平成２８年度全国自治会連合会宮城県仙台大会開催報告

１．大会日時
○ 平成２８年１１月１０日（木）
第１部 式典の部
１３：００
第２部 活動発表
１４：５５
第３部 交歓会
１８：００
その他 郷土土産品コーナー １２：００

～
～
～
～

１４：４０
１７：３０
１９：３５
１８：００

○ 平成２８年１１月１１日（金）
第４部 現地視察
９：００ ～ １４：３０（石巻コースは８：３０～）
２．大会場所
○ 第１部・第２部 仙台国際センター大ホール
○ 第３部
仙台国際センター展示棟展示室
○ 第４部
県内４コース（①仙台市内、②白石市・蔵王町、③東松島市
・松島町、④石巻市）
３．後援
総務省

全国知事会

全国市長会

全国町村会

宮城県

仙台市

４．大会内容
○ オープニング 聖ドミニコ学院小学校合唱団コーラス（児童３９名）
曲名 「樹形図」
「ふるさと」
「にじいろ」
「花は咲く」
指 揮：齋 藤 朋 枝先生
ピアノ：川 村 智英子さん
○ 第１部 式典の部
(1) 開会のことば
大会実行委員長

(2) 会長あいさつ
全国自治会連合会会長

吉 川 時 夫

鈴 木 光 二
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(3) 開催地知事あいさつ
宮城県知事

村 井 嘉 浩 様

(4) 開催地市長あいさつ
仙台市長

奥 山 恵美子 様

(5) 内閣総理大臣メッセージ披露
全国自治会連合会副会長 長谷川 敬 二

(6) 全国自治会連合会表彰（表彰者９７名中６９名出席）
各ブロック代表受領者は次のとおり
・北海道ブロック代表
小林
保 氏
・東北ブロック代表
宮城県 鈴木 恒秋 氏
・関東ブロック代表
東京都 吉成 武男 氏
・中部ブロック代表
静岡県 小出 禮節 氏
・近畿ブロック代表
兵庫県 大野 幸一 氏
・中国・四国ブロック代表
岡山県 小椋
懋 氏
・九州・沖縄ブロック代表
宮崎県 山口美三雄 氏
(7) 来賓祝辞
総務大臣代理（大臣官房審議官宮地毅氏）
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(8) 大会宣言
全国自治会連合会副会長 鈴 木 孝 雄

(9) 叙勲受章者紹介（１４名中４名出席）
全国自治会連合会副会長 目 黒 宏 平
平成２７年秋叙勲受章出席者
・大阪府
松浦
隆 氏
・大分県
西原 清介 氏（代表謝辞）
平成２８年春叙勲受章出席者
・東京都
有馬 康二 氏
・大分県
小川 英利 氏

(10) 次期開催地あいさつ
（平成２９年１１月９日（木）に大阪府東大阪市大会開催を表明）
全国自治会連合会副会長 松 浦
隆

(11) 閉会のことば
全国自治会連合会副会長 西 野
司会 フリーアナウンサー 渡辺

茂

祥子 さん

○ 第２部 活動発表「全国７ブロックの特色ある活動」
「安全安心活動部門」「地域内連携活動部門」「支え合い活動部門」「人材育成
活動部門」「魅力ある活動部門」「広報活動部門」の中から自由に選択し、独
自のテーマを掲げて、１ブロック当たり２０分での発表。
□ 北海道ブロック【支え合い活動部門】
○テーマ
「ひとりの不幸もみのがさない住みよいまちづくり全道運動」
○発表者
（社）北海道町内会連合会主査
吉 村 美由紀 氏
○発表内容（詳細は活動発表レジュメ集）
１．北海道町内会連合会とは
２．北海道町内会連合会の事業の取り組み
●北海道町内会連合会の取り組み①
ひとりの不幸もみのがさない住み
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よいまちづくり全道運動
・子育てサロンどんぐりコロコロ
・ふるさとお楽しみ会
・若葉子ども見守り隊
●北海道町内会連合会の取り組み②
・研究大会・研修会の開催
・町内会活動実践者研修会・研究大会・研修会の開催
・あなたもまちのサポーター！はじめませんか？
□ 東北ブロック 【安全安心活動部門】
○テーマ
「東日本大震災から学んだ地域防災」
○発表者
仙台市連合町内会長会庶務理事
○発表内容（詳細は活動発表レジュメ集）
１．はじめに
２．東日本大震災時の南材地区避難所
３．避難所運営がスムーズに行われた要因
４．南材地区自主防災行動計画←東日本大
震災時の対応を反省して
５．大震災後の南材地区総合防災訓練
６．八軒中学校区総合防災訓練
７．まとめ

菅 井

茂

氏

□ 関東ブロック 【支え合い活動部門】
○テーマ
「宇都宮市緑が丘地区連合自治会の高齢者福祉の取り組み」
～希望が持てる老後を目指して～
○発表者
栃木県宇都宮市緑が丘地区連合会会長 金 田 貞 夫 氏
○発表内容（詳細は活動発表レジュメ集）
１．栃木県・宇都宮の概要
２．宇都宮市緑が丘地区の概要
・高齢化率上昇の背景
３．地域の成り立ち
・地区内の福祉施設の設立
・緑が丘地区支援ネットワークについて
４．地域での高齢者対応の取り組み
・緑が丘地区内単位自治会での取り組み
・『康守さんち』での取り組み
□ 中部ブロック 【安全安心活動部門】
○テーマ
「遠州灘防潮堤建設と交通事故ワースト１脱出作戦」
～住民の安全・安心を高めるために～
○発表者
静岡県浜松市自治会連合会会長
齋 藤
正
○発表内容（詳細は活動発表レジュメ集）
１．浜松市の概要
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氏

２．浜松市自治会連合会について
・数字で見る浜松市の自治会
３．浜松市自治会連合会と防災について
４．交通事故ワースト１脱出作戦
５．自治会の防犯見守りに関する取り組み
・自治会独自の取り組み
・特殊詐欺対策に関する静岡県警察本部と連携した取り組み
□ 近畿ブロック 【安全安心活動部門】
○テーマ
「安全・安心のまちづくりパレード」
～日本一安全で安心して暮らせるまちを目指して～
○発表者
京都府八幡市自治連合会会長
上 原 嘉 昭
○発表内容（詳細は活動発表レジュメ集）
１．八幡市の概要
２．八幡市自治連合会
３．安全・安心のまちづくりパレード
４．美濃山小学校区の安全安心活動
５．地区自治連合会と各自治会の活動
□ 中国・四国ブロック【魅力ある活動部門】
○テーマ
「古代歴史文化遺産を活用した地域づくり」
～造山古墳を活かしてふるさとづくり～
○発表者
岡山県岡山市加茂学区連合町内会会長 定 廣 好 和
○発表内容（詳細は活動発表レジュメ集）
１．岡山市加茂小学校区の紹介
２．造山古墳蘇生会
３．造山古墳を媒体にしたイベント開催
～ 古墳祭り ～
４．地域振興事業「まほろば祭り（出展）」
５．ボランティアガイド立ち上げと活動
～ ガイドマップ・案内パンフレット制作 ～
６．世代間交流・高齢者の生きがいづくり
７．芽生えてきた成果
□ 九州・沖縄ブロック【安全安心活動部門】
○テーマ
「日田市吹上町自主防災会の取り組み」
～要援護者さんと共に早期避難行動～
○発表者
大分県日田市吹上町自治会会長
行 村
○発表内容（詳細は活動発表レジュメ集）
１．日田市紹介
２．日田市吹上町地区自主防災活動
(1)自主防災会組織の設立経緯
(2)平成 24 年 7 月 3 日県北西部集中豪雨
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孝

氏

氏

氏

(3)平成 24 年 7 月 3 日集中豪雨災害における検証結果
(4)検証結果に基づく現状の取り組み
①自主防災会組織体制図（マップ）
②自主防災会組織体制図
③災害時避難場所及び避難経路図
④「要援護者」避難支援体制図
⑤要援護者への支援方法の周知
⑥防災避難訓練の実施
⑦情報収集の徹底
・避難指示の的確な判断
⑧災害機器（機材）の配備
(5)吹上町防災の避難心得「人命第一」
○ 第３部 交歓会
円卓に約１０人着席で醍醐味満載なアトラクションに興じながら、宮城県産
を中心とした野菜、魚、肉、米、酒などで地域を越えて楽しく和やかに交歓。
(1) 開会のことば
全国自治会連合会会長
鈴 木 光 二

(2) 歓迎のあいさつ
大会実行委員長

吉 川 時 夫

(3) 鏡開き
来賓代表・全国自治会連合会名誉職・正副会長

(4) 乾杯
仙台市議会副議長

安孫子雅 浩 氏
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(5) アトラクション
「仙台すずめ踊り伊達の舞２０１６」
仙台すずめ踊りは、法被姿に扇子を両手に
持ち、軽快にはね踊る仙台を代表する伝統
芸能として、青葉まつりをはじめ、海外に
も演舞を披露し、また学校教育としても取
り入れられるなど、さまざまな場面で踊られています。
「さんさ時雨（民謡：加藤節子、三味線：数又利夫、舞踊：山根繭幹」
「さんさ時雨」は、伊達政宗公にとって、仙
台藩の領地拡大となった大事な勝ち戦の時に、
作られ、歌われてきたとされ、今となって、
結婚式や新築などご祝儀での祝い歌の一番歌
として欠かせない、宮城県の「君が代」とも
いわれる代表的な民謡です。
「多賀城太鼓」
多賀城太鼓は、多賀城市が年ごとに都市化
されていく中ふるさと多賀城を愛する人に
なってほしいという願いを込めて昭和 54 年
11 月市制施行記念日に多賀城鹿踊復活に合
わせて創作されました。
歴史上、全国的に価値ある郷土・多賀城の史実を題材に情景描写をして
おり、鼓手が着ている半天は高崎廃寺の伽藍を染め抜いたものです。
「雄勝町伊達の黒船太鼓」
1991 年 5 月、宮城県桃生郡雄勝町（平成 17
年石巻市に広域合併）の町制施行 50 周年記
念事業のひとつとして発足された創作和太
鼓の団体です。観光客誘致の起爆剤として
の役割を担い、地域の活性化と町民の誇れ
る文化活動を推進し、精力的に演奏活動をしています。
「伊達の黒船」とは、約 400 年前に世界との外交を目指し、現在の石巻市
月浦港から出帆した慶長遣欧使節船「サン・ファン・バウティスタ号」の
ことで、この船が現在の石巻市雄勝町呉壷で建造された説から、曲名と会
の名称にその名が付けられました。
「奥州・仙台おもてなし集団伊達武将隊」
仙台を開府した藩祖 伊達政宗公を中心に、
武の武将 伊達成実、智の武将 片倉小十郎
景綱、鬼小十郎 片倉小十郎重綱、日本人で
初めて大西洋を渡った支倉常長ら、仙台・
宮城で崇敬される武将達に加え、敵であり
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ながら仙台藩と縁を持つ真田幸村、そして、みちのくを表現豊かに俳句
に乗せて紹介した俳聖 松尾芭蕉。
「奥州・仙台おもてなし集団 伊達武将隊」は総勢７名からなる、仙台城
跡を拠点とした、仙台の魅力と歴史を伝えるおもてなし集団です。
(6) 閉会のことば
全国自治会連合会副会長 岩 里 諌 夫

○ 郷土土産品コーナー
出 店 者
主 な 商 品
株式会社
萩の月、伊達絵巻、冷凍ず
菓匠三全
んだ商品
株式会社鐘崎
笹かまぼこ各種
厚切り牛タン、牛タンカレ
株式会社
ー、スープ、牛タン大和煮、
ジオラ
おつまみ牛タン
株式会社
白石温麺、ずんだ温麺、国
きちみ製麺
分町支那蕎麦、カレー麺
仙台駄菓子、ちゃっこ、仙
日立家
台ゆべし、仙台ずんだまん
じゅう、仙台パイ
株式会社
ずんだ餅、あんこ餅、黒ご
黄金食品
ま餅
○ 現地視察
仙台市内・宮城県内の代表的な名勝地や震災対策施設（避難タワー）等、復
興状況、復興メモリアル施設・情報館など次の４コースを視察。
(1) 仙台コース
仙台城址・震災慰霊碑・津波避難タワー・
3・11 メモリアル交流館めぐり
(2) 白石・蔵王コース
真田ゆかりの地「蔵王」・伊達家の重臣片倉
家の城「白石城」めぐり
(3) 東松島・松島コース
三陸海岸東松島市の被災・復興状況・伊達政
宗ゆかりの国宝瑞巌寺めぐり
(4) 石巻コース
三陸海岸石巻市の被災・復興状況・慶長使節
船ミユージアムめぐり
※料金は全コース一律６，７００円（昼食・入場料等込） 写真は石巻コース
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○ 関連協賛企画（地下鉄東西線仙台国際センター駅２階「市民利用施設」）
・エル・アルマ（駅２階屋外テラス・芝生広場のウェルカム演奏）
・特定非営利活動法人みやぎ災害救援ボランティアセンター（多目的スペース
での展示・資料配布等）
５．大会参加者
式典・活動発表
交歓会
現地視察
宮城県外（３２都道府県）
５５８人
３９１人
２１８人
宮城県内（仙台市を除く）
２８人
１７人
０人
宮城県仙台市内
２８４人
１８０人
１５人
来
賓
２８人
１２人
０人
関 係 者
８人
０人
０人
合
計
９０６人
６００人
２３３人
※ 群馬県が主催行事の関係で欠席
※ 視察のコース別参加者
Ａコース：７５名、Ｂコース：２３名、Ｃコース：８２名、Ｄコース：５３名
【来賓出席者】（敬称略）
○ 大会式典
宮地毅総務省大臣官房審議官（大臣代理）
村井嘉浩宮城県県知事
奥山恵美子仙台市長
中山耕一宮城県議会議長
安孫子仙台市議会副議長
佐藤裕和新党大地代表代理
遠藤いく子日本共産党委員長代理
衆議院議員土井亨代理（内藤良助秘書）
衆議院議員西村明宏代理（柏佑賢秘書）
衆議院議員伊藤信太郎代理（藤川弥伸秘書）
衆議院議員小野寺五典代理（斎藤不可史秘書）
衆議院議員勝沼栄明代理（茄子川亮秘書）
衆議院議員井上義久代理（九鬼秀俊秘書）
衆議院議員真山祐一代理（松野博志秘書）
衆議院議員郡和子代理（石田一也秘書）
参議院議員愛知治郎代理（庄子雅大秘書）
参議院議員和田政宗代理（臺洋司秘書）
参議院議員中野正志代理（髙橋克也秘書）
秋山 昇宮城県町村議会議長会会長（大河原町町議会議長）
山浦正井仙台市社会福祉協議会会長
寺田清伸仙台市市民局長
村山光彦仙台市青葉区長
境 洋文仙台市宮城野区長
菊地正宏仙台市若林区長
藤田泰弘仙台市太白区長
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守 修一仙台市泉区長
星 康一仙台市青葉区理事兼宮城総合支所長
菅野 茂仙台市太白区理事兼秋保総合支所長

以上２８名

○ 交歓会
稲葉信義仙台市副市長
安孫子仙台市議会副議長
和田政宗参議院議員
鈴木清隆仙台市社会福祉協議会常務理事
寺田清伸仙台市市民局長
村山光彦仙台市青葉区長
境 洋文仙台市宮城野区長
菊地正宏仙台市若林区長
藤田泰弘仙台市太白区長
守 修一仙台市泉区長
星 康一仙台市青葉区理事兼宮城総合支所長
菅野 茂仙台市太白区理事兼秋保総合支所長

以上１２名

６．お祝いメッセージ（敬称略）
衆議院議員土井亨、衆議院議員秋葉賢也、
衆議院議員西村明宏、衆議院議員伊藤信太郎、
衆議院議員安住淳、衆議院議員小野寺五典、
衆議院議員勝沼栄明、参議院議員愛知治郎、
参議院議員和田政宗、参議院議員若松謙維、
小沢一郎自由党代表・衆議院議員、志位和夫日本共産党中央委員会幹部会委員
長・衆議院議員
７．大会役員・名誉職出席者
会長 鈴木光二、副会長 長谷川敬二、
副会長 吉川時夫、副会長鈴木孝雄、
副会長西野茂、副会長松浦隆、副会長 目黒宏平、
副会長 岩里諫夫、名誉会長 兼松久和、
顧問 山中琢磨、相談役 岩成孝、相談役 東良勝、
常任理事 齋藤正、常任理事 上原嘉昭、常任理事 佐藤賢一、会計 平井興太郎、
監事 篠原勝幸、監事 金田貞夫、理事 島田潤二、理事 佐藤一男、理事 杉江幸
男、理事 杉平信夫、理事 大平輝夫、理事 山﨑勝也、理事 青山、理事 柴本勝
治、理事 藤堂宏子、理事 渡邊勘治郎、理事 岡本志俊、理事 石田雄士、理事 長
尾達雄、理事 南部惠、理事 新田宗信
８．大会運営従事者
実行委員１２人（宮城県自治会連合会役員）、運営委員２２人（仙台市連合町内
会長会役員）、仙台市職員４３人、白石市・利府町・川崎町職員４人、学生ボラ
ンティア１０人、市民ボランティア４人、その他（司会、看護師、ディレクター）、
仙台市連合町内会長会事務局長２人 合計１０３人（実人数：９７人）
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９．大会資料
「大会冊子（次第・参加者名簿等）」「活動発表レジュメ」「あれから５年復興の先
の未来へ」「仙台市観光パンフレット」「宮城県観光パンフレット」

10．参加記念品・表彰記念品
○参加記念品
宮城県指定伝統的工芸品
「宮城野萩模様玉虫塗隅丸銘々皿（緑色）」
○会長表彰記念品 仙臺平「名刺入れ」
○叙勲受章記念品 宮城県指定伝統的工芸品「ワインカップ」
11．協力・協賛企業、団体
○主な協力企業
・交歓会ケータリング
・宿泊・視察取扱
・大会参加記念品
・会長表彰記念品等
・大会冊子印刷
・活動発表記録集印刷
・大会看板製作
・弁当

仙台ロイヤルパークホテル（仙台市泉区）
名鉄観光サービス株式会社仙台支店（仙台市青葉区）
有限会社 東北工芸製作所（玉虫塗）
合資会社 仙台平
株式会社 イシカワ印刷
株式会社 千葉出版印刷
株式会社 小田原企画
仙台サンプラザ株式会社（カフェリーフ）

○協賛企業・団体（五十音順）
住商アーバン開発（株)セルバ事業所
あいおいニッセイ同和損保仙台支店
アイリスオーヤマ株式会社
アサヒビール株式会社
一ノ蔵酒類販売㈱地酒のリエゾン
株式会社伊藤園仙台支店
浦霞醸造元株式会社佐浦
レストラン冠
キリンビールマーケティング株式会社
サッポロビール株式会社
ＪＡ仙台（仙台農業協同組合）
七十七銀行
松栄不動産株式会社
荘内銀行桂ガーデンプラザ支店
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仙台トーホー事務機株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社仙台支店
株式会社東京クラウン仙台支店
東北電力株式会社宮城支店
ニッカウヰスキー
㈱日専連ライフサービス
日本郵便株式会社東北支社
有限会社フラワード
森の駅
リコージャパン株式会社
一般社団法人宮城県建設業協会
若林区連合町内会長協議会
○ 仙台市内町内会（地区連合町内会 ９４団体、単位町内会 ２２７団体）
仙台市青葉区
○片平地区連合町内会
片平地区連合町内会、花壇大手町町内会、大広会、柳町会、北目町会、米
ケ袋町内会、霊屋下町内会、花壇むつみ会、コープ野村花壇自治会
○東二地区連合町内会
東二地区連合町内会
○五橋地区連合町内会
五橋地区連合町内会、五橋町内会、上染師町町内会、田町町内会、青葉土
樋町内会、五橋愛清会、五橋パークホームズ町内会
○上杉地区連合町内会
上杉地区連合町内会、本山町内会、錦町親和会、二日町三勾会、北なごむ
町内会、外記丁通町内会、雷神東町内会
○東六地区連合町内会
東六地区連合町内会
○北六地区連合町内会
北六地区連合町内会、梅田町内会、北四五東部町内会、北六町内会、サン
ライズ東照宮町内会、福沢町内会、宮町北部町内会、福沢町若木会
○中江地区町内会連合会
中江地区町内会連合会、中江モデル友和会、中江東町内会、中江南三和会、
中江公務員住宅会、西中江町内会、中江中央町内会、中江北町内会
○小松島学区町内会連合会
小松島学区町内会連合会、小松島若葉町内会、田中堀町内会、小松島第二
町内会、高松前町内会、高松中町内会、高松町内会、高松前第二町内会、
長命荘町内会、高松上町内会、楢木下町内会、小松島南光会、高松第一町
内会、露無町内会、小松島町内会
○旭ケ丘南部連合町内会
旭ケ丘南部連合町内会
○旭ケ丘町内会連合会
旭ケ丘町内会連合会、旭ケ丘中央町内会
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○台原地区町内会連合会
台原地区町内会連合会
○台原北部連合町内会
台原北部連合町内会
○荒巻地区町内会連合会
荒巻地区町内会連合会
○北仙台地区連合町内会
北仙台地区連合町内会
○桜ケ丘学区連合町内会
桜ケ丘学区連合町内会
○川平学区連合町内会
川平学区連合町内会、川平わかば町内会、川平団地町内会、杉塒町内会、
中山北部町内会、西勝山町内会
○中山学区連合町内会
中山学区連合町内会
○木町通学区連合町内会
木町通学区連合町内会
○通町地区町内会連合会
通町地区町内会連合会、北七番丁協和会、北田町町内会、堤通北部町内会、
北山東和町内会、通町熊野会、北八わかば町内会、神子町親交会、新坂町
北部町内会
○八幡地区町内連合会
八幡地区町内連合会
○国見地区連合町内会
国見地区連合町内会
○折立学区町内会連合会
折立学区町内会連合会
○貝ケ森地区連合町内会
貝ケ森地区連合町内会
○上愛子学区連合町内会
上愛子学区連合町内会
○作並小学区連合町内会
作並小学区連合町内会
○川前地区連合町内会
川前地区連合町内会、下川前町内会、上川前町内会、赤坂三丁目町内会、
高野原町内会、赤坂一丁目町内会、赤坂二丁目町内会
○大沢小学区連合町内会
大沢小学区連合町内会
○吉成学区連合町内会
吉成学区連合町内会
○南吉成学区連合町内会
南吉成学区連合町内会、南吉成町内会、吉成町内会、中山台町内会、中山
吉成町内会、権現森山町内会、西吉成町内会、中山台西町内会
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○大倉地域連合町内会
大倉地域連合町内会
○落合栗生連合町内会
落合栗生連合町内会
○広瀬地区連合町内会
広瀬地区連合町内会
○愛子地区連合町内会
愛子地区連合町内会
○錦ケ丘連合自治会
錦ケ丘連合自治会
仙台市宮城野区
○原町地区町内会連合会
原町地区町内会連合会
○宮城野地区町内会連合会
宮城野地区町内会連合会
○幸町学区町内会連合会
幸町学区町内会連合会
○幸町南学区連合町内会
幸町南学区連合町内会、フローレンス幸町町内会、エクレール宮城野町内
会、朝日プラザ幸町南町内会、幸町南町内会、幸町郵政町内会、幸町町内
会、梶の杜町内会、幸町五丁目町内会、大梶町内会、レックスユウ宮城野
町内会、セレーノ幸町町内会、大梶第一町内会、幸町高層町内会
○枡江学区町内会連合会
枡江学区町内会連合会、二の森町内会、枡江町内会、大堤町内会、幸町五
丁目国家公務員合同宿舎自治会、東北大学職員宿舎(幸町宿舎）自治会、幸
北町内会
○鶴ケ谷地区町内会連合会
鶴ケ谷地区町内会連合会
○西山学区町内会連合会
西山学区町内会連合会、東光台町内会、西田西風町内会、安養寺下中野町
内会、善應寺前町内会、安養寺下町内会、燕沢町内会
○東仙台学区町内会連合会
東仙台学区町内会連合会
○新田学区連合町内会
新田学区連合町内会、古宿町内会、新田西町町内会、新田北町町内会、新
田町内会、小鶴西田町内会、小鶴南部町内会、館町一丁目町内会、館町二
丁目町内会、高瀬町町内会、パークシティイーストアイランド町内会
○燕沢学区町内会連合会
燕沢学区町内会連合会
○岩切地区町内会連合会
岩切地区町内会連合会、山崎町内会、鶴ヶ谷東町内会、畑中南町内会、畑
中北町内会、今市中区町内会、今市下区町内会、今市上区町内会、余目町
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内会、台ヶ原町内会、大橋町内会、入山町内会、若宮町内会、洞ノ口町内
会、県営岩切住宅自治会、岩切分台町内会
○高砂地区町内会連合会
高砂地区町内会連合会
仙台市若林区
○荒町地区連合町内会
荒町地区連合町内会
○連坊地区町内会連合会
連坊地区町内会連合会
○南小泉地区町内連合会
南小泉地区町内連合会
○南小泉北部連合町内会
南小泉北部連合町内会
○南材地区町内会連合会
南材地区町内会連合会
○大和地区連合町内会
大和地区連合町内会
○若林地区町内連合会
若林地区町内連合会
○七郷地区町内会連合会
七郷地区町内会連合会
○六郷地区町内会連合会
六郷地区町内会連合会
仙台市太白区
○向山地区連合町内会
向山地区連合町内会
○八木山連合町内会
八木山連合町内会
○八木山南連合町内会
八木山南連合町内会
○長町地区町内会連合会
長町地区町内会連合会
○郡山地区連合町内会
郡山地区連合町内会
○八本松連合町内会
八本松連合町内会
○鹿野地区連合町内会
鹿野地区連合町内会
○緑ケ丘地区連合町内会
土手内若葉町内会、緑ケ丘東町内会
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○西多賀地区町内会連合会
西多賀地区町内会連合会、芦ノ口団地親交会、芦の口町内会、芦の口羽黒
台町内会、大谷地親和会、金剛沢町内会、金剛沢前町内会、西多賀北町内
会、西多賀東町内会、西の平協栄会、西の平金剛町内会、西の平第一町内
会、西の平第二町内会、西の平第三町内会、東原町内会、三神峯第一町内
会、三神峯第二町内会、横森親和町内会、若葉町内会
○泉崎地区町内会連合会
泉崎地区町内会連合会
○富沢地区町内会連合会
富沢地区町内会連合会
○山田鈎取地域町内会連合会
山田鈎取地域町内会連合会
○太白地域町内会連合会
太白地域町内会連合会
○人来田学区連合町内会
人来田学区連合町内会
○生出学区連合町内会
生出学区連合町内会、板橋町内会、榎平町内会、上町町内会、北赤石町内
会、坪沼北町内会、中沖町内会、根添町内会、人来田町内会、本郷町内会、
町町内会、松場町内会、南赤石町内会
○茂庭台学区町内会連合会
茂庭台学区町内会連合会、ダイア会町内会、茂庭台二丁目町内会、茂庭台
三丁目町内会、茂庭台五丁目町内会、茂庭台わかば町内会
○中田西部町内会連合会
中田西部町内会連合会、柳生南町内会、西中田町内会
○中田地区町内会連合会
中田地区町内会連合会、ウィンベルコーラス南仙台町内会、下古川町内会、
セザール南仙台町内会、中田町北町内会、中田町中央町内会、中田町中町
内会、町東町内会、中田町南町内会、前田町内会、向河原町内会
○東中田町内会連合会
東中田町内会連合会
○中田中部町内会連合会
中田中部町内会連合会
○秋保小学区連合町内会
秋保小学区連合町内会
○馬場連合町内会
馬場連合町内会
○湯元地区連合町内会
湯元地区連合町内会
仙台市泉区
○泉西部地区連合町内会
泉西部地区連合町内会
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○泉ビレジ館連合町内会
泉ビレジ館連合町内会
○野村・上谷刈西連合町内会
野村・上谷刈西連合町内会、上谷刈西部町内会、野村町内会
○高森連合町内会
高森連合町内会
○高森東連合町内会
高森東連合町内会
○将監町内会自治会連絡協議会
将監町内会自治会連絡協議会、将監１丁目町内会、将監２丁目町内会、将
監３丁目町内会、将監４丁目町内会、将監中央町内会、将監南町内会、将
監北町内会、将監西町内会、将監 13 丁目町内会、将監公社自治会、将監公
団自治会、将監県営第３自治会、将監県営第４自治会、将監県営第５自治
会
○長命ケ丘連合町内会
長命ケ丘連合町内会
○上谷刈連合町内会
上谷刈六丁目東町内会、大谷地町内会、貴富弥丸山町内会、丸田沢第一町
内会、北浦町内会、上谷刈狼河原町内会、シーアイタウン八乙女町内会、
上谷刈二丁目町内会
○虹の丘連合町内会
虹の丘連合町内会
○泉中央連合町内会
泉中央連合町内会、泉中央町内会、七北田町内会、友愛町内会、泉中央第
一町内会
○向陽台連合町内会
向陽台連合町内会、向陽台一丁目町内会、向陽台二丁目町内会、向陽台三
丁目町内会、向陽台四丁目町内会、向陽台五丁目町内会
○泉中東地区連合町内会
泉中東地区連合町内会
○南光台地区連合町内会
南光台六丁目南町内会
○南光台東部連合町内会
南光台東部連合町内会
○八乙女地区連合町内会
八乙女地区連合町内会、南光台第三町内会、南光台五丁目町内会、南光台
六丁目北町内会、東黒松町内会、リーベスト八乙女自治会、旭丘堤町内会、
八乙女公園坂町内会
○桂連合町内会
桂連合町内会
○泉松陵連合町内会
泉松陵連合町内会、松陵一・二丁目町内会、松陵三丁目町内会、松陵東町
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内会、松陵住宅自治会、永和台町内会、百合が丘町内会、歩坂町内会
○明石南連合町内会
明石南連合町内会
○紫山連合町内会
紫山連合町内会、紫山一丁目町内会、紫山二丁目町内会、紫山三丁目町内
会、紫山四丁目町内会、紫山五丁目町内会
12．成果と課題
○ 成果
・県内４コースの視察や東日本大震災から学んだ地域防災についての活動発表
を通じて、宮城県内の復旧・復興状況や今後の震災対策の一端を直接見聞し
ていただき、全国自治会連合会から受けた支援に対する恩返しができた。
・本年６月に設立された宮城県自治会連合会（構成団体２市２町）が大会実行
委員会の主体となり本大会を企画運営でき、力強いデビユーを果たせた。
・初めて全国７ブロックの特色ある活動発表が実現し、地域を越えた実践活動
事例を学び合う機会を創設できた。
・宮城県・仙台市の食材、文化などをもとに、地域を越えた参加者間の情報交
換がしやすい交歓会形式を導入したことにより、全国的な交流が深まった。
○ 課題
・初めて取り組んだ全国７ブロックの特色ある活動発表について、より効果的
な持ち方を追求していく必要がある。
・現地視察について、より主体的な取り組みを検討する必要がある。
・大会運営方法について能率性・効率性の向上を追求していく必要がある。
・今大会を機に国内の未加入自治会連合会組織の加入を意図したが、ほぼ参加
が得られずきっかけを掴めなかった。大会資料の送付などを通じて将来の加
入につなぐ必要がある。
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