
 
 

  

は じ め に 

 

近年、地域の課題は地域で解決する、住民自治の向上が必要とされてい

ますが、その一方で少子高齢化に伴う家族形態の多様化やライフスタイル

の変化により、地域のつながりや自治会・町内会の加入率が減少傾向にあ

ります。 

その中で地域を基盤とした人々のつながりの代表でもある「自治会・町

内会」は住民同士の親睦、生活環境の維持等のほかに、高齢者の見守りや

子供の安全対策などに取り組み、市域の団体や行政と連携して地域課題の

解決を図り、住みよいまちづくりを進める大変重要な役割を担っています。 

そうした自治会・町内会活動の課題のひとつに、役員交代の際の事務や

会計の引継ぎが円滑に行われないというお話を聞くことがあります。 

また、行政との関わりが増加・複雑化しており、自治会・町内会業務に

も影響があるなど、新しく自治会・町内会長になる方も戸惑うことが多い

かと思います。 

そこで、自治会・町内会の円滑な運営や日々の活動のお手伝いができれ

ばと思い、自治会・町内会の運営方法や活動のポイントなどをまとめた「自

治会運営活動マニュアル」を作成しました。 

この「自治会活動運営マニュアル」を、自治会・町内会活動の基礎資料と

していただくとともに、役員の引き継ぎの際の参考にしていただければ幸

いです。 

 

野田市自治会連合会   
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１ 自治会・町内会の組織作りについて  

 （１）自治会・町内会運営の基本           . 

自治会・町内会が活発に活動を行うためには、会員と役員がお互いの立場

を理解しあいながら、協働して運営と活動を担うことが大切です。また、自

治会・町内会がまとまりを保ちながら活動を行うためには、会員一人ひとり

が役割を持ち、互いにコミュニケーションを図りながら、運営を進めていく

ことが大切です。 

しかし、自治会・町内会の規模が大きくなると、何かを決めたり、行事の

準備をしたりするときに、会員全員がいつも集まることはできません。そこ

で、効果的かつ円滑に自治会・町内会運営をしていくためには、運営や活動

を中心になって行う役員を決め、執行体制をしっかりとしたものにする必要

があります。 

運営や活動を行う役員は、活動方針や大まかな活動計画などを話し合い、 

決定します。役員は、そこで決まった方針や計画に従って、日常的な運営の

やり方や活動の詳細について話し合い、総会で決定します。年度の途中でも、

役員以外の会員の意見を聞いたり、承認を得たりする必要があれば、臨時で

総会などを開くことも考えましょう。 

また、総会などの話合いでは、議事録等の記録を残すことが非常に重要で

す。会員と役員が互いの立場を理解しあいながら、協力して運営と活動を担

っていくためには、運営のすべてを一部の役員だけで決めるようなことがあ

ってはなりません。一方で、役員以外の会員は、活動を役員任せにするので

はなく、自治会・町内会の活動や運営に積極的に関わることが大切です。  
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（２）役員の構成及び選出           . 

自治会・町内会が秩序を保ちながら活動していくためには、会長をはじめ

として役員の役割を明確にすることが大切です。役員は総会の決定事項に従

い、日常的には会員の意見を聴き、また情報を伝達しながら自治会・町内会

の目的を実現させるために存在し、対外的には会を代表しなければなりませ

ん。自治会・町内会の規模の大小によって、役員の人数や構成は変わってく

ると考えられます。 

役員の選出については、選挙・推薦・抽選・順番制など、いろいろな方法

がありますが、それぞれの自治会・町内会で一番望ましい方法を工夫するこ

とが必要でしょう。 

ただし、抽選や順番制を採用する場合は、小さい子どもや介護を要する家

族を抱える世帯や、高齢者だけの世帯等については配慮することも必要です。 

自治会・町内会の会計年度は、１年間のところが大部分ですが、役員の任

期については会計年度にこだわらず、たとえば任期を２年にし、１年ごとに

半分ずつ役員が交代するなど、事業の継続性が保てるような体制を工夫する

ことも必要でしょう。 

役員構成と役割は、一般的に次のようなものが考えられます。 

○会長 

会長は会の代表者であり、責任者です。 

「持ち回りにより、仕方なく会長になった」「くじ引きにより、やむを得

ず会長になった」という方もいらっしゃるかも知れません。ですが、町内

自治会の活動が充実するか否かは、会長の働きいかんにかかっているとも

言えます。前向きに取り組むことで、地域をより良くすることができます。 

○副会長 

会長を補佐し、会長が不在の時はその代理を務めます。負担の大きい会長

の手助けをし、良き相談相手となるとともに、会長が会の意に反して独断

で動くことのないよう、抑止力となることも求められます。 
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○会計 

会の資金・資産の管理を行います。会員から集めた大切な資金を取扱う 

役目を任されますので、収入や支出を適正に管理することが求められます。

常に出納簿や通帳を整えておき、依頼があればすぐに公にできるよう、管

理しておきましょう。 

○書記 

総会や役員会の議事録を作成したり、提出書類の作成をしたりと、事務 

全般を受け持つこともあります。「事務局長」という役職名としている会

もあれば、副会長などの役割として書記を置かない会もあります。 

○監事 

収入・支出が適正に行われているか、資金・資産の管理は適切か、また、

会の目的に沿った事業が実施されているかなど、会の運営を監査する役割

を担っています。役員執行部とは切り離し、独立した立場で監査すること

が求められます。 

○班長・階段長 

町内自治会をいくつかのグループに分けることで、ごみステーションの 

管理や回覧板の受け渡しなどが円滑に行われることから、数軒単位で班を

作ったり、集合住宅では各階ごとに班を作ったりします。 

○会員 

地域をより良くするための活動は、会長や役員などの少人数で行えるもの

ではありません。会員の皆さんが協力し、それぞれに役割分担をすること

が、より良い活動に繋がります。 

「長く同じ人が会長の職を務めており、会を私物化している」「会長のや

る気がなく、活動ができない」との声が聞かれることがありますが、「後

継者がいないため、仕方なく長年務めている」という人も少なくありませ

ん。協力してくれる人が少ないために、会長が独断で動くしかなかったり、

例年どおりの活動をこなすことで精一杯だったりという状況を招いては

いませんか？ 

会員の皆さんが率先して活動に参加することで、風通しの良い、充実 

した活動を行うことができます。 
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 （３）新たに役員になったら（前任者からの引継ぎ） 

  ①文書ファイルとパソコンデータの双方による引継ぎを！ 

役員や担当者が替わっても自治会・町内会の運営が滞らないようにする 

には、旧役員から新役員への引継ぎをしっかりと行なうことが大切です。

役員の役職ごとに必要な資料や記録を整理して専用のファイルに綴じて

後任者に渡すなど、書類によって引継ぎを行なっているのが一般的ですが、

パソコンが普及している今日では、紙の書類に加えて電子データも添付す

る形で引継ぎを行なっているケースも多くなってきているようです。 

各種の必要文書の雛形が電子データで引き継がれれば、始めから新しい

書類を作成し直す手間が省けるなど会の事務運営の効率化が図れます。一

方、情報化が進んでも帳簿類は手書きである必要があります。また、手書

きの書類だとこれまでの話し合い等の経過が分かる形で引継ぎできると

いうメリットもあります。したがって、紙ベースでの書類と電子データの

双方により事務を引き継ぐことが大切です。 

②コミュニケーションを十分にとりましょう 

後任者にとって分かりやすいように事務を引き継いでいくことが何よ

りも重要です。そのため、文書やデータだけでなく、旧役員と新役員が十

分にコミュニケーションを図って引継ぎを行う必要があります。 

中には、新旧役員が一堂に会して前年度の書類を提示しながら丁寧に新 

役員に引き継ぐよう工夫している自治会・町内会もあるようです。逆に、

ただでさえ忙しい役員にあまり手間を取らせないようにするため、新旧の

書記同士が密に連絡を取り合って事務書類の引継ぎをしっかり行なうよ

う工夫しているところもあるようです。 
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③日頃からメモを作成し、記録として残しておきましょう 

スムーズに事務を引き継ぐためには、日頃から気づいたことをメモや記  

録に残し、誰が読んでも分かるような文書を作成するよう心がける必要が

あります。 

例えば、行事を行なう時には、それぞれの作業を担当する人が手順や準

備した品物などを示したリストを作成し、それらをしっかり整理し保管し

ておくことが考えられます。 

行事を行った後はすぐに反省会を開催して、「食器が足りなかった」、 

「テントが壊れかけているから修理する必要がある」など、気がついたこ

とをメモして報告書として取りまとめると、次の年に同じような行事を行

なう人にとって大変参考になります。また、行事を行った会場の設営状況

などを写真で撮っておくと報告書はもっと分かりやすくなります。   
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２ 会議の開催について  

 （１）自治会・町内会の主な会議について          

 ①総会 

総会は、自治会・町内会の意思決定の最高議決機関であり、通常総会と臨

時総会があります。通常総会は、１年間のまとめ（事業報告）と決算、新年

度の事業計画と予算、役員の選出など重要事項を審議し、議決を行う会議で

す。臨時総会については、緊急に解決すべき課題が発生した場合など、必要

に応じて招集します。 

②役員会 

役員会は執行機関で、総会の議決に従って、自治会・町内会を実際に運営

していくための会議です。 

なお、役員会への出席役員は、あらかじめ規約で定めておくことが必要で

すが、役員会の構成メンバーは、自治会・町内会の規模等により、状況に応

じた構成を考えることが大切です。 

③その他 

専門委員会や専門部会を設置している自治会・町内会では、これらの会合

も開催しています。その他、行事等を行う際のミーティングなども必要に応

じて開催しています。 

（２）会議開催のポイント             

①開催通知のポイント 

通知文には、会議の開催日時や会場、議題などを分かりやすく書き、可能

であれば会議の終了予定時間も記載しておくのが好ましいでしょう。 

また、大勢の会員が集まる総会の場合は、開催前のできる限り早い時期に

開催を通知し、通常の会議についても、開催の２週間ぐらい前に通知するこ

とが大切です。さらに、開催通知に合わせて、会議資料等も事前に配布する

と会議を効率的に進めることができます。 
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②会場の準備（いすや机の配置の工夫） 

いすや机の並べ方によって会議の雰囲気は変わります。総会などと異なる

和やかな雰囲気で創造的な意見交換を行うような会議では、通常よくみられ

るようなスクール形式のいすや机の配置、ロの字型やコの字型のいすや机の

配置ではなく、円卓式や車座式の配置にすると、上下関係や堅苦しい雰囲気

はなくなり、参加者全員の表情がお互いにわかる和やかな会議になります。 

（３）会議の進め方のポイント 

①進行役の設定 

会長が進行役を兼務しながら、資料の説明や質疑の応答を行なったり、自

分の意見を発言したりするような会議も見受けられますが、それでは、会長

の独善的な雰囲気の会議になってしまいます。また、意見が錯綜し、会議の

時間も長くなってしまいます。会議を開催するにあたっては、中立的な立場

から会議を円滑にするための進行役(司会)を決める必要があります。 

②進行役の役割や姿勢 

進行役は、上手に発言を引き出さなければなりません。できるだけ全員に

発言を促すなど、参加者全員で決めたという充足感のある会議に努めること

が大切です。 

③話し合いの姿勢 

会議における発言は、進行役の許可を得て行なう必要があります。一度に

複数の人が発言を行うと、会議は錯綜してしまいます。また、出席者同士が

直接発言し合うと、感情的になる恐れもあります。 

一人ひとりの発言や立場の違いを尊重しながら創造的な会議にするため

に、話し合いのルールをお互いに守ることが大切です。 
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（４）書類作成例  

①出席表・委任状（例）  

 

出 席 票 

平成○年○月○日開催の第○回○○町内会通常総会に出席します。 

住 所 

氏 名 ㊞ 

 

切 り 取 り 線 

 

委 任 状 

平成○年○月○日開催の第○回○○町内会通常総会を欠席します。 

ついては、通常総会議決権を会長 に委任いたします。 

住 所 

氏 名 ㊞ 

（委任状は、○月○日までに班長に提出してください） 
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②次第（例） 

 

 

平成○○年度総会次第 

 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 議 長 選 出 

４ 議 事 

議案第１号 前年度事業報告 

議案第２号 前年度決算報告 

議案第３号 監査報告 

議案第４号 役員改選 

議案第５号 新年度事業計画(案) 

議案第６号 新年度予算(案) 

５ 閉 会 
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③議事録・報告書（例） 

書記は議事録を作成し、会長や議長などに内容を確認してもらった上で、議

事録署名人に署名、押印してもらいます。 

 

第○回○○町内会通常（臨時）総会議事録 

１ 開催日時 平成○年○月○日（○曜日）、○時～○時 

２ 開催場所 ○○町内会会館 

３ 会員総数 ○○人 

４ 出席者数 ○○人（委任状提出者○人を含む） 

５ 議決事項 

（1）第 1 号議案「○○について」 賛成○○人・反対○○人 可決・否決 

（2）第 2 号議案「○○について」 賛成○○人・反対○○人 可決・否決 

（3）・・・・・・・・・・・・・ 

６ 議事の経過及び発言要旨 

（1）開会 

（2）議長選出（○○ ○○氏） 

（3）議事録署名人の選出（○○ ○○氏、○○ ○○氏） 

（4）総会成立の宣言 

議長から今日現在の会員総数は○○人であるが、出席者は○○人、委任状提

出、合計○○人であり、会員の過半数の出席があったと認められるので、○○

内会の規約第○条の規定により、本総会は有効に成立したとの宣言がなされた。 

（5）議事 

①第１号議案「○○について」 

・提案説明（○○副会長） 

内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・質疑応答 

問（○○ ○○氏） 

内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

答（○○副会長） 

内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・決議 

第１号議案について議決を求めたところ、賛成○○人、反対○○人のた

め可決（否決）された。 

＜以下、議案の数だけ続く＞ 

（6）閉会 

この議事録は、事実と相違ないことを確認します。 

平成○年○月○日    議     長 ㊞ 

議事録署名人 ㊞ 

議事録署名人 ㊞ 
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３ 自治会・町内会の会計について  

 （１）自治会・町内会の会計の基本  

自治会・町内会の活動に必要なお金は、会員から集めた会費や行政から交

付される補助金などが元手です。したがって、役員全員が会員などの貴重な

お金を預かっているという意識を持ち、一方で、役員でない会員も、役員に

すべての責任を負わせるのではなく、皆で管理しようという気持ちを持つこ

とが大切です。 

さらに、お金が安全に管理され、目的に沿ってきちんと支出されているこ

とが誰にでも理解できる「仕組み」作りが必要です。 

仕組みは自治会・町内会によって様々ですが、会員が納得でき、また実際

に運用できる仕組みを作るために、全体でよく話し合うことが大切です。 

 （２）会計管理の仕組み 

お金を正しく集め、盗難や紛失がないように安全に管理するためには、 

集金の時は団体の財布と個人の財布を区別し、集めたお金は速やかに金融機

関の口座へ預金しましょう。 

また、口座の通帳や印鑑は、一緒に盗難されることなどがないように別々

の人が厳重に管理しましょう。 

○会計書類の作成 

お金をきちんと管理するための仕組みとして欠かせないのが、帳簿や決 

算報告書、予算書などの会計書類です。ここではこれらの会計書類につい

て整理します。 

①帳簿 

毎日のお金の出入りを記録する書類が必要です。基本的には家計簿と同 

じです。帳簿にはいくつかの種類がありますが、どの自治会・町内会にも

必要なものは、日々の現金の出入りを管理するための現金出納帳といわれ

るものです。 
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現金出納帳は、現金の収入と支出をすべて記録して、「今お金がいくら

あるか。またどうしてそうなったのか」を分かるようにしておくための物

です。お金の出入りを正確に記録するために、支出を行った際には必ず領

収書をもらい、領収書の日付や金額を間違いなく転記しましょう。また、

決算前だけでなく、月末などの区切りで集計し、帳簿の残高と実際の残高

が一致しているか確認しましょう。 

②決算報告書 

決算報告書は、一年にいくらの収入があり、どのような活動にいくら 

支出したか、また自治会・町内会がどのような財産を持っているかを会員

に報告する書類です。決算報告書は、単に一年間の会計事務の結果を伝え

るだけのものではなく、活動や運営について話し合うためになくてはなら

ないものです。 

決算報告書は総会の場で会員の承認を得ます。会員には、委員などから

預かったお金を自治会・町内会の目的に沿って支出したことを説明する責

任があるからです。 

③予算書 

予算書は１年間の活動の予定をお金の面から表した書類です。 

予算書をつくるときには、活動報告や決算報告書などを参考にしながら、

過去１年間の活動を振り返って、次年度につないでいくという意識が大切

だと考えられます。 
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（３）会計事務の流れ（チェックシート）  

 ☑ チェック事項 ページ 

①前任者 

からの 

引継ぎ 

 帳簿や書類を引き継ぎ、会計に関するルールについて説明を

受けます。 

15  口座管理に必要な通帳、印鑑などを引き継ぎます。 

 必要があれば口座名義を変更します。 

②口座の 

管理 

 通帳、印鑑などは金庫などで厳重に保管します。 

16 
 通帳と印鑑は別々に保管します。 

③会費の 

集金 

 集金のルールを決めておきます。 

17 

 個人の財布と集めたお金を入れる財布を区別します。 

 集金の記録をつけます。 

 集めた会費は、速やかに口座に預けます。 

④支出の 

管理 

 支出に関するルールを決めておきます。 

18 

 支出が団体の活動方針に沿ったものであるかを確認します。 

 支払をしたら必ず領収書をもらいます。 

領収書に、あて先、金額、日付、ただし書(使途)、金額

の前の「￥」又は「金」マークが、間違いなく記載され

ているかを確認します。 

 領収書が発行されないときは、金額、日付、用途などをメモ

に残します。 

⑤帳簿の 

記入 

 

 団体の帳簿記入のルールに従って記入します。 

19 

 現金出納帳を用意し、収入、支出は速やかに記入します。 

 領収書やメモはノートに貼り付けるなどして保管します。 

 月ごと(あるいは団体で決めた期間ごと)に集計し、現金残高

と帳簿金額の一致を確認します。 

 帳簿記入をパソコン(表計算ソフト)で行うときは、パスワー

ドを設定するなど、情報の管理に注意します。 
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 ☑ チェック事項 ページ 

⑥財産の 

管理 

 

 一定期間使用する高額な備品と消耗品を区別し、備品につい

ては購入したら備品リストに記入します。 
20 

 年に１度、備品リストの備品が実際あるかを複数の人で確認

し、備品の状態を備品リストに記入します。 

⑦決算 

報告書 

の作成 

 

 決算報告書として作成する書類や体裁を会則などで確認し

ます。 

21 

 帳簿の記録を締め切り、現在の現金残高を記録します。 

 帳簿に記載された収入、支出を科目ごとに集計し、一年間の

合計額を収支計算書に転記します。 

 前年度末の残高を「前年度繰越金」欄に記載し、今年度末の

残高を「翌年度繰越金」に転記します。 

 摘要(備考)欄を作り、活動の具体的な内容について説明を加

えます。 

 （複数の会計区分がある場合）異なる会計の収支計算書同士

がきちんと対応しているかを確認します。 

⑦－２ 

会計監査 

 

 予算書、 決算報告書、 帳簿、 領収書 、通帳、 メモなど、 

会計に関わるすべての書類を用意します。 

22  会長と会計役員が立ち会い、監事からの質問に対応します。 

 監事から執行部へ対して講評が行われます。指摘事項があれ

ば、改善策について話し合います。 

⑦－３ 

会員へ 

の報告 

 質問に対応できるよう、手持ち資料を準備します。 

22 
 総会資料を配布します。 

⑧後任者 

への 

  引継ぎ 

  

 帳簿や書類を引き継ぎ、会計に関するルールについて説明し

ます。 

23 

 口座管理に必要な通帳、印鑑などを引き継ぎます。 

 必要があれば口座名義を変更します。 

 事務のやり方や任期中に問題となった事柄について引き継

ぎます。 
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１）前任者からの引継ぎ 

○帳簿や書類を引き継ぎ、会計に関するルールについて説明を受けます。 

○通帳、印鑑などを引継ぎ、必要な場合は口座名義を変更します。 

 

①帳簿や書類を前任者から引継ぎ、会則や会計に関する

ルールについて説明を受けます。 

引き継ぐ資料は、帳簿、決算報告書、市町村の補助金

要綱などです。 

通常は、団体ごとに正しく会計事務を行うためのルー

ル※１があります。引継ぎのときに確認しておきましょう。 

 

②口座管理に必要な通帳、印鑑などを引き継ぎます。ま

た、必要があれば名義変更を行います。 

現金は、引継ぎ前にすべて口座に預け入れ、現金残高

を「０(ゼロ)」にしておくことが望ましいです。 

その上で、引継ぎ当日に通帳記入を行ない、残高が変

わっていないかを確認します。 

また、通帳残高が決算報告書の金額と一致しているこ

とを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 

例）高額な支出の際の承

認手続、備品の管理方法

など 
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２）口座の管理 

○通帳、印鑑などは厳重に保管します。 

○通帳と印鑑は別々に保管します。 

 

①通帳、印鑑などは金庫などで厳重に保管します。 

通帳・印鑑※１などは、紛失や盗難を防ぐために管理

の責任者を明確にし、厳重に管理しましょう。 

 

 

②通帳と印鑑は別々に保管します。 

通帳と印鑑が一緒に盗難されることを防ぐために、通

帳と印鑑は別々の役員が持つことが望ましいといえます。 

また、こうすると預金の預け入れ・引き出しに複数の役

員が関わることになるので、お金の管理の公正・透明性

を高めることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 

キャッシュカードはカ

ードと暗証番号だけで

簡単に預金を引き出せ

るため、防犯上の理由な

どから作らない団体も

多いようです。 

やむをえずキャッシュ

カードを作る場合は、管

理の責任者を明確にし、

暗証番号は役員が交代

するとき以外でも定期

的に変えるなど、厳重な

管理が必要です。 
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３）会費の集金 

○集金のルールを決めておきます。 

○会費を集めるときは、個人の財布と集めたお金を入れる財布を区別します。 

○集金の記録をつけます。 

○集めた会費は、速やかに口座に預けます。 

 

①年度途中の転入・転入者の取扱いなどについてルール

を決めます。 

その都度取扱いを決めていると、不公平になる可能性

があるので予めルールを決めて文章にしておきましょう。 

 

②個人の財布と集めたお金を入れる財布を明確に区別し

ます。 

集めたお金は、自分の財布に入れるのではなく、専用

の封筒や袋を準備してその中に入れます。 

③二重の集金や漏れを防ぐために、集金の記録をつけま

す。 

日付と会員名、金額をノートに書いておけば十分です。

年度途中の転入・転出者についても記録しておきます。 

④集めた会費は、速やかに口座に預けます。 

全額をいったん口座へ預金し、改めて必要な現金を引

き出します。 

このようにして、通帳に記録を残すことがトラブルを

防ぐためにも重要です※１。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 

補助金なども口座へ

振り込みます。 

また、収入した後すぐ

に支出するお金(募金

など)も、記録に残すた

めに、口座への預け入

れ・引き出しの手順を

踏むとよいでしょう。 
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４）支出の管理 

○支出に関するルールを決めておきます。 

○支出が団体の活動方針に沿っているかを確認します。 

○支払いをしたら必ず領収書をもらいます。 

１．支出の決定 

①支出に関するルールを決めておきます。 

高額の支出については、事前に役員会や総会の了承を

得るのが一般的です。いくらからそのような手続きが必

要になるかを決めておくことが重要です。 

②支出が団体の活動方針に沿ったものであるかを確認

します。 

団体のお金を使う時は、団体の活動のために必要か、

また会員の理解を得られるものかを確認しましょう。 

２．領収書 

①支払をしたら必ず領収書をもらいます。 

もらう領収書は、一般的に領収書と認められているも

のである必要があります※１。 

領収書に 

○あて先(「上様」ではなく、団体名) 

○金額 ○日付 ○ただし書(「但し、○○代として」) 

○金額の前の「￥」または「金」マークなどが間違い

なく記載されているかを確認しましょう。 

②領収書が発行されないときは、金額、日付、用途な

どをメモに残します。 

領収書の変わりに残すメモには何を書いておくか、い

くらまでならメモでよいかについては、予め決めておき

ましょう※２。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 

いわゆるレシートは領

収書として一般的に認

められていないので、領

収書をもらうのが原則

です。 

小額の支払などに限定

してレシートで代用す

る場合は、上限額などに

ついてルールを決めて

おきましょう。 

 

 

 

※２ 

例）｢領収書と同等に扱

えるメモは①金額②日

付③用途(購入品)支払

者の印があるものとし、

金額は１件○円までと

する。 
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５）帳簿の記入 

○帳簿記入のルールを予め決めておき、そのルールに従って記入します。 

○現金出納帳を用意し、収入・支出は速やかに帳簿へ記入します。 

○領収書やメモを保管しておきます。 

○帳簿は月末などの区切りで集計します。 

○帳簿記入をパソコン(表計算ソフト)で行うときは、パスワードを設定するなど、

情報の管理に注意します。 

①帳簿記入のルールを予め決めておき、そのルールに

従って記入します。 

②現金出納帳を用意し、収入・支出は速やかに帳簿へ

記入します。 

○収入と支出は、同じ日にあった場合も相殺(差引)

せず、それぞれ記入します※１。 

○｢会費｣、｢消耗品費｣などの科目で各々の内容がわ

かるようにし、摘要(備考)欄を設け、内容を具体

的に記入します※２。 

○異なる会計区分はそれぞれの帳簿を用意します。 

③領収書やメモはノートに貼り付けるなどして保管

します。 

④月ごと(あるいは団体で決めた期間ごと)に集計します。 

一定期間ごとに収入・支出を項目別に集計し、現金

残高が帳簿と一致していることを確認します。確認し

て、現金出納帳の残高と実際の現金残高とが１円でも

違っている時は、その原因を調べます。 

⑤帳簿記入をパソコン(表計算ソフト)で行うときは、

パスワードを設定するなど、情報の管理に注意します。 

パスワードを設定し、帳簿の入力は会計役員のみがで

きるようにするなどの配慮が必要です。また、パスワー

ドは、役員交代のとき以外でも定期的に変更しましょう。 

 

 

 

※１ 

例)｢2000 円の収入｣

と｢500 円の支出｣が

同じ日にあったとき、差

引して｢1500 円の収

入｣とはせずに、｢収入

2000 円｣、｢支出 500 

円｣と記録します。 

 

※２ 

科目の分類のやり方は、 

経費又は収入の性質ご

とに分けるやり方(家計

簿と同じような方法)と、 

事業や目的ごとに分け

るやり方があります。 
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６）財産・備品の管理 

○備品と消耗品を区別し、備品を購入したら備品リストに記入します。 

○年に１度、備品が実際にあるか、複数の人で確認を行います。 

 

①一定期間使用する高額な備品と消耗品を区別します。 

ノートやボールペンなどの少額で消耗品といえるも

のであれば一覧表を作るまでもないかもしれませんが、

デジタルカメラや机などの高額で何年も使う備品は、き

ちんと管理する必要があります。 

購入したものを｢備品｣と｢消耗品｣に区別して帳簿に

記録し、｢備品｣は備品リストにも記録します。※１ 

 

②年に１度、備品が実際にあるか、現物確認を行います。 

年度末近くに、 

○備品リストに記載された備品が実際あるか 

○修理や買い替えの必要がないかを複数の人で確認

し、備品リストの備考欄に記入します。 

また廃棄するときは、廃棄年月日を記載します。 

 

 

 

 

※１ 

備品には、会員皆の財

産であることを意識

するためにも、団体名

と番号を記載したシ

ールを貼って管理す

るとよいでしょう。 

 

(シールの例)  

 

 

 

 

 

 

 

No.11 ○○自治会 
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７）決算報告と会計監査 

○決算報告を作成します。 

○会計監査を受けます。 

○総会で決算報告を行います。 

 

１．決算報告書の作成 

①決算報告書として作成する書類や体裁を、会則や過

去の書類などで確認します。 

②収支計算書を作成します。 

○帳簿の記録を締め切り、締切日現在の現金残高を記

録します。 

○帳簿に記載された収入、支出を科目ごとに集計し、

1年間の合計額を収支計算書に転記します。 

○前年度末の残高を｢前年度繰越金｣欄に、今年度末の

残高を｢次年度繰越金｣に転記します。 

｢前年度繰越金＋今年度収入＝今年度支出＋翌年度

繰越金｣となります。 

○摘要(備考)欄を作り、説明を加えます。 

摘要欄の説明を充実させ、活動内容が具体的にわか

る決算報告書にすることが重要です。 

○(複数の会計区分がある場合)異なる会計の収支計

算書同士が対応しているかを確認します。 

異なる会計の間のお金のやり取りは、相殺(差引)

せずに、両方の金額を記入します。 
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２．会計監査 

①監査を受ける書類をすべて用意します。 

予算書、決算報告書、帳簿、領収書、通帳、メモな

ど、会計に関わるすべての書類を用意します。 

②監査には、会長と会計役員が立ち会い、監事からの

質問に対応します。 

③監事から執行部へ対して講評が行われます。 

監事から、不適切な部分や改善すべき点を指摘され

たら、改善策について全体で話し合い、話し合った結

果を次年度に引継ぎます。 

 

３．総会での報告 

総会では、活動報告、決算報告書の承認、予算書の議 

決などが行われます。 

会計役員は、決算報告書に沿って会計報告を行います。 

①会員からの質問に対応します。そのための手持ち資

料を準備しておきましょう。 

○予算額と決算額の間に大きな違いがあった項目 

○前年度から大きく変化した項目 

○雑収入 

などについては、理由や内訳がわかる資料を準備して

説明しましょう。 

②総会資料を配布します 

総会に参加しない会員にも資料を配って、活動に関

心を持ってもらうことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

８）後任者への引継ぎ 

○帳簿や書類を引き継ぎ、会計に関するルールについて説明します。 

○通帳、印鑑などを引き継ぎ、必要な場合は口座名義を変更します。 

○事務のやり方や任期中に問題となった事柄について引き継ぎます。 

 

①帳簿や書類を後任者へ引き継ぎ、会則や会計に関す

るルールについて説明します。 

帳簿、決算報告書、市町村の補助金要綱などを引き継

ぎます。 

②口座管理に必要な通帳、印鑑などを引き継ぎます。

また、必要があれば名義変更を行います。 

引継ぎ前には、手持ちの現金をすべて口座へ入れ、現

金残高は「０（ゼロ）」にしておくことが望ましいです。 

そのうえで、引き継ぎ当日に通帳記入を行い、残高が

変わっていないかを確認します。 

③事務のやり方や任期中に問題となった事柄について

引き継ぎます。 

引き継ぎは口頭で行われることが多いようですが、細

かいことなどは、簡単なメモでかまわないので文書で引

き継ぐのが望ましいです。 

また、改善した方がよいと思った点は、引き継ぐ前に

よく話し合い、どのように引き継ぐかを整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これでひとまず１年間の仕事は終わりです。お疲れ様でした。 
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（４）会計監査について 

○会計監査を行う目的や確認すべき事項 

監査の目的は、会員が気持ちよく活動できるように、会計事務が信頼でき

るものであることを証明することです。 

この目的を意識しながら、監事が責任を持って、団体のお金の管理の全体

像を把握し、将来を見据えて執行部に助言することによって、会員は安心し

て活動を行うことができますし、執行部への会員の信頼も増すことでしょう。 

ここでは、監査のときにどのような視点から、何をチェックすれば良いの

かについて整理します。(チェック項目は、次ページのチェックシートに一

覧になっています。詳しくは本文を参照してください。) 

なお、監査は決算時のみに行うものではありません。会計事務は日常的に

行なわれていますので、決算時以外でも、気づいた点があれば全体で話し合

いましょう。 

会員全体で知恵を出し合って、公正で透明性の高い運営を心がけましょう。 

 

※監事の仕事の範囲は、規約によって定めますが、会計事務とお金の管理が正し

く行われているかどうかを監査し、執行部へ助言するというのが一般的です。

執行部以外の会員に対する透明性や客観性を確保し、適切な監査を行うために

は、監事は執行部の中には入らずに中立的な立場であることが必要です。 

また、団体の外部の人に監事を依頼することも団体運営の透明性や客観性

を示す上で有効でしょう。 

＜外部の人に監事を依頼することが有効な場合＞ 

・ 外部から寄付などの支援を受けようとしている団体の場合 

・ もともと住んでいる住民が役員などを担っている中で、新しく地域に入っ

て来た住民が増えている団体の場合 

・ 団体の規模が大きくなって、多額の金額を取り扱う団体の場合 
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（５）会計監査の流れ（チェックシート） 

 ☑ チェック事項 ページ 

①監査の

準備 

 

 監査はできるだけ複数の監事で行います。 

２６ 
 監査に必要な書類(予算書、決算報告書、帳簿、通帳、領収

書など)を用意してもらいます。 

 立会いの会長と会計役員に、疑問や確認すべき事項について

質問します。 

②日常の

会計事務

の確認 

 

 決められた仕組みどおりに会計事務が行われていますか。 

２７ 
 高額な支出の際などに、複数の役員が関わる仕組みがありま

すか。 

 通帳と印鑑は別々で管理されていますか。また、管理する責

任者は明確ですか。 

③帳簿の

体裁の確

認 

 帳簿の体裁が、団体のルールに従っていますか。 

２７ 

 行間が空いている場合には、取消線が引いてありますか。 

 月ごと、ページごとに繰越額が記載されていますか。 

 月ごと(あるいは団体で決めた期間ごと)に正しく集計されて

いますか。 

④領収書

と帳簿の

突合せ 

 すべての領収書が揃っていますか。領収書は正規のものです

か。 

２７～ 

２８ 

 帳簿と領収書の金額が一致していますか。 

 領収書に訂正はありませんか。 

 (団体が領収書を発行している場合)領収書の欠番はありませ

んか。 

⑤その他

書類との

突合せ 

 参加費を集める行事については、参加申込書などが保管され

ていますか。 ２８ 
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 ☑ チェック事項 ページ 

⑥通帳の

確認、帳

簿等との

突合わせ 

 通帳と帳簿の年度末の金額が、決算報告書の金額と一致して

いますか。 
２８ 

 通帳の記録の中で、不自然に多額の出入りや使途がわからな

い出金はありませんか。 

⑦異なる

会計帳簿

との突合

わせ 

  (会計区分が複数ある場合) 

異なる会計の間のお金のやり取りは、それぞれの帳簿で正し

く処理されていますか。(日付、金額の一致など。) 
２８ 

⑧監査報

告 

 

 監査が終了したら、監査報告を作成し、署名します。 

不適切な部分があった場合には、執行部に対する講評の中で

指摘するとともに、総会で会員に対して報告します。 
２９ 

１）監査の準備 

監査を始める前に、立ち会うべき人や必要な書類が揃っているかを、確認し

ます。 

①監査はできるだけ複数の監事が行います。 

複数の監事が確認することで監査の信頼性が高まります。 

監査は必ず帳簿を作成した人以外の人が行います。 

透明性や執行部からの独立性を確保するために、引き受けてくれる人がいれば、

複数の監事のうち一人を外部の人にするのも有効でしょう。 

②監査に必要な書類を用意してもらいます。 

予算書、決算報告書、帳簿、通帳、領収書などを用意します。 

③監査には、会長と会計役員が立ち会います。 

会長は活動全体の責任者として、会計役員は会計事務の責任者として、監事

の質問に対応します。 

それぞれの事業を担当している役員が揃えばなお望ましいです。  
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２）日常の会計事務の確認 

①決められた仕組みどおりに会計事務が行われていますか。 

②高額の支出の際などに、複数の役員が関わる仕組みがあ

りますか。 

③通帳と印鑑は別々に管理されていますか。また、管理す

る責任者は明確ですか。 

責任者の手元に通帳や印鑑があるかどうか、また、金庫

などで適切に管理されているかを確認します。 

通帳と印鑑が一緒に盗難されることを防ぐために、通帳

や印鑑は別々の役員が持つことが望ましいといえます。 

また、こうすることで預金の預け入れ・引き出しに複数

の役員が関われることになり、公正・透明性を高めること

ができます。 

３）帳簿の体裁の確認※１ 

帳簿の体裁が、団体のルールに従っているかを確認します。 

①行間が空いている場合は、取り消し線が引いてありますか。 

誤って後から記入しないように、空白行は残しません。 

②月ごと、ページごとに繰越額が正しく記載されていますか。 

③月ごと（あるいは団体で決めた期間ごと）の集計が正し

く計算されていますか。 

４）領収書と帳簿の突き合わせ 

①すべての領収書が揃っていますか。※2 

宛先は団体名か、金額、日付、但し書きなどに間違いは

ないか、またそれらが帳簿と合っているかを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 

体裁は団体によって

様々なので、ここでは

多くの帳簿に共通す

るもののみあげてお

きます。 

 

※2 

いわゆるレシートは

一般的に領収書とし

て認められていませ

ん。また、領収書を紛

失したときなどに、レ

シートやメモなどの

範囲まで領収書と同

じように扱うかにつ

いては、予めルールを

決めておく必要があ

ります。 
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②帳簿と領収書の金額が一致していますか。 

消費税や振込手数料が別書きの領収書もあるので、それ

らを含めた合計が帳簿に記録されているかを確認します。 

③領収書に訂正はありませんか。 

④（会費集金などで領収書を発行している場合）領収書の

欠番はありませんか。※３ 

５）帳簿とその他の書類の突き合わせ 

①行事の参加申込書などが保管されていますか。 

参加費を集める行事については、誰がいくら支払ったの

か、参加人数に誤りがないかなどを確認します。 

６）通帳の確認、帳簿と預金通帳の突き合わせ 

①通帳と帳簿の年度末の金額が、決算報告書の金額と一致

していますか。※４ 

前年度末と今年度末両方の金額を確認します。 

②通帳の記録に、不自然に多額の出入りや使途が不明な出

金はありませんか。※５ 

７）異なる会計の帳簿の突き合わせ 

（会計区分が複数ある場合） 

①一般会計とその他の会計の帳簿の、金額と日付が一致し

ていますか。 

②一般会計とその他の会計の間のお金のやり取りは適切

に処理されていますか。 

お金のやり取りは相殺せずに、それぞれの金額を記入

します。 

 

 
 
 
 
 
※３ 

｢没｣になったものも含め

て確認します。 

 
 
 

※４ 

１円でも違えば集計ミス、

あるいは領収書から帳簿

への転記ミスや転記漏れ

があるということです。 

まずは集計に間違いがな

いかどうかを確認し、間

違いが見つからなければ、

次は領収書からの転記ミ

スや転記漏れがないか確

認します。領収書が発行

されなかったものの転記

漏れかもしれませんので、

メモも確認します。 
 
 

※５ 

通帳の最終的な残高を確

認するだけでは、万が一、

誰かが個人の目的のため

に一時的に出金し、同じ

額を入金していたとして

もわかりません。 
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８）監査報告 

監査が終わったら、監事は会員に対して監査報告を行

います※１。監査報告ではまず初めに、 

・いつどこで（年月日、場所） 

・誰が（監事の名前） 

・誰の立会いのもとで（立ち会った役員などの名前） 

・どのような確認作業を行ったか 

を報告します。 

（例：｢○年○月○日に、○○会集会所において、監事○○と

○○が、会長○○と会計役員○○、○○の立会いのもとで、

○年度○○会決算報告書の監査を行いましたので、報告しま

す。なお、監査においては、各帳簿及び収支計算書の日付・

金額・集計の確認、帳簿と通帳の突合せ、備品リストの確認

を行いました。｣）  

○会計処理が｢正しく行われていた｣場合 

会計処理が正しく行われていた旨を会員に報告します。

※２ 

○会計処理に｢気になる点｣を見つけた場合※３ 

① 単純なミスで、訂正できる場合 

会計役員に訂正をお願います。 

例）勘定科目の間違い、集計ミスなど 

② ①以外の訂正できない場合 

「気になる点」について事実関係を調査し、総会で会

員に報告します。 

その上で改善方法を話し合い、次年度以降は正しく処

理できるようにします。 

例）使途が不明なお金の存在、お金の紛失など 

 

 

※１ 

通常は、役員に対し

て講評を行った後、

総会で監査の結果を

報告します。また、

総会資料として文書

を作成するか、決算

報告書の末尾に報告

文を記載し、署名し

ます。 

 

 

 

 

 

※２ 

昨年度から改善され

た点などの良いこと

があれば併せて報告

しましょう。 

 

 

 

※３ 

年度途中に、不適切

な部分を見つけた場

合は、年度末までに

正しく処理されるよ

う、会計役員に改善

方法を伝えます。 

なお、問題の性質や

金額の大きさなどか

ら考えて、会員の信

頼を損ねるような処

理がされていた場合

は、年度途中でも臨

時総会を開くなどし

て改善方法について

話し合いましょう。 

 

これでひとまず１年間の仕事は終わりです。お疲れ様でした。 

  



30 
 

４ 自治会・町内会の活動について   

（１）お祭りなど 

お祭りは自治会・町内会の一大行事。準備は大変ですが、その分、盛況に終

わった後の満足感はひとしおです。会場にはお年寄りから子ども達までたくさ

んの笑顔が溢れて、みんなが改めて自分のまちを好きになります。そして、自

治会・町内会に加入されていない方や普段地域活動に関心の薄い方も、賑わい

に誘われて足を向けて、地域に愛着や関心を持ってもらうきっかけになります。 

①運営体制、スタッフを決める 

安全管理、会計など重要な部分は役員の統括が必要ですが、会場での模擬店

や出し物には町内の「お祭り好き」の力を借りてはどうでしょうか。「実行委

員会」のような独立性の高い組織を作れば、若者も入りやすいし、より活気あ

るイベントになるかもしれません。 

②内容を決める 

模擬店（たこ焼き、金魚すくいなど）、出し物（歌、踊り、ゲーム大会など）、

盆踊り、花火など、盛り込む内容は地域によって様々。みんなが楽しみにして

いる「定番」は毎年残しながらも、新しい趣向も取り入れてみてはどうでしょ

うか。 

模擬店などの経費負担や売上げ収入の取扱いも自治会・町内会によって様々。

個々の出店者が材料を用意して売上げも収入する場合もあれば、町内会や実行

委員会が各模擬店の材料を用意して、売り上げも一括収入する場合もあります。

役員と出店者がよく話し合ってルールを決めましょう。 

③準備を進める 

必要な物品の種類、数量を把握して無駄なく用意しましょう。道路を使う場

合の警察への届出や食品を扱う場合の保健所への届出など、必要な手続きも忘

れずに行いましょう。 
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④お知らせする 

お祭りは普段地域に関心の薄い方にも目を向けてもらう絶好の機会ですの

で、広報紙やポスターで積極的にＰＲしましょう。できれば自治会・町内会に

未加入の方にもチラシなどで案内しましょう。楽しい雰囲気を体感すれば、改

めて地域への愛着が湧いて、加入してくれるかもしれません。 

来場者を増やすために、チラシに抽選券や模擬店券を付けるなどの工夫をし

ている自治会・町内会もあります。 

⑤開催する 

準備万端整ったら、当日は役員やスタッフも楽しみましょう。多少のミスや

トラブルがあっても、従事者同士が喧嘩していては訪れた人達が興醒めしてし

まいます。ただし、火気、食品、お金の管理には細心の注意が必要です。 

⑥片付ける 

終わったら経費を精算しましょう。大きなイベントの場合は、自治会・町内

会の年間決算とは別に、それ単独で収支決算書を作成しましょう。次年度の参

考にもなります。 

また、準備過程や当日に出た課題やトラブルは書き留めて、次年度に引き継

いで改善に生かしましょう。 

  

○外の力で新風を 

毎年のイベントでは、出し物もマンネリになりがち…。そんな時は、自治会・町

内会の外にも目を向けてみませんか？ 学生サークル、趣味のサークル、ＮＰＯな

ど、地域を問わずに発表や活動の機会を求めている人達がいます。思い切って協力

をお願いしてみてはどうでしょうか。 イベントに新風を吹きこんでくれて、町外

に人の輪が広がるきっかけにもなるかもしれません。 

○保険に入って安心 

大人数が集まるイベントで心配なのが、事故や食中毒…。防止に努めるのが第一

ですが、それでも心配な場合は、イベント用の保険に入ると安心です。担当役員の

心理的な負担も軽くなります。 

補償の対象や内容は保険の種類によって様々ですので、イベントの規模や内容に

応じて、保険代理店と相談して決めましょう。 

※ 市では、自治会活動（地域社会活動）が対象となる「市民活動災害補償保険」を取

り扱っています。詳細については野田市役所市民生活課までお問い合わせください。 
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（２）環境や美化の取組 

自分たちのまちは自分たちできれいに。町内の道路や公園の一斉清掃、花植

え、古紙回収やバザーなど、まちの美化や環境についての取組は、誰もが気軽

に参加しやすいため、自治会・町内会活動の入口としてとても大切です。活動

を通じてご近所同士が自然と顔なじみになり、地域の一体感が生まれます。 

一斉清掃や古紙回収など、日程が決まっている取組については、回覧板やポ

スターで事前に周知しましょう。 

自治会・町内会に未加入の方にも、地域活動に参加してもらう良い機会です

ので、声をかけてみましょう。そして、せっかく来てくれたのに用具が足りな

い…なんてことがないように、余裕を見て準備しておくことが大切です。 

取り組んだ成果については、広報紙や回覧板などで住民の皆さんに積極的に

報告しましょう。 

 

  
○「見える」活動は大事です 

自治会・町内会に入らない方からは、「自治会・町内会が何をしているのかよく

分からないから…」という声が聞かれます。その点では、清掃や美化など、未加入

者の目にも触れる活動は重要です。  

啓発看板やプランタ－に自治会・町内会名を表示したり、のぼり旗を作ったりし

て、個人ではなく「自治会・町内会として」がんばっていることをＰＲしましよう。 

○「達成感」と「お得感」を 

せっかくみんなで良いことをしたのだから、「○袋ごみが集まった」「古紙が○円

になった」と、具体的な成果をお知らせしましょう。そうして「達成感」を共有す

ることが、活動を継続する力になります。  

また、参加者にジュースや花苗など粗品を渡している自治会・町内会もあります。

ささやかでも参加したことの「お得感」が出ますし、「お疲れ様」と言って手渡す

ことで、顔の見えるお付き合いが広がります。 
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（３）防犯や防災の取組 

どんな年代、家族構成であれ気になるのは、治安、防犯などの問題と、震災

などの災害時の対応です。中でも、大災害時には自治会・町内会による避難誘

導や助け合いが必要不可欠です。 

○防犯・交通安全 

空き巣、痴漢、詐欺、悪質商法、交通事故など、被害は様々ですが、対策と

してまず必要なのは、正しい知識の普及や啓発。広報紙、回覧板やポスターで

根気強く呼び掛けていくことです。また、警察や消費生活センターなどが様々

な啓発物を用意していますし、出前講座をしてくれる場合もありますので、有

効に活用しましょう。 

犯罪や事故を未然に防ぐためには、見回りや見守りも効果的です。目立つ色

の上着やタスキを作って、揃って着用すれば、抑止効果が高まり、町内会の活

動のＰＲにもなります。 

また、地域の危険個所を点検して地図に反映させて、町内で共有するのも有

効です。住民が広く参加するまち歩きやワークショップの手法で、地域の危険

個所を点検して地図を作成すれば、その過程で住民の安全意識やまちへの愛着

が高まる効果もあります。 

  

○未加入者を巻き込もう！ 

犯罪も事故も災害も、自治会・町内会加入の有無に関係なく襲ってきます。防犯

や防災の取組は、未加入者にも地域活動を「我がこと」と感じてもらえるチャンス

です。 

とりわけ、東日本大震災を機に、災害時においては地域の絆が大切であるという

認識が広がっています。 

例えば、防災訓練の際に未加入者にも声を掛けてみてはどうでしょうか。そこで

お互い顔の見える関係になって、地域活動の重要性を体感してもらえれば、加入し

よう！と思う方がもっと増える可能性があります。 
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○防災活動 

防犯や交通安全同様に、災害への備えや災害時の対応についての正しい知識

の普及や啓発が大切ですが、防災については「行動」も大切です。自治会・町

内会と自主防災会等が協力して、万一に備えて消火器、救命機器、担架、非常

食などを購入している地域もあります。 

また、災害時に安否確認や救助を迅速に行うための備えも大切です。住民の

同意を得て、災害時用の名簿を作成し、病気、障がい等により配慮が必要な方

は、それらの情報も盛り込んで、災害時にきめ細かい対応ができるように備え

ている自治会・町内会もあります。 

そうした備えが災害時にきちんと生きるようにするために大切なのが、防災

訓練です。いざ災害が起これば、老若男女、自治会・町内会の加入・未加入を

問わず、誰もが被災者になりますので、訓練にはできるだけ多くの住民の参加

を呼び掛けましょう。 

災害発生⇒安全確保⇒近隣救助⇒避難移動⇒避難所開設・運営⇒避難所生活、

の各段階で、自治会・町内会や自主防災会の誰がどのような役割を担うのか、

その他の住民はどのように行動すべきなのか、訓練を通じて具体的に確認する

ことが大切です。 

実際の災害時をイメージすればするほどに、普段からの備えや地域の繋がり

の大切さを実感するはず。防災訓練を、災害への備えを万全にするとともに、

地域の絆を強める機会としましょう。 

  

○団体間の横のつながりを 

防災の取組は自主防災会や消防団と学区、自治会・町内会を中心に行われますが、

いざ大災害となれば、あらゆる被災者に対してあらゆる団体の協力が必要です。 

（高齢者や障がいのある方の対応には社会福祉協議会や民生委員、子どもの対応に

は学校やＰＴＡなど）  

なので、防災の取組を機に、自治会・町内会と各種団体の横のつながりを強化し

ましょう。それが、防災以外の活動にもきっと役立ちます。 
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（４）子どものための取組 

子どもは地域の宝です。子どもの笑顔はみんなを和ませてくれますし、「こ

の子たちの将来のためにも良い地域にしなければ！」と、地域活動を頑張る力

を与えてくれます。また、自治会・町内会に加入していない方や地域活動に関

心の薄い方も、子どものための活動なら参加してくれることが多いので、子ど

もを通じて地域の輪が広がります。 

子どもを誰よりも大切に思い、心配に見守っているのは親御さんです。子ど

ものための活動は、親御さんに安心していただけることを第一に心がけながら

取り組みましょう。 

○登下校の見守り 

登下校の際の見守りは、子どもを事件や事故から守るために大切です。目立

つ色の上着、帽子、タスキなどを作って、揃って着用すれば、ドライバーの注

意を促す効果がありますし、町内会活動のＰＲにもなります。 

また、見守りの人と子どもや保護者が、「おはよう」「ありがとう」などと言葉

を交わすことで、顔の見える町内になり、防犯や防災の面でも効果があります。 

そして、自分が地域の人に「大切にされている」と実感することが、子ども

の健全な心を育てますし、その子どもたちの中から、次代の地域活動の担い手

がきっと現れるでしょう。 

  

○学校・ＰＴＡと連携を 

子どもの生活の中心は学校であり、子どものための様々な取組を学校やＰＴＡも行

っています。  

日ごろから学校やＰＴＡと情報共有して、活動によって合同で取り組んだり、役割

分担したりと上手に連携しましょう。ＰＴＡを通じて情報をお知らせすれば、自治

会・町内会の未加入者にも伝わるという利点もあります。  

また、ＰＴＡ役員を務めたのに、子どもが卒業したら、その経験が地域活動に生か

されないのはもったいないと思いませんか？ＰＴＡ経験者に自治会・町内会活動に参

加してもらえるような仕組みと雰囲気作りに取り組んでみてはどうでしょうか。 
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○子ども会などの親睦活動 

子ども会などで、子ども同士や親子同士が集まって、ハイキング、スポーツ、

体験学習などを通じて交流する取組も各地域で行われています。学校とは違う

環境で、年上や年下の子たちと一緒に行動することは、子どもたちを大きく成

長させることに繋がります。  

活動にあたっては、大切な子どもたちを預かるのですから、安全が何より大

事です。とりわけ、子どもたちだけでの活動の際は、親御さんから子どもの注

意事項（アレルギー、車酔いなど）を事前に聞き取っておきましょう。 

「安全第一」とはいうものの、そこは子ども同士、夢中で遊んでいれば思わぬ

怪我をすることもあります。そうした事故が心配であれば、イベント保険に加

入するという方法もあります。 

また、地域で子どもたちのための活動を行っているのは、学区や自治会・町

内会だけではありません。学校やＰＴＡはもちろん、保育園、幼稚園、ボーイ

スカウト・ガールスカウト、ＮＰＯなど、様々な団体が子どもたちのために特

色ある活動を展開しています。それぞれ目的は多少違うかもしれませんが、協

力し合える部分もきっとあるので、連絡を取り合ってみてはどうでしょうか。 

  

○地域の記憶を子どもたちに 

核家族化が進んで、子どもたちは親以外の大人と話す機会が減っています。一方、

地域には、学校と違っていろんな年代と職業の大人がいます。  

交流会やワークショップ、まち歩き等どんな場でもよいので、大人と子どもが話す

機会をたくさん作りましょう。  

大人にとっては当たり前の話が、子どもにとっては新鮮だったりするもの。まして、

普段友達と駆け回っているご近所が「昔は○○だったんだよ」なんて話は、興味をも

ってもらえるかもしれません。 
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（５）高齢者、障がいのある方のための取組 

長寿化や核家族化に伴って一人暮らしのお年寄りが増えており、地域のみん

なで健康状態などを気にかけてあげることが、安心して暮らし続けられる地域

づくりには大切です。また、お年寄りや障がいのある方が暮らしやすいまちは、

誰にとっても暮らしやすい素晴らしいまちであると言えるでしょう。 

一方、年をとっても仕事や趣味、地域活動等に元気に活躍されている方もた

くさんおられます。そんな方々に知恵と力を町内で大いに発揮していただき、

いつまでも元気を保てる、そんな自治会・町内会にしたいものです。 

○安否確認、付き添いなど 

一人暮らしのお年寄りが増える中、自治会・町内会や社会福祉協議会、民生

委員などが組織的に安否確認を行っている地域もあります。住民同士にだけ分

かる合図や目印等を決めて、無事を確認し合うのも一つの方法です。 

また、心身に不安のあるお年寄りや障がいのある方の外出に付き添う取組も、

家に閉じこもってしまう方を減らすためには大切です。 

年を重ねて心身が弱っても、１人の人間としてのお年寄りが持つ自尊心や羞

恥心を理解し、尊重したうえで、そっと手を差し延べましょう。 

○理解を広めるための取組（講習会など） 

認知症の方や障がいのある方に対しては、周りの住民がどのように接してよ

いか分からずに、悪気は無くても地域の輪から疎外してしまうことがあります。 

しかし、人それぞれに行動や心の動きの特徴があり、それに応じた接し方が

ありますので、家族などからそれを聞いて共有しておけば、地域の一員として

共存することができます。また、行政や福祉団体、ＮＰＯなどが、認知症や障

がいについての講習会や講師派遣を行っている場合もありますので、それらを

上手に活用して地域ぐるみで理解を深めましょう。 
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○生きがいづくり、交流活動など 

老人クラブなどを中心に、お年寄りが集まってスポーツや趣味を楽しむ機会

も大切です。体や心は動かすほどに健康になります。 

最近は元気なお年寄りが多いですから、年齢制限を設けずに、幅広い世代が

参加できるようなサークルを作って、若い世代と一緒に楽しむのも良いかもし

れません。 

  

○個人情報は大切に 

お年寄りや障がいのある方に対する取組を進めるにあたっては、年齢や心身の状況

も含めた個人情報を聴き取って活用する場合があります。  

個人情報を預かるにあたっては、必要性や使い道を本人に説明し、納得を得るよう

にしましょう。また、個人情報は活動上必要な人だけが見られるようにして、他の人

が見たり持ち出したりできないようにしましょう。  

世の中では、お年寄りなどを狙った詐欺や悪質商法が後を絶たないことを忘れない

でください。 
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（６）まちの環境を良くするための取組  

静かで、日当たり良く、緑がいっぱい。そんな理想的な環境で暮らし続けた

いと誰もが願っています。でも現実には、近所で大きな開発が行われたり、通

過車両が増加したりと、地域の生活環境を悪化させるような出来事が起こるこ

とがあります。 

そんな時に、ただ嘆いたり怒ったりしていても事態は改善しませんし、地域

の活力は低下するばかりです。ピンチこそ地域が結束するチャンス！と頭を切

り替えて、地域の環境を維持するために何ができるか、地域ぐるみで考えて、

行動しましょう。 

 

○制度を知って活用しよう 

大きな建物の建設や開発にあたっては、法律や条例により、近隣住民への説

明が行われます。そうした制度を活用することにより、地域の声を直接事業者

に伝えることができます。 

相手の事業者なども必要性があって開発や建設を行うのですから、やみくも

に反対を叫んでも、全面中止になる可能性は低いのが実情です。それよりは、

地域への悪影響をどれだけ抑えられるのかを念頭に、お互いが歩み寄るよう話

し合いましょう。 
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○次善の策を考えよう 

反対の声を上げたけれども、法令に則って建設や開発が行われてしまったら

…、「残念だったね」で終わらずに、地域の環境を少しでも良くするための次

の一手も考えてみてはどうでしょうか。 

例えば、苦い経験を活かして、みんなで話し合って「こんなまちにしたい」

「まちのためにこんなルールを守ってほしい」という思いを文書にまとめれば、

今後の開発事業者や転入者等に、地域の総意として示すことができます。 

また、反対から転じて、完成した施設の管理者や入居者、利用者に、地域へ

の理解や協力を積極的に求めていけば、迷惑と思っていたものが、地域の新し

い活力になることもあるかもしれません。 

地域の環境は年月とともに否応なしに変わっていきます。その時々で地域に

とって最善の一手をみんなで考えて、行動しましょう。  

○マイナスをプラスに 

自治会・町内会による反対運動は地域の結束を一時的に高めますが、実を結ばなか

った時に、会の求心力を低下させてしまう恐れがあります。 

マイナスを減らすことも大切ですが、プラスを増やすことも考えてみてはどうでし

ょうか。開発で緑が減るなら、地域ぐるみで花や緑を育てる。通過車両が増えるなら、

子ども達の見守り活動を充実する。 

結果として、外からのマイナスを上回るプラスを地域の中から生み出すことができ

れば、地域の「環境」は前より良くなっているとも言えるでしょう。 
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（７）スポーツ、文化教養活動  

趣味の延長として楽しめるスポーツや文化活動は、普段自治会・町内会に関

心の薄い人も地域活動に参加してもらう入口として大切です。誰もが気軽に参

加できる仕組みと雰囲気をつくって、笑顔いっぱいの自治会・町内会にしまし

ょう。 

○スポーツ 

学区の大会は、自治会・町内会としての一体感を生む好機ですので、できる

だけ多くの参加が得られるよう呼び掛けましょう。高齢化や人口減でチーム編

成が難しい場合でも、近隣の自治会・町内会との合同参加など、何か方法が無

いか話し合ってみてはどうでしょうか。 

また、独自のスポーツ大会やスポーツサークルを設けるのも楽しいもの。そ

の場合は、老若男女が楽しめる種目を用意することが望ましいです。 

○文化教養 

絵画、写真、踊り、華道、英会話など様々な活動が考えられますが、大切な

のは講師の確保。心得と熱意のある方が町内におられたら、講師をお願いしま

しょう。 

活動には人それぞれのペースで取り組める配慮が大切。広報紙やお祭りの場

で活動の成果を披露できれば、活動に張り合いが出ます。 

文化や教養を高めるための活動について、自治会・町内会の会費をどれだけ

充てるかは町内でよく検討しましょう。材料費等の実費が高額になる場合は、

参加者に応分の負担を求めるべきでしょう。 

  

○垣根を低くしよう 

スポーツや文化の活動は、心得のある特定の参加者で固定しがちです。競うことよ

り楽しむことを大切に、初心者も参加しやすいよう、申込み方法やＰＲ方法を工夫し

ましょう。 

また、自治会・町内会に入っていない方や町外の方とも一緒に活動しやすい分野で

す。交流が広がれば活動が活発になりますし、自治会・町内会の他の活動にも興味を

持ってくれるかもしれません。 

外の大会に参加してみよう！作品募集にみんなで応募してみよう！といった挑戦

も、一体感が出て盛り上がります。 
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（８）親睦のための行事 

お花見、慰安旅行、忘年会、もちつき大会、新旧役員交流会など、地域によ

って様々な親睦行事が行われています。地域住民同士が顔を合わせて、日頃の

苦労話から自慢話までざっくばらんに語り合い、笑いあうことは、地域の絆を

強めるためには大切です。ただし、参加者が楽しむだけでなく、町内みんなの

理解が得られるよう心がけましょう。 

 

○費用は自己負担を中心に 

親睦行事は、防犯・防災や福祉の取組と違って娯楽性の高いものであり、参

加できる人も自治会・町内会の一部に限られています。これに対して多額の自

治会費・町内会費を充てることは、あまり望ましくありません。 

費用は原則として参加者の自己負担として、当日共通で使う物品など必要最

小限の経費だけを会費から支出する方が、町内全体の理解が得られやすいでし

ょう。仕事や家庭の事情で、行きたくても行けない人がいることを、常に念頭

に置いておくことが大切です。 

○参加者を増やそう 

親睦行事も参加者が固定化してしまう場合がありますので、広報紙や声掛け

などで、できるだけ多くの人に参加を呼び掛けましょう。また、行事の内容や

時期、時間帯を変えてみれば、これまで来なかった人、来られなかった人にも

参加してもらえるかもしれません。  
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５ 取組紹介  

防災・防犯に対する取組 ～組織作りと「マモルくん」の発行～ 

岩名一丁目町内会長  飯野 友二 

岩名一丁目町内会には、現在「岩名一丁目自主防災会」が組織されておりま

すが、この前身にあたる「岩名一丁目防災委員会」は、平成１０年６月に立ち

上がりました。しかし、当時は毎年変わる役員班長主導であったため、定期的

な「普通救命講習会」は実施していたものの、その他の活動は実効性が薄く、

組織自体も形骸化されていました。 

 そこで平成２３年４月の町内会定期総会に組織改正の提案をし、現役理事・

理事OB・防災専門関係者・一般会員から募集して、「自主防災組織検討小委員

会」なるものを立ち上げ、何回となく議論を重ね、検討を図りました。 

 その結果を踏まえ、平成２４年４月の町内会定期総会に上程し、可決され、

従来組織の発展的解消をして、継続的に実効性のある活動ができるように、現

在のボランティア中心の「岩名一丁目自主防災会」として立ち上げました。 

また、元気のある町内会のゴルフクラブサークル等を中心に「災害活動ボラ

ンティア」を呼びかけ、現役理事も含め８１名のボランティアが集まり、新し

い活動の基礎がスタートできました。 

 町内会加入世帯が多いこともあり、実際の活動がしやすいように新しい規約

に改定し、自主防災会総会を開催、町内を８ブロックに分け、「災害活動ボラン

ティア」の中から、本部役員・ブロックリーダー・サブリーダーを決め、活動

を開始しました。 

 「自分たちのまちは自分たちでマモル」をモットーに活動し、また、その為

には普段からの「自助」「近助」「共助」が不可欠との思いの中で非町内会員へ

の対処の話題が出てきました。 

 そこで自主防災会総会可決により、防災広報活動の一環として、「岩名一丁目

防災会通信」なるものを平成２６年４月に創刊し、「マモルくん」と銘打って、



44 
 

岩名一丁目町内全世帯に「災害活動ボランティア」により、「安否確認」も兼ね

て配布を始めました。 

 「マモルくん」への掲載内容は、防災に対しての意識づけから始まり、実際

の経験談、我が家の防災対策、災害情報の入手などを幅広く掲載し、その執筆

は、多くの方にお願いしています。「マモルくん」創刊から早や３年が経過し、

内容もさらに充実してきました。 

 防災活動も年々活発になり、従来の活動の他に「まちかど防災訓練」など、

より実践的な活動を行っています。この「まちかど防災訓練」には、非町内会

員の方や隣接の自治会役員、避難行動要支援者の方も車イスで参加されるよう

になりました。 

 さらに現在は、「災害活動ボランティア」「自主防犯パトロールボランティア」

の登録者が併せて１１０名を超え、民生委員と協力し、「避難行動要支援者」の

個別計画も策定し、ボランティアには、その支援者としても名を連ねて頂いて

います。今では、防犯活動も掲載し、文字どおり防災・防犯も併せて「マモル」

為の活動をしています。 

 このような活動は、内容を如何に周知し、議論を重ね、意見集約をし、その

結果をフィードバックして理解を得るのが肝要だと思います。それには、常日

頃からの会費制による懇親会など、コミュニケーションを図るのが有力な手段

の一つだと感じています。 

 これからも、「自助」「近助」「共助」に重点をおき、行政と連携をとり、町内

会と協働し、ボランティアの協力を得て、「安全で安心なまちづくり」の一助に

なれば、との思いで活動をしていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

４５～５０ページのチェックシートは、岩名一丁目町内会において、会員の防災・

防犯意識向上のために、実際に配布されたものを参考にして作成したものです。 

このチェックシートは簡単に防災・防犯について再確認することができるものであ

り、どの自治会においても利用できるものなので是非活用いただければと思います。 
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防災力チェックリスト 

災害から自分、家族、地域を守るための対策は万全ですか？ 

災害の種類・季節・時間帯で若干対応が異なりますが、チェックリストで 

我が家の防災力を点検してみてください。 

◆地震に備える。 

① 地震が来た場合の心構え 

□ ・机の下などに隠れ、自分の身を守ることが一番先と考えている。 

□ ・火の始末をすることを二番目と考えている。 

□ ・脱出口を確保することを三番目と考えている。 

□ ・揺れがおさまってから、お隣の安全確認、初期消火の活動をする予定でいる。 

□ ・危険な場合はガスの元栓締め・電気ブレーカー切断後、避難すると予定している。 

□ ・万が一閉じ込められた場合、笛（ホイッスル）を使い、助けを求める予定でいる。 

② 我が家をチェック 

□ ・＜屋根＞設置しているアンテナ・屋根瓦など落下する心配はない。 

□ ・＜ベランダ＞鉢や置物などが落下する心配はない。 

□ ・＜塀＞ブロック塀・石垣・門柱などが倒壊する心配はない。 

□ ・＜プロパンガス＞ガスボンベは倒れないように鎖などで固定している。 

□ ・＜室内＞地震で家具の転倒・ガラス破損のないように次の対策をしている。 

（本棚・食器棚・タンス・冷蔵庫） 

□ ・L字金具等で固定している。 

□ ・下に板などを差し込み壁面にもたれさせている。 

□ ・重ねる場合はつなぎ目を金具で止めている。 

□ ・食器棚の内側に滑り出し防止柵を付けている。 

□ ・食器棚の観音開きの扉には、止め金具を付けている。 

□ ・ガラスに飛散防止フィルムを貼っている。 

□ （窓）ガラスに飛散防止フィルムを貼っている。 

□ （テレビ）低い位置に置き、金具などで固定している。 

□ （ホームタンク）転倒で油漏れしないように、ホームタンクを固定している。 

□ （出入口・通路・寝室）移動の障害となる物は置いていない。 

□ （安全空間）逃げ込める安全な部屋を確保してある。 

③ A非常持出品、B非常備蓄品（３日分）、C１週間備蓄、D災害対応品 

□ ＜A 非常持出品＞直ちに持ち出せるようリュックに詰め、目に付く場所に置いてある。 

□ ・非常食（乾パン・ビスケットなど）を準備してある。 

□ ・飲料水（ペットボトルなど）を準備してある。 

□ ・メガネ、コンタクト、補聴器、懐中電灯（予備電池）を準備してある。 

□ ・携帯ラジオ（予備電池）、携帯電話（スマホ）を準備してある。 

□ ・マッチやライターはすぐに用意できる。 

□ ・貴重品（現金小銭含む）はすぐに用意できる。 
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□ ・救急セット（常備薬含む）はすぐに用意できる。 

□ ・衣類、手袋、タオル、マスクを準備してある。 

□ ・雨具はすぐに用意できる。 

□ ・おむつ、生理用品はすぐに用意できる。 

□ ・カイロ、防寒具はすぐに用意できる。 

□ ・トイレットペーパー、ティッシュ、ウェットティッシュはすぐに用意できる。 

□ ＜B非常備蓄品＞災害復旧までの生活を支える最低３日分を用意してある。 

□ ・非常食（米、缶詰、レトルト食品、即席麺など）を準備してある。 

□ ・飲料水（１日１人３Lを目安）、生活用水（風呂汲み置き）を準備してある。 

□ ・カセットガスコンロ、ガスボンベ、簡易調理器具（コッヘルなど）を準備してある。 

□ ・割りばし、紙コップ、紙皿、ラップ、ビニール袋、万能ナイフを準備してある。 

□ ・毛布、寝袋を準備してある。 

□ ・簡易トイレを準備してある。 

□ ・洗面用具、裁縫用具、石鹸を準備してある。 

□ ・布製テープ、油性マジック、筆記用具を準備してある。 

□ ・健康保険証、身分証明書、母子健康手帳を準備してある。 

□ ・ヘルメット、安全靴を準備してある。 

□ ・着替えは相当数準備してある。 

□ ＜C１週間備蓄品＞災害時のライフライン再開は１週間後と想定して準備してある。 

□ ・飲料水を相当数（１日１人３Lの７日分）準備してある。 

□ ・米を相当量（１日１人３合（450ｇ）の７日分）準備してある 

□ ・食材（根菜類、乾物、レトルト食品、缶詰めなど）種類豊富に準備してある。 

□ ・ガスボンベ等の燃料を相当数（１日２缶×７日分＝１４缶）準備してある。 

□ ・電池、充電用バッテリー（自動車から電気供給）を準備してある。 

□ ・簡易トイレ用凝固剤と袋を相当数準備してある。（１日１人排泄回数 4～8回） 

□ ・自動車ガソリンは常備タンク容量の 50％を下回らないようにしている。 

□ ・石油ストーブ（冬場）は暖房・調理に使用できるように用意している。 

□ ＜Ｄ災害対応品＞倒壊した家屋からの脱出や初期消火のため、次の道具を用意してある。 

□ ・ジャッキ、ハンマー、チェインソー、バール、スコップを準備してある。 

□ ・防水シート（屋根カバーなど）を準備してある。 

□ ・初期消火のために消火器、三角バケツ、風呂水の汲み置きを準備してある。 

④ 私たちの意識・地域をチェック 

□ ・地域の人たちやご近所の人たちと気軽にあいさつができる。 

□ ・防災訓練に参加して技術を高めている。 

□ ・防災訓練に関する報道を見たり、新聞記事を読んだりして知識を高めている。 

□ ・おじいちゃん、おばあちゃん、子供さんは大切だと思っている。 

□ ・大規模広域地震が来たら、支援開始は遅くなると覚悟している。 

□ ・近所の助け合いが一番頼りになると思っている。 
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□ ・いざというときには協力を惜しまないつもりでいる。 

⑤安全な避難 

□ ・避難場所と避難ルートを確かめてある。 

□ ・避難勧告や避難指示が出た時、危険を感じたら避難開始する。 

□ ・長袖、長ズボン、厚底靴、ヘルメット、軍手リュックを着用する。 

□ ・ガスの元栓締め、電気ブレーカー切断、火元を確認する。 

□ ・家族への連絡メモ（避難先）を残しておく。 

□ ・近所に避難できない人や援助を求めている人がいないかを確認する。 

□ ・原則徒歩で最寄りの避難所に集団で移動する。 

□ ・ブロック塀、石垣、自販機、倒壊家屋に十分注意して移動する。 

□ ・ご近所の要支援者の方を保護しながら移動する。 

◆風水害に備える 

（地震とは異なり、ある程度の時間があるので情報を入手して動きましょう） 

① 事前の準備 

□ ・家の周りで風に飛ばされやすいものは片づけてある。 

□ ・雨樋、排水溝、側溝に詰まっている個所はない。 

□ ・水害時の避難場所、避難ルート、非常持出品は準備してある。 

□ ・危険個所（河川・用水路・道路破損・倒木など）を知っている。 

□ ・停電や断水に備え、ラジオ・照明・暖房・非常食の準備をしてある。 

② 災害情報を冷静に逃さず確認する 

□ ・気象情報（大雨・洪水など）をラジオやテレビで確認している。 

□ ・市防災情報（避難準備・同勧告・同指示）を防災無線などで確認している。 

□ ・周囲の危険個所に注意し、危険と思ったら自主避難を決断する予定でいる。 

□ ・家財道具を２階へ移動する予定でいる。 

◆火災予防 

①火災原因別出火防止 

 ＜たばこ＞ 

□ ・寝たばこは絶対にしない。 

□ ・大きめの灰皿に水を入れておく。 

□ ・吸殻はくずかごに捨てずに、水をかけて生ごみと一緒に捨てる。 

＜コンロ＞ 

□ ・油料理の際はその場を離れない。 

□ ・周囲に燃えやすいものを置かない。 

□ ・調理する際は、着衣への引火に注意する。 

＜電気機器＞ 

□ ・コンセントをさしたプラグにほこりをためない。 

□ ・タコ足配線はしない。 
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＜ガス・石油器具＞ 

□ ・ストーブで洗濯物を乾かさない。 

□ ・周囲に燃えやすいものを置かない。 

＜火遊び＞ 

□ ・ライターやマッチは子供の手が届かない場所に置く。 

□ ・花火をするときは必ず大人と一緒にする。 

＜たき火＞ 

□ ・必ず火のそばにいて監視する。 

□ ・消火用の水を用意して、最後に水をかけて完全に消火する。 

□ ・風の強い日にはたき火をしない。 

② 火災発生時の初期対応 

＜通報＞ 

□ ・大きな声で「火事だ！」と叫び、周囲に知らせる。 

□ ・小さな火事でも１１９番に通報する。 

＜初期消火＞ 

□ ・消火器のほか、水や座布団などを使って消火する。 

＜避難＞ 

□ ・火が天井に届いてしまったら、すぐに避難する。 

□ ・避難するときは、窓やドアを閉めて空気を遮断する 

③ 消火器の使い方を正しく知って、操作する。 

□ ・安全ピンを引き抜く→ホースを外して火元に向ける→レバーを握って噴射する 

④ その他注意事項 

□ ・火災発生時の煙は有毒ガス（一酸化炭素など）があるので、吸い込まない。 

□ ・濡れたハンカチで口を覆い、姿勢を低く、短い距離なら息を止めて脱出する。 

□ ・住宅用火災報知機を設置してある。 

◆応急手当の基本を身につけ、救命・けが人の救出ができる。 

□ ・救急救命法や応急手当講習会に参加して訓練し、基本を身につけている。 

□ ・心配蘇生法（人工呼吸と胸骨圧迫、ＡＥＤ電気ショック）を身につけている。 

□ ・出血や火傷、骨折、熱中症に対処できる応急手当法を身につけている。 

  



49 
 

防犯力チェックリスト 

犯罪から自分、家族、地域を守るための対策は万全ですか？ 

このチェックリストで点検してみてください。 

◆空き巣・住宅侵入対策 

① 我が家をチェック 

□ ・窓やベランダ近くに、侵入の足場になるもの（ビールケース等）は置いていない。 

□ ・玄関のカギは防犯性の高いものを２か所にしている。 

□ ・センサー付きライトやランプ付の警報ブザーを付けている。 

□ ・ガラス窓や浴室の窓に補助錠を付け、強化ガラス・防犯フィルム張りにしている。 

□ ・多額の現金を家の中に置いていない。 

②外出時にチェック 

□ ・外出時や寝る前にすべてのカギをかけている。 

□ ・合カギは家族各々が持ち、植木鉢や玄関マット、郵便受けなどには置いていない。 

□ ・銀行などの帰りには、十分に注意している。 

□ ・一定期間家を留守にするときには、お隣に声をかけている。 

□ ・長期に外出する場合は、お隣への声掛けと新聞や郵便を止めている。 

③訪問者チェック 

□ ・玄関のドアを開ける前に、相手の身分と用件を確認している。 

□ ・ドアを開けるときには、ドアチェーンを付けたまま開けている。 

□ ・知らない人が訪ねてきたら、家の中には入れずに、外で対応している。 

④私たちの地域の意識をチェック 

□ ・地域の人たちと気軽に挨拶ができる。 

□ ・不審者や普段見かけない人がいた際に、声をかけ、少しでも変だと感じたら 

１１０番通報する。 

□ ・家の周囲に死角や危険な場所はなく、常に整理・整頓し、見通しをよくしている。 

□ ・どんな犯罪が多発しているかを知っている・ 

□ ・泥棒は「音・光・時間のロス」を嫌うことを知っている。 

◆ひったくり等盗難対策 

①ひったくり対策 

□ ・バッグは車道と反対側に持ち、しっかり抱えて歩いている。 

□ ・遠回りしても、明るく安全な道を選んでいる。 

□ ・自転車のかごに防犯ネットを付けている。 

□ ・多額の現金を持ち歩かない。 

②車上ねらい対策 

□ ・車から離れるときには必ずカギをかけている。 

□ ・車の中にバッグなどの物を置いたままにしない。 
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□ ・人目につきにくいところに長時間駐車しない。 

□ ・車のドア、窓、トランクなどに警報装置を取り付けている。 

③自転車・オートバイ盗難対策 

□ ・短時間でも離れるときには必ず鍵をかけている。 

□ ・補助錠を付けてツーロックにしている。 

□ ・防犯登録をしている。 

□ ・自転車の車体に住所・氏名・電話番号を記入している。 

□ ・自宅では車庫に保管し、オートバイはハンドルロックしている。 

④自動車盗難対策 

□ ・短時間でも離れるときには必ず鍵をかけている。 

□ ・自宅車庫の出入り口にはチェーンやシャッターを付けている。 

□ ・車のドアや窓に警報装置を取り付けてある。 

◆暴漢・いたずら対策 

□ ・暗い夜道の一人歩きは避けている。 

□ ・防犯ブザー・ホイッスルを携行している。 

□ ・身体を触られたら、大きな声で「やめなさい」と言う勇気を持っている。 

□ ・寝る前に必ず戸締りを確かめている。 

□ ・子供の外出先・帰宅時間は必ず聞いている。 

□ ・近所の子供たちによく声をかけている。 

□ ・子供には次のことを言い聞かせている。 

□  ・外に行くときには必ず行先を言うこと。 

□  ・一人だけでは遊ばないこと。 

□  ・声をかけられてもついていかないこと。 

□  ・怖いと思ったら大きな声を出して逃げること。 

□  ・今日あった出来事を、家の人に話すこと。 

◆振り込め詐欺対策 

①振り込め詐欺被害防止 

□ ・「すぐにお金を振り込んで！」は詐欺だと常に意識している。 

②オレオレ詐欺被害防止 

□ ・日ごろから家族間の連絡を取り合い、近況を確認している。 

□ ・家族間の合言葉を決めている。 

③架空請求詐欺被害防止 

□ ・身に覚えのない請求については、関係機関に相談する。 

□ ・通知文書に記載されている連絡先には、むやみに連絡しない。 

④還付金詐欺被害防止 

□ ・電話で還付金等の連絡があった時には、詐欺を疑うことにしている。 

□ ・還付金等を現金預け払い機（ATM）で手続きさせるのは詐欺だと認識している。 


