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町内会への加入世帯率：前回の平成26年度の調査
結果と比較すると、５年間で3.7％低下してい
ます。区では1.5％、市では4.7％、町村では、
4.5％低下しています。

目次

1

市区町村町内会・自治会連合会組織基本調査 報告
１
市区町村町内会・自治会連合会組織基本調査 結果から（松本准教授） ２～４
コロナ禍での地域活動事例紹介
５

住みよいまちづくり通信 No.97

26

基本調査から考える町内会・
自治会活動のすがた

留萌
網走

︱ 市区町村町内会・自治会連合会組織基本調査の報告 ︱

宗谷

町内会活動の進展と近隣で支え合う
まちづくりを推進するために

図１）町内会への世帯加入率（管内別）

社会と高齢化社会における町内会の役割や課題を
把握するため、自主防災組織の組織状況、避難所
運営訓練、防災教育の取組状況のほか、町内会へ
の加入と参加を促進し、安心して快適に暮らすこ
とができる地域コミュニティの実現を目指す条例
制定に向けた取り組みにも焦点をあてて実施いた
しました。さらに、平成 年度の調査結果と比較
することで、５年間の動きについても明らかにな
りました。

町内会・自治会への世帯加入率の低下が進む一方
で、高齢者や子どもの見守り、自主防災組織の結
成、災害時要援護者のための体制づくりなど、地
域の絆やつながりの再構築に、町内会・自治会へ
の期待が高まっています。

北海道町内会連合会では︑道内の市区町村にお
ける町内会・自治会連合会の組織概況︑運営状況
や︑地域における課題を把握し︑これからの町内
会活動の進展と近隣で支え合うまちづくりを推進
するため︑５年に一度︑市区町村町内会・自治会
連合会組織基本調査を実施しております︒

昨年実施した本調査では、全道の１₈₈市区町
村のほか、連合会組織結成されている１₃₅市区
町村の連合会会長あてにそれぞれ調査を依頼し、
全ての市区町村と連合会組織からご回答いただき
ました。
今回の調査では、災害に強い安心・安全な地域

令和元年度市区町村町内会・
自治会連合会組織基本調査報
告書は本会ホームページに掲
載しております。
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市区町村町内会・自治会連合組織
基本調査結果から
氏

近畿大学総合社会学部准教授

松本 行真

近年、胆振東部地震や国内の台風や豪雨による大規
模災害が発生し、住民同士による助け合いや支え合い
などの共助の重要性が改めて認識されています。
今回の調査でも、町内会・自治会への世帯加入率の
低下がすすんでいる中、
町内会に期待する役割として、
高齢者や子どもの見守り、自主防災組織の結成、災害
時要援護者のための体制づくりなどの地域の絆やつな
がりの再構築が求められていることが分かりました。
そこで、今回の住みよいまちづくり通信では、今回
の調査結果の分析を本会の令和元年度ブロック別町内
会活動大会においてご講演いただいた松本行真先生
（近畿大学総合社会学部准教授）にお願いしました。
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たことによる「行政の限界」と「住民の責任」とい
った議論が出てきたことです。
近年、これまでの「防災・減災」を問い直す動き（例
えば『主客未分化の防災』（片田敏孝氏））が出てき
ています。より住民（とその組織）に「防災」に関
する当事者意識を抱いてもらおうとなっているよう
です。自治体等の行政機関主導による災害対応が難
しいといえるのも背景の一つではないでしょうか。
住民と行政の連携による防災体制を構築する必要
があり、そこで地域の代表的な住民組織である町内
会・自治会がその中心に据えられることになります。
しかしながら、町内会・自治会自体が「会員の高齢
化」「役員のなり手がいない」「参加者が固定」とい
う課題を抱え、昔日のような活動・行事が難しくな
っています。
そうしたなかで町内会連合会の位置づけも問われ
ているといえます。先の防災の例をあげるだけでも
単位町内会だけでなく、連合会の必要性が検討され
るべきであると考えます。
以下では『令和元年度 基本調査報告書』
（以下、
『基本調査』）から、町内会や連合会の課題を確認
しつつ、連携による次世代発見・育成の視点による
解決策を検討し、その中心には連合会が必要である
ことを述べていきます。

報告書を読んで―課題は何か―

ここでは本題である『基本調査』でいくつか気に
なった課題をとりあげていきます。
（１）「市区町村の町内会・自治会組織の概況」
大きく次の４つの視点でふりかえります。
※（○頁）の表記は『基本調査』掲載の頁番号です。
①町内会間の連携
【単位町内会あたりの平均世帯数と人口（６頁）】

行 事・ 活 動 を 維 持 で き る 規 模
はどれくらいか、隣接する単位
町内会の連携への視点が求めら
れるのではないでしょうか。
【世帯加入率の減少（７頁）】
町内会の普遍的な問題でもあり
ますが、それでも高いエリアと
低 い エ リ ア が 存 在 し ま す。 そ の
違いを考えてみるのも解決の糸
口がみえるかもしれません。
【町内会館の問題（９頁）】
これはいざというときの避難場
所・避難所になるために重要な
施設であるため、他の町内会や
組織との連携による運営・管理を考える時期に来て
いるのかもしれません。

①町内会間の連携
②書類作成の負担軽減
③「連合会」意義・役割の問い直し
④町内会を「わかりやすく」伝える必要性

②書類作成の負担軽減
【補助金に関する意見・要望（ 頁）】
具体的に「経理や書類作成等の事務事業が負担に
なってきている町内会も多く、事務手続きの負担軽
減について検討が必要」があがっています。この点
においても単位町内会を超えた連携・支援が求めら
れるのではないでしょうか。

単位町内会・自治会の課題

③「連合会」意義・役割の問い直し
【連合町内会が結成されない理由（ 頁）】
逆にとらえると、連合町内会の社会的意義・役割
を「再定義」するきっかけに出来ると思います。特
に災害等の有事において、連携した組織は必要では
ないでしょうか。その背景には、単位町内会単位で
の活動が厳しくなっている地域もあることから、連
携の「きっかけ」としての連合会が求められる（①
町内会間の連携への視点）と考えます。
皆さまはどのようにお考えになるでしょうか。
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はじめに

２０１１年３月の東日本大震災以降、我が国は実
に多くの災害に見舞われてきました。その後も同年
７月の新潟・福島豪雨、 年８月豪雨による８・
広島市豪雨土砂災害、 年４月の熊本・大分地震、
年７月の九州北部豪雨、 年６月の大阪北部地震、
同月末から７月上旬までの平成 年７月豪雨（西日
本豪雨）がありました。
そして道内で発生した 年９月の胆振東部地震、
年の台風 ・ 号や豪雨、今夏の令和２年７月豪
雨は記憶に新しいところです。
「災害」ではないで
すが、今も続く「新型コロナウィルス」もその収束
はみえておりません。
ところで筆者が気になる点として、先の西日本豪
雨では事前の警報にもかかわらず、多数の死者が出
15
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令和元年度
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④町内会を「わかりやすく」伝える必要性
【町内会活動に期待する役割や課題（ 頁）
】
「担い手の確保」
、
「ライフスタイルの多様化」
、
「安
全安心のまちづくりを実現」するためにどうすれば
よいでしょうか。どの町内会でもご苦労されている
ところかと存じます。原点に立ち戻ると、町内会活
動を知ってもらう取組を辛抱強く続けること、そし
て、町内会の活動に興味を持てそう、そして活動に
関わることでメリットが得られると思わせる「しか
け」が必要といえます。いいかえると、義務感だけ
でなく、楽しさ、面白さ、メリット感をどう伝えて
いくかではないでしょうか。
まとめると、
「巻き込み」
、
「情報公開（発信・共
有）
」
、
「連携」がキーワードともいえます。
（２）「市区町村の町内会・自治会連合会組織の概況」
（１）と同
 様にここでは連合会組織の視点から、
次の３つの課題について確認します。
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町内会・自治会連合会組織の課題

①「統合」意義の説明
②連合として意義ある活動を再精査
③連合会の認知浸透

コロナウィルス（全道）等が
発生しています。災害に限り
ませんが、菅新総理は「まず
は自助」をあげています。
自助の先に、または自助を
可能とするためには周りの支
援による「共助」が必要です。
「共助」を担う身近な組織が
町内会であることは、町内会
の最前線で活躍されている皆
さまには釈迦に説法かと思い
ます。
ただ、町内会の存在が「遠
い」と感じてしまっている人
たちに対して、「共助」を「わ
かりやすい／伝わりやすい言
葉」で伝える工夫は必要かと
考えます。残念ながら「昔か
らの先輩後輩」の関係から「頼
む／頼まれる」が成り立つよ
うな時代ではありません。
防災や防犯が若い人たちに
とっても身近な事柄かと思い
ます。とはいうものの、いきなり「町内会」では遠
く感じるかと思います。身近な事柄を身近な人たち
と考え、その単位を次第に大きくしていくというス
テップをふんでいくのはどうでしょうか。
具体的には進めていく単位として、隣組・班→単
位町内会→（ブロック・地区）→町内会連合会とボ
トムアップで考えるのはどうでしょうか（「身近」
なところから考える工夫）。
③連合会の認知浸透
【連合会の課題と対応」（ 頁）】
「連合会への住民意識が低い」が増加しています。
広報等の情報発信を対応方法として検討する必要性
を示しています。
「単位町内会が未加入」について、加入のメリッ
トをどう説明し、納得していただけるか。単に加入
することによる規模のメリットだけでなく、他地域
の情報が得られるためのネットワーク（連合会）に
入ることが出来る等を示す必要があるのではないで
しょうか。

57

解決の方向―連携による次世代発見・育成を起点に



連携による次世代発見・育成を起点とした解決法

①防犯・防災・防疫の起点となる「町内会」の意義を伝える
②格差解消による「負担のない」
「
（なるべく）楽しめる」かたちで次世代
発見・育成を行う
③参画のきっかけを生み出すための情報「格差」解消に向けた連携を行う
④有事対応をふだんからの官民緊密な連携で実現する

るのも連合会の役割であるともいえます。

先に課題の事柄について、解決の方向として下の
４つが考えられないでしょうか。

②格差解消による「負担のない」「（なるべく） 楽
しめる」かたちで次世代発見・育成を行う
若い現役世代を中心に生じつつある「格差」を（金
銭的以外の視点で）解消出来るのも、実は「共助」

②連合として意義ある活動の再精査
【連合会事業（ 頁）】
これら事業の整理・統合を他組織との連携により
検討すべきではないでしょうか。そのために重点的
に「取り組むべき事業」
（ 頁）として、防犯防火（安
全安心）、研修・交流等（人材育成）等があげられ
ています。
再精査を進めるためには自治体に頼るだけではな
く、連合会組織でより主体的に進めていくことが求
められると考えます。例えば、研修会（取組数減少）、
視察交流について、これら事業の企画・運営体制の
工夫が必要ではないでしょうか。

①防犯・防災・防疫の起点となる「町内会」の意義
を伝える
個人だけでは対応しがたいことがここ数年、道内
にも胆振東部地震（全道）、豪雨災害（稚内）、新型
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①「統合」意義の説明
【町内会統合（ 頁）
】
前向き／積極的な統合をどう実現すればよいでし
ょうか。その一つのヒントに「統
合によるメリット」
（ ― 頁）
を参考にするとよいでしょう。具
体的なコメントに「ひとつの町内
会となった事により、世帯数も多
く地域の範囲が広がり大きな行事
（祭り等）が可能となり、また人
のやりくりもスムーズになった」
（室蘭市町内会連合会）
、
「区域内
の居住地に関係なく、町内会活動
に参加することが可能となった」
（名寄市町内会連合会）がありま
す。ただ、一方で想定される「デ
メリット」
（ ― 頁）を調整す
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【地域住民情報収集機関】
町内会・自治会連合会組織

町内会連合会の社会的意義



消防団

の仕組みを構築し、特に連合会（自主防災組織も含
む）が有事に貢献することは出来ないかと考えてい
ます。
こうした取組を重ねることで「何かあったら、町
内会（とその先にある連合会）」という意識が住民
に定着していくのではないでしょうか。
一見、遠回りに感じるかもしれませんが、「個人
対 応 」（ だ け ） で は な く「 組 織 対 組 織 」 を 可 能 と
する町内会と連合会の意義がより伝わっていくので
はないかと考えています。

官／民の役割分担による情報収集

以上のように災害等の有事対応において、町内会
連合会の果たす役割は大きくかつ重要なものであ
といっても言
り、逆に連合会でしかなしえない ･･･
い過ぎではないと考えます。
最後に福島県いわき市四倉町における２０１９年
台風 号での断水対応を紹介したいと思います。

月 日にいわき市内を襲った台風による河川の
氾濫で浄水場が冠水し、いわき市北部の四倉町では
最大で１週間以上の断水が続きました。それ以前か
ら四倉の住民連合組織である区長会と筆者らで、東
日本大震災後に発生した「在宅避難者」問題解消に
向けた様々な議論を重ね、そのテーマを 月下旬の
避難訓練で実施する予定でした（台風・豪雨により
中止）。そうした背景もあり、区長会では断水後速
やかに 日『四倉小学校給水時のご協力について（お
願い）』として、給水所に行けない人たち（免許が
ない、給水タンクを持って運ぶことが出来ない高齢
者等）を対象に、各区長分担のもとで独自の給水活
動を行いました。
ポイントは「水道局も水を持ってくるだけで精一
杯」という認識のもとで、（水を持ってくる）官と（水
を住民に分配する）民との役割分担と、給水活動を
実現するための仕組みづくりの必要性を感じる意識
や姿勢が区長会という住民組織主導による物資支援
活動を可能にしたことにあります。
行政からの公助はもちろん
必要です。ただ、自分「たち」
にとってできること（自助と共
助）をふだんから常に考え、実
行していたからこそ、こうした
有事の対応をなし得たのでは
ないでしょうか。
（これは筆者の仮説ですが）実
現できた要因の一つに単位町
内会ではなく、それらが集まっ
た連合組織である区長会が機
能していたことで「組織 対 組
織」を可能にしたと考えます。
皆さまはどうお考えになるで
しょうか。この事例を今後の展
開のヒントとして提示し、拙論
を閉じたいと思います。
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住民
住民

で出来る可能性があると考えます。ここでは３つを
あげてみます。
イ）若い
 人たちへのメリット感（子どもの面倒を
みてもらう等）を伝える：生活（子育て等）
格差解消
ロ）「町
 内会に関心があってもみえない／わから
ない」を解消する：情報格差解消
ハ）携帯
 やスマートフォン等の情報通信機器を活
用した会議等の参加が可能となるしかけを構
築する：参加格差解消
③参画のきっかけを生み出すための情報「格差」
解消に向けた連携を行う
②の「情報格差」の解消に向けては自身の最大の
関心事であるのですが、例えば以下の２つの方向を
考えています。
ニ）地元
 メディア（新聞、ラジオ）を活用した広
報活動の推進
ホ）メデ
 ィアをはじめとした幅広い連携による町
内会・連合会といった広域連携による組織の
運営による多様なアイディア創出
④有事
 対応をふだんからの官民緊密な連携で実現
する（情報収集・共有・発信の体制構築）
「情報格差」解消の一つの効果に「災害時に様々
な情報を得ることが出来る」と考えています。現時
点で難しいのは、例えば災害発生時に地域内で情報
（収集・共有・発信といった過程で）のとりまとめ
を行うのが主に（数名の）市町村の防災担当です。
担当者の負担が過大になる点にも要因があるといえ
るのではないでしょうか。
そこで右下の図のように、隣組・班→単位町内会
→町内会連合会といった「下から上」への体制を整
えることで、官民連携による情報収集・共有・発信

10

※本会発行の市区町村町内会・自治会連合会組織基本調
査の報告書は、本会会員宛てに送付のほか、本会ホー
ムページにも掲載しております。

市の非常配備
体制
交番
市の非常配備
体制
交番

Ｚ地区
Ｂ地区
Ａ地区

消防本部

防災
担当部署

関係機関による参照
情報の集中または分散

収集情報例
単町 住民安否、避難所、
被災状況…
単町
単町

防災
担当部署
警察署
消防本部
警察署

異常現象発見者
異常現象発見者

19

報告
市区町村町内会・自治会連合会組織基本調査

10

令和元年度調査「市区町村町内会・自治会連合会組織基本
調査報告書」http://www.d-choren.or.jp/ep04.html
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コロナ禍での地域活動事例紹介

コロナ禍での町内会・自治会活動

「新北海道スタイル」
での取組み

町内会・自治会活動は、住み慣れた地域で安心・安全に暮らし続けるための「見守り」
「声かけ」「助
け合い」の福祉活動や防災防犯の活動のほか、いつ起こるか分からない災害に対しても地域で備える必
要があり、大変重要な役割を担っています。それはコロナ禍であっても、感染予防対策をとりながら対
応していかなくてはなりません。
北海道町内会連合会では、誰もが住み慣れた地域で安心・安全に暮らし続けるためのヒントになるよ
う取組事例集の作成をし、今年度、会員の皆様への配布を予定しております。今回は、その事例集の中
から、現在、新型コロナウイルスとの闘いが長期化している中においても、これまで築いてきた地域住
民同士の繋がりを絶やさず、工夫されている町内会・自治会活動を一部抜粋してご紹介いたします。

苫小牧市拓勇東町内会の取組事例
活動事例①
マスクの着用が社会的なマナーとなった
今、使い捨てマスクも手に入るようになり
〜今だからこそできる！！
ましたが、長い外出自粛期間中にはマスク
不便なマスク生活を楽しく〜 を手作りされた方もいました。そこで、
「手
作りマスクコンテスト」を開催しました。マスクの募集は会報とフェイスブックでお
知らせし、応募作品は役員宅のポストへ投函。応募作品の投票も、会報とフェイスブ
ックで行い、後日、受賞作品は会報上で表彰され、商品券が贈呈されました。また、
応募されたマスクは、町内会で消毒をしたうえで、地元小中学校へ寄贈しました。私
たちの日常生活にマスクが必要になったからこそ、そのマスクに着目し、自粛期間に
外出せずに家族で楽しめるイベントとなりました。

手作りマスクコンテスト

参加対象：どなたでも（１家庭１枚まで）
条
件：手作りの布マスク
審
査：会報とフェイスブックで応募作品を投票（１家庭１回まで）
※エントリーした全員に商品券500円（入賞者含まず）優勝は商品券
3,000円、ユニーク賞、アイディア賞、特別賞には商品券各1,000円を贈呈
応募方法：手作りマスクを清潔なビニール袋に入れ、応募用紙とあわせて紙封筒をお近くの町内
会役員宅へ投函。

活動事例② サマー大抽選会

〜地元＆道内の企業を応援！！チャンスは会員全員に〜

今年は、密な状態で対面しながら会食する夏の「びあぱ」の中止を決定しましたが、会員のみなさん
に少しでも楽しんでいただけるように、地元や道内のおいしいものが当たる大抽選会を企画しました。
会報に掲載されている町内会行事に参加するとキーワード（３文字）のうち一つをお知らせします。キ
ーワードを記載しなくても、大抽選会には応募可能ですが、キーワードを揃えて応募すると当選確率が
アップする仕組みを取り、町内会行事への参加者を増やす狙いも込められました。応募は１世帯１回限
りで、はがきの投函での応募だけでなく、スマートフォンやパソコンから LINE やメールで簡単に応募
することもできました。抽選会は、フェイスブックライブで行い、当選者への賞品お届け日は、事前に
はがきや電話で調整しました。
町内会活動に参加して当選確率アップ！！

サッポロ クラシック
350ml ×24
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安平産 お米
10kg

あつまジンギスカン
ギフトセット

地元＆道内のおいしいものを食べて元気に過ごそう

ないとう牧場 あんがす牛
すきやき用４人前

六花亭
十勝日誌

柳月 北海道の酪農
スイーツセット

氷見 ほっき節プレミアム
しょうゆだしセット

安心・安全啓発パンフレット〜 〜ハンドブックのご紹介〜

●応急手当・健康ハンドブック

北海道町内会連合会では、安心安全啓発のパンフレットとして、次の二つのハンドブックを発行してお
ります。各ハンドブックは一部 円で在庫の範囲内で頒布しております︒また、北海道町内会連合会ホー
ムページ内の「発行・資料パンフレット」のコンテンツに、ＰＤＦファイルにて掲載しておりますので、
ぜひご活用ください。 
■問い合わせ先 北海道町内会連合会
電話 ０１１︱２７１︱３１７８

●防災ハンドブック︵改定版︶

～介護・生活習慣病予防などに備えて～

悪質商法の手口をチェック

国民生活センター﹁見守り新鮮情報﹂を
ご存知ですか

高齢者や障がい者の方々を狙う悪質商法の最
新の手口と対策を月に一回、左記のように知ら
せてくれる「見守り新鮮情報」があります。
◎パソコンからは

号

http://www.kokusen.go.jp/mobile/

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/
◎携帯からは

見守り新鮮情報

相手に
しないで

・新型コロナウイルス感染症に関する特別定額
給付金に関連した相談が寄せられています。
・手続きに関して、行政・公的機関、金融機関
の職員が訪問し、通帳やキャッシュカードを
預かったり、電話やメール・ＳＭＳで個人情
報や暗証番号を聞き出したりすることは絶対
にありません。
・行政から委託されたという業者などからの電
話や訪問、メール・ＳＭＳなどには反応せず、
個人情報は教えないようにしましょう。
・少しでもおかしいと感じた場合や、トラブル
に遭った場合は、早めにお住まいの自治体の
消費生活センター等に相談しましょう（消費
者ホットライン１８８）。
・今後 も 新 た な 手 口 が 現 れ る 可 能 性 が あ り ま
す。国民生活センターでは新型コロナウイル
スに関連した情報発信を行っています（「国
民生活センター コロナ」等で検索）。根拠
のないうわさなどに惑わされずに、正確な情
報に基づいて冷静に対応することが大切です。

新型コロナウイルス
給付金を装った詐欺に注意

363

～大切な家族を守るために～

本ハンドブックは、道
町連共済での身近な事例
と家族の町内会活動中の
事故でその場に居合わせ
た方々が助け合って適切
な処理ができるよう、応
急 手 当 と 救 急 車 到 着 ま で の 救 命 処 置 の ほ か、 介
護・認知症予防など、健康づくりについて役立つ
情報をまとめた内容となっております。

サイズなど：Ａ5判・カラー・全20ページ
頒 布 価 格：１部50円（税込・送料別）

50

本 ハ ン ド ブ ッ ク は、
災害が起きてもあわて
ず落ち着いて行動でき
るよう日頃の備えを中
心 に、 災 害 時 の 対 応 の
ほ か、 風 水 害 や 暴 風 雪
への対策やシェイクアウト（一斉防災訓練）を含
めた地震初動対策を盛り込んだ内容となっており
ます。

サイズなど：Ａ5判・カラー・全18ページ
頒 布 価 格：１部50円（税込・送料別）

～ハンドブックのご紹介～
安心・安全啓発パンフレット
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町内会活動中の
ケガに備えて
いますか？

に加入して

の事故に備えましょう
冬 の事故に備えましょう！
■町内会活動中のケガが全道で80件発生 ※令和元年度道町連共済傷害見舞金支給件数
■27％の単位町内会が活動中のケガにまだ備えていません ※平成29年度道町連調査より
■道町連共済は、ひとり年200円の会費で最高200万円のお見舞金を支給
■加入者と同居するご家族が代理で活動中のケガもお見舞金の対象に‼
見舞金の
内容

平成27年4月1日改定

見舞金の種類

支給額
条 件
治療のために被害者が 支給上限を10万円とする
傷害見舞金
実際に負担した医療費 医師の指示による薬代・補装具代も含む
※医師等の診断書 一事故5,000円を限度
通院した日が5日以内の事故は診断書が不要のため除く
（治ゆ証明書）文書料 に実費支給
死亡見舞金 A に該当しない、活動中の死亡に対して支給
死亡見舞金 B
10万円
発生後24時間以内に死亡の場合
※注 医師等とは、医師、歯科医師、柔道整復師をいいます。

平成30年度
支給事例

200万円

後遺障害見舞金

最高200万円

※支給上限は10万円です

治療のために被害者が
実際に負担した医療費

＋

医師の指示による
薬 代・補 装 具 代

傷害見舞金（診断書料込）95,100円

役員会に向かう途中で転倒し、右膝を負傷。右膝蓋
骨骨折で17日間の入院、その後2日間通院をしました。
･薬
代：7,470円
（内訳） ･ 入 院 分：60,820円
･ 通 院 分：25,160円
･ 診断書料：1,650円

死亡見舞金 A
支給例

200万円

ごみステーションの屋根の雪下ろしをして
いたところ、屋根から落下。ドクターヘリで
病院に搬送されましたが、急性硬膜下血腫に
より、2日後に死亡されました。

※死亡見舞金 A は、活動中における外因・外傷の事故による死
亡に対して支給します。

道町連共済は
こんな特徴が
あります

活動中における外因・外傷の事故による死亡に対して支給
事故発生後180日以内に死亡の場合
後遺障害の程度により支給
事故発生後180日以内に生じた場合

※注 死亡見舞金 A、後遺障害見舞金は、北海道町内会連合会が団体契約する損害保険会社から支給されます。

傷害見舞金

支給例

死亡見舞金 A

後遺障害見舞金
支給例

後遺障害見舞金 200万円

（200万×100％＝200万円）

※後遺障害の程度により見舞金を支給します。

町内会の草刈りをしていたところ、
作業していた斜面から5メートルほど
落下し、ドクターヘリで病院へ搬送。
神経系統の機能等に著しい障害を残し
たため、100％の後遺障害見舞金200
万円が支給されました。

死亡見舞金 B
支給例

10万円

町内会の敬老会に会長として出席。椅子に
座ったままの状態で倒れ、すぐに病院に搬送。
翌日死亡が確認されました。

※死亡見舞金 B は、死亡見舞金Ａに該当しない活動中の死亡
に対して支給します。事故発生後24時間以内に死亡された
場合に限ります。

✓ 対象者を登録する記名式なので、共済会費がシンプルで経済的です

※既存の名簿で提出いただけます

✓ 個人負担した医療費等の実費を支給します（上限あり）
✓ 薬代、補装具、診断書取得料なども対象です（条件あり）
✓ 年度の途中からいつでもご加入いただけます（年度途中の加入も3月末まで）

道町連共済のお問い合せ

一般社団法人 北海道町内会連合会事務局 TEL：011-271-3178
FAX：011-271-3956

Email：info@d-choren.or.jp

※ホームページに詳しい情報を掲載しています
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道町連共済

検索

コロナ禍での地域活動事例紹介
道町連からのお知らせ

設立・創立記念のお祝い

令和２年度地縁による団体功労者総務大臣表彰

受賞おめでとうございます
令和２年度総務大臣
表彰は、本会から推薦
の山中忠典さん（札幌
市白石区）が16年間に
も及ぶ町内会活動の功
績に対して表彰を受賞
されました。
▲山中

忠典さん

令和２年度全国自治会連合会長表彰

受賞おめでとうございます
令和２年度全国自治会連合会表彰は、北海道
からは永渕宏さん（札幌市東区）と 瀧勝彦さ
ん（稚内市）が町内会活動の功績に対して表彰
を受賞されました。
今年度の表彰式は、令和２年度全国自治会連
合会広島県福山大会において実施予定でした
が、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
大会開催が延期となったため、令和３年度同大
会席上において、表彰式を実施する予定となっ
ております。

関係者の皆様おめでとうございます
設 立
40周年

白糠町連合町内会 様
会長 山田 國義／昭和55年５月設立

創 立
30周年

釧路管内町内会連絡協議会 様
会長 黒木
満／平成２年６月設立

メールマガジン「町内会ニュース」の
購読者募集！
本会では、市町村連合会や報道などで収集した道内
町内会に関する最新ニュース、本会や関係
団体からのお知らせなどをお届けする「町
内会ニュース」を発行しています。
配信をご希望される方は、本会ホームペ
ージより下記手順でご登録ください（無料）。
①北海道町内会連合会のホームページを開く
北海道町内会連合会

検索

②トップページの一番左下

をクリック

③
「町内会ニュース登録・変更・解除」のページが表示された
ら、
「登録」
部分に必要事項を入力し、
「確認する」
をクリック
④確認画面が表示されるので、
内容を確認した後「送信する」
をクリックすれば登録完了

年末年始も特殊詐欺に注意！

▲永渕

宏さん

▲瀧

勝彦さん

令和２年度市区町村町内会・自治会
事務担当者会議のご案内（書面）
例年実施しております市区町村町内会・自治会事務
担当者会議は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、今年度の札幌での開催は控えさせていただき、
書面にて実施いたします。
本会の来年度の事業概要を資料にして令和３年３月
（予定）にお送りいたしますので、ご不明な点・ご質
問がある場合には、本会事務局までお問合せをお願い
します。
●お問合せ先

北海道町内会連合会

TEL 011−271−3178 Fax 011−271−3956

年末年始は、お歳暮や贈り物、ネット通販で注文さ
れるお正月料理など、多くの配達物が流通する時期で
もあります。また、宅配業者の不在通知を装うショー
トメッセージサービス（ＳＭＳ）や
詐欺メールに関する報告もされてい
ます。配達物を受け取る機会が多い
年末から年始にかけて特殊詐欺には
十分注意しましょう。

今後の会議等の予定
令和３年３月
令和３年５月26日

 和２年度市区町村町内会・自治
令
会事務担当者会議／書面開催
令和３年度北海道町内会連合会総
会／札幌市

※令和３年度全道町内会活動研究大会は、かでるホー
ル改修工事のため、実施しません。大会席上での表
彰式は行いませんが、表彰は実施いたします。
住みよいまちづくり通信 No.97
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