか、町会長を辞めた途端にまた何

かいろいろやれと言われて、人がいいのですかね（笑

い）。冗談はさておきまして、私、前回もコーディネーター

をさせていただいたわけですけれども、きょうはまとめ役

ではなくて皆さんと一緒に町会、自治会、どうしたらいい

かというのを考えていこうというか、そのためには話が発

散するものですので、まず話題提供という形で少し述べさ

せていただこうかなと思っております。 

 コーディネーターの田村さんの方からコミュニティにつ

いて御説明ございましたが、特にコミュニティに関しまして

は、いろいろきちっと体系立てた方もいらっしゃるでしょう

し、ホームページを開けば幾らでも出てくるのですね。共

通しているのが、地域コミュニティが崩壊しつつあるという

話題が多ございます。 

 実は昨日、私の近く、第五小学校なものですから、地域

連絡会がございまして、そこでもやはり町会長さんのお話

では「加入戸数が減っちゃってさ、どうしよう」という話がま

ず出るわけですね。私の御紹介がありましたけれども、南

町会におきましても、私が受け継いだ時には２０５戸ほど

入ったのですが、後ほど申し上げますが、ある事業をや

ろうとしたらたちまち１８０戸ぐらいに減っちゃったという事

情がございます。 

 顔を見てばかりではつまらないので、少しスライドを用

意してきましたので、それをベースにお話したいと思いま

す。 

         ― スライド放映 ― 

 

 コミュニティ、特に私は地縁によるコミュニティというので

すね。たまたまそこに住んでおられる方がそれを理由に

集まるコミュニティと定義したらいいのかなということでご

ざいます。 

 今、申し上げましたように、地域コミュニティが崩壊しつ

つあるというお話をよく聞きます。崩壊まではいきません

けれども、どこも活動しているわけですから。 

 歴史的背景からいきますと、御存知のように戦後の日本

の政策といたしまして、ともかく国民に対して均一化、それ

から画一化をしようと。要するにこういう言い方を必要にこ

ういう場で言ってはいけないのですが、貧富の差をなくし

て皆さん同じような生活をしていただこうということで、憲

法２５条にも文化的な最低限度の生活を営む権利があると

いうことをうたってございます。結局国民の方からすれば、

困っていれば国家が何とか面倒みてくれると、要するに

国家は、自治体もそうなのですが、最低限度の生活を営

む権利があるのだから、それを面倒みる義務があるのだ

という形できて、ここまできたのではないかというわけでご

ざいます。 

 これは学芸大学の学長さんの、これはいつなのですか

ね。時期はわからないのですが、昔は御存知のようにそ

こに住んでいる方が土壌といいますか、自分達だけでは

できない、例えばお葬式、結婚式、それから日常のこと、

これをみな助け合って生きていく形がとられていたのだと

思いますけれども、核家族が進みまして、どちらかというと

個を大事にするような意識に変わってきているわけです

ね。 

 さらに困れば役所が何とかやってくれるという言い方は

おかしいのですが、そういう考えがはびこっていますし、

いい例かどうかわかりませんが、例えばお葬式にしても昔

はコミュニティ単位に順番が決まっていまして、みんなが

集まって墓を掘って埋めていたわけですね。それが今は

もう商売になるとわかると葬祭屋さんの多いこと。それから

立派な斎場の多いこと。むしろお金を出しさえすればもう

そんなのはいらないわけですね。手伝っていただく分に

はいいのですが、その見返りとして自分も出ていかなけ

ればいけない。それが嫌だという気持ちがどんどん出て



 

きたのではないかなというわけでございます。 

 今の町会活動も全く同じようなことが言えまして、入って、

会費払って、回覧回すだけならいいよと。それからお祭り

に出るぐらいならいいのだけれども、例えば委員さんやっ

てくれだとか、町会の役員をやってくれというともう嫌だよ

と。そんな暇はないのだとか、そういう断られ方をよく、ど

こでもされているようでございます。例えば、順番で組長

さんが回ってくるとすぐやめちゃうという実例がどこでもあ

るわけですね。 

 そのようなところで、それは大変結構なことなのでしょう

けれども、公共機関、それから民間のサービス等でなせ

るようになってしまった。さらに行政の方もどんどんどんど

ん暮らしやすいまちにしようということで、何でもかんでも

やっていただくような形を取ってきたわけです。 

 卑近な例なのですが、今まで町会でやっているのは回

覧業務というのをやっていますね。広報なんかも回覧で

回していたのですが、今、多分福生市での加入率は平均

すると５０％を切っていると思うのですね。私の方は古い

町会でございますので、大体７割弱ほどまだ加入率はあ

るのですが、市長がお住まいの町会は多分相当低いとお

聞きしております。多分３割とか４割とかという数字ではな

いですか。 

 そうしますと、要するに回覧回しても市の情報が５割の

家庭しか届かない、これはやはり無理なわけですね。そ

れで行政の方は結局全戸に配布しなければいけないと

いうことで、シルバーを頼んでお金を使って配るようにな

ってしまったわけです。そうしますともう町会なんかいらな

いじゃないかと、回覧ひとつ取ってもそうなのだからいら

ないじゃないかという形になりまして、行政の方でもやれ

ばやるほど地域がどんどん冷たくなっていく、非常にジレ

ンマに陥っているのではないかなと思うわけでございま

す。 

 ビジョンというのはあれなのですが、地域コミュニティが

ないと困るような社会があるというのはおかしいですね。

よりよい生活をするためには地域コミュニティが主体にな

って動くような形、それがいいのかなという御意見を出す

方もいらっしゃいますし、私もそう思っております。 

 それから先ほど市長が、有能な、優秀な方が市民にいら

っしゃるのだよということをおっしゃっていましたけれども、

やはり何かやろうと、介護の話も、それから子どもの面倒

をみようというときにも、プロ市民という言葉を使われた方

がいらっしゃいますけれども、非常に教育をしていただい

て何でもできる、行政の方並みの力を持つような市民を育

てていく必要があるのではないかなと思っております。私、

やってみて、自分の住む地域の問題は自分達で解決して

いくような姿勢がまず必要ではないかなと思うわけでござ

います。 

 今まで申し上げましたような公の過剰関与、こういうこと

を言うと行政の方に怒られるかもしれませんが、逆に今度

は民、私ですね。市民の方が過剰依存をしていくのを、そ

れを妨げていかなければいけないのではないかと、結局

全部行政がやればできないことはないのです。だけどそ

れには当然お金もかかりますよね。ですから、できること

はやはり地域でやるべきではないかなと思うわけです。

皆さん痛みもある程度経験しないといけないのではない

かなと思うわけです。 

 現在の状況は、今まで申し上げてきたとおりでございま

すが、加入率が確かに年々下がっているのではないでし

ょうか。たまたま大きなマンションができて、そこを町会に

どかっと入れてしまうなんていう町会もございます。６００

戸が８００戸数にふえたというのがございますけれども、そ

ういうのは例外で、今までの方がどんどん抜けていくよう

な形が多いのではないかなと思っております。 

 それから、町会長をやっていまして、これは確かに大変

です。正直言って、この中でも町会長経験者が大分いら

っしゃるように見受けますけれども、決して楽な仕事では

ございません。昨年私が、消防団長ほどではないのです

が、町会関係で何かあった日が１１１日ございました。とい

うことは３日に一遍ほど何か町会長はやることがあるのだ

なと、変な意味で感心したわけでございます。 

 それから、よく話を聞きますが、町会の役員を決めるの

に皆さん苦労をされている。順番でやればいい話でもな

いのですね、これ。先ほどプロの市民と申し上げましたけ

れども、やはりいるだけでは困るのですね、役員さんは。

ですから大変なのを知っているもので皆さん固辞される

わけでございますけれども、私は町会長をやって、次の

役員なんかを誘う時に「そんなに大したことないからやっ

てくれよ」と決して申し上げませんでした。「大変だけどや

ってくれよ」と覚悟させておいた方がいいのですね。それ

ほどやはり今の段階でも町会というのは結構やることがご

ざいます。 

「言い過ぎかも」と書きましたけれども、今の現実は、行

政からの押しつけ予算を消化する町会、自治会改革とは

言い過ぎですね、ちょっと。市長に申しわけないのです

が、要するに補助金をいっぱいいただいています、町会

でも。これは国・都から市が受けるのと同じとは申しません

が、いろいろな活動のために市の方から補助金をいただ

いております。これはどう決まるかといいますと、組の数と

加入者の数、もしくはその地区に住んでいる人数割です。

それでおまえらこれをやれと。そうでもなければ決めよう

がないと思うのですが、そういう形が今の体系だと思いま

す。それだけでは足りないもので、皆様方から町会費等

をお預かりして運営しているのが現状ではないかと。町会

によってはその他に収入源がございまして、いろいろと事

業をやっているところもございますが、私どもの方は役所

からの補助金が結構大きなウエイトを占めております。 

 これもよく言われる話なのですが、旧住民といいますか

ね、もう江戸時代から住んでいる、私の家もそうなのです



 

が、そういう方と新しい、例えば建て売りの住宅を買って

住まわれた方、どうしてもやはりお互い、垣根という書き方

しましたが、あつれきまではいかないのですけれども、お

互いしっくりいかないところがございまして、なかなかこれ

を、垣根を取り払うのは、私もいろいろ苦労した経験もござ

いますけれども、新しい方にもどんどん町会を手伝ってい

ただきたい、ですけれどもやはり１００年間の歴史の町会

というのはそう簡単にいかないところがございまして、これ

から変わっていくことは間違いないと思いますが、これが

現実でございます。  

 その私の経験からお話ししなければいけない、これがメ

インテーマなのですけれども、町会役員をお願いした方

に、全く今まで町会なんて、町会に出てこられなかった方

に役員をやってもらったことがあるのですよ、順番だという

ことで。最後の集まりの時に「本当にやってよかった。こん

なに私がこの地元を知らないとは思わなかった。」というこ

とを言われました。これは非常にありがたかったですね。

そういう方、全員がそうではないですが、少なくはないと

いうこと。それから先日、引っ越すからと言って、私は町会

長を辞めたのですけれども、わざわざあいさつに来てい

だいた方もいらっしゃいました。 

 そんなわけで、これは何を言いたいかといいますと、私

は町会長をやっている間、本当に自分でも一生懸命やっ

たなと思っているのですけれども、何よりもまず人に会っ

たら必ず私の方からあいさつ申し上げました。そうしまし

たらだんだん顔を覚えていっていただきました。 

 受け売りで恐縮なのですが、皆さんの前でお話する時

に、何度か話したので聞いた方もいらっしゃるかもしれま

せんが、「申しわけないけれども、私に顔を覚えられた方

がいいよ」と。私ということはないですね、町会の役員等に、

もしくは地域の人に顔を覚えられた方がいいよと。この間

の阪神・淡路大震災の時の話しを聞きました。倒れて何人

か埋まっています。誰から助けるかと言ったら、知った人

から助けるのが人情だと言うわけですよ。ですからお互い

近所に住んでいる方がみんなそういう形であれば、お互

いが助け合うことができるわけですね。 

 ところがこれが天災をもとに話をしてもだめですね。じゃ

地震はいつ起きるのだと言われた時に、そんなのは何度

も起きるわけではないですよね。大火災が起きるのかと言

ったってこんなのは、それをベースに話をしていってもし

ようがないという気持ちはございますけれども、一例として

よく言わせていただいている話でございます。 

 それから、どこの町会もそうだと思うのですが、コミュニ

ティの場としてやはり集まる場所が必要だと。幸いにも私

の町会は古いのですが会館を持っておりまして、ところが

もういかんせん４０年も経って、５０年ぐらいですかね。畳

でもっているような床で夏は暑くてしようがない。どうにか

しなければいけないということで、もう何年も課題になって

いたのですが、今回建て替えることになりました。 

 これが先週あたりの絵なのですけれども、網がかかって

いてよくわからないのですが、大変といえば大変でござ

います。総費用３０００万円ほどかかます。そのうち６割を

市から補助金をいただくことになっております。ですから１

８０戸程度の町会で１６００万円とか１７００万円補助金をい

ただくわけですね。皆さんの、先ほどの市長の話ではな

いですが、納めた税金に比べてこんなに見返りがあるの

だからありがたいと思った方がいいのではないですかと

いうことを言っているのですが、この秋には狭いながらも

立派な会館ができるのではないかなと思ってございます。 

 こういう公のコミュニティという場所を使ってコミュニティ

活動をしてもいいのですが、これは望ましいことではない

のでしょうけれども、町会のコミュニティというとやはりどう

してもわいわいがやがや、一杯入る話の場も欲しいので

すね。ところが公の場ですとそれが禁止されていて、結構

外で飲むには金がかかるという話も聞いてございます。で

すから私どもの町会は非常に恵まれているなという気持

ちもございます。 

 それから、南地区にはまだ「いなり講」という組織が残っ

てございます。これは南地区という区割りができる前から

ある組織だと思うのですが、いなり講という言葉を余り聞か

れたことがない方もいらっしゃるかもしれませんが、まさに

昔の互助組織でございまして、生活に困ったときにはこの

講からお金を借りたというのを聞いてございます。ですか

ら入る時に出資したのですね。 

 たまたま私の町会にはこの田村さんと同じようにお酒を

造っている石川さんという方がございまして、そこが多分

ベースになって始まった事業ではないかと思うのですが、

こんなくだらない会は今ないですよ。何をやっているかと

いうと、年に１回初午の時に神事をやって、そのあと飲む

というのが主ですね。でも、これもまた重要なコミュニティ

だなと。私もそのいなり講に参加してからもう１０何年にな

るのですけれども、どんどん人が変わっていきます。今４

０代ほどの方が来ます。いつこんなくだらない会やめよう

よと言うかと思っているのですが、これが意外と続いてい

るのですね。 

 それを考えた時になぜかなと、私の方の地区にはおい

なりさんがあるのですよ。お宮があって、初午祭というお

まつりをやる。そういう目的があって集まっているのです

ね、今となっては。いなり講の本来の互助組織というのは、

今はもう皆さん生活にお困りになるような方はいらっしゃ

いませんので、事実上ないのですけれども、そういう目的

があって続いているコミュニティという、ですから普通の地

域コミュニティにおいても何か目的意識を持って始めれ

ば続くのかなという感じもしてございます。 

 結論といいますか、結論は出ません。このテーマは一昨

年もこのフォーラムでやったのですが、だからどうだという

ことも具体的には出てないと思います。 

 ただ、私が今考えているのは、地域コミュニティで何か



 

活躍しているといいことがあるといいのかなと。非常に不

謹慎な話ですけれども、例えば地域コミュニティで道路を

毎日掃除しています。そうすると市役所の方からごみ袋を

少し、ボランティア袋ではなくて、黄色の市のあの袋がくる

とか。そんな仕組みを考えてみる、ちょっと大人げないで

すかね。そんなつまらないことでも広がっていくような気も

しないではございません。 

 それから、今の時代、私も書くよりもこれを使った方が早

いというのでパソコンを用意させていただいたのですが、

ＩＴを活用したコミュニティをどんどん進めていくべきでは

ないか。それから利益の上がるコミュニティ、コミュニティ

自体が少しお金を儲けてもいいのではないかと思ってお

ります。 

 それで活動を活発にしていったらいいのかなと。私ども

の町会は、まだ１８０戸ほどですので、ちょっと何かやるの

には小さ過ぎるのかなということもございますので、学校

区程度の広さまで広げたコミュニティ、もしくはコミュニティ

の協議会みたいなものをつくっていったらいいのかなと

いう気がしております。 

 どこの市、それから県でも今こういう問題に非常に多分

困っていろいろやっていると思います。たまたまネットワ

ークで見つけた、これは仙台の都市総合研究機構というと

ころがまとめたものなのですが、田村さんから御説明いた

だきましたが、私もコミュ二ティというのが実は少しわから

なかったのも事実なのですけれども、ここでは「ちえんコミ

ュニティ」というのが二つ書いてございます。土地の「地」

それから知識の「知」。田村さんが、二つコミュニティがあ

るとおっしゃったのはまさに言い方の違いでありまして、

そこに住んでいる方がたまたまベースになるのが「地縁」

のコミュニティですね。それから趣味とか、それから職場と

かでまとまるのが多分知識の「知」ですかね。そちらの方

ではないかと言っているわけでございます。 

 今まで申し上げたようなところが、こういうホームページ

から得た知識もございますが、どこを見ても言っているこ

とはやはり同じようなことです。皆さんの生活が変わってき

た、結局その周りのわずらわしさよりもそれがいらなくなっ

たような状況なのだよと。市長がおっしゃったように地域

で住んでいて、お互い知らないということは、これは不幸

なことですね。それをどうにかこれから広げていかなくて

はいけないなということでどこも本当に苦労しているところ

です。 

 これもいい例なのですが、現状はこういう形だと言って

いるのですね。例えば町会等、これが直接グローバルに

出ていくことは今ございません。ほとんどが町会長連合会、

町会長協議会というのを通して行政の方と関わってくるわ

けでございます。ほかの学校組織等もやはり小さなそれ

ぞれの固まりになっているのですが、これからはやはり地

域が直接グローバルに出ていく、それから地域が直接行

政に働きかける、ＮＰＯとも結びついていく、こういう形に

広げていかなければいけないなと。非常にこれは目標と

しても難しい目標ですし、漠然としたものかもしれません

けれども、そのような形にもっていかなければいけないだ

ろうなと思っております。 

 私は町会長を辞めたのですけれども、これからもいろい

ろな形で関わっていかなければいけないなと。先ほどＩＴ

というのを申し上げたのですが、私はこういうのが趣味な

ものですから、これが私の個人の会社で開いている町会

のホームページでございます。ここで行事の予定だとか、

それから今度の役員だとか、今、会館を作ってございます

ので、ちょっとここのところさぼっているのですが、こんな

進行状況ですよというのを流し始めました。これをコミュニ

ティの話題を受けた時に、電子掲示板をつくって少し実績

を上げて報告しようと思ったのですが、仕事がちょっと忙

しくなりまして、それも行わないこととなってしまいましたけ

れども、掲示板の準備を進めていまして、今インターネッ

トをされている方は非常に家庭でも多ございますので、特

に若い方にそこへ何か言っていただけるのかなという試

みはしようかなと思ってございます。 

 こういう形があるので、市の方で町会のホームページを

置く場所を用意してくれというのを市長の手紙でお願いし

たのですが、今のところ難しそうでございます。でももうこ

れからはできるのではないかなと考えてございます。余り

暗い話題ばっかりでは、皆さん御存知の話題なものです

から、非常に具体性のない提言で申しわけないのですけ

れども、個人でこういうこともやっていると。それから、や

はり地域の皆さんがこんな形で進めていかなければいけ

ないのではないかということを、きょうは皆さんから御意見

をいただきたいと思います。このテーマはエンドレスです

よ。たぶん学者さんが、どこでまとめてもさっきのようなレ

ポートは出るのです。だけど、そこに住んでいる方が本当

に乗ってきて、活力ある地域コミュニティができるというの

は非常にまた時間がかかると思ってございますので、ま

た機会がございましたらこういう話を、きょうもどんどん反

論をいただきたいですし、御意見を頂戴したいと思って

おりますので、よろしくお願いします。 

 ちょっと長くなりました。ありがとうございました。（拍手） 

 

≪田村≫ 

 乙津さんありがとうございました。先ほど、冒頭私が申し

上げたまさに町会というのは従来型コミュニティで、その

維持にものすごく御苦労いただいているわけです。これ

は乙津さんの町会だけではなく、どこの町会でも加入率

の減少とかで大変御苦労いただいているようでございま

す。ありがとうございました。 

 続きまして、青少年の教育問題につきまして日頃から御

努力いただいております北澤さんに日頃の活動を披露し

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 



 

≪北澤≫ 

 北澤です。よろしくお願いいたします。 

 私は、特に乙津先生のような立派なものをちょっと用意

していないのですけれども。コミュニティということで、普

段感じていることといいますか、活動していく上で自分が

思っていることをちょっとお話させてもらって、それで皆さ

んの意見等もいただいて、私個人の成長にも役立たせて

いただけたらなと、そんな安易な考えできょうは出席させ

ていただきました。 

 私は青少年育成地区委員長会というところの会長をさせ

ていただいております。前回も話題提供者ということで出

させていただいたのですけれども、今思えば前会長の高

水さんにそそのかされて出席してしまったのが運のつき

だったのかなというふうにちょっと思っております（笑い）。 

 地区委員長会というのは、各町会単位に地区委員長とい

う方が１人いまして、３４町会ある中で３４地区委員長がお

ります。私自身も福栄町会というところの場所から選出され

ています福栄地区の委員長というような形で出ています。

福栄というのは熊川です。富士見台自治会の隣なのです

けれども、富士見台と熊牛にちょうど挟まれて、わりと規模

としては余り大きくない町会なのですけれども、ほとんど

が都営団地の住民、あと戸建ての人もいるというようなとこ

ろです。 

 わりと新しい町会だと思いますので、僕みたいな若輩者

がえらそうなことをいろいろ言って、町会の行事等に参加

させてもらえているというのは本当に幸せなことだなと感

じております。 

 コミュニティということで、今もいろいろなお話しを聞か

せていただいたのですけれども、育成地区委員長会の活

動としては、年に２回、中央公園で輝きフェスティバルと、

軽スポーツ＆豚汁会を実施している状況ですね。市の力

も借りながら、全地区委員長さんとその地区の委員さんで

すね。協力をいただきながら、子ども達を集めて行事を行

ったり、そのほかは環境浄化運動として福生市のコンビニ

とかゲームセンターとか、そういったところに子ども達がど

ういう形で出入りしているのか、その中でいわゆる成人男

性が読むような図書等、店側でもどういうふうに分別して

陳列してあって、子どもが例えばそういうものを買おうとし

た時に店員はどういう対応を取っていただいているかどう

かというのを委員で回って、どういう状況にあるかというの

を毎年回って見せていただいたりというようなことをしてお

ります。 

 地区委員長会という形でお話しをさせていただきますと、

各地区で置かれている状況が大きく違いますね。事情が

違っていますね。というのも、地区の中に児童が２０数名し

かいない地区と、地区の中に３００名以上児童がいる地区

と、あとその一つの地区でも三つの小学校に分かれてい

るというような地区もあります。大きいためと、ちょうど真ん

中に位置するためなのですけれども。そういったところと、

あとは私の地区なんかは全部三小地区なのですね。地域

で全部同じ小学校に行くというようなこともあって、それぞ

れのＰＴＡとか子ども会との関わりあいとか、いろいろな事

情があって、それぞれの地区でそれぞれの地区なりに皆

さんに頑張っていただいているというようなところがありま

すので、地区委員長会全体での話というよりも、私の地区

でどう感じているかというようなことをちょっとお話できれ

ばなと思います。 

 自分の地区では、僕の前々任者ですけれども、今から６

～７年前になりますが、その時には町会の役員の方が重

複して地区委員長をやられていたというようなことがあっ

て、地区委員長会で、地区での活動というのはなかった

のですね。そういう子ども達との関わりあいというのは子ど

も会等に任せてあったというような状況ですね。 

 僕の前任者はちょうど僕と同い年で、友人だったという

のもあるのですが、地区委員長になった時に、何とか地

区委員長１人という形でいるのではなく、地区委員長の他

にですね、委員というのを何人かつくって、その中で、福

栄の地区で子ども達のために何か行事をやろうと、福栄

の地区に住んでいたから損をしたと子ども達に思われな

いように、一つでもいいから何かをやろうというようなこと

で、最初の年に餅つきでもやろうかということで、年の暮

れに餅つき大会をやったのが始まりです。その前任者は

引っ越したので１年で僕と交代になってしまったのですが、

僕が引き継いで、その人のそういった思いも引き継いで、

現在も活動させてもらっている状況です。 

 育成会ということで、子どもの育成に関する云々というよ

うな硬いことを常日頃話しているというわけではなくて、僕

なんかは自分が子どもの時によく小学校に遊びに行くと、

野球が好きだったものですから、野球をやっていると近所

の大学生が来てくれて、よく一緒に野球をやろうということ

で遊んでもらった記憶があるのですね。小学生にとって

大学生って、すごく大きくて、またその人のことがすごく心

に残る、楽しかった思い出があるのです。そんな思い出

があるものですから、僕の方も近所の子ども達と一緒にな

って遊んでいるといいますか、子ども達に遊んでもらって

いるような状況で、行事の方はやっております。 

 常日頃いろいろな子ども達の非行に関するニュースや、

子ども達が重大な事件を起こしたというようなニュースを耳

にいたしますと、難しいとは思うのですが、親も先生もな

かなか気付いてあげられないと思うのですけれども、なん

で、誰かが気付いてあげられなかったのか、その時に誰

かが声をかけてあげられなかったのかなというふうに感じ

ます。そのためにも地域の中で子どもと一緒に遊んでい

て、子どもに「あっ、このおじちゃんだ」ということで覚えて

もらって、こっちも子ども達にあいさつができる、なかなか

知らない子にあいさつをするのも勇気がいるのですね。

向こうの顔もわかる、こっちもあいさつをするというようなこ

とになれば、そういう子達が中学生、高校生になってもあ



 

いさつができたら、いろいろな悪い方向に向かおうとする

ところを、自分とあいさつしたことによってとりあえずその

場ではしないというようなことになってくれれば、そういっ

たことの抑止力になってくれればいいなと最近思ってい

ます。 

 いろいろなコミュニティの中で、いまだに問題点としてあ

るのではなかろうかなと思うのは、ＰＴＡにしても町会の幹

事とか、そういった役員みたいな人が、男性の名前で出て

くるのに、大抵御出席されるのは奥さんということで、ＰＴＡ

の方でも平日に保護者会とか行われれば、当然仕事をす

るお父さん方はなかなか出られないということでお母さん

方が出ていて、地域とかそういったものの活動のコミュニ

ティを形成しているのは女性なのではないのかなというよ

うな思いがするのです。 

 それが悪いということではなくて、その中にもっともっと

男性が入っていった方がいいのではないのかなと。特に

子どもを育てる環境の話ですか、子どもを育てていく上で

はもっともっと父親が関心を持って、そういった場に足を

踏み入れていくべきではないかなと感じています。そうな

れば、大人同士、親同士のつながりの中に、お父さん方

のつながりというものもできてくれば、より強固なものにな

っていくのではないかなと思っています。 

 先ほど、こういう場に出るようになってしまったのは運の

つきだと言っていましたけれども、地区委員長というのは

前任者の代わりということではあるのですけれども、交代

でなったことで町会の方々とか、地域の皆さんとか、子ど

も達と知り合えて、委員長になって、委員長会に出させて

もらうようになってから、各地区の委員長を通じていろいろ

な人と接する機会が増えました。そうした中でこういった話

し合いの場にも出していただくようになり、それで関心が

ある皆様方とこういう形でお話ができたりする機会ができ

たのは私にとってすごく幸せなことであると思います。そ

れ自体が私の感じている、今現在私が感じているコミュニ

ティなのではないかなと。先生のお話を聞かせていただ

きながら、僕はこうなのかなというようなことをちょっと感じ

ました。 

 それで、こういった中でやはりいろいろな生活環境、置

かれる立場も含めてですけれども、あと趣味にしてもいろ

いろな事柄があると思うのですね。情報にしてもいっぱい

あると思うのです。そんな中で自分なりのコミュニティを形

成していくとか、また形成されているものに積極的に参加

していくというようなことがこれからは必要になってくるの

ではないかなとちょっと私なりに思いました。 

 以上が私の感じているコミュニティということで、お話を

終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

（拍手） 

 

≪田村≫ 

 ありがとうございます。北澤さんにお話ししていただきま

したけれども、青少年の問題は多分、青少協もかなり古い

歴史があると思うのですけれども、本来はまちぐるみ、町

会ぐるみといいましょうかね、そういう一言で片付けられた

といいますか、それで皆さんの力で青少年の問題もすべ

て解決していった時代がずっとあったわけだと思うのです。

ところがこのように各分野分野で細分化されてコミュニティ

が徐々にでき上がっている、こういう時代になってきたわ

けで、コミュニティとの横の連絡も恐らく必要になってくる

のではないかなと、そんなふうに思います。 

 それから、ちょっと私も忘れまして、お手元にお配りして

ございます「一緒に話そう、まちづくりフォーラム」アンケ

ート用紙というのがございますでしょうか。これにこの時間

内にぜひともお書きいただきまして、そして場合によって

は行政等に要望等がございましたら、裏面に書けるように

なってございます。非常にちょっとお手元で書きづらいと

思いますけれども、書いていただいて、お帰りに提出して

いただけるとありがたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは続きまして、時間が押しています。３番目に小

地域福祉活動を一生懸命されております高橋洋子さんに

日頃の活動をお話いただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

≪高橋≫ 

 高橋でございます。よろしくお願いいたします。 

 御紹介いただきましたように、小地域福祉活動を鍋一地

区において行っております。皆さん、今お二方がお話さ

れた町会、それから青少協、控えてくださっている消防団

長さん、消防団とか、三つの団体はどういうことをしている

のかということがすぐおわかりになりますよね。だけど小地

域福祉活動って、何なのだろうと思われると思います。福

祉活動には幅広いものがありますが、その中のどこの部

分を小地域福祉活動でお手伝いさせていただいている

かということをちょっとお話ししたいと思います。 

 小地域福祉活動については、社会福祉協議会からオレ

ンジ色の冊子が出ていますので、後でよく見ていただき

たいと思います。福祉というものが所得の低い一部の人を

対象としたものから、今は様々なニーズを持った住民の

方にサービスを提供しようという幅の広いものになってい

ます。その福祉サービスを必要とする人に対してのサー

ビスが、その人のできるだけ身近な市町村で受けられるこ

とが望ましいというのが地域福祉の考え方です。 

 これはノーマライゼーションという考え方と同じだと思う

のですが、お年寄りも若い人も、それから障害のある人も

ない人も、みんな一緒に同じ地域で過ごせる、生活してい

くことができるという考えだと思うのです。その提供される

福祉サービスには自助、公助、共助と三つのサービスが

あるということを聞いています。そしてこの三つが揃ってよ

りよい福祉になるのだということなのですが、自助というの



 

は一人ひとりの心がけ、私は心がけと思うのですが、いつ

までも元気で自立して生活していこうとするための心がけ

が自助だと思うのです。そして、いくら心がけていても、福

祉サービスが必要になる方がいらっしゃいますよね。又

そういう時が誰しもくると思うのです。そういう時に受けるサ

ービスというのが介護保険制度のサービスとか、支援費制

度のサービスとか、又措置によるサービスもあると思うの

ですが、そういう公的な支援ですね、それを公助といい、

そういうのはとても幅広く今用意されています。 

 自助は自らを助ける、それから公助は公的な、公の助け

ですね。そして三つ目の共助というのは共に助けると書き

ますが、これは地域で住民がお互いに助け合い、支えあ

って、１日でも長く地元で生活できるように支援しようという

のが共助です。共に支え合いましょうということです。これ

は昔からいろいろな形でボランティアさんが活動していま

すが、移送サービスとか、配食サービスとか、それから障

害者を支えるサービスとかいろいろな形で活動されてい

ますが、ここの部分、共助の部分を町会単位、自治会単位

でお手伝いしようというのが小地域福祉活動なのです。 

 その中にいろいろな活動の種類があります。活動の内

容については、後でご覧になっていただきたいと思いま

す。 

 福生での小地域福祉活動が、社会福祉協議会の御指導

によって平成９年度頃からスタートし、現在１２地区が活動

していると聞いています。この冊子の一番後ろに福祉地

区として立ち上がった町会が載っています。そして今準備

中というのが２町会あるそうです。それぞれが地区にあっ

た活動を行っております。 

 鍋一地区では平成１３年３月に立ち上がりまして、主にそ

の中にある二つの活動、この中のくくりとはちょっと違った

くくり方をしていますが、二つの活動を行っています。この

二つの活動をするためにスタッフが研修をしたり、打ち合

わせ会をしたり、その他ＰＲの活動をしたりというものもあり

ますが、実際の主な活動として二つを御説明したいと思

います。 

 一つは、「ふれあいいきいきサロン」と申します。この活

動は一人暮らし、それから昼間一人暮らしのお年寄りに出

てきていただいて、引きこもりを防ぎましょう、そしてひい

ては寝たきりだとか痴呆を防ぎましょうという予防活動です。

月に大体今は２回ですが、白梅会館をお借りして、手作り

とお茶の会というのを行っております。お茶を飲みながら

おしゃべりして楽しい一時を過ごしましょうということなの

ですが、手芸だとか折り紙だとか、季節によって七夕の飾

りをつくったり、七草の植え込みをしたり、時にはそれがカ

ラオケになったり。今月は一昨日、第二木曜日に行ったの

ですが、市の職員の方に来ていただいて、草笛を吹いて

いただいてみんなで歌いました。そんな集まりを月に１～

２度行っています。 

 この時に月１回、第２木曜日に健康センターの保健師さ

んに御足労いただいて、健康相談、それから健康チェッ

クをしていただいています。保健師さんたちはお年寄りの

愚痴の聞き役にもなってくださっているようなのですが、

この保健師さんたちの活動がお年寄りを会場に引っ張り

出すと言ったら言葉は悪いのですが、引っ張り出すため

の一番の牽引力になっていると思います。皆さん健康に

はすごく気を使っていらっしゃるのだと思います。 

 それから、年に１回お食事会をしています。これはすべ

て手作りというわけにはいきませんが、既製の物にスタッ

フの作った煮物だとか、汁物を添えて召し上がっていた

だいていますが、とても好評です。これはもう毎回一杯に

なります。 

 それから、交番のお巡りさんにお願いして防犯の話をし

ていただいたり、お医者さんに来ていただいて生活習慣

病だとか成人病について２回ほどお話をいただいていま

す。 

 鍋一の場合は年齢などの制限が一切ないので、地域の

方はどなたでも出入りができるというスペースになってお

ります。 

 よく老人会があるじゃないのと言われるのですが、外か

ら見ると老人会と一緒かもしれません。でも目的は全然違

いますし、老人会に出ていらっしゃる方はそう心配はない

ですね。町会にも入らない、そして老人会にも入らない、

どこにも出ないで引きこもってしまっているお年寄りが意

外と多いのです。 

 それから、介護保険を受けていても、家族がいらっしゃ

る方は身の回りのこと、掃除とか洗濯、買い物、炊事という

ことを家族がやってくださいますね。それで通所サービス、

デイサービスとかデイケアを受けやすいのですね。お一

人暮らしですとやはりそれが生活支援の方に回ってしま

いますので、通所サービスというのが、経済的なこともあ

るのでしょうし、少なくなってしまいます。そういう方の受け

入れもしなくてはいけないかなと思っています。 

 それと、これからたくさん出てくるかなと思うのですが、

通所サービス、デイサービスとかデイケアのＯＢというか、

卒業生の受け入れ、そういう方の受け皿も引き受けなけれ

ばいけないかなと思っています。というのはデイサービス、

デイケアを受けていらして、身体状況がよくなって卒業す

るわけですね。そしてお家に入ってしまって、それから自

発的に散歩に出たりすればいいのですが、結局またお家

の中にこもってしまう。それもまた引きこもりになってしまう

ので、そういう方の手伝いも必要かなと思っています。 

 こんな活動が「ふれあいいきいきサロン」ですが、鍋一

地区は２年ちょっと経っていますが、地域の方の御理解を

いただいて市民権ができたという活動にはまだまだなっ

ていません。いろいろなことがネックになっていますが、

出てきて欲しい人に出てきていただくということはすごく難

しいなと思っています。 

 一つここで、きょうは市長さんもいらっしゃいますし、行



 

政の方もたくさんいらっしゃっているみたいなので、お願

いなのですが、鍋一の場合、白梅会館をお借りしていま

す。白梅会館の１階にあるお部屋がとても小さなお部屋で

大きな作業台が入っています。それで健康相談のスペー

スを取ってしまうと、ゆっくりお茶を飲んで、手芸をやった

り、おしゃべりしたりという雰囲気がなかなかつくれないわ

けです。２階に行ける昇降機を付けていただけたらありが

たいなと思っています。これは白梅会館を車椅子で御利

用になっている方もいらっしゃいます。それから歴史のあ

るサークルは高齢化しています。実際に２階の畳の部屋

で会合を持つのは大変だからと言ってやめられた方もい

らっしゃいます。それがもう引きこもりをつくる原因になっ

てしまいますので、どうかなるべく早く、既成の建物にそ

れを付けるというのは大変不経済だというのは本庁の方

の話でも聞いていますが、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それから、二つ目の活動に入りますが、安否確認の見

守り活動です。鍋一地区は今１３人のスタッフでやってい

ます。１３人が鍋一を１３のブロックに分けて、一つのブロ

ックを担当して、その中にいらっしゃるお一人暮らし、それ

から昼間一人暮らし、一人暮らしの障害者、それから小さ

いお子さんをお育てになっているお母さん方をそれとな

く見守っております。 

 この活動は、自分のブロックにどういう方がどこにいらっ

しゃるかということから把握しなくてはいけないのですね。

それでトントンと叩いて「お宅にどういう人がいますか」と

言って入っていけませんので、普段から目配り、気配りし

て、時間をかけてマップを作っていかなければいけない

と思っています。２年ちょっとにしてまだ完全なマップはで

きてないと思います。 

 それからまた、プライバシーのこともありますので、本来

ならば見守られる人の承諾が必要だと思うのですね。でも

お年寄りにこういう事があって見守ってくれる人があるの

だけれどもどうかしらというお話をすると、「その時が来た

らその時にお願いします」と必ず言われてしまいます。そ

ういう時は「じゃ、その時までは遠くから見守っているね」

と言って見守らないとは言わず、遠くから見守っているね

と一歩下がった形をとって見守らせていただいています。

完全な承諾は得ていません。 

 この活動について感じたことを事例をもってお話しした

いと思います。ここで一つお断りしておかなければいけな

いのは、各ブロックの中でちょっと危ない人がいるとか、

心配な人がいるという時に担当するスタッフが気付いたり

しますね。気が付いた時に全て私のところに連絡をいた

だくようになっています。私が民生委員をお引き受けして

いますので、それから先は私一人で動くことが多いです。

ケースバイケースでブロックのスタッフと一緒に伺うことも

あります。ここは各地域地域で対応が違っています。今日

はそれから先私が一人で動いた部分でこういう問題があ

るのだということをお話したくて、ちょっとお話しますので

お聞きくださいませ。 

 一つ目の事例は、一人暮らしで８５歳の女性です。これ

は去年の夏のことなのですが、その方の息子さんは車で

３０分の他市に住んでいらっしゃいます。いつもは杖をつ

いてはいらっしゃいますが、とても元気なおばあさんです。

そのおばあさんが、たまたま他のブロックのスタッフが病

院で会った時に、息子さんに支えられてもう歩くのも大変

だという状態だという連絡が入ったのですね。息子さんが

いらっしゃるので心配はないのですが、でも息子さんは

いずれ帰らなくてはならないので、その後どうなるかなと

思って私が伺いました。そうしたらおばあちゃんの方は夏

で余り食事が進んでなくて体力をなくしたらしく、点滴を打

っていただいて大分元気になられていました。おばあさ

んの方はけろっとしていらっしゃったのですが、息子さん

の方がやはり帰るに帰れない、もう８５歳のお母さんがそう

いった状態になったらこれからのことも考えないといけな

くて、大分困っていらっしゃったようです。それでこういう

見守り活動がありますよという話をして、いかがですかと

いう話をしたら、ぜひお願いしますということで、地域のそ

のブロックのスタッフに来ていただいて、おばあちゃんと

お話をしていただきました。それで大きなお家だったもの

で、いっぱい雨戸があるのですが、居間のところの雨戸

は毎日開けること。１枚も開かなかったら息子さんに連絡

するよという話でお約束をしていたみたいです。その時

に私、息子さんに介護保険のことをお話ししたのですが、

この息子さん５０代でしたが、介護保険についてほとんど

といっていいほど御存知なかったです。 

 さっき情報が届いていないというお話が市長さんからあ

りましたけれども、私の家から冊子を持っていって御説明

しました。今年も年度当初、立派な介護保険の冊子が各

戸別に配布されましたけれども、あれを読んでわかる、と

いうよりも読まない方の方がお年寄りは多いと思うのです

ね。ほとんど知らない。介護保険というのがあるというのは

わかっていても、必要になった時によめばいいということ

だと思うのですが、なかなかそれをきちんと読んでいない

という状況がありますので、周りで、あそこのおじいさんち

ょっと大変そうとか、あれっちょっとと思ったら声をかけて

あげたり。声かけが必要だと思うのですね。こういう介護保

険があるよとか、大きなお世話だと言われるかもしれませ

んけれども、でもこういう介護保険の制度があるから市役

所に行ってごらんとか、福祉センターに行ってごらん、行

けなかったら一緒に行ってあげるよみたいなところで、民

生委員に連絡してくだされば民生委員が動くと思います。

そういう声かけと、その後の事は地域でフォローしてあげ

てほしいと思います。これはそこが言いたくてこのおばあ

さんの話をしました。 

 それからもう一つ、いわゆる呼び寄せ老人と言われる、

私に言わせれば呼び寄せられ老人なのですが、これも８



 

６歳の女性の方です。地方からちょっと痴呆気味なのでと

いうことで御長男のところへ引き取られてきました。引き取

られてきたところがマンションの２階で、息子さんと二人暮

らしになりました。軽い痴呆、私が最初にお会いした時に

は本当にわからないぐらいの痴呆でしたが、もうみるみる

うちに進んでしまいました。 

私を同郷の人間と勘違いされて「ねえさんいつ帰るの

だよ。自分は明日帰るのだよ」と 

それしか言わなくなったのです。 

 何回か行くうちに、チャイムを押しても一切出てこなくな

りました。息子さんにも、介護保険でデイサービスがあると

いうことをお話したのですが、その方のお国なまりがすご

くひどくて、私にも話が半分わからないような方だったの

ですね。それで本人も出かけたがらないので、一人では

絶対外へ出ないから、家においてても大丈夫だからという

ことでした。息子さんも火の始末だとか、仏様のマッチや

ライターなど、全部片付けて、電源を全部抜いて、それで

お仕事に行く。しかし、いくら外に出ないと言われても、昼

間一人ですので、じゃ見守りだけさせてくださいということ

で、そのブロックのスタッフにお願いして見守りをさせて

いただくことになりました。 

 ある時、たまたまそのおばあさんが裸のままシーツだか

バスタオルを抱えて２階から下りていらしたのをちょうどス

タッフが見つけてくれたのでよかったのですが、私のとこ

ろに連絡をくださいました。それで私は飛んでいって、

「どうしたの」と言ったら、「息子の帰りが遅いから迎えに行

くのだ」と言ってました。しばらくそこで立ち話をして、「息

子さん一人で帰ってくるから大丈夫だよ」とお部屋に連れ

て行ったら、息子さんはお昼寝をしていました。息子さん

がいたのでちょっとリラックスできて外へ出てきたのかなと

も思いますが、こんな、呼び寄せ老人といいますか、呼び

寄せがあったケースを私は何件も承知しています。 

 痴呆の場合は本当に環境が変わるとどんどん進んでい

ってしまいます。この間読売新聞、先月の末だったかな

「痴呆の介護は地元で、それから同じヘルパーさんで」と

いう記事が載っていました。今日の読売にもやはり「痴呆

の場合は、地元で、みんなで支援しないと無理じゃない

か」という話が載っていました。 

 福生に、そして鍋一に生活していらっしゃるおとしよりが

１日でも長く、そしてできれば施設も福生市内でという感じ

で、福生で最後まで生活できればいいなと思い、みんな

で見守っていけたらなと思います。 

 「ここのおとしよりがこうだよ」とか、「２～３日顔が見えな

いのだけれども」という電話だとか、「親子で夜お食事の

後にウォーキングしているのだけれども、あそこのおばあ

さん電気がついてないのだけれども」とかいう電話、それ

から「一人暮らしの障害者の方が救急車で運ばれたよ」と

いう連絡は、２年ちょっとの間に７件ほど私のところにきて

います。 

 見守りの活動についてお話ししたのですが、「買い物へ

行くけど何か用はない？」という声をかけたり、それから、

おしゃべりをしながらお散歩の介助をしているスタッフが

います。でも彼女（彼）達は、お買い物の時に声をかけた

り、おしゃべりしながら散歩の介助をしているというのは、

小地域福祉活動だということを多分認識していないと思う

のですね。普段のお付き合いの延長でそうしているのだ

ろうと思うのですが、そういう形で地域が見守っていけたら

いいなと思います。 

 スタッフは１３人と申し上げましたけれども、みんなが同

じ活動をしているわけではないのです。見守り活動だけ

の人もいます。そしてできること、印刷ができる人、それか

ら場所取りができる人、白梅会館ですから、毎月１回会場

の予約をしに行かなければいけないのですが、それだけ

をやってくれる人。地域でできるちょっとしたことをみんな

がそれぞれ少しずつ受け持っていく。小地域福祉活動の

見守り活動というとすごく特別な事のように思いますが、ち

っとも特別ではなくて、「地域でできるちょっとしたこと」と

思っています。その人なりの活動ですので、前のお二人

の話を聞いていて思ったのですけれども、地域の皆さん

全員がスタッフになってもいいような活動だと思うのです

ね。そして地域で、みんなが活動できたら、ことによると福

祉の地域をつくるのではなくて、福祉で地域ができてくる

のではないでしょうか。そんな気持ちを今持ったのです

が。さきほどの市長さんの話ですと福生でも高齢化率が１

４％を超しています。これからますます高齢化率が高くな

り、地域の役割がとても大きくなっていくと思います。一人

でも多くの人が意識を変えて、変えてというよりも意識を持

って参加してくださったらいいなと思います。 

 さっきコミュニティ活動をしていたらいいことがあるので

はないか、いいことがあったらいいねというお話があった

のですが、みんなで、地域で支えていく部分が増えてい

けば、介護保険料も上がらないで済むのではないかなと

いう気がするのですね。介護保険におんぶするところを

地域で補っていけたら介護保険料が少なくて済むかなと、

そういうふうに思いました。 

 又、各団体と横の連絡が必要になってくるというお話が

ありましたけれども、先日、中学校のＰＴＡの会合に地域

の人間として出させていただきました。皆さん青少協も町

会もみんな地域が大切だ、地域が大切だとおっしゃるの

ですね。私も地域が大切だと思っているのだけれども、ち

ょっと横の連絡がないのですよね。行政が縦割りというけ

れども、地域も縦割りじゃないかなと。これが横の連絡が

取れて、共動できたらとてもいい地区ができてくるのでは

ないかなと思いました。 

 今日はお年寄りのことが中心になりましたけれども、今

の鍋一地区では子育て支援ができるかどうかということを

みんなで勉強して検討しています。そんなことで今日の

話を終わらせていただきます。ありがとうございました。



 

（拍手） 

 

≪田村≫ 

 皆さん御承知のように少子・高齢化と核家族による家庭

の孤立化といいますか、そういう時代がやってきました。

そういった中で高橋さんのようなまさに手弁当でボランテ

ィア活動をされている方、大変御苦労が多いと思いますけ

れども、今後もどうぞ頑張っていだきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、第４番目に小林さんにお話しいただきますが、

小林さんは町会長も経験されております。今日のテーマ

は、私も消防団に入っておりましたけれども、消防団活動

を通じてのコミュニティということでお話ししていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 

≪小林≫ 

 小林と申します。今御紹介いただきました町会長というこ

となのですけれども、この４月になったばかりでまだ３カ月

のほやほやなので、今日の参加については先輩の乙津

前町会長さんがいらっしゃいますので、その辺も勉強させ

ていただきたいなという野次馬的な部分の方が強いので

はないかと思うのですけれども。今日の自分の立場は、消

防団の経験者ということでございますので、そちらをちょ

っと先にお話しさせていただきます。今日のフォーラムの

テーマはどういう方向にいくのかなというのをコーディネ

ーターの田村さんとも打ち合わせ等全然ございませんで

したので、自分なりにこういう話でこうなってこういくとある

程度構成を作ってきたのですけれども、あてが外れてし

まいましたので、自分なりに進めさせていただきます。 

 簡単に消防団について説明させていただきます。消防

団というのを御存知ない方は今日いらっしゃいますか。恐

らく会場にはいらっしゃらないと思うのですけれども。よか

った（笑い）。いたらどうしようかと思ったのですけれども。

今、消防団というのはメディアを通して、阪神・淡路大震災

とかそういった事件、自然災害等でもあれば必ずといって

いいほど出てきます。地域では非常に重要な団体である

と。そこまでは皆さん御存知だと思うのですけれども、そ

れは後ほどその辺のところに触れさせていただきますが、

福生市消防団というのを少し紹介させていただきます。 

 昭和２３年に国で消防組織法というのが成立しました。そ

れをもとに福生も、当時は福生町でしたけれども、２０５名

の団員をもって設立しました。今現在は１８６名です。２０５

名から一時２１１名まで消防団員の増強を図ってまいりまし

た。それが可能だったのは、当時はやはり団員の構成は

自営業が圧倒的に多かったのです。それから常備消防が

その当時はありません。要するに福生消防署がありませ

ん。自分達のまちを自分達が守らなければ誰が守るのだ

と。そういう郷土愛の精神が消防団の基本なのですが、そ

れをもとに団員も集まっておりました。それで２０５名から２

１１名と一気に増員ができるような時代でした。 

 先ほど触れましたけれども、常備消防ができて、それか

らだんだん生活状況が変わってきました。ということは、お

勤めが多くなったということですね、社会の流れで当然の

ことながら。それによって団員の確保がだんだん難しくな

ってきた。昭和４９年に現在の１８６名の定員ということで条

例を変えさせていただきました。それで現在に至っている

のですけれども、団員の確保というのが非常に難しいで

す。 

 自分は昭和５０年入団なのですけれども、その当時から

募集をかけてもなかなか集まらないということで、確保が

非常に難しい難しいと言われ続けているのですけれども、

つい最近までその定数を割ったことがないのです。全く

定数割れしたことはないのです。 

 ぶっちゃけた話、もう出られないという人まで、しょうがな

いので残しておかないとということです。年に１回から２回

だけしか出ないかもしれないけれども、出る可能性のある

人だけは名前に載せてというのが、市長さんには申しわ

けないのですけれども、現状です。 

 最近は、特にこの４～５年は難しいということで、今、福

生在住でなくても在勤でも認めようと、消防団に入ってい

ただこうと。認めようなんて大それたことではなくて、入っ

ていただかなければ困るような時代になってきたというの

が現状です。情けないのですけれども、町会の加入率と

かその点と関係あるかどうは別といたしましても、そのよう

な現状です。 

 今まで消防団というのは、当時要するに常備消防がない

時代というのは消防団の天下でした。まちの中を、作業服

を着て、皆さん長靴履いて闊歩して、おれは消防団だと。

それでも通っていた時代もあったようです。僕の時代は違

いますけれども、それに近いようなものもありました。要す

るに「おれは消防団だ」というようなスタイルが横行してい

た時代がありましたが、やはりだんだん年々僕の先輩達も

考えるようになったのですね。消防団の確保とは別に。そ

れと常備消防ができたのもきっかけにはなってきたのだと

思います。そういったスタイルまでも変えてはきていまし

たけれども、特に１２～３年前からですかね、その当時の

消防団長さんのはっきりした意向がありました。行事のあ

った後の制服での飲食はやめよう、してはならないと。特

に出初式であるとか、消防操法大会の総会であるとか、大

きな行事があるのですけれども、その中での飲食はすべ

て私服で、制服を脱いで、市民にいい印象を与えるように

というような形で少しずつ変わってきています。 

 その流れといいますか、自分も消防団という昔のイメー

ジを、要するに酒飲んで騒いでという、皆さんにいろいろ

聞いても固定イメージというのが残っているようだったの

で、見た目からでも変えていこうというような部分がありま

して、ちょうどたまたま私は平成８年から１１年まで消防団

長だったのですけれども、それまでこれは作業服用にか



 

ぶった消防団の帽子なのです。作業服用の略帽という帽

子ですが、これは通称戦闘帽。戦争時の兵隊さんの、そ

のままですね。こういうイメージも今の若い人には、戦争

の後のイメージというのはよくないのではないかということ

で、当時まだ東京ではアポロキャップをかぶっているとこ

ろはどこもありませんでした。今これはテレビを見ていると

警察、消防いろいろなところでかぶっていますけれども、

「福生ファイヤーファイターズ」とこんなようなことで、見た

目で若い人に印象付けようとこれに変えさせていただきま

した。当時総務部長が消防団の担当だったのですが、現

在の宮城教育長さんです。即にこれがいいのではないか

と賛成いただいて、これにすぐ変えさせていただきました。

奇しくもちょうど消防団ができて５０周年の時期だったので

すけれども、戦後５３年ということになりますけれども、５０

年経ってまだ古いスタイルではおかしいのではないか、

もっと新しく変えていこうよというようなところが皆さんにも、

スタッフにも受けていただきましたし、行政にも認めてい

ただきました。 

 その後も西多摩で頑張ってというか、今、少なくとも西多

摩ではみんなこの帽子に変わっています。やはりみんな

やりたかったのだなと思うのですけれども、たまたまそう

いう節目の年に自分がいましたのでそれができたというと

ころがありますけれども、そのような形で市民の皆さんに

印象を良くしなくてはというようなことを考え続けてきました。 

 今現在も、私の後は森田団長がやっておりますが、その

団長さん団長さんなりにそれぞれその年にいろいろとテ

ーマを、何ということではないのですけれども、テーマを

持ってやる、それはどこの組織でも同じだと思うのですね。

頭が変わると入れ物も変わる。町会なんかだとどうしても

古い、歴史と伝統のある行事の部分をやっていくのです

けれども、その中にもスタイルを変えていく、そういうのが

やはり進歩だと思います。その中でももっともっと、今現在

でも例えば自分の時にも消防団の詰め所、車庫のところ

に掲示板を作ってもらいました。今消防団は何の活動を

やっているのか、「今度はこういう福生でも最大、消防団で

も最大行事のポンプ操法大会が開かれます。」「今こういう

訓練をやっていて御迷惑をかけます。」そのような形で、

市民の方に知っていただくために掲示板を作っていただ

きました。 

 そうしたら当時から地方紙の西多摩新聞であるとか新聞、

それから事あるごとにそういったところに御賛同いただき

ました。また、ケーブルテレビですとかそういったメディア

にも呼びかけてＰＲをする、皆さんに知っていただく。基

本は、変えていかなければならない時に受け入れてもら

うためには、そういう形で知っていただかなければならな

いという部分だと思います。 

 消防団というのは、消防団だけでひとつのコミュニティが

でき上がっています。これは今時珍しい命令系統の、縦

割りの最たるもので、その命令系統が今だに崩れていな

いというのはやはり一つの目標があるからで、先ほど申し

たように地域愛の問題から、火災はもちろん地震、風水害、

そういった部分で地域を守るという基本的なテーマはあり

ますけれども、簡単に火災、地震災害、それから風水害か

ら守るといっても我々も人間です。当然危険が伴う作業に

なります。その中で命令系統がしっかりしていないと二次

災害につながるというような、要するに人を助けるのに自

分がばらばらで行動していて、その災害に遭ったとする、

そして二次災害は必ず防がなくてはいけない。それを徹

底するための命令系統、これがあるから今の縦割りのしっ

かりした形が残っているということなのです。 

 その消防団も一つのコミュニティなのですけれども、今

日のテーマの大きなコミュニティの中のほんの一部である

ことは間違いありません。 

 自分も消防団長をしている最中に、地域の皆さんに、各

町会さんに「消防団に声をかけてくださいよ、いろいろな

訓練に参加させてください。」と。「お手伝いさせてくださ

い」というような呼びかけを随分してまいりました。 

 福生市総合防災訓練は今年も８月３１日にございますけ

れども、それも以前は福生消防署にお願いして、消防署

がメインになっていただいて執り行ってきたものを、数年

前から消防団が中心になって、応急救護訓練とか消火訓

練ですとか、そういったものも今は全部消防団が主体にな

ってやってきております。 

 そういった形で各総合的な部分もそうですけれども、各

町会毎にどんどんどんどん訓練やってくださいよと、それ

のお手伝いに何回も行きますよと。そのような形で地域本

来のコミュニティのセールスタイムに消防団としても自ら参

加したいというのがあります。 

 自分も今ここで、先ほど申しましたとおり４月の６日から

町会長になりましたが、まだ消防団を辞めてないのですよ。

ですから「今年は消防団を１回余分に呼べればいいかな、

去年よりも。」それで「来年はじゃ２回、来てもらおうかな」と。

そんなふうに段階をおいて増やしていこうと思っているの

ですが、そういった形で地域に消防団としても入り込みた

い、入らせてもらいたい、そんなことをずっと思っていま

す。 

 それからたまたま高橋さんからお話がありましたように、

一人暮らしの老人とかそういった部分、消防団としても何

年か前に逃げ送れということを随分考えさせられることが

ありまして、ちょっと調べてほしいなというようなことで行政

の方にもお願いして、自分達でも調べようかなと。高橋さ

んではないけれども、法を作ろうかというような部分があり

ました。やはりプライバシーの保護という部分でかなり難

しい問題だと思います。 

 先ほどの高橋さんのお話ではないですけれども、やは

り縦のコミュニティだけではなくて横のつながり、例えば高

橋さんの地域福祉の活動と消防団がもっとよい形で動い

ていって、そういうものが地域コミュニティにつながるので



 

はないか。北澤さんや青少協の皆さんの場合でも、消防

の訓練は学校などでやっていますが、ですけれどみんな

の地域で、町会でやる、そういった形がどんどんどんどん

広がって子ども達も参加していただくというのも一つの例

だと思います。 

 それから、乙津さんの今まで町会長やっていた南町会、

それからの隣の内出町会、そこの有志とある飲み屋さんを

通じてというか、まとまった仲間で、今福生で四つ目の大

凧の会を結成しております。内出南大凧会、自分もその飲

み屋さんに行くので、その中に武蔵野なのですけれども

入っている。内出南も人数は、青年数は少ないのですね、

全体でもね。そういった部分も含めまして、ほかに加美で

すとか、永沢ですとか、志茂二だとか、その三つの大凧会

なのですけれども、内出南は寄せ集めの会なのですが、

そういった大凧会、そういうのを今度は子ども達にもやっ

てもらいたいなと思っています、大人だけで楽しむので

はなくて。１１月の大凧会には、今度は地域の子ども達を

連れて見に行こうかなと考えています。やはり横のつなが

りを大事にしたいなと思っています。 

 今日のまとめになってしまいますけれども、こういうフォ

ーラム、市長さん、どんどんやってください。聞きに行きた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。（拍手） 

 

≪田村≫ 

 ありがとうございます。このお四方はまさに手弁当で、思

い入れ強くやっておられるので、ちょっと市長、１時間で

はとても足りませんでしたね。この倍ぐらい時間があった

方がよかったなと、そんなふうに思います。 

 ここで、御苦労話と普段の活動をお話いただいたわけ

ですが、ちょっと具体的に少しこの四人の方にお話を伺

いたいと思います。 

 これから未来へ向けていろいろなコミュニティをつくって

いかなければならないわけですが、当然市民手づくりの、

市民による市民のためのコミュニティということにはなるの

でしょうけれども、そこでかたわらで行政という立場の人達

がいるわけですね。そういう市に対してどのように未来の

コミュニティづくりに関わってもらったらいいのかなと。例

えば予算、お金の問題でしたら予算さえつけてもらえれ

ばできるわけですけれども、そういうことではなくて関わり

方ですね。非常に漠然としていて大変申しわけないので

すが、どのように市の皆さんに関わっていただいたらいい

コミュニティづくりができるのだろうかということを、ちょっと

お考えがあればお話しいただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

≪乙津≫ 

 今日見回しますと、私が町会長をやっていた時にいろ

いろお世話になった行政の方がいらっしゃいますし、今、

御担当の方もいらっしゃるので余り、余りというか、ずばり

と言った方がいいのでしょうね、こういう場合はね。 

 実はある物を読んでいましたら、さっきから市長がおっ

しゃっておられたように、行政の情報を市民が知らないと

おっしゃいましたけれども、実は行政の方も地域コミュニ

ティの事を細かくまでは知らないのだということをお聞きし

たことがございます。 

 それで面と向かって言うのも何なのですが、今掲示板と

いうのがございますね、各町会に。ポスターを張る場所な

のですが、あれが幾つかあるか実は役所は知らなかった

というか、わからなかった。いろいろ見ますと、同じ掲示板

に見えてもいろいろあるのですね。何々党から始まって

青少協から町会から、何々が寄贈したのからそこまでござ

いましたけれども、この掲示板は市で作ったものだとか、

誰がどうやって作ったかわからない掲示板も実はあるの

ですよ。今はおかげさまで市の方も予算を取っていただ

きまして、毎年新しく替えていただいているのですが、結

構高いのですね。係長の方が「今どこにどのぐらいあるか

わからないから、今調べているのだよ」と、もう２年ほど地

図にマークをつけてお出ししたことがございます。 

 事左様に、計画書、報告書等は市の方と町会の方で連

絡はいくのですが、「あいつら何やっているのだろうね」と

か、私、逆の立場だったら言っちゃうかもしれませんね（ 

笑い）。そういうところもあるのではないか。 

 実は小学校の地域連絡会に行った時に、ある会長と言

ったのですが、先生方は地域で子ども達の面倒を見てく

れとおっしゃるのだけれども、地域でどういうことをやって

いるのか知っているのかい。今度お祭りやるから、先生方

よかったらみこし担ぎに来てくれというお願いをしたことが

ございますが、まだ一度も見えませんね。それが一つの

例に近いのかなと。目が合ってしまったからあれだけれど

も、高橋部長なんかもう地域べったりなので、自分の地域

はもう全くおわかりだと思うのですが、これまた不思議なこ

とで、課長以上は町会長を余りできないのですね。これは

うまくありませんよね。ですから実際やる側には立てない、

行政の職員の方は。それで、やれとは言いませんが、で

きるだけまず福生に住んでいる方は、出てはいただいて

いると思うのですが、事細かに情報を、現状どうなのだと

いうのを、今行政の方もそのつもりでやってはおられると

は思いますが、つかんでいただきたいなと。それと後は

町会の方に「金がないけどおまえらやれ」とずばり言った

方がいいと思うのですよ、私は。それで金をせびるようで

はやはり町会もよろしくないと私は思います。ですからそ

んな形で工夫してやっていったらいいのかなと、変な話

ですけれども、思っております。 

 

≪北澤≫ 

 育成会について先程は紹介しましたが、やはり情報の

提供といいますか、青少年の育成に関する団体というの

はいろいろあるのですね。学校、あるいはＰＴＡがあるで



 

しょうし、公的機関だと児童館があったりですとか。その児

童館の中に学童クラブがあって小学生が通っています。

実際に児童館と学童とは市での所管課が違うのですね。 

 うちの子どもの話になってしまいますけれども、たまたま

運動会が雨で延期されて平日になった時に、私達、親の

方も何とか都合をつけて運動会までは見たのですけれど

も、その後仕事に行かなければならなかったものですか

ら、一番末の子は学童に行ったのですね。だけれども学

童に行ったら、みんなは福生公園にいるという書き置きだ

けあって誰もいなかったというようなことがあり、またカバ

ンだけ置いて３小隣の福生公園の方まで歩いて行ったと

いうようなことがありました。その辺のほんのちょっとの連

絡の行き違いだと思うのですけれども、そういったことが

学校、教育委員会に属しているものもあれば、福祉のもの

というか、福祉関係の方に属しているものとか、保健所の

関係に属しているものと。教育とか子どもに関する事柄で

もいろいろと担当が分かれてくると思うのですけれどもね。 

 それでつい去年ですか、福生市で少子化ＰＴというプロ

ジェクトチームをつくっていただいたということで、そのフ

ォーラムの総括の時だったかな、話し合いにちょっと加わ

る機会があったものですから、その場でも言ったのです

けれども、ぜひせっかくそういうプロジェクトチームをつく

るのなら、そういった関係各所の連絡網というわけではな

いけれども、作ってほしいと。その横とのつながり、連絡

がいくようにとりあえずそういうものを作って私達にもわか

るように報告してほしいというお願いをさせてもらいました。

実際子ども達に関していえば、地域で育てるといっても、

子ども達には地域という認識はございませんから、友達は

よそからも来るし、自分の地域の子ども達もよそへ行くしと

いった中で、いろいろな関係各所を、ボランティア関係の

中とかいろいろ横のつながりが、やはり高橋さんのおっし

ゃるように持っていかないと、そういった情報の交換もしな

いといけないのだと。ですから市への要望としては、こう

いったフォーラムにしてもそうですけど、情報交換やいろ

いろな方のお話が聞ける機会をいっぱいつくっていただ

いて、僕達も加わっていって、そんな情報を得るということ

ができればなと思いますので、会全体で望むべきこととい

うのとはまたちょっと違うのかもしれませんけれども、私と

してはそういうことを望んでいきたいなと思っています。 

 

≪高橋≫ 

 先ほど私達の活動がまだ住民の方に理解されていない

ということをお話しました。立ち上げる時、基本的にボラン

ティアをやっていた人に声をかけて、その人達が発起人

になったのですが、ボランティアをやっている人達って案

外表面に、町会の役員さんとかというところには余り出て

いかない人なのですね。それで町内の人達、さっき旧住

民と新住民という話がありましたが、私の地区は大変にそ

この差が激しい地区だと思うのですが、「誰が何をやって

いるの？」という感じなのですね。なかなかそこを理解し

てもらえない。 

 これはさっき市長さんが大昔とおっしゃったのですが、

大昔に私は子ども文庫を始めて、２０年ばかりやっていた

のですが、その時に「やたらな人がやっている」というふう

に言われたのですね。今回もそれはすごく感じます。で

すけれども、そのやたらな人がやっていると言われた時

に、図書館で結構広報に載せてくださったりしてバックア

ップしてくださいました。それで文庫の後ろには役所が関

わっているのだよという感じが出てきて、やっと住民の人

達も「あっ、そうなのか。じゃ大丈夫なのか」という感じで出

てきてくださったり、子どもを出してくださったりしたことが

あります。 

 そういった場合に、甘えかなとも思いますが、社会福祉

協議会とか市でちょっとバックアップして、こういう人達が

こういうものをやっているのだよというＰＲなり何かしていた

だけたらありがたいなと思います。 

 以上です。 

 

≪田村≫ 

 小林さん、何かございますか。 

 

 

≪小林≫ 

 特にございませんけれども、こういった今皆さんが話し

ている中で、行政に我々が一番望むことというのはスピー

ドだと思うのです、相対的に。段階を経ていかなければな

らないのは、やはり特に金銭絡みの場合には当然のこと

ながら慎重にというがありますけれども、それ以外にもちょ

っと、もう少しスピードアップできる要素というのは随所に

あるのではないかというのを今まで感じてきました。それ

で、一般市民が要望したら、その要望の仕方によってそ

れに誤差が出るようではいけないのではないかというの

が一番感じているところです。 

 何か要望する場合に、その筋のやはり例えば議員さん

にお願いするとか、そういった形で早くしてもらうという方

法もされているようですけれども、それはそれでいいと思

うのですが、こういう皆さんが、これが私には市長さんが

思っていることだと思うのですが、市民全体が何を求めて

いるかということが大切だと思います。その議員さん等に

よってそういった部分の問題が解消されているのかもしれ

ませんけれども、やはりこういったフォーラムの話し合い

の場をもっともっと盛り上げていくようにと思っております。

特に今も、要望する部分ということではないのですけれど

も、感じているところです。よろしくお願いします。 

 

≪田村≫ 

 ありがとうございます。今日会場にはたくさんの方がお

見えいただいています。お休みにもかかわらずお見えい



 

ただいていますが、来られている方は何らかのコミュニテ

ィ、あるいは思いを持ってここに来られていると思うので

すが、私こんなことをやっているのだよ、私こんなことを考

えているのだよというようなことを御発表いただく方がいら

っしゃいましたら、まだしばらく時間がございますので、発

表していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

≪Ａさん≫ 

 時間の制約もありますので、端的に申し上げます。ちょ

っと早口になるかわかりませんがよろしくお願いいたしま

す。 

 私の感じでございますが、個人的にはコミュニティ、組

織が非常に難しいのは、御承知のとおり私は戦前、戦中、

戦後生きてきたわけですね。それで今までの感じでござ

いますが、日本国がこのような小国でありながら、他との

いろいろなもめ事の中で生き抜いてきたのは、実に日本

人は団結心がすばらしいというふうなことがあったわけで

すね。それで終戦後間もなく、外圧により日本国を消滅し

ようという考え方、これがまず日本人の団結心をなくなして

しまうのではないかと、その点からスタートしましてここ５８

年間経っているわけですね。そのひずみが今日私どもが

このように苦労するゆえんかなと、このように思っておりま

す。 

 先ほども乙津さんからお話があったように、これはもう各

場所場所でいろいろ検討されていますが、エンドレス、す

なわち日本語でいえば結末がつかないというふうなお話

でしたが、やはり人間としての英知を絞ってそういうことの

ないように、時間をかけてもここで再度コミュニティをきち

んとすべきではなかろうかと。 

 先ほど来乙津さんは、町会組織をもってのコミュニティと

いうことに主に触れられましたが、福生市の世帯数が２万

７０００世帯と聞いています。その半分の１万３５００世帯が

町会に入っていると。それで私は牛二町会に住んでいる

わけですが、世帯数は９５５ありまして、加入世帯４１１、し

たがいまして加入率は４３％、これはもう勧誘のノルマが

足らないというのではなく、やはり家族構成等がパーセン

テージに影響しているのかなと、こんなような感じがしま

す。 

 したがいまして、戦前、戦中は特に町会に入っていない

と一人では暮らせなかったのですね。空襲の時に火事に

遭うと、例のバケツリレーとか云々で皆さんの協力で見事

に火消しをしたとか、そういうことで我が子を持たずして生

存できなかったかと。しかし、今日的に見ますと町会に入

っていても入っていなくても、メリット、デメリットと申します

か、利害得失がないですね。これはもちろん市の行政とし

ては公平な行政でございますから、非常に結構なことだと

私は思いますね。 

 それからちなみに、町会に入っていると何年か後には

組長になって、その時は、組長になりますとお祭り事とか

いろいろお祝いを奉納するわけですね。そうすると人さま

ざまですが、１年間におおよそ１万円ぐらいかかるのです

ね。それで労力を提供していて、それではなという考え方

がいろいろあるわけです。 

 私もいろいろな方々からうちの子どもが子ども会に入っ

ているとか、いろいろな青少協の方に入っているけれども、

町会の方はいかなるものかという相談を受けます。その時

にははっきりと利害得失関係をまず表面に出して、それで

話を進めて、あるいは先方さんの考え次第ですと。そのよ

うなことからしますと、町会組織だけをもってコミュニティの

充実というのは、今日的には非常に難しい、ですからその

他の方々、先ほど北澤さん、高橋さん、小林さん等々から

話がありましたように、町会組織だけではなく、その他もろ

もろの組織があるわけですから、そこでの共同作業的に

やって、よりすぐれたコミュニティをつくっていけばよろし

いのかなと。 

 それから行政の方にお願いしたいのですが、今の町会

に入っている、入ってないの統計的なことは今後とも持続

していただきたいのですが、それにプラスしまして町会に

入っていれば入っていないよりはこの辺が違うのだよとい

うことを鮮明にすること、それから答えは人それぞれほと

んど同じだ思うのですが、今せっかくコミュニティ、それか

らＮＰＯ担当のエリートの方も所属されておるわけですか

ら、アンケートなどを取って、市民の声を一応反映しなが

ら、先ほど申しましたように、ほとんど答えは一致するかわ

かりませんが、一応そういうこともおやりになったらいかが

でしょうか。 

 それから小林さんからもお話があるように、１３年度はさ

まざまな分科会のフォーラムを５回、１４年度４回、今年に

なって２回ですね。そうすると分科会によってはその日限

りで終わるのではなく、その後も継続的に検討なり活動す

るように組織をつくったらいかがでしょうかと。講師役はも

とより、恐縮ですが、コーディネーターとかパネリストの各

位に音頭を取っていただいてやるのも一つの方法ではな

かろうかなと、そんな思いがします。 

 それから私は牛二の福寿会の世話もしていますので、

高橋さんのお話に付言しますが、実は昨年の６月の議会

で一人暮らしの引きこもり、孤独死という心配事が提起さ

れまして、市長をはじめ行政側も非常に思いを寄せてお

りました。これについては、私は昨年７月６日の「輝くシニ

ア」というところでお話ししましたので、きょうは２回目で聞

く方もいると思いますが、その方はちょっと耳を閉じてお

いてもらって。それで私は、そういうことも承知してから牛

二福寿会はその種の該当者がいるかどうか、いろいろと

捜し求めたところ、７名の該当者がおりました。そこで、即

刻福寿会に入会していただいて、先方の希望等々も承り、

１週間に１回電話を差し上げるとか、１週間に１回ぐらい訪

問するとか、そのように福寿会組織をもって世話をしてい

ます。それからそういう方々は４回ほど月例会、懇親会



 

等々あるのですが、１回も集会とか歩け歩け運動とか、そ

ういうところに参加できない方は、貴重な会費を年間いた

だいているわけですから、それに見合った料理を新年会

が終わった後にお届けすると、こういうこともやっています。 

 それでやはりコミュニティというのは人間関係が基礎で

すから、まず人間関係をよくするためには、高橋さんがお

っしゃったことに触れますが、福寿会云々という話もあっ

たようですから、福寿会の方と十分に話し合いをしながら

進めば、よりすばらしい事業になるかなと、このように思い

ます。終わりです。 

 

≪田村≫ 

 ありがとうございます。貴重な御意見本当にありがとうご

ざいます。 

 もう時間も押していますので、よろしくお願いいたします。 

 

≪Ｂさん≫ 

 簡単に申し上げます。私が感心したのは乙津さんのホ

ームページですね。これが将来必ず各町会に回って、そ

れがコミュニケーションの基盤になれば、それが最高だと

私は思います。 

 少なくとも乙津さんのホームページ、私は拝見しながら

南町会の様子がよくわかりました。一次会館おめでとうご

ざいます。 

 以上が感想でございます。 

 

≪田村≫ 

 時間もあっという間に過ぎまして、１００分いただいてい

たわけですが、もう１１０分ぐらい過ぎているのでしょうか。 

 きょうはコミュニティ、これは結論が出る話ではございま

せん。しかしながら、今回、御参加の方も含めた、生きて

いる我々だけに今享受しているわけではなくて、将来の、

２１世紀の後世に生きる我々の子孫に向けてどんな雰囲

気を作っていったらいいかということにもつながるのでは

ないかと。ですからきょうのこのフォーラムがそういう皆さ

んで考えるきっかけとなって、いい方向に進めば幸いで

はないかなと、そんなふうに思っております。本当にきょう

はありがとうございました。（拍手） 

 

≪市長≫ 

 ありがとうございました。 

 いろいろなお話をいただきました。きょうお話いただきま

したことは記録集として残させていただきます。それをもと

にして取り組まなければならないこと、あるいはいろいろ

と考えなくてはいけないことについて課題を整理していき

ながら、市でやらなくてはならないことについては、市の

施策としてやっていく。それから自助、互助、共助という話

がありましたけれども、自分達でやらなくてはならないこと

やお互いに協力してやらなくてはならないこともありまし

た。みんなで協力し合ってすばらしいまちにしていきたい

と思います。 

 きょうはコーディネーターを務めていただいた５人の

方々、また、ご参加いただきました市民の方々、大変あり

がとうございました。お礼の拍手できょうの会を終わりたい

と思います。ありがとうございました。（拍手） 

 

―  終了  ― 


