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地域から発信！男女共同参画の進め方
■日時／ 10 月 17 日（金） 15：55 〜 17：45

■会場／ 2 階 会議室 201・202

司会者 「ウメさんはこうして見捨てられた」とい

うロールプレイングのシナリオに基づきまして、
演じて参りたいと思います。
ロールプレイ
梅さんはこうして見捨てられた
しかし、その後、地域に大きな変化が…

■ファシリテーター

行動する女性のネットワーク（AWN）

（Active Women's Network AWN：通称〜あうん）
札幌市男女共同参画活動団体／北海道立女性プラザサポーター登録団体

第 1 幕 町内会のゴミステーションで
住

人

平成 25 年 4 月のある日、町内会館で会議が開か
里山 梅
（82 歳 風体は意地悪ばあさん、

れるところから始まる。その年の 1 月に梅さんが

頭にお団子）

誰からも気づかれずに雪の中から遺体として発見

考えと違うものがあるかもしれませんが、そうい

町内会長

木村 太郎（65 歳 リタイア組）

された事件を受けて、今回の事件の原因は何だっ

マンネットワークの代表をつとめております東郷

うことを考えたいただくことで、問題の意識にあ

組

長

髙橋さくら（58 歳 パート勤務）

たのか、事件の再発を防ぐため、今後、地域とし

です。第 8 分科会にご参加頂きましてありがとう

りますし、また演じる立場になる方には、自分で

住

人

佐藤 一夫（31 歳 サラリーマン 新婚）

てどのような対策をとるべきか話し合われる。そ

ございます。

は考えていなかった言葉を出すことによって、こ

AWN 代表 東郷明子 皆さまこんにちは。

行動する女性のネットワーク、アクティブウー

は第 3 者として、会話の中からいろいろな自分の

の結果、梅さんがゴミの分別ができていなかった
ダイジェスト版

のは、
認知症のためだったことが判明する。そして、

AWN、行動する女性のネットワークは、北海道

ういう考え方もあるんだと、両方が意識をしてい

男女平等参画プラン推進協議会での 1997 年から

ないことに気づきをすること、私たちがそういう

「燃えるごみ」
「プラスチックごみ」など町内会

その認知症による幻覚のため亡くなってしまった

2000 年まで 3 年間行った海外研修者を中心となっ

ところを考えていただきたい、ジェンダーバイア

のゴミ捨てのルールを守らない梅さんに対して、

ことがわかる。本人が認知症であることを否定し

て、2000 年 1 月に立ち上げました。

スを考えていただきたい、ということを少しでも

地域住民が注意をする場面から始まる。

て、支援を拒否していたこともあり、地域の人た

全国各地、全道各地から参加しておりますので、
札幌での会は年に 2 回ぐらい、今年で 14 年になり
ます。
AWN が立ち上がってすぐの 2000 年 5 月に有珠
山の噴火があり、避難場所にいらっしゃる女性た
ちの声を聞き、
「避難所で、下着の洗濯ができない」

投げかけられるような問題を持って来たいと思っ
ております。
今日のロールプレイは、実際にあったいくつか
の話を元にメンバーが書き上げました。
今日のためのオリジナルのものですので、今日
初めて皆さんに演じていただきます。

ゴミの日も守らない、偏屈で困ったおばあさん

ちは誰一人、病気のことを知らなかった。梅さん

に対して、住人たちは口々に日ごろの不満を言い

をみんなで見守る体制を作っていくべきだったと

合う。そのような中、ネズミがよく出るという事

各々反省する。そして、第二の梅さんを出さない

態が発生し、梅さんの庭がゴミだらけであること

ために、女性の視点で細やかな地域づくりに取り

が原因ではないかという話が持ち上がる。梅さん

組んでいくことを全員で確認する。

今日の分科会の中で、そこの入り口の所で声を

いのでは？と住民から意見がでるものの、
「トラブ

を車に積んで持っていったのが AWN として初め

かけて、そして一般の参加でここにこられた方に、

ルメーカー」である梅さんに注意をすることでさ

ての活動でした。

演者にお願いするということになりましたので、

らなるトラブルが発生することを恐れ躊躇する。

演者をお願いいたした皆様方には突然のことで申

結局、
「困るのは、本人だけ」
「ゴミを片づけるよ

し訳ありませんが、ご協力に感謝申し上げます。

うに説得するのは行政の仕事なので、行政に任せ

町内会長

木村 太郎（65 歳 リタイア組）

ておけばよい」という話で落ち着き、第 1 幕が閉

組

高橋さくら（58 歳 パート勤務）

じる。

民生委員

オルが欲しいとのことで、下着を持っていったと
きは「PP プロジェクト」というパンツプロジェク

また、観客となる皆さまには、このロールプレ

トでしたが、次に希望する T シャツ、バスタオル、

イングを通して、それぞれの地域の共通点と違い

シーツで「TBS プロジェクト」を立ち上げて、皆

を後ほどお聴かせいただきたいと思います。

さんのところへ運びました。
その災害の時に私たちは活動をし、それと同時

AWN は、
「大胆に活動し、情報を気前良く分か
ち合う」をモットーにして行動して参りました。

第 2 幕 平成 25 年 4 月、町内会館での会議の場面
登場人物
組

長

方たちあるいは沖縄の方たちとの交流もしました。

ち合って、女性が輝く日本のために前進して行き

民生委員

河合 洋子（65 歳 専業主婦）

たいと思っております。本日は本当にありがとう

町内会役員

佐藤 みき（一夫の妻 31 歳 ヨガイン

寄って、意見を出し合い完成させたものです。
このロールプレイに参加することで、皆さんに

ございました。

第 3 幕 平成 26 年2月 町内会館で本年度 8 回目
の会議の場面
長

河合 洋子（65 歳 専業主婦）

役

員

佐藤 みき（31 歳 ヨガインストラクター）

役

員

小林のりこ（42 歳 PTA 会長 夫とコ
ンビニ経営）

参加されました皆様方も、お互いに情報を分か

AWN のメンバーそれぞれが作成したものを持ち

（効果音）

髙橋さくら（58 歳 パート勤務）

にこのロールプレイングの手法を使って、全道の
今 回 皆 さ ん に ご 覧 頂 く ロ ー ル プ レ イ ン グ は、

分
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にゴミを片づけてもらうように注意したほうがよ

とのことで、全道に声をかけて募金を募り、下着

下着だけではなく、T シャツ、シーツ、バスタ
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登場人物

ストラクター）
地域包括担当者 上田みのり（40 歳 社会福祉士）

平成 26 年 2 月

町内会館で本年度 8 回目の会合

が開かれています。
梅さんが亡くなってから早 1 年がたちました。
この 1 年間、町内会では、小林さんが新しく役員
に加わり、佐藤さん、高橋さん、河合さんらと 4 人
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たまに見かけても、どこの子かわからなく

心になって運営している「山菜料理の店グ

紹介されるほどでね。

が中心となってさまざまなネットワーク作りが行

平均年齢が 74 才、
代表者は勿論女性で 81 才、

理がとてもおいしいと評判で、テレビでも

と人のつながりがなくなっているのよ。

元気いっぱいの 12 人で運営するコミュニ

ランマ」というのがあるんです。そこの料

私の母の時代なんか、良くも悪くも井戸端

て気軽に声もかけられないし。

会議っていう社交の場があったじゃない。

迎えたそうです。

ティーレストランは今、開設から 5 周年を

昨年は、北海道知事表彰「輝く北のチャレ

するの。

らないということでなく、出来るときだけ

それもなくなっちゃったから、ご近所の情
そうそう、梅さんの場合も問題になった「ゴ

そんな、元気な女性たちがいるのかい？食

ンジ賞」を受賞しているんですよ。

べることは、死ぬまで大事だからね。男た

無かったのに、どこに高齢者が住んでいる

そうすると、それまで近所にあまり関心が

かが気になってきたそうなの。

かったんですもの。

たかもしれないですよね。それに気づかな

ミ出し」は、
認知症や孤立の最初の SOS だっ

報が本当に入らなくなったよね。

われてきました。

河合

小林

木村

とにかく町内というこの狭い地域なのに人

彼女たちは、梅さんの凍死事故の後、孤独死と
いう悲劇が二度と起こらないように、安心・安全
たのでした。

な地域社会を作り上げていくことが重要だと考え
毎年、慣例に従った行事をすることや、自治体
からの連絡事項を伝達するだけの主体性も創造性
もない町内会組織では、高齢者の見守りや地域の
町内会長の木村さんも、従来の自分たち男性優

安全なんて実現できるはずもありません。
勢の町内会活動では、建前と前例ばかりで新しい

それにね、メンバーの旦那さんたちが、近
小林

ちにとってもいいことじゃないか。

地域は、住民同士の関わりが希薄になった

これまでのお話をまとめますと、私たちの

援センターに知らせるとか簡単なルールを

ただし、大変そうな家とかは、地域包括支

高橋

くの山で採った山菜を使った日替わり定食

取り組みがなかなか出てこないと常々感じてはい
ことにより、さまざまな問題が発生してき

や「グランマ」特製の野草茶。それに山菜、

梅さんの死により、あらためて自分自身のいた
ているということですね。

牛肉入りのおやきなんかもおいしいんで

佐藤

なるほど、現代版井戸端会議ね。そんなと

なんでも、町内会のゴミ拾いの時のおしゃ

きでもないと近所の人とでお話できません

べりからみたいですよ。

河合

そんなアイディアどこから出たのかしら？

それ、とてもいいんじゃない？

つくったそうです。

らなさやこれまでの町内会活動の限界を思い知ら

そして、どこの町内も同じように抱えてい

ました。

河合

されたのでした。

いを持って生きているなんて、なんか、素

私の母親くらいの年齢の女性たちが張り合

すって。

梅さんが、あのように亡くなったのを防げ

敵ですね。私もそんな年のとり方をしたい

佐藤

なかったのも、そこが問題だったんですね。

わね。

てこなかった。

る問題なのに、そのことにきちんと向き合っ

女性や若い人にも役員になったり、意見を出し

では、今後どうすれば人と人のつながりを

てもらったりしてもっと町内会活動に関わっても

みなさん、お疲れのところお集まりいただ

も第一線で働ける社会こそが豊かな社会」

もね。

と考えてそのお店を開いたって、この間の

を話し合いたいと思います。

新しいネットワークをつなげていく、みた

決めたおいたお年寄りに「一緒に出かけませ

もりがちになるので、その対策を考えたん

それからもう 1 つ、年をとると家に閉じこ

例えば、何かの機会に集まって、心配なこと、

買い物などに出かけるときには、あらかじめ

ですって。

佐藤

心配な人のことを言い合いながら情報をも

新聞記事にも出ていましたよ。

て否定的に考えないで、
「高齢者がいつまで

グランマのメンバーは年をとることを決し

剣に考えていきましょう。

深めていくことが出来るのか、皆さんで真

小林

早速会議を始めましょう。

きありがとうございます。
河合

らう。そして、又、情報を伝えてみんなで

男性も「女の人」に刺激されて、活躍の場
木村

木村会長さん、これまでの経過の説明をお

んか」と声をかけるようにしたそうです。

相手が出かけなくても、声かけをすれば、

つまり「買い物応援隊」ですね。

心配がないかどうか少しは、判断できるわ

その時に様子がわかるでしょう。

何かおかしいなと感じたら緊急の連絡が出

けですね。

私の両親が住んでいる町内会には「ゴミ出
それって何ですか？

へぇー。
女性の皆さんの活躍が素晴らしいな。

来るわけでしょ。

し応援隊」っていうのがあるんですよ。

ましたか？

そうなんですよ。会長さんやっと気がつき

女の人たちが元気だと、男たちも元気にな

佐藤

るのかな？

面が出来るなんて、いいね！

いないってことなんじゃないですか。どち

高橋

いなね。結構、そんなところから、大事な

らかというと、男性はお勤めしている時は

意見や考えが取り入れられたものになって

今まで、私たちの地域の活動が女性たちの

ことが見つかるかもね。

木村

我々は、まず、町内の課題というやつを考
高橋

地域とのかかわりも少なくて、いざ退職し

結局さ、人のつながりがひどく希薄になっ

えたよな。

例えば隣近所の家庭の問題にあまり立ち入

ていることが問題だね。

たからってすんなり地域デビューが出来な

高橋

たとか、ゴミ出しに困る人がいたって、み

年をとると分別がとても難しくなるし、ゴ

でもさ、それって、男も出来るよな。男も

なんたって心くばりがいいよな。

ミ出しって大変なんですよ。

そこで、まずは、自分の住んでいる地域の、

1 人暮らしになったら、ゴミ出しだって、

佐藤

1 人暮らしの方で、自分が行きやすいと思

いようけど、女性は割と抵抗なく新しいつ
そうか、そういうことか。

えるの家のゴミ出しを手伝う、つまり、
「ゴ

ながりを作れるかもしれないわね。
何か女性が活躍している例があるとわかり

の分まで面倒みられないしさ。

やすいんだがな。

近所の人が施設に入って、そこが空き家に
いしな。

なって無用心でもさ、何をするわけでもな

買い物だってやらなきゃなんないからな。

私も、今ある人のつながりをふくらませる

ミ出し応援隊」になったんです。

佐藤

「ゴミ出し応援隊」だから毎回しなければな

小林

町内会ではないんですけど、北海道の白老
もあまり見かけないわね。

子どもが少なくなって、外で遊んでいる姿

町というところに、おばあちゃんたちが中

んな自分の事だけで大変なのだから、他人

らないだろう。年を取って雪かきが辛くなっ

木村

願いします。

め、新年度にどのように反映させていくか

今夜は私たちのこれまでの取り組みをまと

らわなくてはならないことを強く感じたのです。
高橋

木村

佐藤

分
科
会
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高橋

小林

河合

小林

木村

ことを考えたのよね。

に声掛けをして歩いたよ。

地域の人間関係を作るっていうのは結局、

受ける。双方向からに地域作りをしていく

俺は、絶対そう思うけどな！！

ないか。

皆で、力を合わせるのが、一番いいんじゃ

安心で安全な自分たちの居場所を作ってい

ことが必要ですね。

くということだけど、我々が出来るのは、

木村

館で男の料理講習会やらないかって誘った

地域の関係づくりを勉強しましょう。

や中学校を巻き込んで、子ども達と一緒に、

事をしたりしている男性がいるからさ。会
ら、結局 10 人も集まったしね。

誰かのためにささやかなお手伝いをするこ

ほら、行政の出前講座ってあるでしょ。あ

それと、結構、町内にはリタイアして庭仕

男ってさ、仕事を離れると新しく人間関係

確かにね。個人情報保護の壁だとか、経済

と、見守りをすることってことだな。

会議をするのよ。楽しそうじゃない？

れをうまく利用して、子ども達と、井戸端

たちのつながりでしょ。
がりを増やしました。

さらに生徒さん達のご家族やお友達のつな

作るのがへたなんだよな。

的な問題とか、圧倒的な高齢化だとか、私

まず、私のヨガ教室に通ってくる生徒さん

それから私は、うちのワンちゃんお散歩仲
つながりを求めているくせに、自分から言

たちの手には負えない重い問題も地域の中

梅さんの問題だって、私たちができたとす

のですよね。

も一緒にね。

（念を入れるように ････） 男の人も女の人

社会福祉協議会に協力してもらって小学校

間のつながり。
い出せないんだな。

では発生するわけで、虐待はその最たるも

新年度は、行政や、地域包括支援センター、

これ、あなどれませんでしたよ。
結局、俺たちがこれまでやってきたことは、

高橋

早朝散歩のご夫婦、庭いじりをするお年寄
一見ばらばらに見えるけど、草の根、ゲリ

河合

ち。みんな顔なじみになって、短い挨拶を
けだよな。

ラ的情報収集ネットワークづくりというわ

人間関係をふくらませていくということで

これまでの取り組みは、自分たちの回りの

異変に気がついて、しかるべく解決機関へと

でも、せめてそれができていれば、梅さんの

ぐらいだったと思います。

れば、せいぜいゴミの問題を援助すること

勉強会に参加してもらいましょうよ。

孫のいないお年寄りも一緒に関係づくりの

普段お年寄りと触れ合わない子供たちや、

かしら。

老人クラブに押し掛けるっていうのはどう

交わす程度のつきあいから、半年後にはご

すね。

結びつけることが出来たかもしれません。

今やワンちゃんの数が子どもの数を上回っ
界ってすごいですよ。

関係をつくるための「社会資源の掘り起こ

まずは、これまで試行してきた地域の人間

ていて、ワンちゃんを飼っている人の社交
私はね、子どもつながり。

のですよ。

ささやかだけど、大きな意味を持っている

ささやかなお手伝いね。むしろお節介とい

そう考えると、住みやすいっていうのは、

るような地域かどうか・・・。

んでいる人から「うらやましい」といわれ

自分が住んでいるところが、他の地域に住

早速 PTA の役員会に提言しますよ。

うちのコンビニは通学路にあるから、子ど

総会で提言しようと思います。もっと積極

し」をきちんと整理して、3 月の町内会の

うのかな。そして、たとえ遠くからでも、

それには、女性の皆さんの力が多いに必要

せる地域。それに尽きるな。

だね。

なんといってもみんなが安心・安全に暮ら

人とつながる、人をつなげる。って、やろ

大げさに考えなくていいことなのよね。

ヨガ教室、コンビニもそう。学校、幼稚園、

だって、私にだって出来ましたから。

うと思えば誰にでも出来る。

その人の事を見守るっていうこと。

保育園、福祉施設。

簡単にいうとね、人の集まる場所はどこかっ

のパンを食べさせていたという話よね。

それに道路だってそうよ。ゴミステーショ

来年からが楽しみですね。もっと女性役員

猫が餌を欲しがるって、久保田さんに何か

ていうこと。

社会資源の掘り起こしって？

木村

近所の情報交換をするまで進化しましたよ。

小林

り、ジョキングやウォーキングをする人た

高橋

佐藤

それでこの間の、猫ばあちゃんの話も子ど
佐藤

的に取り組んでいきたいと思うのです。

も 110 番になっているのよ。

ああー。久保田さんの一件よね。久保田さ

も達から聞いたのよ。
高橋

佐藤

あったのかしらって思ってすぐ地域包括支

の情報伝達だけやっていればいいという、

こない発想かも。行政からのトップダウン

よな。爺さんばかりの町内会運営では出て

全員で

佐藤

木村

ねずみ算式にね。
場所へと変えていく。

2 年後 この地域もますます高齢化が進み、町の

を増やしましょうね！！

誰かと誰かが言葉を交わしあう仕掛けをし

なかでも高齢者の姿をたくさん見かけるようにな

そういう発想って、俺たち男は乏しいんだ
だすれ違う場所から、いろんな人が出会う

ン、公園、会館。こういう場所を、人がた

所をうろついていたから、子供たちが給食

んが飼っている猫達が、餌を欲しがって近

木村

援センターの上田さんに連絡したんです。

ていたんですって。

らしていたけど、数日間病気で動けなくなっ

ていくことが必要だと思うの。

それじゃ、せめて役員の半分は女性でな

りました。しかし、梅さんのような事故はあれか

あは、ははは

うわ！やめてえ！ネズミはたくさん！

通報がもう少し遅かったら、大変なことに

言葉を交わすことで、誰かの事を気に掛け

まれてくるかもしれませんね。真剣に考え

きゃ。本音で意見が言えて新しい発想が生

なれ合いになってしまっていたものな。

なっていた、危機一発だったって上田さん

安心で安全な地域づくりって、私たちの取り

高橋

久保田さんは一人暮らしで、数匹の猫と暮

小林

るという気持ちを作りたいのよ。

それでね、そのことを PTA の会合でお話

に言われたわ。間に合ってよかったわ。

らありません。

2 年前までは、あまり隣近所のお付き合いが無

てみましょう、皆さん！！

そうそう、それで私も気が付いたら町内会

応援隊」の地道な活動で、高齢者の「いきいきサ

かったのに今では、
「ゴミ出し応援隊」や「買い物

小林

の役員に入ってしまった。

社会福祉協議会とか役所とかみんなで関

いっその事、町内会を女性だけの役員で運

組みだけではなくて、包括支援センターとか
わって、つながっていく必要があるでしょ。

の事をもう少しお互い気にかけましょう、

もちろんさ。

したの。そしたら保護者の方達が、ご近所

木村

という話になってコンビニに来て下ったと
きに、一人暮らしの方の情報を下さるよう

営してみるっていうのはどうですか？

わって運営される仕組みにしているので、役員ばか

の「お楽しみレストラン」は、たくさんの住民が関

町内会活動として 2 年前から始めた、半年に 1 回

ロン」の参加者も増えました。

さかんに言われている連携ですよね。私た

俺たち

小林

ちのささやかな取り組みを、絶えず、そう

男も変わるからさ・・・。

いや、いや、待って下さいよ！！

になったのよ。

いうところにアピールしていく必要はある

やはり、そうなるか？

おれはね、町内のリサイクル運動で、あち

わね。アピールしながらサービスや援助を

木村

隣近所に「気を付けて下さい」って積極的

こちを回りながら、空家になっている家の
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身近で、私はその家に足を踏み込んだとたん気絶

ウメさん役の女性 ごみ問題や高齢者の問題はごく

をいただければ幸いかと思います。

司会者 ぜひフロアから感想含めて一言ずつお話し

の取組をしていかなければと思っています。

手伝いや、近所のお年寄りの連れ出しをするように
しそうな状態になったのですが、そのごみを片付

りではなく、町内会の子どもも大人も一緒になって
なって、とてもにぎやかです。この取り組みを中心

執着している高齢者の気持ちをどのようにケリを

福岡県飯塚市の女性 福岡県の飯塚男女協参画推進

なくてはいけないと思っております。ありがとう

埼玉県の女性 私は 20 年前ぐらいに始めて女性の

ございました。

そういったことは他の県内では考えられてないの

その時に私が最初に言ったことは、
「女だからと

自治会長を受けました。

を一切言わないで、自治会長の皆様と同じくしよ

女だからこれはできないとか、女だからどうこう

う」ということを思い出しました。

いうことは絶対に言わないで自治会長をしよう。

大事だと私は思うのですが、そのあたりを教えて

司会者 皆さま、いろいろとご意見をいただきまし

の活動すごく勉強になりましたが、制度や仕組み

自分たちがするということも、今の AWN さん

かなと。

そこにやっぱり、まち協に女性を入れる比率とか、

なので今自治基本条例を作っているんですけど、

けない余地があっても入ることができないと。

自治会長が男性で、そこに私たちも入んなきゃい

いつも役員会や常任委員会で話題にするのは、

ネットワークを作り活動しています。

です。

長をしています。地域世帯数 2200 世帯程のところ

組長役のサイトウさん 私は町内会の役員で女性部

に直面されている方も多くいると思います。

は割り切れないものが沢山孕んでいるということ

実際そのような現場に行ったとき、理屈だけで

感しました。

捨てましょうという単純なものではないことを実

つけさせるかということ、これいらないからもう

ける時に、また新たな問題があるんです。ものに

に行っているのが地域の女性たちです。
難しく考えると何も出来ないので、まずは、考
えたことをやってみましょう。
みんなの為になることなら、少しずつ賛同者も
増えてきます。
自分たちの取り組みが、自分の住んでいる地域
そう思うとやりがいも出てきます。前に進んで

を少しでも変えている。
みましょう！！
（以上ロールプレイング）
司会者 それではこれから、皆さんと共に考えてい

いただきたいと思います。

てありがとうございました。このご意見を大切に

を変える上では、行政の条例を作っていくことも

香川県観音寺市のタカハシさん 実は私、昨年自治会

先日話をしましたところ、今日のようなシナリ

長を引き受けなくてはならないことになりまして、

きたいと思いますが、まずは、今回お引き受けく

日本中で起きていると感じ、今日はこういったこ

ます。

しながら、今後私たちも活動していきたいと思い

う事があるかと思います。試行錯誤の状態が、今

多分皆さんの地域でも「あ、そういえば」とい

とを考えられるいい機会になり、私たちも頑張ろ

近所のおじさんに「お前ならなれるから」と言わ

オのケースがいろいろと出てきました。

北海道様似町出身の女性 私は、北海道襟裳の様似

れてなったんです。

つ解決が出来るような女性たちが、地域でもっと

感じます。自分の意見を思い切り言えて、少しず

行われます。その時 500 人ぐらいいましたが男性

自治会長だけを集めた会合が観音寺市で 5 月に

町内会活動をしていますと、男性優位の組織を

これから少しでも町を活気づける、町を盛り上

他人事ではなく身近に感じる内容でした。

思います。

町から来ました。4700 人程の人口で、お年寄りが
うと思いました。

ださったフロアの方から一言ずついただければと

沢山います。

げようということで、主人とイベントや音楽を通

ばかりです。その中で不安な面持ちで参りました。

気がして、何のためらいも無く自治会長をやって

その時に私はつっかえてたものがすっと降りた

す」と言ってくださったんです。

の中に女性の自治会長さんが 5 名いらっしゃいま

そしたら、自治会のトップの方が開口一番「こ

頑張らなければと思います。
いただきました。

そのような思いで今回シナリオを取り組ませて

して少しずつ活動していますが、この問題は皆で
取り組まなければならないと思いました。
北見市役所市民共同推進課の女性 私は、北見市役所

内会活動にスポットが当たっていたかと思います

町内会長の木村役の木村太郎さん 今回のテーマは町

私の仕事は町内会の活動や、町内会だけではな

いこうという思いになりました。

の市民共同推進課から来ました。

が、私が住んでいるところは、近所に若いご夫婦

私が思うのは、トップの人の意識の問題だと思

でした。

くれたのは、あの自治会長連盟会長のトップの方

とてもためらいがあった中、私の背中を押して

りました。

いおじさんに支えられながら、一年間を無事終わ

右も左もわかりませんでしたが、近所のやさし

く、NPO、地域の団体、子供会、青少年という、ネッ

と言われて 2 年くらい前に役員をしたことがある

「順番だから、ソウマさんも町内会役員やってね」

が多いです。

ちみんながこのことを考えて、地域を良くなるよ

感じないんですよね。

のですが、若い世代では、町内会活動は必要性を

固定的な団体ということではなく、地域の人た

トワークづくりをしております。

がらネットワーク作りをしています。いろいろな

ご近所の方にちょっとですが家族が病気になっ

うにしていこうとの問いかけをさせていただきな
方、ウメさんのような方もいらっしゃいます。私

演じてみて、高齢社会になると地域つながりの必

た時など見て欲しいと思うことがあります。今回

います。私たちもいろいろな思いの中でやらせて

だいています。地域の問題は根深く、そう簡単に

が、私たちも意識改革を今からどんどんしていか

いただいている。トップではないかもしれません
ですから、私たちもいろいろな視点から地域で

要性をとても感じてきます。

もいろいろな町内会長さんとお話しをさせていた
括れない難しさを感じているところです。どうも
ありがとうございました。
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