
本郷地区の再編検討に至った経緯と現在までの経過について

「人口や世帯数の減少、高齢化による高齢者世帯の増加に伴う
区の規模の格差、また、未加入世帯の問題に対して、区の再編
も視野に入れ、地域住民と行政が一体となって、検討していく
場を設けてほしい。」

「区の再編に向けた具体的な議論の進め方を検討し、地域の皆様
とともに課題解決に向けて一体となって取り組んで参りたい。」

「本郷地区のこれからを考える会」設立（令和２年７月２７日）

目的
本郷地区における行政区の再編に向けた具体的な議論の進め方を検討し、地域コミュニティの維持及び災害時の
共助の観点から課題となっている行政区の機能維持について、今後の方向性を具現化することを目的とする。

構成
委員２０名（駅前区から１５区までの各区から１名ずつ推薦）
オブザーバー３名（上記行政区所属町会議員及び学識経験者（※大学教授）） 事務局：役場総務課

事業の経過

令和２年度
・アンケート調査（本郷地区約７００世帯を対象）※統合や再編が必要であるという意見が７割を超えた
・会議を通じて各区の現状把握、問題点等を議論

令和３年度
・まちづくり研修会の開催（街歩きイベント「ブラほんごう」、仁愛女子短期大学内山教授による「講演会」）
・会議を通じて再編について議論

令和４年度（９月時点） ・会議を通じて再編について議論

再編案の経過

既存の区境を白紙として５つに再編
分かり易く合理的に大きな道路・河川で本郷地区の２０区を空白なく５つに再編する案
→区が大きくなることで基盤が強くなる。既存の区が分断されることや規模の大きさから運営が難しい面もある。

既存の区境をベースに５つに再編
上記の案を既存の区に置き換えた案
→既存の区が分断されないため抵抗感は低いが、関係する区との調整や運営が難しい面は変わらない。

既存の区境をベースに９つに再編
比較的運営しやすい規模に縮小し再編した案
→上記の案に比べて区の規模が小さいため、関係する区や運営といった面からも再編に向けた議論が進みやすい。

既存の区境をベースに８つに再編
上記の案を一部修正した案
→地理的条件や子供会の区域などこれまでのつながりも参考にしながらより実現可能な区域とした。

◆令和元年度区長要望（本郷地区区長連絡協議会 →町） ■令和元年度区長要望への回答（町 →本郷地区区長連絡協議会）

※令和２年度から３年間を目途に再編ついて議論
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新しい枠組みによる区編成のコンセプト　　

＜元気な本郷を取り戻そう＞
＜安全・安心な本郷を作ろう＞
＜50年先まで考えた町づくり＞

（限界的な町内会を合併するだけの事ではありません）

統廃合で期待できるメリット

① 災害対策、防火・防災視点からの安心・安全な町づくり
（電線管埋設、狭隘道路の拡幅、津波、洪水、土砂崩れなどの災害への対応が出来る）

② 行政に対する影響力が大きくなる
（区長・役員などの発言力が高まり、行政への陳情や提案が活発になるとともに影響力が増す）

③ 体制が整い自治組織としての本来的な機能が確立することで活性化する。
（防災・防犯設備の設置、道路の拡幅など住民にとって安全安心な環境対策が増える）

④ 予算規模が大きくなるため、よりダイナミックな自治活動が可能になる。
（町民指標資金や自主防災補助金、その他の助成金などを運用した活動が出来る）

⑤ 人材が豊富になり積極的で本来的な自治活動ができる
（リタイヤ世代の活用、ボランティア活動の推進、町会議員の増加などが期待できる）

⑥ 最先端のIT技術を導入した先進的な町内会運営が可能になる
（母集団が大きくなりIT化に向けた町施策などに対応が簡単になる。）

⑦ スケールメリットにより新しい雇用の創出
（配布物や検針業務、集金業務などを外注して雇用の創出が可能になる）

⑧ 空白地なく設定することで、今後すべての住民が区入りして平等の権利を担保出来る
（区入りすることは義務ではなく権利である事を認識する）

⑨ 本郷地区の歴史と伝統・文化・祭礼などの継続と発展。
（本郷地区はこれからもおおい町の中心地であり、子供たちのふるさと意識の強化）

⑩ 自助＜互助＜近助＜共助＜公助の体系的な社会保障体制を明確に運用することが出来る
（家庭＜向こう三軒両隣＜旧区割り＜新区割り＜第１公助＜第２公助　）

現在の区編成の問題点
①世帯数規模がバラバラである。

（本郷地区の施策をする場合にどこを基準とするか難しい）
②区の範囲が住民にしか分からない。

（配り物や有線放送接続、新規参入などの時に不便である）
③すべての住民が所属していない。

（空白地に住んでから区入りするため断りやすい）
④区割りが細かいため住民コンセンサスに限界がある

（近辺の区とのコミュニケーションが日常的に確立していない）
⑤一律的な役員選出があるため、小さい区では負担が大きい。

（一人がたくさん持ったり、何年も連続して持つ事が多い）
⑥ゴミステーションが区割りを基本にしているので不便な場合がある。

（すぐ近くにゴミステーションがあっても区が違うので出せない）
⑦防災組織が小単位のためネットワーク機能を果たせない。

（近隣区に自主防災組織がないので連携できず、限定的活動になってしまう）
⑧行政の下請け業務が多く独自の活動が消極的になっている。

（区長とは名ばかりで配り物の配達係、集金係、放送係でしかない）
⑨町民指標資金の使途に限界がある、またはマンネリ化している。

（少子高齢化などで本来の目的に沿った運用が難しい）
⑩小子老齢化が運営に影響している区が多い

（一人住まいも多く、区の役員などが受けられない世帯が多い）
⑪消防車、救急車,除雪車などが通れない道路があるが対策を講じられない

（小規模な区が多いので本郷地区の都市計画が立てにくいことも原因の一つである）
⑫隣接した区などとの協力、ネットワークが確立していない。

（昔からの区割りが多く、いまさら合同で何かしようという気が起こらない）
⑬災害時の対応が、現在の小規模区割、飛び地区割りでは確立できていない。

（そもそも防災という観点から区割りを考えていない）
⑭古くからの付き合いのため排他的なところがあるので、新規に入会しずらい。

（若い世帯が入会するとすぐに役が回ってきて何年も継続することが予想される）

③



Q＆A 現在の区は解散になりますか
解散する必要はありません。新しい区の中で現在の区の運営方法を決めてもらいます。

・ 納税組合は解散になりますか
解散する必要はありません。今までどおりの運営が可能です。

・ 自主防災組織は解散になりますか
解散する必要はありません。今までどおりの運営が可能です。

・ 役員はどうなりますか
区長は新しい区で１人となります
スポーツ協会代議員、交通代議員、本郷踊り保存会代議員、社会福祉協議会推進員
大火勢若衆、宮世話　などは今後の新しい区と組織団体などとの調整となります

・ 面識のない人と新しい区で一緒になっても仲良くなれないのでは
コミュニケーションは大事ですが、区としての運営は一人一人の権利を守り
住みよく安全に暮らすという目的実現のためにあります。向こう三軒両隣の
顔の見えるお付き合いを大切にしたうえで、防災などの大きな枠組みをとらえて下さい。

・ 今までの近所付き合いが無くなるのはさみしい
区が合併することで付き合いが無くなる事はありません。
今までの近所付き合いは、これからも大事にして下さい。
災害などの緊急時には、区割りなど関係なくご近所さん同士が助け合って安全を確保して下さい。

・ すでに大きな区になっているので、いまさら改編したくない
大所帯の区にもさまざまな問題や改善するべき事象があると思います。この機会に見直しして下さい

・ 小さい区どおしが合併して大きくするだけで良い
今回の区再編の目的は、合理的で分かりやすく、防災を意識した編成です。
これは本郷区がおおい町の中心地としてふさわしい都市計画を実行するために
必要になります。単なる町内会の合併ではなく、将来を見据えた町づくりという
観点からも大事なことですので、ご理解をお願いします。

・ 新しい区になって変わることはありますか？
枠組みが大きくなるので、道路が狭いとか、ゴミステーションが遠いといった
共通の課題を解決するための議論が進みやすく、スケールメリットを生かした
町への提言が出来やすくなります。

・ 配りものとか回覧板などはどうなりますか
現在の区長さんの業務の大半は、行政の下請け的な業務となっています。
区長さんや区の役員さんたちの本来の業務は、町内会が住民の方々の
生活に便利で安全であるためになされるべき業務です。
新しい区編成が出来た後は、行政の下請け的な業務は工夫して、配達係を雇うなど
新しい雇用も生まれる可能性もあるので、視野を広げて考えてください。

日本政府は今後ITを推進します。おおい町でも積極的にIT化を進めるはずです。
この流れに沿って回覧板や配り物も、SNSを利用するなど配達方法が進化するはずです。
そのためにも、新しい大きな区割り編成を今から準備しておく必要があります。

・ 町内会での旅行、新年会などはどうなりますか
今まで通りに実施できますが、費用負担については検討が必要かもしれません

・ 町民運動会はどうなりますか
体協との協議が必要ですが、今までどおりの参加方法でも問題はないと思います。

・ 現在の町内会独自の行事は、今後どうなりますか
今まで通りに実施すれば良いと思います。

・ ゴミステーションはどうなりますか
区割りにとらわれず一番近い所にゴミを持っていけるように見直しができると思います。



・ 集会所の利用はどうなりますか？
基本的には何も変わりません。集会所は住民のためにあるので、地域の方々が
運営者となって管理・利用してください。利用の運営方法も地域で決めてください。

・ 現在の区の財産、負債、町内会費などはどうなりますか？
新しい区の編成までに、現在の区で継続して保有するか、精算するか協議してください。財産の処分方法や
負債の処分方法などについては、専門家と相談する機会を設定することも可能です。
町内会費や町民指標資金、区長手当などについてもこの機会に再検討が必要になります。
加えて合併特例助成金などを町にお願いする事も考えています。

・ 区の領域が大きくなると、細かい班編成が必要になるのでしょうか？
協議して新しい区の運用を決めるべきですが、必ずしも班編成が必要とは限らないと思います。
班編成が必要になるべき状況は、配布物や集金になりますが、上記のように今後IT化が進んだり
配達員さんを雇用することができれば、そのための班編成は不要になります。
旧来の関係を維持継続するために、現在の区の皆さんでグループを作るのは大賛成です。

・ このままで良いと思いますがなぜ今頃再編するのでしょうか？
実は区の再編は今度で３回目のトライになります。過去２回の失敗は、旧来の区割りを守ることに
こだわったため実現できなかったと聞いています。今回はちょうど年号が令和に変わる時でもあり
良いタイミングと思いました。
区の再編は単に小規模な区どうしをくっつけて大きくすると言う単純なものではなく
次世代に向けても合理的で意味のある区割り編成を用意するべきです。
そしてそれは、本郷地区の街づくりそのものであるということになるのです。
本郷区の活性化は、おおい町の発展にとって不可欠であります。そのために３度目の今回は
十分に議論をして、将来に向けて夢と希望の持てる再編を計画していきたいと思っています。
また、昨今の甚大な災害の発生や、国が進めるIT化などに対応できるインフラ整備は、おおい町の
中心地である本郷区こそが先陣を切って進めるべき課題です。
また、町内会という自治組織は、住民すべてが平等に安全、安心、便利な生活環境を有する
権利を持っていることから成り立っています。決して義務ではないという事を再度ご確認ください。
新しく大きな区に編成された結果、いままでの隣近所のご関係が崩れるようなことはあり得ません。
今までの区割りでの行事や風習や活動が、阻害されるようなこともあり得ません。
それこそ地域の皆さんの知恵と工夫で、新しい関係と共に共存して継続発展させて下さい。
今回の本郷地区の再編をエポックメイキングととらえ、元気な本郷地区を作りましょう。
本郷地区の皆さんの地元意識が高まり、広がり、繋がることこそがこの再編の目的です。
子供たちのために、50年、100年先を見据えた本郷の町づくりを目指していきましょう。

・ 小学生の分団、子供会の区域を踏襲してはだめでしょうか？
調べたのですが、子供会の区域もかなり複雑で、子供さんの少ない所は近隣の区域に
合併したりしています。もともとの区割りと分団区域とはイコールでもありません。

・ 新しい区の名称はどうなりますか
区民の皆さんで決めることになるでしょう。
単なる数字ではなく、夢のあるネーミングを子供たちと一緒に皆さんで考えて下さい。



④

区割 行政区 人数 世帯数 区長文書送付部数 平均年齢 20歳以下 65歳以上 高齢化率

A 青戸 232 88 95 34.33 73 19 8.19%

B 12の2、14 129 58 58 52.60 17 53 41.09%

C 13 354 165 70 38.83 81 48 13.56%

D 駅前、1の1、1の2、2 313 113 109 42.74 92 70 22.36%

E 3、7、8、9 234 93 81 50.82 49 80 34.19%

F 10の1、10の2、11、12の1 149 65 67 52.95 23 56 37.58%

G 仲の町、5、6 342 127 120 46.36 80 88 25.73%

H 15 328 172 80 26.75 95 4 1.22%

既存の区をベースに８つに再編　



既存の区をベースに８つに再編 ⑤

A B

C

D

E

F

G

H

青戸 12の2、14

駅前、1の1、1の2、2

13

3、7、8、9

10の1、10の2、11、12の1

仲の町、5、6

15


