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第 章 １ 

知 運 営 の 基 礎 識 
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１． 町内会・自治会の重要性と位置付け 

「町内会・自治会」は、主に地縁に基づいて組織され、生活の場をより良い環境に

向上させるとともに、個人が感じている地域への思いや願いなどを社会全体に反映さ

せていく上で、非常に重要な役割を担っています。加入率は減少傾向にあるものの大

半の世帯が加入し、地域の世帯や幅広い世代を網羅していることから、地域コミュニ

ティの基礎を支えています。 

各町内会・自治会の組織の規模や活動内容などは様々ですが、防災や防犯、環

境美化、子供や高齢者を対象とした地域福祉のほか、地域住民の親睦を目的とした

行事など、幅広い活動分野があり、それぞれの地域で、住民共通の課題解決などに

も取り組まれています。 

また、町内会・自治会以外にも、地域には防災や防犯、福祉、青少年育成など各

種分野ごとに活動されている団体や様々な目的で活動している NPO などの「テーマ

型市民組織」があります。これらが相互に関係し合いながら、様々な形で地域コミュニ

ティを形成しています。 

東日本大震災においては、町内会・自治会をはじめとする地域コミュニティの住民

相互の助け合い（共助）が、大きな力となりました。宇治市においても、各地域で防災

力向上に向けた取り組みが始まり、平成２４年８月の京都府南部地域豪雨災害にお

いては、町内会・自治会を中心とした地域コミュニティが災害時の避難や、復旧・復興

に大きな役割を果たすなど、その重要性は益々高まっています。 

 

など 

学区福祉委員会 

自主防災組織 
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町内会・自治会の連合組織
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≪町内会・自治会とテーマ型市民組織の連携イメージ ≫

青少年健全 
育成協議会 

など 

学区福祉委員会

自主防災組織 
青少年健全 
育成協議会 

テーマ型市民組織 

テーマ型市民組織 

町内会 
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町内会・自治会と連合組織 

町内会・自治会には、単独の町内会・自治会のほか、複数の町内会・自治会が参加

して設立された連合組織があります。町内会・自治会と同様に、その組織の構成や規

模、活動内容などは様々です。 

連合組織は、各地域で町内会・自治会の合意のもと、設立されているものです。組織

化されていない地域もあり、全ての町内会・自治会が加入しているものではありませ

ん。しかしながら、複数の町内会・自治会が協力して活動することで、規模が大きくな

ることによる利点が生まれ、小さな規模では難しい活動にも取り組みが可能となって

いる事例があります。 

 

宇治市の町内会・自治会数 

 
宇治市の町内会・自治会 

６１２団体 

 

連合組織 

３２団体 
連合組織加入の町内会・自治会 

３２５団体 
単独の町内会・自治会 

２８７団体 
 

連合組織を含む宇治市の町内会・自治会 

６４４団体 

 

＊令和３年度末現在、各団体から市への届出状況より 

 

法的な位置付け 

町内会・自治会は、それぞれの地域で住民の合意に基づき設立された住民自治組織

であり、基本的に法律上の規定はありません。会社やＮＰＯなどのような法人ではなく、

任意団体であり、行政の下部組織でもありません。 
ただし、地域的な共同活動を円滑に行うために、不動産等の保

有の有無に関わらず「認可地縁団体」として法人格を取得でき

ることが、地方自治法に規定されています。 

 

「認可地縁団体」について 

 詳しくは・・・市役所市民協働推進課まで 
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２． 町内会・自治会の役割と活動内容 

町内会・自治会では、様々な分野で地域活動に取り組まれ

ています。 

ごみ捨てのルールづくりや回収場所の清掃といった日常生活

に密着した活動や防災、防犯などいずれの世帯、年齢層において

も関わりのあるような、地域住民の共通課題に取り組むことが広

く期待されています。また、行政と協働して地域課題に取り組む

際などには、地域住民の意見を集約し、行政に伝える役割も担

っています。そのほか、地域のお祭りなどの行事により、地域住

民のコミュニケーションを図る場になっていることも少なくありま

せん。 

令和２年度に実施した町内会・自治会長アンケートでは、町内会・自治会の活動内

容について、次のような回答結果となっています。 

 

24.9%

32.0%

38.3%

27.1%

19.8%

63.0%

42.6%

42.8%

26.3%

33.1%

3.2%

4.6%

4.8%

4.2%

3.0%

1.6%

5.0%

4.2%

2.6%

3.6%

13.3%

15.6%

6.8%

15.2%

19.8%

1.4%
5.2%

2.2%

3.6%
8.8%

23.9%

15.6%

18.6%

19.6%

22.4%

4.8%
15.4%

20.3%

32.3%

19.6%

34.7%

32.2%

31.5%

33.9%

35.0%

29.2%

31.8%

30.5%

35.1%

34.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①防犯活動・子ども見守り活動

②防災活動

③子どもを対象とした活動

④住民相互の助け合い、福祉活動

⑤高齢者等の見守り活動

⑥清掃や美化活動・古紙回収

⑦親睦を目的とした各種活動

⑧お祭りなどの文化行事

⑨財産や建物などの共同管理

⑩問題解決を目的とした会合

町内会・自治会の活動分野
町内会・自治会長アンケート結果より

活動している 活動しているが、活動を見直したい

活動していないが、今後取り組みたい 活動しておらず、今後予定もない

不明・無回答
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町内会・自治会が取り組む活動は、地域ごとに様々ですが、活動の１年間を例示

すると次のようになります。 

役員の任期は、町内会・自治会の多くで４月から翌年３月までの１年間とされてい

ますが、それ以外の月に役員を改選されている地域もあります。 

 

≪活動スケジュールの一例≫    ＊役員が４月に改選される場合 

 行 事 運 営 

 

１月  

 

２月  

  

役員の選出  

 

旧役員からの引き継ぎ 

 

３月  

 

 

 

 

  

４月  

 

 新役員体制の発足 

総会・役員会など 

 

８月  

 

９月  

 

１０月  

 

１１月  

 

 １２月  

夏まつり 

  

敬老会 

 

運動会 

 

防災訓練  

 

歳末パトロール 

 

 

１月  

 

  

次期役員の選出 

２月  

 

３月  

 

 

 

 

次期役員への引き継ぎ 
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３． 役  員 

 町内会・自治会役員の一例として、次のようなものがあります。実

際には、町内会・自治会ごとに活動分野や規模は様々で、必要な

役員やそれぞれの役割も異なります。どのような役員をおくか、ど

のような役割を担うかは、それぞれの町内会・自治会の状況にあわ

せて決めていく必要があります。 

 

会  長 
町内会・自治会の代表者として、運営を総括する役割を担いま

す。 

副会長 
主な役割は、会長の補佐です。会長と分担して、会の運営にあた

ります。 

会  計 
会の収入と支出の管理を担当します。 

詳しくは・・・P８ 

会計監査 
１年間の会計年度終了後に、収入と支出が適正に行われていた

かを点検します。                    詳しくは・・・P９ 

専門部長 防犯や防災、福祉などの分野や行事ごとに活動を統括します。 

組  長 
町内会・自治会内を細かくグループ分けした各組ごとの回覧や会

員同士の連絡などの事務を行います。 

顧  問 

町内会・自治会役員の経験のある方が、役員の相談役として就

任されます。経験を活かして、役員のみなさんに町内会・自治会

運営についてアドバイスします。 

 

 

 役員の選出方法には、主に次のようなものがあります。それぞれにメリット、デメリッ

トがありますので、各町内会・自治会の状況にあわせて決める必要があります。また、

いくつかの選出方法を組み合わせている町内会・自治会もあります。 
 

投票制 

選挙による投票で、役員を選出する方法です。一部の人に負担がかたよる可能性は

ありますが、活動に積極的な人に役員を続けてもらいやすくなります。 
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輪番制 

組ごとなどに、順番に役員を回していく方法です。公平感がありますが、特別な事情

がある世帯などを考慮せずに全ての世帯に一律に適用すると、負担感につながって

しまうことがあります。また、改選期に役員が一斉に交代することになるので、長期的

な課題に取り組みにくくなる傾向がありますが、役員のなり手不足に困る

ことは少なくなります。 

 

話し合い 

総会などで話し合い、役員を選出する方法です。投票制と同様、一部

の人に負担がかたよる可能性はありますが、活動に積極的な人に役員を続けてもら

いやすくなります。ただし、話し合いをしてもなかなか役員を引き受けてくれる人がい

ないなど、役員のなり手探しに困ることがあります。 
 

くじ引き 

くじ引きで役員を選出する方法です。役員のなり手不足に困ることは少なくなりますが、

特別な事情がある世帯などを考慮せずに全ての世帯を対象とすると、負担感につな

がってしまうことがあります。また、改選期に役員が一斉に交代することになるので、

長期的な課題に取り組みにくくなる傾向があります。 

 

高齢化や役員の仕事への負担感から、役員のなり手不足が課題となっている地

域があります。一方で、いろいろな工夫をされ、課題解決に取り組まれている

町内会・自治会があります。         詳しくは・・・P３８・３９ 

 

 

34.6%

29.2%

30.2%

77.3%

8.8%

6.5%

6.4%

1.6%

24.5%

33.0%

33.2%

11.0%

21.4%

20.4%

19.3%

5.8%

10.6%

10.0%

10.6%

3.6%

0.9%

0.3%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

会長

副会長

会計

組長

役員の選出方法
町内会・自治会長アンケート結果より

輪番制 投票制 話し合い くじ引き その他 無回答
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４． 会  計 

必ず個人のお金と分けて管理する 

町内会・自治会のお金は、必ず個人のお金と財布を分けるなどして、別々に管理をし

ましょう。 
 

口座で管理をする 

町内会・自治会のお金は、現金ではなく金融機関の口座で管理

するのがよいでしょう。通帳に記帳し、帳簿類と照らし合わせるこ

とで、収入と支出の正確な管理にもつながります。 
 

支払いの領収書は整理して保管する 

領収書は、日付順や支払いの内容別などに分けて整理し、ノートに貼り付けるなどし

て、大切に保管しましょう。整理しておくことで、帳簿の記録に間違いがないか確認が

しやすくなります。 

また、町内会・自治会の１年間の会計年度が終了し、会計監査の担当役員に監査を

お願いする際には、帳簿類と一緒に領収書も提出しましょう。 
 

収支があったら速やかに記帳する 

収入や支払いがあったときは、忘れないように速やかに帳簿類に記録しましょう。 

 

 

≪領収書についての注意事項≫ 

領収書のあて先は、「上様」などではなく、「〇〇町内会」、「〇〇自

治会」など団体名とした方がよいでしょう。また、日付を記入しても

らいましょう。 

 領収書に代えてレシートをもらうときは、感熱紙のレシートは時間

が経つと文字が消えてしまう場合があるので、コピーを取っておいた

方がよいでしょう。  
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予 算 

町内会・自治会の１年間の会計年度の初めに、収入と支出の見通しを予算書として

作成します。その年度の事業計画、また、過去の活動内容や決算状況なども踏まえ

ながら、作成する必要があります。 

予算書 様式例・・・P６０ 

 

決 算 

町内会・自治会の１年間の会計年度終了後に、いくらの収入があ

ったか、どのような活動にいくら支出したかなど、会計の収支状況

を決算書として取りまとめます。                 決算書 様式例・・・P６１ 

 

会計監査担当役員は、決算書と領収書や通帳などの関係書類を

審査し、収入と支出が町内会・自治会の活動目的に沿ったものとな

っているか、決められたルールに沿って処理されているかなどをチ

ェックします。 

町内会・自治会運営の透明性を高め、会員から活動への理解を得るためにも、大切

な仕事だと言えます。 

１年間の会計年度終了後、会計担当役員は、決算書に領収書など関係書類を添えて

会計監査担当役員に提出し、会計監査を受けます。監査終了後、会計監査担当役員

は、総会や役員会などで監査結果を報告します。 
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５． 引き継ぎ 

 引き継ぎは、単に書類や物品を次の役員に引き継ぐということだけでは

なく、町内会・自治会活動の継続性を保つために必要不可欠なことだと

考えておかなくてはなりません。 

役員が毎年改選される地域も少なくありませんので、町内会・自治会

の活動の継続性を保っていくためには、活動の良いところや課題なども

含めて、次の役員に伝えることが、非常に重要であると言えます。 

 

日頃から気付いたことはメモしておく 

役員としての様々な活動の中で、気付いた問題点や課題、また、各

種行事の良いと感じたところなども含めて、メモしておくようにしまし

ょう。引き継ぎの際に、メモを整理して渡すことで、活動の良いところ

や問題点・課題を引き継ぐことができます。 

  

行事の写真を撮っておく 

行事をした時に、設備や備品の配置状況など、会場の様子がわか

るように写真を残しておくと、翌年度、同じ行事を実施する時の参考

となります。 

 

パソコンのデータも含めて引き継ぐ 

パソコンで書類を作成している場合は、データも含めて次の役員に

引き継ぎましょう。役員の仕事の効率化につながります。 

 

任期終了後に・・・ 

新任の役員で、特に初めて役員になられる方などは、右も左もわからず、不安を感じ

ていることが少なくありません。こうした不安は、役員をすることへの負担感にもつな

がってしまいます。役員任期を終えられると、ホッと一息つかれる方も少なくないと思

いますが、後任の役員から相談を受けたときには、できる限り協力しましょう。 
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町内会・自治会役員は、毎年交代することが少なくないことから、活動の継続性が課

題となっている地域がありますが、役員の任期などを工夫されて、継続性を保つよう

にしている町内会・自治会があります。 

詳しくは・・・P３３ 

 

情報通信技術<ＩＣＴ〉を活用してみよう！！ 

ある自治会では役員間の連絡に、LINE や Zoom 等のメッセージ交換アプリを

活用されています。複数人でメッセージ交換が可能となるグループ機能を利用

し、役員の一部でグループをつくることにより、役員間のスムーズな連絡体制

を構築されており、今後、さらに会員にグループを広げようとされています。 

 

また、回覧等の連絡をスムーズに行いたいという想いから 

無料サービスを利用してのメール配信、カレンダー・ブログ掲

示板を閲覧できる公式サイトを立ち上げた自治会もあります。

（詳しくは・・・P３６） 

 

 

 

 

※コロナ禍により「行事が開催できなくなった」「会議の回数が減少した」「会員同士

の交流が減少した」等で、困っているという声が多くありました。 

オンライン会議により参加者が増えた、LINE 等で資料が後で確認しやすいなど便利

なコミュニケーションツールの活用を検討してみてはいかがでしょうか？ 

50%

64%

24%

45%

3%

21%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

会議の回数が減少した

行事が開催できなくなった

新たな取組の検討ができなくなった

会員同士の交流が減少した

コロナ禍を理由にした退会があった

特になし

その他

コロナ禍における町内会・自治会で困っていること

コロナ禍における町内会・自治会運営についてのアンケート（令和３年８月実施 ※会長向け） 
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６． 個人情報の取り扱い 

 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することが

できるものを言います。映像や音声も、特定の個人を識別できる限りにおいて、個人

情報に該当します。 

 

   

 

 

個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律）は、個人の権利・利益の保護と

個人情報の有用性とのバランスを図りつつ、個人情報の取り扱いに関するルールを

定めた法律です。 

平成１５年５月に制定されましたが、消費者や事業者を取り巻く環境の

変化に対応し、個人情報の保護を図りつつ、個人情報に限らず、個人の

行動・状況に関する情報の利活用を促進するため、平成２７年９月に法

改正され、平成２９年５月３０日より全面施行されました。 

 

 平成２９年５月３０日から、個人情報を事業に活用するすべての事業者が対象とな

りました。ここでいう事業者とは、営利・非営利は問われませんので、ＮＰＯや町内会・

自治会などの非営利組織であっても、個人情報保護法の対象となります。 

 町内会・自治会が会員の氏名や住所、電話番号などの個人情報を、紙媒体・電子

媒体を問わず、名簿化して町内会・自治会活動に利用している場合は、個人情報保

護法のルールに沿った取り扱いをしなければなりません。 

 

個人情報保護法については、個人情報保護委員会へお問い合わせください！！ 

個人情報保護委員会では、個人情報保護法相談ダイヤルを設けて、個人情報保

護法の解釈や制度一般に関する質問等にお答えしています。 

個人情報保護法 相談ダイヤル   ０３－６４５７－９８４９ 

また、個人情報保護法の詳しい内容や最新の情報については、個人情報保護委

員会ホームページ（https://www.ppc.go.jp/）にてご確認ください。 

個人情報の具体例 

氏名 住所 電話番号 生年月日  

職業 肖像（写真等） など 

https://www.ppc.go.jp/
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町内会・自治会を含む個人情報を取り扱う全ての事業者に個人情報保護法が

適用されます。個人情報保護法に沿った適切な取り扱いをしましょう。 

 

利用目的を特定する 

防災、緊急時の連絡、敬老会・子ども会の行事のためなど、個人情報の利用目的を

明確にしましょう。 

 

不必要な情報まで集めない 

利用目的を果たすためにはどのような個人情報が必要か、 

十分に検討し、不必要な個人情報まで集めないようにします。 

 

個人情報の収集にあたって 

偽りその他不正な手段によって個人情報を取得してはいけません。 

利用目的や管理方法を説明し、会員の同意を求めながら、情報を収集します。 

 

個人情報保護法の５つのチェックポイント 
 
★個人情報を取得するとき 
個人情報を取得する際には、その利用目的を本人に通知又は公表していますか？ 

★個人情報を利用するとき 
取得した個人情報を本人に通知又は公表した目的以外に使っていませんか？ 

★個人情報を保管するとき 
取得した個人情報を情報の漏えい等が生じないように安全に管理していますか？ 

★個人情報を第三者に渡すとき 
個人情報を第三者に渡す際には、本人の同意を得ていますか？ 

★本人から個人情報の開示を求められたとき 
本人からの請求に応じて、開示・訂正・利用停止等に対応していますか？ 
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利用方法を決めておく 

決められた利用目的以外には、個人情報を利用してはなりません。 

それ以外の利用については、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。 

 

管理方法を決めておく 

情報の漏えいや滅失を防ぐため、誰が、どのように管理するかなど、個人情報の取り

扱いのルールを決め、それに従って安全に管理する必要があります。紙の名簿は鍵

のかかる場所で保管したり、パソコン上での管理であればセキュリ

ティソフトの使用やパスワード設定などをしたりしましょう。 

また、不要となった個人情報は、シュレッダーにかけたり、専門業

者に処理を依頼するなどして廃棄しましょう。 

 

外部から個人情報の提供を求められたら 

個人情報を外部に提供する必要があるときは、法令等に根拠があるなど特別な場合

を除き、本人の同意を得なければなりません。外部への個人情報の提供が想定され

る場合は、利用目的を決める際に取り扱いを検討しておきましょう。 

 

個人情報の取り扱いについて苦情があったら 

苦情や会員からの申し出には、適切かつ迅速に対応しましょう。 

また、会員から個人情報の開示を求められたら応じる必要があり、内容に誤りがある

場合には直ちに訂正又は削除をしましょう。 

 
 
 

≪避難行動要支援者支援事業について≫ 

災害時に、自力で安全な場所へ避難することが困難な

避難行動要支援者の方を支援するため、要支援者の方の

情報を行政と町内会・自治会などの支援者が共有する制

度があります。 

詳しくは・・・市役所危機管理室まで 
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７． 町内会・自治会への情報提供 

 

市では、町内会・自治会の会長の連絡先や組数、世帯数、改選時期などの情報を

ご報告いただき、町内会・自治会長の名簿を作成しております。名簿の作成にあたり、

毎年３月に、市から依頼文書を送付しております。名簿を基に、町内会・自治会の皆

さまには、各種市政情報の回覧や配布等につきまして、ご協力をお願いしております。 

 

 

市が作成した町内会・自治会長の名簿は、町内会・自治会長の同意を得たものに

限り、外部へ情報提供することがあります。 

主な使用例は、近隣の開発や騒音、交通規制などの案内に必要な場合や宇治市

社会福祉協議会や学区福祉委員会、地区コミュニティ推進協議会などの公共的団体

が公益的な目的に使用する場合が挙げられます。 

ただし、国・府及びその機関から事業の実施に必要な場合や法令等の規定により、

情報提供が必要であると認める場合は、情報提供しますのでご理解ください。 

なお、情報提供は、町内会・自治会名や世帯数、組数などの個人情報に該当しな

いものを除き、窓口での提供を原則としており、電話・ＦＡＸ・メール等による問い合わ

せには一切対応はしておりません。 

 

   

宇治市広報板について 

市では広報活動の推進のため、市内の各所に広報板を設置しています。 

広報板へのちらし・ポスター等の掲示は、自由に利用していただけます。 

（例：町内会・自治会、子ども会、育友会、青少年健全育成協議会、体育振興会など） 

ただし、営利、宗教、政治に関することは掲示不可です。広報板は一部を除き、 

鍵は無く、自由に開閉できます。 

また、掲示期間が終了した掲示物については、すみやかに取り外してください。 

広報板がどこにあるのか分からない場合等、ご不明な点は秘書広報課広報係に 

お問い合わせください。 
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●環境・美化に関すること 

 
  

事業内容 （詳細は担当課まで） 担当課 

ごみの収集日及び分別方法の案内 

まち美化推進課 

ごみ収集場所看板の配布 

資源物抜き取り防止啓発パトロール 

町内会・自治会からの依頼でパトロールをします。 

古紙回収事業実施報償金制度  

実施団体の登録後、古紙の引渡し量に応じて年２回報償金を交付

します。 

溝掃除用泥入れ箱の貸し出し 

配達を行いますので、溝掃除をする際は事前にお申し込みくださ

い。 

あき地の雑草等に関する相談 

環境企画課 

浄化槽に関する届出 

使用開始報告書、使用廃止届出書、管理者変更報告書など 

工事や事業所等から生じる騒音・振動・悪臭に関する相談 

犬の糞害防止啓発看板の貸出 

１世帯に１枚貸し出します。 

環境美化啓発物品の貸出 

ベスト・火ばさみを貸し出します。 

公園の管理・使用 公園緑地課 

街路樹の剪定 

維持課 河川・排水路の清掃 

溝ふたあげ機及びバール、スコップなどの貸出 
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●街灯に関すること 

 
 
  

空き家アドバイザーの派遣 

宇治市内に空き家をお持ちの方が、その空き家の賃貸や売買など

を検討する際、専門業者による助言を行います。 住宅課空き家対策係 

空き家の管理等に関する相談 

事業内容 （詳細は担当課まで） 担当課 

公園内の街灯 公園緑地課 

公立集会所敷地内の街灯 市民協働推進課 

街路灯・防犯灯の設置及び管理 

道路上の街路灯・防犯灯の故障及び球切れを見つけられた場合

は、電柱等に取り付けてあります黄色地に黒色文字のナンバープ

レートの番号をご連絡ください。 

維持課 

宇治市役所各課へは、代表番号（0774-22-3141）まで 
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●道路・交通に関すること 

事業内容 （詳細は担当課まで） 担当課 

市道・市管理道路の側溝や舗装の新設 

道路建設課 カーブミラー・ガードレールの新設 

路面標示の新設 

横断歩道や停止線などの規制を行う標示は除きます。 

道路の損傷等 

穴ぼこ、側溝ふた、ガードレールなどの損傷 

維持課 

道路の補修 

カーブミラーの修繕 

市道上のカーブミラーの破損を見つけられた場合は、支柱等に取

り付けてあります白地に黒色のナンバープレートの番号をご連絡く

ださい。 

側溝の改修 

宇治市私道整備事業費補助金 

路上障害物の除去 
維持課 

建設総務課 

道路の占用  

 地域行事での利用には届出が必要です。 

建設総務課 

道路上のはみ出し注意の啓発ビラ 

道路・側溝への庭木、植木鉢などのはみ出しを注意するビラをホ

ームページからダウンロードできます。 

道路や水路の無許可占用等物件に対する注意 

道路や水路の無許可占用等物件に関してはご相談ください。 

市道認定 

私道から市道への相談・手続き 

迷惑駐車・飛出し注意等の交通に関する啓発幕の配布 

「やめよう迷惑駐車」「こどもとび出し注意」「スピード落とせ」「この

先交差点注意」啓発幕を配布します。１町内会・自治会につき上限

は３枚です。 交通政策課 

道路上の放置自転車の撤去 

撤去には数日かかります。 

民有地内の放置自転車は撤去できません。 
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●消防に関すること 

 

 

  

その他、道路の交通安全対策 
交通政策課 

道路建設課 

事業内容 （詳細は担当課まで） 担当課 

露店等の開設に伴う届出 

コンロ等の火気器具を使用する催しを開催する際、消火器の準備

や消防署への届出が必要となる場合があります。 

消防署 

【中 署】 

３９－９４１１ 

【西 署】 

３９－９４１３ 

【東 署】 

３９－９４１５ 

【槇島分署】 

３９－９４１７ 

町内会・自治会等消火器取扱訓練指導に係る消火薬剤補

てん事業 

消防職員立会いの下、実放射された消火器が対象（住宅用消火

器、エアゾール式簡易消火具、古くなったものや腐食、変形のある

消火器などは対象外） 

※近年、消火器取扱訓練は、近隣への消火薬剤の拡散配慮か

ら訓練用水消火器を主に使用されています。  

AED の貸出 

多くの市民（概ね１０名以上）が参加するイベント等を主催する団体

に AED を貸し出しています。 

対象：宇治市内に在住するイベント等を主催する団体等の代表者 

貸出場所：中署・西署・東署 

要配慮者情報管理事業 

火災等の災害が発生したとき、自力での避難が困難な方の安全

確保を速やかにするため、登録申請を受け付けます。 

消防本部指揮指令課 

３９－９４０５ 

宇治市役所各課へは、代表番号（0774-22-3141）まで 
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●防災・防犯に関すること 

 

  

事業内容 （詳細は担当課まで） 担当課 

地震・土砂災害・風水害ハザードマップ 

「宇治市くらしの便利帳」に、地震の震度分布図や被害想定、河川

の洪水浸水想定区域図や避難所の一覧等を記載した統合型ハザ

ードマップ（防災地図）を掲載しています。ホームページでも確認で

きます。 

危機管理室 避難行動要支援者支援事業 

高齢者や障害のある方など、避難行動要支援者の安否確認や避

難誘導などの支援団体を募集しています。 

自主防災組織育成事業補助金 

町内会・自治会等自主防災組織で防災訓練や防災啓発事業を実

施する際に補助金を交付します。 

災害時安否確認ボード 

災害時に地域の安否確認を素早く行うための自主防災ツールです。 

必要世帯数分を配布しますので、運用の方法やルールの作成方

法について、ご相談ください。 

危機管理室 

消防本部予防課 

３９－９４０２ 

消防署 

【中 署】 

３９－９４１１ 

【西 署】 

３９－９４１３ 

【東 署】 

３９－９４１５ 

【槇島分署】 

３９－９４１７ 

防犯カメラ設置事業補助金 

町内会・自治会等で防犯カメラ設置事業を実施する際に、経費の

一部について、補助金を交付します。なお、申請前には事前協議

が必要です。（1町内会・自治会等につき２台まで、予算額に達し次

第、受付を終了します。） 

総務課 
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●福祉に関すること 

 

事業内容 （詳細は担当課まで） 担当課 

地域包括支援センター 

高齢者の方々が住み慣れた地域でいきいきと暮らせるように様々

な支援を行うための総合相談窓口です。お住まいの地域を担当す

る地域包括支援センターをご利用ください。 

長寿生きがい課 

生活支援コーディネーターの配置 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していく

ことを目的として、地域における生活支援等の体制整備に向けた

調整役として「生活支援コーディネーター」を配置しています。 

高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、日

常生活上の生活支援体制の充実・強化を図るとともに、高齢者の

社会参加、生きがいづくりの機会を創り出し、介護予防へとつなげ

ます。 

地域子育て支援拠点 

市内１０ヶ所で、就学前のお子さんと保護者の方が気軽にお越し

いただける「ひろば」を開設しているほか、子育て等に関する相談

や問い合わせをお受けしています。また、基幹センター（こども福

祉課内）では子育てサークル活動向けに、備品の貸出や運営上の

助言、入会希望者への紹介などの支援を行っています。 

地域子育て支援基幹センター 
２０－８７３３ 

 
 

こども家庭相談 

子育てや子どもの友人関係、家庭・学校・地域でのことなど、１８歳

未満の子どもと家庭に関わる相談を専門の相談員がお受けしま

す。また、児童虐待の通告等も受け付けています。 

こども福祉課 

(こども家庭相談担当) 

専用番号：３９－９１７８ 

身近な地域での福祉活動 

ふれあいサロン（居場所）等の立ち上げ、助成に関すること 共同募金委員会 
(事務局：社会福祉協議会) 

２２－５６５０ 赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の募集・助成 

赤い羽根コラボ助成金制度に関すること 

宇治市社会福祉協議会会員募集 
社会福祉協議会 

２２－５６５０ 

民生委員・児童委員 

地域福祉課 
日本赤十字社の会員・活動資金の募集 

宇治市役所各課へは、代表番号（0774-22-3141）まで 

地域子育て支援拠点ホームページ 
QR コード 



22 
 

●講座・講習会に関すること 

事業内容 （詳細は担当課まで） 担当課 

生涯学習人材バンク 

宇治市内で活動する個人、講師や市民グループの人材情報を集めたリ

ストがありますので、講座やイベントなどの催しで講師を探す際にご活

用ください。リストは市民相談窓口や生涯学習センター、各公民館など

に配架しています。 

生涯学習課 

出前講座（ごみ減量・ごみ分別） 

ごみの分別・リサイクル等について説明します。 
まち美化推進課 

防災出前講座 

各家庭や地域における防災対策を集会所や公民館等で紹介します。 
危機管理室 

救急講習 

応急手当に関する正しい知識と技術を身につけるための講習会です

（心肺蘇生法及び AED の使用方法等）。 

対象：宇治市在住者または市内の事業所・学校に通勤・通学している方 

消防本部 

警防救急課 

３９－９４０３ 

地域支え合い出前講座 

宇治市地域福祉計画の理念や地域福祉の考え方について、職員が出

向いて説明します。 

地域福祉課 

障害のある方のコミュニケーション手段・配慮についての出前講

座 

「宇治市手話言語条例」が平成２９年１２月に施行されたことをきっかけ

にコミュニケーション（手話・要約筆記・筆談・手引き）手段・配慮につい

ての出前講座を行います。近所に障害のある方がいるがどうすればい

い？などコミュニケーションについて講演します。 

費用は無料ですが、会場は申込者でご用意ください。 

障害福祉課 

各種健康講座 

ご希望のテーマに合わせて保健師または栄養士による講座、血圧測

定、運動実技等を行います。その他、うじ安心館等で成人健康相談や

健康講座も開催しています。 

健康づくり推進課 

生活支援コーディネーターと学ぶ「気にかけ合う地域づくり勉強会」 

いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らしていけるまちづくりを目指

して、生活支援コーディネーターと共に「気にかけ合う地域づくり」につい

て考えませんか。お時間は 30 分程度ですが、ご希望に応じて時間の調

整は可能です。 

長寿生きがい課 

介護保険制度出張講座 

 介護保険制度について、職員が出向いて説明します。 
介護保険課 
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健康長寿サポーター養成講座（宇治源輝人（げんきびと）講座） 

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも暮らし続けられるよう、ちょっとし

た身の回りの生活支援（掃除や買い物等）や通いの場等の高齢者の居

場所でのボランティア活動など、地域で新たに活動に取り組んでいただ

ける担い手を養成する講座を開催します。（年２回。詳細は、ホームペ

ージ等にて掲載します。） 

福祉サービス公社 

２８－３１５０ 

認知症あんしんサポーター養成講座 

認知症を正しく理解し、自分のできる範囲で認知症の人やその家族を

見守り、応援してくれる人を養成します。講師が出向き、無料で講座を

開催します。講座の開催を希望される場合は、認知症コーディネーター

（中宇治地域包括支援センター／２８－３６８６）へご相談ください。 

地域 de げんき講座 

リハビリテーションの専門職が出向き、地域の要望にあわせて転倒予防・

ロコモ予防などの介護予防の講座を行います。講座の開催を希望される

方は介護予防サポートセンター（２８－３１６０）へご相談ください。 

対象：住民等が主体となって介護予防の活動を行おうとしている、また

は行っている１０名以上の団体（メンバーの半数が６５歳以上） 

まちづくり出前講座 

職員が出向き、地区まちづくり協議会の認定等まちづくりに関する手法

や制度について情報を提供します。 

対象：住民等が主体となってまちづくりに関する活動を行おうとして 

いる、または行っている１０名以上の団体 

都市計画課 

木造住宅耐震診断・改修助成の出前講座 

職員が出向き、耐震化の重要性や市で行っている助成制度の紹介を

行います。また、耐震診断の町内会・自治会等の単位での資料配布や

出張受付も対応します。 

助成対象：昭和５６年５月以前に建築された木造住宅 

建築指導課 

空き家出前講座 

 空き家の現状や支援制度等について、職員等が出向いて説明します。 

住宅課 

空き家対策係 
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環境学習出前講座 

地球温暖化問題に関して学べる機会を提供します。 

テーマ：家庭でできる省エネ、フードマイレージ、緑のカーテンなど 

環境企画課 

消費生活出前講座 

消費生活センター相談員が出向き、悪質商法の手口や対処方法、市

で受けた相談事例の紹介など、身近な消費者問題をテーマに講演し

ます。 

対象：市内に在住または在勤する１０人以上の団体等 

市民協働推進課 

消費生活センター 

市民企画事業地域推進支援事業 

男女共同参画を推進する事業の実施を支援するため、講演会や研修

会、勉強会などの講師謝金として２５，０００円を上限に奨励金を交付

します。 男女共同参画課 

３９－９３７７ アドバイザー派遣 

男女共同参画やハラスメントなどに関する研修会や学習会等に、講

師として、女性問題アドバイザーを派遣します。費用は無料ですが、

会場は申込者でご用意ください。 

宇治市役所各課へは、代表番号（0774-22-3141）まで 
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●地域全般に関すること 

 

事業内容 （詳細は担当課まで） 担当課 

まちづくり専門家派遣 

団体に出向き、まちづくりに関する専門的、技術的な助言を行うた

め、まちづくり専門家を派遣します。                       

対象：地区まちづくり協議会 
都市計画課 

まちづくり活動費助成 

地区まちづくり計画の策定等、自主的なまちづくりを促進すること

を目的として、活動費の一部を助成します。                          

対象：地区まちづくり協議会 

町内会・自治会長等の変更手続きに関すること 

会長の改選月が近づきましたら届出用紙等を送付しますが、町内

会・自治会の会長・範囲・組数・配布物数等の変更があれば、その

都度お知らせください。 

市民協働推進課 

市民協働係 

町内会・自治会の設立・運営の相談に関すること 

地域コミュニティ活性化に向けた支援策に関すること 

認可地縁団体に関すること 

公立集会所に関すること 

民間集会所支援補助金 

町内会・自治会が自ら負担し、管理・運営している民間集会所の改

修費用や電気料金などに対して補助金を交付します。 

回覧板の配布 

地域の行事・地蔵盆にかかる保険 

社会福祉協議会 

２２－５６５０ 
活動備品等の貸出 

大会用テント、綿菓子機、プロジェクター、ポップコーン機など 

使用日の属する月の２箇月前の１日から申込を受け付けます。 

宇治市広報板に関すること 

広報活動の推進のため、市内各所に市からのお知らせや市主催

のイベントポスター、町内会・自治会からのお知らせなどを掲示す

る広報板を設置しております。広報板がどこにあるかわからない場

合は、ご連絡ください。 

秘書広報課 

宇治市役所各課へは、代表番号（0774-22-3141）まで 
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市では、市民の皆さんの暮らしに役立つ情報を提供するため、市の窓口や業務内

容、各種手続、ハザードマップや避難所一覧などの行政情報や、地域の生活情報、

企業等の広告を掲載した「宇治市くらしの便利帳 令和３年・

４年【保存版】」を、株式会社サイネックスと共同で発行しまし

た。                                                   

市の魅力を再発見していただくための地域情報等も掲載

しています。ぜひご覧ください。 

なお、「宇治市くらしの便利帳 令和５年・６年【保存版】」

は、令和５年（２０２３年）２月に宇治市内の各家庭に配布し、

２年に１度発行する予定ですので、次回の発行まで、お手元

に置いていただき、暮らしの中でご活用ください。 

  

 

掲 載 記 事 の 紹 介（令和３年・４年【保存版】） 

宇治市ガイド <P10～> 

防災情報 <P3４～> 

各種行政情報 <P7８～> 

緊急通報装置（シルバーホン）の設置 <P9６> 

緊急事態が起こった場合、ボタンひとつ押すだけで、消防本部に連絡がとれるシル

バーホンの貸与・設置をします。６５歳以上の一人暮らし等の要件に当てはまる方

が対象です。 

町内会・自治会活動に参加しませんか？ <P140> 

地域コミュニティの基礎を支える町内会・自治会の重要性をお伝えするとともに、

主な活動を紹介しています。 

まちづくり <P141> 

居住環境の整備や景観の形成、地域の将来に向けてのルールづくりなど、宇治市ま

ちづくり・景観条例を活用した住民主体のまちづくりに関する活動を支援していま

す。 
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コラム① 地域の活性化に向けて ～コミュニティ助成の活用～ 

 

地域コミュニティの活性化に向け、コミュニティ助成を活用した事例を 

紹介します。 

 

〇一般コミュニティ助成事業の活用 

ユニ宇治川マンション自治会：令和２年度事業 

 わかりやすい広報紙などによる自治会活動や防災活動 

の活性化を目的として、一般コミュニティ助成を活用し、 

コピー機やパソコンを購入しました。 

カラー化した自治会新聞の発行等、円滑な自治会運営 

が可能になったことに加え、セキュリティソフトを導入 

した防災会専用のパソコンを購入することで、より安全 

な環境での防災活動が可能になりました。 

 

 

〇コミュニティセンター助成事業の活用 

白川区：令和３年度事業 

観光振興、茶業振興を通じた地域コミュニティの活性化に積極的に取り組む

ための拠点整備として、コミュニティセンター助成を活用し、集会所の建設を行

いました。集会所は、地域住民の自主避難所としても活用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人自治総合センター（以下「センター」）が、宝くじの社会貢献広報事業として実施している

「コミュニティ助成」について、市が窓口となり、地域コミュニティ活動の充実・強化を目的に町内会・自

治会等に対して補助金を交付します。（注：当年度に申請していただき、センターの採択を受けて、翌年度

に実施していただきます） 

※事業内容及び提出書類については、事前相談が必要です。 

市民協働推進課市民協働係までお問い合わせください。 

市ホームページ 


