
春祭（外国人の出店） 夏祭準備（外国人 ・ 子供達） ８丁目防災訓練

持って行き、 変更がある場合は封を切って書き直し、 また
封印してもらうので情報が漏れることはありません。
そして封筒に年度と世帯数を追記してもらいます。（新会員
は記入提出します）
　緊急の場合に、 組長等立会いのもとで開けています。
　現在の使い方としては、 災害はそうありませんから、 空き
家になった時。 例えば一人暮らしのおばあちゃんが施設に入
ったため空き家になり、 草も生えたり枝が隣の家にかかってき
た。 しかし子供たちは遠い所に住んでいる。 そんな時に家族
調査票の中から連絡をして、 お子さんたちからシルバー人材
センターなどに電話をして草刈や剪定をしてもらうという場合も
多いです。
　多くの個人情報を含む家族調査票ですが、 これを継続
可能にしているのは、 お互いを信頼できる人間関係がある
から。 近所との交流やお年寄りの外出機会を増やすための
町内イベント（祭り ・ 防災訓練 ・ 餅つき大会 ・ バス旅行
等）は、 住民同士が触れ合う場になっています。
　空き家については、 今日皆さんからお聞かせいただいたこ
とを参考に、 連合自治会としても進めていきたいと思います。
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第２部　市内の手法例共有・法律家が支援できること（続き）

　1万円くらい払いましたけどね。
　古いお家を 1 万円で借ります。 そこ
に３軒のお店が入る。 3 軒に 5 万円
で貸し、 差し引いた 4万円を貯蓄し
ながら、 次の空き家に回します。
　この時の基金 3650 万円は、 国か
らおりました。 僕たちは、 それまでに
町おこしのために地域の有志で一軒一軒回って空き家調査を
し、 分布図を作っていました。 タイミングよく助成金募集があ
り、 応募してみたわけです。
　ほとんどの家が片付けが出来ないから空き家になるんで、
片づけを手伝うというと半分ぐらい動きます。 きれいになると
いろんな発想も湧きます。 とにかくやってみることが大事。
ですが僕らも手当たり次第やったわけじゃなく 「どうしたらいい
んでしょうね？」 とぼちぼち始めたらこうなり
ました。 今は若い人がきてくれるし、 近く
の大学の先生や生徒が 「亀崎は面白い
町だから使わせて」 とどんどん学生が増え
て、 今 2軒目のシェアハウスを持ってます。
　1 回何かアクション起こすと必ずいいことが
起きます。 やらないと起きないですね。
　最初0だったかめともの来場人数が、 今は
年間 1万６千人くらい。 お祭り含めて来ます。
　亀崎は文化度が結構高い。 江戸時代は
ここから江戸まで船で 2日で行けた。 酢や三
州瓦を江戸に運んでいて江戸の文化が入ってきた。 明治 35
年には当時珍しかった幼稚園ができて、 うちの親父が通ったと
自慢してました。
　若い人は、 先があるし頭が柔らかいから僕たちが学ぶこと
がいっぱい。 こういったアイデアは半分くらい学生が出してくれ
た。 頭の中だけで考えたことでも結構楽しいものもあった。
あとはお年寄りが今までの経験値でサポートすればいい。
　TV や新聞で面白いことを見つけると若い子と共有します。
「どう思う？」 「これいいね！」 「なんかやってみようか」
何でもやるんだ！という気風を蔓延させると若い人が動く。
そういうことをどんどんやっていたら、 町が活気づいて来ました。
　町おこしは人おこしだと思います。

　

　
　

②家族調査票の継続実施
　　

　空き家問題を検討するにはまず実態把握をしなくてはなりま
せん。 どうしたらよいか連合自治会長に相談し依頼しました。
　空き家の実態調査の手法としまして
　　①空き家調査用紙作成（空き家レベルが重要）
　　②ひと月ほどの時間的猶予設定
　調査の依頼書を連合自治会の会長さんのお名前で塩浜地
区の各自治会長 21 名にお配りしました。

大橋  智代子さん

　単位自治会ごとに所有する独自の地図に落とし込んでいた
だくとありがたいが今回は軒数だけお願いしました。
　調査していただいた自治会長さんたちの反応は
・ 300 世帯ほどの町内を調べることができてよかった
・ こんなに空き家があるのだと驚いた
　やってみて思ったことは、 市でも調査するそうですが、 個人
情報の関係で情報が伝わってこない。 でも地域でなら、 すぐ
にでもできる。 連合自治会と地元の人間ならつながり力があ
るので、 より正確な情報を地図に落とし込んでいけるんじゃな
いか。 こういった調査を毎年やっていけたらと思っています。 笹川八丁目自治会 会長　

　　　　　伊藤　春樹さん

③法律家が支援できること
　　 司法書士　水谷　元彦さん
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　塩浜地区は、 もともとは農漁村の町でした。 戦前は海軍
第二燃料廠（しょう）、 戦後は第一コンビナートができ、 昭和
35 年当時の人口は 1 万 7 千人ほどで、 世帯数は 7 千戸、
現在の人口は 6300 人。 では世帯数はというと 6300 戸ぐら
いであまり減っていない。
　そういう背景の中で地域マネージャーの大橋がいろいろ調査
をしてくれました。 まちづくり構想の中で課題として、 地区の
皆さんは大変だなという認識ですが、 じゃあどうしていったらい
いかというところまで至っておりません。 今日の濱崎さん、 石
川さんのお話は大変参考になりました。 何かやってみることが
大事で若い人達に期待をしてまちづくりの一環としてやってい
けたらなと思います。

塩浜地区連合自治会長　今村勝昭さん

　笹川は、 四日市市の西南部にある四郷地区（四郷 ・ 笹
川 ・ 高花平 ・ 小林町）の中にあります。 大住宅団地で、 人
口は最盛期には 1 万 4 千人でしたが、 現在は 9763 人。
団地創設以来 40 年以上が経過し､少子高齢化が進んでい
ます。
　また、 笹川には 1700 人くらいの外国（ブラジル、 ペルー、
ボリビア、 ベトナム、 インドネシアなど）の方が一緒に住んでおり
ます。 小中学生も３割が外国の子どもたちです。
 　四日市市は笹川地区を多文化共生モデル地区に指定し
ており、 四日市市発行の 「多文化共生社会をめざして」 と
いうリーフレットの中に 「国籍や民族、 文化のちがいを豊さと
して生かし、 お互いを認め合い、 共に支えあって暮らせる社
会の実現を」 とあります。
　笹川連合自治会では、 夏祭がよい例で外国の子どもたち
大人も含めて祭りの準備を一緒にやっています。

　僕は今 40 歳です。 23 歳から自治会に入っていますが、
会議や総会に出るかというと正直めんどくさい…おそらく若い人
はそう思ってるでしょう。 しかし、 この仕事を始めて、 まちづく
りの活動をしている団体に入ったら 180 度考えが変わりました。
やっぱり町に住んでいる人が町をつくるということが大変重要
です。
　「空き家」 とは、 すでに草がボーボーでゴミ屋敷になっていて、
問題が起こってからの相談するものと思っているのか？今ご高
齢の単身者が住んでいる所を将来の問題ととらえているのか？
ここの考え方で対応策が全然ちがいます。 前者の場合は、
かなり資金がかかる状態になっています。
　やはり実態を調査して、 自分の町がどういう状態にあるの
かを把握するのは、 地元の人しかできない。
　自治会という組織は非常に重要だと思います。

四日市市

　そんな中で、 もしもの時のための 「家族調査票」 の取り
組みは、 12、 3 年まえからやっております。 笹川 8 丁目の
280 世帯に、 家族構成、 緊急時の連絡先などを書いても
らっていて、 組長さんが町費の集金に回る時に各戸にこれを

①連合自治会と連携した空き家の実態調査（続き）

★2ページの右側

冒頭部分で「情報が漏れることはありません」と二回繰

り返されています。

念押ししてくださっているようにも、情報漏えいの可能

性の高さを強調しているようにも思えます。

表現は一回のみの方がサラッと読めるかなと思いました。

★同じく 2ページの右側中央あたり

家族調査票のような「個人情報を集めるには、たくさんの

地域行事が必要」という風にも読めてしまうので

例えば、

「多くの個人情報を含む家族調査票ですが、これを継続可能に

しているのは、お互いを信頼できる人間関係があるから。

近所との交流やお年寄りの外出機会を増やすための町内イ

ベント（祭り・防災訓練・餅つき大会・バス旅行等）は、

住民同士が触れ合う場になっています。」

みたいな文脈でどうでしょうか？

皆で支えあったり一緒にやっていくということが一番大事
だと思います。

★同じく 2ページ目の後半

細かくてすいません。

「草がぼうぼう」がピンと来ませんでした「草がボーボー」

の方がイメージしやすいかなと思いました。

（会場から特別参加）

★2ページの右側

「緊急の場合に、 組長立会いのもとで開けています。

 現在の使い方としては、 災害はそうありませんから、 

空き家に…」の部分

開封時に立会いを行うのは、他の自治会長さんが

多いとお聞きした記憶があります。

組長は現役世代も多いですから、緊急時の開封立会い

が難しいことがあるように思います。

「組長等」としていただいた方が現状との相違が少ない

かもしれません。

※家族調査票の

目的は

災害その他特別な事情で、家族や関係者に緊急連絡が

必要な場合にのみ使用する。

内容は、

住所・電話番号・家族全員の氏名・携帯電話番号

緊急連絡先と電話番号（勤務先や学校）、他の連絡先と

電話番号（近親者や知人、後見人等）と伺っています。

参考までに。

（後半）


