
 

 
  

ヒアリング実施事例
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本事例に関する概況・基礎データ等は、千種 １ページの「千種区 千種学区」を参照 

 

 【活動の概要】                  

千種学区では、コミセンまつりとして、

コミセン教室（コミュニティセンターで活

動している各種教室）の作品展示を行って

いたが、コミセン運営委員会の立ち上げを

期に、地域のふれあいや交流を一層深める

ために、平成１０年から千種小学校体育館

で「千種学区文化祭」を開催している。 

文化祭は、コミセン教室（民謡やコーラス、太極拳など）、第二幼稚園、千種小

学校和太鼓部、小学校の教職員など様々なグループが発表を行う「芸能発表の部」

と、絵画、書道、クラフトなどの作品を展示する「作品発表の部」のほか、子ど

も向けの折り紙教室や模擬店も行っている。子どもが発表することにより親や祖

父母も来場し、延べ参加者数は約 800 人に達している。 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

もともとコミュニティセンターで、コミセン教室の作品展示を行うコミセンまつりを

開催していたが、展示者の身内が訪れる程度だった。コミセン運営委員会の立ち上げを

期に、コミュニティセンターでの活動を地域に広め、地域のふれあいや交流を深めたい

という声が上がるようになった。そこで、小学校や幼稚園にも協力を呼びかけたところ、

快く協力を得ることができ、小学校の体育館で、コミセン教室や園児、児童、小学校の

校長や教頭による作品展示や舞台での発表のほか、模擬店など子どもから大人まで参加

できるよう規模・内容を拡大して実施することとした。   

【活動事例１】 

千種区 千種学区 
住民・地域・小学校や幼稚園が連携
してつくる『千種学区文化祭』

  きっかけ・目的・・・子どもの参加を得ながら地域の交流を深める １ 

■活動への取り組み方 

・児童や園児の舞台発表や作品展示を行うことで、親や祖父母世
代といった多様な世代の参加につながっている。 

・住民に文化祭に対する興味を持ってもらうため、全戸配付する
パンフレットに発表者の名前を掲載している。 

・午前と午後のどちらかに参加者が偏らないように当日のプログ
ラムの順番を工夫している。 

園児による発表
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  活動の進め方・・・実行委員会を立ち上げて、コミセン教室、小学校等と調整 ２ 

【ステップ①】計画・体制づくり 

■千種学区文化祭実行委員会の立ち上げ 
・コミュニティセンター運営委員を中心に、各種団体による５０名ほどの実行

委員会を、開催日の半年前から立ち上げ、文化祭の開催日を決め、各団体に

周知を図る。 

・実行委員会において、開催内容の検討を行う。 

■参加者・団体の募集を行う 
・出演者、出演団体を募集するチラシを作成し、配布するとともに、出演者向

けの説明会を実施する。 

【ステップ③】当日の運営 

■役割分担に基づいて運営 

・統轄、会場、来賓受付などあらかじめ決めた役割に沿って運営する。 

■反省会を行い次の展開を検討 
・来場者に評判を聞いて、当日中に反省会を開き、改善すべきところは次の文

化祭に反映している。

【ステップ②】事前準備・ＰＲ 

■プログラムや会場計画などの実施要領を作成 
・実行委員の役割分担や当日のプログラム、会場レイアウ

トや駐車場の計画など、文化祭の実施に必要な事柄を実

施要領として 20 ページ程度にまとめる。 

■ポスター・案内状・パンフレットで幅広く住民へＰＲ 
・ポスターを掲示をしたり、当日のプログラムを掲載したパンフレットやチラ

シを全戸配布したりするほか、来賓などへ案内状を配布して周知を図る。 

実施要領に出演者の名前も掲載 
・出演者の意識や住民の関心を高めることができるよ

うに、実施要領はもちろん、パンフレットにも出演

者の名前を掲載するように参加団体と調整する。 

実施要領

書道教室の作品展示
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■小学校、幼稚園の参加を得て多様な世代が来場 
・千種小学校、第二幼稚園とも歴史が古く、また、学区には都市部でありながらも三

世代居住の世帯も多い。そうした中で、児童や園児の絵手紙などの作品展示や、歌

や踊りなどの舞台発表を行うことにより、子どもから親や祖父母世代まで多世代の

来場者を得ている。 

■パンフレットに出演者の名前を掲載 
・全戸配布するパンフレットに出演者の名前を掲載するほか、当日の発表の時にも一

人ずつ名前を紹介することにより、出演者の参加意欲や日常の活動へのやる気を高

め、舞台発表の質を高めることにつながっている。 

■プログラムの順番の工夫により来場者の偏りを防ぐ 
・児童や園児による舞台発表は午前に行うため、午前から多くの住民が来場する。し

かし、それが終わると帰ってしまう住民も多いため、プログラムの 後に、「炭坑

節」や「名古屋ばやし」といった曲に合わせて自由参加の「総おどり」を参加賞を

付けて行うことで、午前と午後の来場者数が偏らないように工夫している。 

 

 

 

■多くの来場者を確保している 
・児童や園児の作品展示や、舞台発表を見るために、子ど

もの親や祖父母が来場しており、多くの来場者を確保し

ている。 

・また、プログラムの順番の工夫により、１日を通じて会

場に一定数の来場者を確保することにつなげている。 

■地域の多世代交流につながっている 
・舞台への出演者とその家族、児童・園児とその親、祖父母など様々な世代の住民が

来場し、世代間の交流を図る機会として役立っている。 

・文化祭を通じて地域の顔見知りが増え、普段からも声をかけ合うなど、住民同士の

交流が高まっている。 

■コミセン教室の活動、子どもの発表の場を提供 
・コミセン教室の作品や演技を地域に発表する場を設けたことで、出演者の日常の活

動へのやりがいが高まり、コミセン教室の活性化につながっている。 

・来場者の増加に伴い、作品展示の依頼も増加しており、年々文化祭の規模が大きく

なっている。 

  活動への取り組み方・・・地域・学校・家庭の絆を深める ３ 

 成果・効果・・・多世代の交流機会の創出  ４ 

小学校和太鼓部の発表
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■若い世代の参加を増やすこと 
・住民や小学校、幼稚園は文化祭に協力的で運営上の問題はないが、高齢者が活動の

中心となってきており、若い世代の参加が期待されている。PTA などで文化祭に

関わった人が、後に運営側に参加してくれればと考えている。 

・一方で、若い世代は地域との関わりが薄く、ＰＴＡも共働き世帯の増加などで学校

との関わりが少なくなっている傾向がある。若い世代が地域や学校と関わる機会と

して、文化祭を継続して開催していきたい。 

■活動資金の確保と限られた予算をうまく活用すること 
・限られた予算の中で継続していくため、出演者への記念品の配付をはじめとする当

日の経費全体を見直すなどの工夫が必要。 

■参加者との調整に苦心するが貴重なコミュニケーション 
・年々参加者が増加し、作品展示の依頼も増加しているが、作品を展示できる場所は

限られているので展示範囲やプログラムの時間調整に苦労している。 

・発表時間、展示場所、参加者の名簿づくりなど、参加者との調整は手間を要するが、

各種団体とのコミュニケーションを高める貴重な機会となっている。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

・コミュニティセンターでの活動や、小学校や幼稚園の活動を広く住民に発信するこ

とで、地域、学校ともにメリットのある文化祭となっている。 

・毎回、文化祭の後すぐに反省会を実施し、反省内容を次回に反映させながら、徐々

に規模を大きくしたことで多くの来場者を得ている。 

・地域と小学校、幼稚園が連携して取り組むことで、文化祭に限らず、子どもの見守

り活動などに地域全体で協力する体制が構築されている。 

 今後の課題・展望・・・若い世代の参加が課題  ５ 

 運営者の声  ６ 

・ 初は、コミセンと地域とのふれあいを深め

たい、地域とのつながりをもっと広げていき

たいと考えて、団体や小学校に文化祭への参

加について声をかけた。 

・児童や園児の参加を得られると、その保護者

も参加することになるため、来場者も増えて

活気が出る。…など 

 まとめ・考察  ７ 

多世代の住民でにぎわう会場
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本事例に関する概況・基礎データ等は、東 ４ページの「東区 葵学区」を参照 

 

  【活動の概要】 

平成 23 年度から、名古屋市の「シルバーパワー

を活用した地域力再生事業」を活用した地域の支え

合いの仕組みづくり・体制づくりを進めてきた。平

成 24 年に活動をスタートし、ボランティアによる

高齢者・障がい者の資源回収時の運搬や電球の取替

えなどの「困りごとお助け活動」や、ふれあい給食、

もちつき大会のお手伝いなどの「ふれあい活動」に

取り組んでいる。 

ボランティアには予想を上回る 60 名もの応募があり、中にはこれまで地域活

動に参加していなかった住民も含まれており、新たな担い手の発掘にも役立って

いる。 

地域福祉活動推進員を２名選任し、週２回、困りごと相談や支援の依頼を受け

付けている。まだスタートしたばかりで依頼件数は少ないものの、潜在的な需要

は高いことが見込まれることから、今後は現場の声を踏まえた活動内容の見直し

やボランティアの拡充などに取り組んでいく。 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 高齢者には、行政等には頼むほどではない生活の中の「ちょっとした困りごと」があ

ることから、名古屋市のモデル事業「シルバーパワーを活用した地域力再生事業」を活

用し、団塊世代をはじめとするシルバー世代の地域福祉活動への参加を促して、支え合

いの仕組みを作ることを目指し取り組んでいる。  

【活動事例２】 

東区 葵学区 
シルバー世代の活躍による 

地域支え合い活動の実践

  きっかけ・目的・・・高齢者のちょっとした困りごとを支え合いたい １ 

■活動への取り組み方 

・地域の各種会合や催事の場で直接説明する機会を作り、繰り返

し参加・協力を直接働き掛けた。 

・地域が前面に立って主体的に取り組むことで、隣近所で困って

いる高齢者を助け合うことを住民にも自分たちの問題として理

解を深めてもらった。 

・初めての取り組みで、担い手も利用者も手探りであるため、ま

ずは活動内容を絞り込んでスタートした。 

・事業を通じて、シルバー世代の生きがい及び役立ち感の増進、

高齢者の孤立防止を目指して取り組んでいる。 

資源回収時の運搬の手伝い
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  活動の進め方・・・地域の理解を得ながら、組織及び事業計画を構築 ２ 

【ステップ①】学区の合意形成及び運営体制づくり 

■学区連絡協議会で事業について説明し理解を得る 
・学区連絡協議会で、区社会福祉協議会の支援も得て事業の説明会を開催し、

ボランティアと依頼者とのトラブルなど、懸念される課題なども確認しなが

ら実施方針を検討した。 

■シルバーパワー活用連絡会議を設置 
・学区連絡協議会の協力を得て「シルバーパワー活用連絡会議」を設立。また、

リーダー役として２名の地域福祉活動推進員を選任した。 

【ステップ③】事業計画を作成して活動開始 

■わかりやすく、身の丈に合わせた活動内容に絞り込み 
・地域のニーズが不明であり、まずは事業内容をわかりやすくするために、活

動内容を「ゴミ出し」、「電球の取替」、「買物等の近所の付添い」に絞り込む

こととした。 

■活動を本格スタート 
・まだ数件程度ではあるが、少しずつ地域からお困りごとの依頼がある。現場

の活動推進員の声を聞きながら、徐々に地域のニーズを掘り起こしていく。 

【ステップ②】組織づくり 

■ボランティアの募集 
・募集チラシの各戸配付及び回覧により２回のボランテ

ィア募集を行ったところ、予想を超える応募があった。 

■各種地域行事などで地域住民に直接働きかける 
・もちつき大会など地域の行事の席上などで、何度も繰り返し説明するととも

に、直接参加・協力をお願いすることで、十数名が登録してくれた。 

社会福祉協議会の支援を活用 
・事業の説明、体制づくり、ボランティア募集

などの様々な場面で、区社会福祉協議会の支

援を受けながら、具体化を進めてきた。 

社会情勢・地域自治などを学び合う 
・地域自治のあり方や少子高齢化などについて参考資料等を配布

して情報提供するとともに、ちょっとした学習の時間を作る。

ボランティア募集
チラシ 
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■地域住民に各種会議・催事等の場で繰り返し直接呼びかけ 
・「お困りごとお助け活動」などを行うと得られる“ボランティアポイント”など、

やや複雑な点もあったので、チラシなどの書面による募集だけでなく、地域の各種

会合や催事の場で、直接説明する機会を丁寧に作り、参加・協力を働き掛けた。 

■社会福祉協議会の支援を受けつつ、地域が前面に立って活動 
・区社会福祉協議会のきめこまかい支援を受けたものの、あくまで地域が前面に立っ

て主体的に取り組むことで、住民にも、地域で“ちょっとした困りごと”を抱える

高齢者や障がい者を隣近所の支えあいの中で支えていくことを自分たちの問題と

して理解してもらうことができた。 

■わかりやすく、やりやすい活動内容・対象者に絞り込む 
・初めての取り組みで、担い手も利用者も手探りであることから、まずは活動内容を

絞り込んでスタートし、徐々にニーズを把握し拡充することとした。 

■生きがいづくり・仲間づくり、高齢者の孤立防止 
・地域支え合い活動の促進を通じて、シルバー世代の生きがい及び役立ち感を増進す

るとともに、地域との接点、仲間づくりの場として高齢者の孤立防止に役立てるこ

とを目指して取り組んでいる。 
 
 

 

■住民の支え合いの仕組みが構築された 
・新たに地域で支え合う活動の仕組みを立ち上げることができ

た。 

■住民意識の高揚が図られ、新たな人材の 
発掘にも結び付いている 

・チラシの配布やきめ細かい働きかけにより、地域住民の意識

が喚起され、予想を上回る人数のボランティアに応募しても

らうことができた。 

・従来の学区の活動には参加していなかった新たな人材も多くおり、ボランティア活

動などの地域貢献活動に参加したいと考えているシニア層との新たな接点、活躍の

機会を作ることができた。 

■学区関係者の地域福祉活動への理解が深まってきた 
・当初の事業説明会では、学区の負担が増えるのではないかといった警戒感もあった

が、具体的な取組を進める中で学区関係者の理解も深まってきた。 

  活動への取り組み方・・・地域が主体的に取り組み、賛同の輪を広げる ３ 

 成果・効果・・・相互支援の仕組みの確立、新たな人材の掘り起し  ４ 

利用者募集のチラシ
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■利用対象者の拡大と葵学区独自のメニューづくり 
・これまで隣近所で助け合って暮らしていた住民にとって、利用を遠慮してしまいが

ちである。現在は始めたばかりのため、利用をひとり暮らし高齢者や高齢者のみの

世帯などとし、ボランティアの内容も絞っているが、仕組みを丁寧に説明するとと

もに、地道に個別ニーズに対応しながら利用対象者や活動内容を拡充して、葵学区

ならではのメニューに育てていきたい。 

■担い手となるボランティア人材の拡充と事業の継続 
・この取り組みを継続性のあるものにするために、引き続きボランティアの募集を随

時行い、担い手の拡充を図っていくことが求められる。 

・団塊世代の人の中には働きながら培った色々な能力のある人も多いと考えられるこ

とから、その他の学区の活動への参画にもつなげたい。 

■運営上の課題など考える仕組み 
・利用者が増加してくると、苦情やトラブルも発生すると考えられる。予防策として

2 人 1 組で活動を行うことを申し合わせているが、その対処が課題。新しい仕組み

であり、しっかりその効果や課題を検証する仕組みが必要。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

・名古屋市の事業を活用し、学区関係者が丁寧に話し合い理解を深めながら、主体的

かつ身の丈に合わせた支え合いの仕組みを作っている。 

・こうした仕組みやプロセスは、高齢化が進む地域において、地域のニーズの把握や

地域活動の担い手の確保につながるとともに、これまで地域との関わりの少なかっ

た団塊世代の定年退職者の地域での孤立を防ぐ取り組みである。 

 今後の課題・展望・・・事業の継続・拡充と独自のメニュー作り  ５ 

 運営者の声  ６ 

・助ける側と助けられる側という立場ではなく、持

ちつ持たれつの支え合いの関係をともに楽しむと

いう姿勢が大事だと思う。 

・リーダーは常に勉強し、考え方の異なる各種団体

の長所を生かしあえる関係づくりが大切。 

・団塊世代の 大の敵は地域における孤立。とくに

男性は、本事業をきっかけに地域との接点をつく

り、孤立防止に役立てたい。…など 

 まとめ・考察  ７ 

活動内容



  
 

 ９

 
 

 

本事例に関する概況・基礎データ等は、北-８ページの「北区 大杉学区」を参照 

 

 【活動の概要】 

平成 24 年８月、北区大杉小学校の生活

科教室に、地域住民が回収した古本を活用

して地域ぐるみで運営する「福祉図書館」

が開設された。これは、全国的にもあまり

例のない画期的な取組である。 

毎週日曜日の 11 時から 16 時までの開

館時間には、高齢者や子ども連れの家族な

ど 50 人程の住民が訪れ、ゆっくり本を選んだり、お友達とおしゃべりをしたり、

それぞれが思い思いのスタイルで楽しんでいる。平日は学校に管理を任せ、土曜

日はトワイライトと、子どもたちの利用もある。利用者からは「家のそばで本が

借りられるのが嬉しい」といった喜びの声も寄せられており、徐々に地域に溶け

込んだ居場所となっている。 

本のクリーニングや書棚の確保にＮＰＯの協力を得るとともに、管理は学区内

のボランティアで協力して行うなど、手作りの図書室でお金のかからない憩いの

場づくりとなっている。 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ３年前、資源回収で新聞や雑誌とともに捨てられていた古本を見て「まだまだ読める

ものばかりでもったいない」と感じた学区連絡協議会会長が、活用方策を考え、役員や

各町内会にも協力をお願いして古本を集めて、地域住民の手作りによる図書室をつくり、

住民の憩いの場としても活用しようと考えてスタートした。   

【活動事例３】 

北区 大杉学区 
古本回収による憩いの場づくり 

『福祉図書室おおすぎ』

  きっかけ・目的・・・捨てられる古本を活用したい １ 

■活動への取り組み方 

・“もったいないから”という生活者の視点から、通常は処分され

る古本を再利用し、地域ぐるみで資源回収や寄付により本を集

めて、約 12,000 冊の蔵書を作り上げている。 

・本のクリーニングや書棚の調達などでＮＰＯ法人と連携。 

・図書室の管理運営の業務は、学区の幅広いボランティアによっ

て、交代制で協力して運営している。 

福祉図書室の様子
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  活動の進め方・・・各町内会が協力し、ＮＰＯ・小学校とも連携 ２ 

【ステップ①】具体的な事業内容の検討 

■ＮＰОの協力を得られる見通しが立ち、学区として推進 
・古本の活用に町内では消極的な意見も多かったが、古本のクリーニングに取

り組むＮＰＯの協力が得られる見通しが立ち、計画を進めた。 

■小学校の賛同を得て学校内に場所を確保 
・身近な場所における図書室開設の提案に大杉小学校が賛同し、生活科教室を

一般開放してくれることとなり、場所を確保できた。 

【ステップ③】運営体制の確立及び実践開始 

■学区の協力を得て、ボランティアによる運営体制の構築 
・学区連絡協議会や福祉推進協議会の協力を得て、毎週日曜日の 11 時～16 時

までをボランティアが午前・午後で交代して管理運営。 

■地域の憩いの場としてお茶などをサービス 
・高齢者や子育て世代のサロンとして喜んで利用してもらえるように、お茶出

しのサービスも行って、温かいおもてなしを実践している。 

【ステップ②】学区内の運営・協力体制の確立 

■開設１年前から計画的に古本回収をスタート 
・学区内の町内会の協力を得て、資源回収や寄付により古本

を回収し、約 12,000 冊を集めた。 

■クリーニングや本棚確保などでＮＰＯと連携 
・ＮＰＯ法人ハートフルプロジェクト（熱田区）の協力で本のクリーニングや

カバーの取り付け、本棚も譲り受けてお金を掛けず整備した。 

様々なジャンルを配置し子どもの本も多い
・様々なジャンルの古本を配置することで、宝

探しのような探す楽しみが得られる。 

・子どもの本も数多くあり、親子連れに人気。

無理なく身の丈に合わせた開館時間 
・日曜日の昼間 5 時間のみの開館にして、ボラ

ンティアに過度な負担がかからないように

身の丈に合わせた運営としている。 

入口の案内看板
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■資源回収で捨てられる古本を地域ぐるみで回収・再生 
・“もったいない”という何気ない生活者の視点から、通常は資源として回収される

古本に価値を見出し、学区内の町内会が協力して資源回収や寄付の本を集めて、約

12,000 冊の蔵書を作り上げるに至っている。 

■ＮＰＯなどの外部の力と連携 
・学区関係者のネットワークを生かしてＮＰＯと協力関係を築き、本のクリーニング

をお願いするとともに、書棚も無償で譲り受けるなど、外部の支援も受けながら環

境整備を進めている。 

■お金を掛けずに設置 
・古本の回収から、図書室の清掃、本の配架までお金を掛けるのではなく、自らの手

で実施した。 

■管理は学区内のボランティアで実施 
・本の貸し出し(ノートにメモ書きして管理)、お茶のサービスなど、図書室の管理運

営の業務は、学区の幅広い関係者に働きかけてボランティアで交代しながら運営し

ている。 

・地域での認知度を高めて持続していくために、また特定の個人・団体に負担が片寄

らないように、多様な担い手の参加・協力を得ながら、活動への関心を高めてもら

っている。 

 
 
 

■高齢者の外出や文化的な暮らしを支援 
・１日平均 50 人程度の来館者があり、高齢者が約８

割を占めている。遠くの図書館まで行かずに気軽に

本が借りられることが喜ばれている。 

・また、図書館にはない本が並んでいることもあり、

本を発掘する喜びも感じてもらっている。 

■ゆるやかな交流サロンとして機能 
・この図書室は、本を媒体としたゆるやかな「サロン」としての機能を果たしており、

常連客がお茶を飲みながらおしゃべりを楽しんでいる。また、子育て世代の利用者

も約２割あり、親子の憩いの場所としても役立っている。 

■地域住民・団体の交流・連携のきっかけ 
・古本集めや日常の運営などを通じ、学区と密接に連携を図って進めており、地域の

つながりを深めるための契機にもなっている。 

  活動への取り組み方・・・お金をかけずに知恵と汗で憩いの場づくり ３ 

 成果・効果・・・身近な図書室として認知度が高まり、喜ばれている  ４ 

寄贈されたリサイクルの書棚
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■管理・運営の協力体制を広げて永続性を高めること 
・現在は、学区連絡協議会及び福祉推進協議会のメンバーがボランティアとして管

理・運営にあたっているが、今後は各町内会や各種団体にも協力を呼びかけて、地

域ぐるみで交代制で管理・運営を進めていきたい。 

・気持ちだけではボランティアを続けていく限界もあるため、何らかのお礼ができる

とよい。 

■高齢者に喜んでもらえるサロン機能の充実 
・気軽に利用できるサロンとして、高齢者や子育て世代、親子などがお茶やコーヒー

を飲みながらおしゃべりを楽しめるような、そんな地域の憩いの場となるように、

集まれる機会や交流を促す環境などの仕掛けを充実させたい。 

・回覧板や掲示板以外のツールも使い、認知度を高める工夫も必要である。 

■本のローテーション等による飽きさせない工夫 
・利用者が飽きずに利用してもらえるように、他の地域でも図書室が開設されれば、

図書室間で本をローテーションして、新しい本に触れることができるようにしてい

きたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

・古本という処分される資源に着目し、ＮＰＯなどの外部の団体と上手に連携を図り

ながら、住民が知恵と汗を出して、お金を掛けずに地域の憩いの場を作り上げてい

る。 

・本を媒体にした交流の場づくりは、従来のサロン活動には参加されていなかった新

たな高齢者が参加する可能性もあり、住民のつながりを深めるきっかけとなってい

る。 

 今後の課題・展望・・・地域ぐるみの取り組みとして拡充を図る  ５ 

 運営者の声  ６ 

・お金を掛けず手作りで、地域に憩いの場をつくるこ

とができる。他学区でも広がるとよい。 

・これからは地域経営の考え方が重要である。様々な

人・団体の役割分担、やりがいが感じられるような

コーディネートが必要である。 

・学区内のコミュニケーションを密接にするととも

に、各個人が自分のこと（問題）として学区の課題

を考えることが大事である。 ･･･など 

 まとめ・考察  ７ 

読書を楽しむ高齢者
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本事例に関する概況・基礎データ等は、西 ９ページの「西区 児玉学区」を参照 

 

 【活動の概要】 

春の桜の時期、児玉小学校と児玉コミュニテ

ィセンターを会場に行われる「春のふれあいま

つり」は、約 20 年前から継続して取り組まれ

ている学区恒例の行事である。住民の交流促進

を目的とし、餅つきや豚汁の提供、くじ引き、

起震車等を利用した防災体験、模擬店、輪投げ、

フリーマーケットなどが行われる。まつりの目

玉として行われる空クジなしの三角くじを参

加券に付けて事前に販売するとともに、その売り上げでまつりの予算の半分ほど

を賄うなどの工夫も行っている。 

こうした住民の要望を踏まえたバラエティに富んだ内容により、子どもから高

齢者まで 1,000 人を超える幅広い年代の住民が参加する学区の人気行事となっ

ている。 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 地域の人間関係が昔と比べて希薄になり、若年層を中心に地域に無関心な住民も増え

てきたことから、地域住民の世代間の交流を深め、ふれあいの輪を広げるための場をつ

くるとともに、災害時等にも備えて日頃から助け合いの意識を高めることを目指して取

り組んでいる。   

【活動事例４】 

西区 児玉学区 
子育て世代や企業との協働による 

『春のふれあいまつり』

  きっかけ・目的・・・楽しみながら、住民のふれあいの輪をひろげたい １ 

■活動への取り組み方 

・まつりを通じて若い世代に地域活動を経験させ、今後の地域の

担い手としての意識啓発を図っている。 

・元気な若い世代の協力を得ることで、担い手不足や高齢化によ

り運営が難しくなっているまつりの活性化を図っている。 

・地元企業と相互にメリットのある協力関係を構築している。 

・その日のうちに反省会を行って、成果と課題を整理し、次年度

のまつりの改善に役立てている。 

空クジなしの三角くじ
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  活動の進め方・・・区政協力委員と各種団体、企業が連携 ２ 

【ステップ①】計画・体制づくり 

■各種団体や企業に参加・協力の働きかけ 
・区政協力委員などが、各種団体や関係機関、地元の企業などに個別に声掛け

をして、参加・協力を働きかける。 

■実行委員会で骨子案を作成し、学区連絡協議会で提示 
・例年１月頃、各種団体による 15 名程度の実行委員会を立ち上げ、昨年度の

反省を踏まえて事業骨子案を作成し、学区連絡協議会に提示して了承を得る。

【ステップ③】当日の運営 

■約 100 名の運営メンバーが協力して実施 
・まつり当日、各種団体や企業関係者など約 100 名が集まり、心を一つにして

明るい笑顔でおもてなし。 

■反省会を行い、成果と課題を次年度につなげる 
・まつり終了後、すぐに反省会を開催し、運営メンバーが各々に気づいた点や

問題点などを指摘して、次年度の改善に結び付ける。 

【ステップ②】事前準備・ＰＲ 

■回覧・ポスター掲示で幅広い住民へＰＲ 
・開催案内チラシを組回覧するとともに、ポスターを掲示

板に掲示して幅広い世代への周知を図る。 

■各団体の役割分担を明確にして運営・協力を依頼 
・事業計画及び役割分担を明示し、特に担い手の若返りを図るために、各団体

の若い世代に運営への協力を積極的に呼びかける。 

まつりの参加券を事前に販売 
・まつりの参加券を事前に販売して概ねの参加

人数を把握し、資材などを無駄なく準備。 

・雨天時の集客の確保にもつなげている。 

足の悪い高齢者にも配慮した会場設営 
・校庭など段差の少ない外部空間を使い、足の

悪い高齢者でも移動しやすいように配慮。 

・学区在住の看護師に待機してもらっている。

開催案内チラシ
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■まつりを通じて若い世代を巻き込んだ地域の絆を強める 
・地域に無関心になりがちな若い世代に声掛けをし、積極的に運営に協力してもらう

ことで、地域活動を経験させ、地域の担い手としての意識啓発を図っている。いわ

ば、今後の地域活性化に向けた“種まき”であるともいえる。 

■担い手の若返りを図り、まつりを活性化 
・近年、まつりの担い手不足や高齢化が進み、運営が困難になっていることから、元

気な若い世代の協力を得ることで、活動の活性化を図っている。 

■地元企業とお互いにメリットのある協力関係を構築 
・地元の企業とも連携して、負担になりすぎないように配慮しながら、ブース出展な

どで賑わいづくりを応援してもらっている。 

・企業にとっても、地域住民に対するＰＲの好機となっている。 

■成果と課題を振り返り、次年度への糧として生かしている 
・“やりっぱなし”にせず、すぐに反省会を行って運営メンバー同士で成果と課題を共

有し、整理するとともに、次年度のまつりの改善に役立てている。 

 

 

 

■地域の連帯感を高める場になっている 
・1,000 人を超える老若男女の住民が参加して、世代

間の交流を深めることで、着実に顔の見える人間関

係が広がりつつある。災害時に向けた絆づくりにも

寄与するものである。 

■地域の担い手の発掘・育成に役立っている 
・若い世代の協力者から“運営に携わって良かった”、“楽しかった”という声が聞か

れるようになり、まつりでの経験がきっかけとなり、地域の担い手として育ってい

くことが期待される。 

■担い手及び来場者の世代交代が進んできた 
・担い手の若返りとともに、家族連れなど若い世代の参加者も増えて、全体的に世代

交代が進んできた。 

■企業との協力関係ができ、イベントがより充実した 
・企業から、ブースの出展などの協力を得たことでイベントの賑わいが増した。企業

側は自社のＰＲの場としても活用している。 

  活動への取り組み方・・・まつりで 若い世代と地域をつなぐ ３ 

 成果・効果・・・地域の絆づくり、若い世代の意識啓発  ４ 

起震車を利用した地震体験
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■若い世代の積極的かつ主体的な参加を促す 
・若い世代の主体的な関わりはまだ弱く、消極的な意見も聞かれる。 

・各種団体の役員交代などがあっても、継続的に若い世代が参加し、積極的にまつり

の企画・運営をリードしていって欲しい。 

・また、まつりをきっかけにして、他の活動にも参画・協力を期待したい。 

■効果的なＰＲにより、協力者を発掘する 
・若い世代に限らず、まつりなどの地域活動に関心をもち、多少なりとも運営に協力

したいという気持ちを持っている人はいるはずである。 

・積極的なＰＲ、声掛けにより、地域活動への参加のきっかけを提供したい。 

■ボランティア保険など、事前のリスク管理をしっかりと 
・運営メンバーが安心して活動に専念できるように、ボランティア活動中の不測の事

故に備えて、ボランティア保険へ加入するなどのリスク管理も重要である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・住民の要望や毎回の反省などを踏まえて魅力的なまつりとなるよう工夫することで、

大勢の参加者を集めて、幅広い地域住民の交流の場づくりを行っている。 

・また、まつりの活性化を図るだけでなく、将来や災害のことを見据えて、地域とのつ

ながりが希薄な若い世代に積極的に協力を呼びかけることで、地道に地域力を高めて

いくための工夫をしている。 

 今後の課題・展望・・・若い世代の主体的な関与を期待  ５ 

 運営者の声  ６ 

・平常時から顔の見える関係を構築しておくことが、災

害時に向けた 大の危機管理になる。まつりを通じて

地域住民のつながりを強めていきたい。 

・学区の安全・安心な暮らしを守るために、みなさんの

声を聞きながら頑張り、先人が築いてきた地域の宝を

次代にも引き継いでいきたい。後継者を育成していく

ためにも、情報は会長だけでなく、役員間で共有する

ことが重要である。 

・町内会も学区も、日常の密接なコミュニケーションが

大切である。…など 

 まとめ・考察  ７ 

豚汁・お餅のおもてなし
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本事例に関する概況・基礎データ等は、中村 ６ページの「中村区 豊臣学区」を参照 

 

 【活動の概要】 

平成 24 年 8 月、豊臣小学校の運動場及び体

育館を会場にし、学区として初めての取り組みと

なる「防災体験～学校に泊まろう～」を開催した。

豊臣小学校の児童や保護者など、120 人余りが

集まり、親子が主役となった宿泊型の防災体験事

業を実施した。 

プログラムは、防災食の炊き出し体験、地震体

験車の乗車、煙避難体験といった防災体験に加え、

夜の学校探検（肝試し）など、親子で楽しめる内容とした。また、宿泊するにあ

たっては、体育館に段ボールとタオルケットで寝床を作って休むことで、災害時

における避難生活の一端を体験することができた。 

本事業は、父親の PTA 会員による「おやじの会」が中心となり、豊臣小学校や

区政協力委員会をはじめ学区の様々な団体が協力して企画・運営された。 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 高齢者が中心に参加しているこれまでの学区防災訓練を見直し、大震災から子どもの

命を守るために、また、地域を守るために子どもやその保護者が参加・体験して親子の

絆を深める事業を行うことで、区政協力委員会や各種団体、学校等が連携して地域全体

の防災意識の啓発を図ることができるのではないかと考えた。 

【活動事例５】 

中村区 豊臣学区 
親子の絆を深め防災意識を高める
『防災体験～学校に泊まろう～』

  きっかけ・目的・・・子どもや若い世代の意識啓発が大切 １ 

■活動への取り組み方 

・“自分の身は自分で守る”という意識を持つことが重要と考え、

「おやじの会」を中心に、小学校やＰＴＡ、学区連絡協議会メ

ンバー等が事業の企画立案の段階から連携して取り組んだ。特

に会場となる小学校とは密に連絡を取り合い、準備を進めた。 

・災害時には避難所となる小学校を舞台に、親子で参加できる体

験型の防災教育を重視するとともに、体験を通じて親子の絆を

深めることを目指した。 

・備蓄食品の提供など企業からの協賛も得て実施した。 

体育館での一泊体験
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  活動の進め方・・・小学校及び各種団体と密接に連携を図りながら実施 ２ 

【ステップ①】関係団体との企画検討及び運営準備組織の立ち上げ 

■｢おやじの会｣が主体となり企画立案、運営組織の立ち上げ
・発案者である「おやじの会」が、他地域の事例も研究しながら企画案を練り

上げるとともに、準備組織「学校に泊まろう実行委員会」を発足した。 

■小学校やＰＴＡ、区政協力委員など各種団体と協議 
・小学校をはじめ、地域の各種団体と意見交換を行い、意見の違いを整理しな

がら、事業実施の方針や企画の骨子をみんなで組み立てていった。 

【ステップ③】実施体制の構築及び事業実施、振り返り 

■各種団体との連携及びボランティアによる運営体制の構築
・学区内の各種団体に加えて、ＰＴＡの会員交流部、中村区災害ボランティア

などの協力を得て、事前準備から運営までの実施体制を構築した。 

■事業の実施及びアンケート調査等による振り返り 
・夕方 16：30 から翌日 11：00 まで、１泊２日で実施。 

・終了後に子どもと保護者にアンケート調査を実施して評価を把握した。 

【ステップ②】参加者の意向を踏まえた事業内容

の検討、参加者の募集 

■実施内容の詳細について関係機関と協議・調整 
・夜間の学校利用については、教育委員会や区役所、消防署等と繰り返し協議

して許可を得るとともに、起震車の手配などを依頼した。 

■事前調査で意向把握後、小学校を通じて参加募集 
・児童・保護者に事前アンケートを実施し、参加や宿泊の希望を把握。 

・事業規模や内容を検討し、小学校を通じて参加を呼びかけ。 

親子で楽しみながら体験 
・体育館での宿泊、防災食の炊き出し体験、地震

体験車への乗車、消火器体験、バケツリレー、

夜の学校探検(肝試し)、消防団ポンプ車放水見

学、煙道体験など親子で一緒に楽しく体験。 

炊き出し体験

地震体験車
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■学校やＰＴＡ、学区連絡協議会メンバー等と密接に連携 
・ 初はおやじの会の行事として実施しようと考えていたが、学区連絡協議会と相談

したところ、「防災意識の高い地域としたい」という趣旨が受け入れられ、学区の

行事として実施することになり、各種団体の協力を得て準備を進めていくことがで

きた。 

・特に、小学校とは密に連絡を取り合い、企画から当日の運営まで二人三脚の体制で

進めていった。 

■小学校を舞台に、体験を伴った子どもへの防災教育を重視 
・子どものうちから避難所等での実体験を通じた防災教育を行うことが地域の防災意

識を高めるために重要であり、また子どもを介して家族や地域の防災力を高めるこ

とになると考えて、小学校を舞台にした防災体験事業を実施した。 

■防災体験を通じて親子の絆を強めることを目指す 
・親子で一緒に体験し、その体験を話し合うことで親子の絆を築くことも重要と考え、

災害に関するクイズなど親子で参加できるよう内容を工夫した。 

■備蓄食品の提供など企業からの協賛も得て実施 
・複数の食品メーカーに協力を呼びかけて、レトルトカレーや乾パンなどを提供して

もらうなど、企業との連携も行った。 

 

 

 

■延べ 120 名が参加して無事に開催できた 
・２日間で児童とその保護者延べ 120 人が参加し、

約 40 人の児童が宿泊を体験するなど、親子の防災

意識の向上を図ることができた。 

・各種団体の協力により、子どもたちには、ケガや病

気もなく無事終えることができた。 

・事後のアンケート調査でも高い評価を得た。 

■学区の結びつきが深まった 
・各種団体とともに様々な課題や意見の相違を乗り越えて、事業を実施することがで

き、これまで以上に学区の結びつきが強まった。 

■学校と地域の相互理解が深まり、信頼関係が構築された 
・従来から、交通安全の見守りなど、学校と地域の交流が図られていたが、今回の事

業で夜間の学校利用に関する様々な課題などを協議するプロセスを通じて、学校と

地域の相互理解がさらに深めることができた。 

  活動への取り組み方・・・子どもや親子向けの訓練を地域ぐるみで推進 ３ 

 成果・効果・・・学校を含む学区全体の結びつきの深まり  ４ 

放水体験の様子
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■地域活動への若手の参加・協力 
・おやじの会が中心となって事業を進めることで、子どもを持つ若い世代をターゲッ

トにした防災体験事業を実施することができた。 

・防災以外の活動にも、これまで以上におやじの会やＰＴＡが協力し、地域の活動へ

の若い世代の参加を促していきたい。 

■防災に強い安心安全な学区に向けた事業の継続・拡充 
・小学生と保護者を対象とした防災体験事業の実施により、子どもたちが防災意識を

さらに強く持つことになった。今回の事業の成果と課題を明らかにして、今後の学

区防災訓練の実施に反映させることで、防災意識の高い学区にしていきたい。 

■他地域の取り組みへの協力 
・今回の避難所での宿泊体験を実施するにあたって、既に同様の活動を実施している

「おやじの会」と連絡を取り合い、情報収集しながら準備を行った。他の地域が避

難所の宿泊体験を実施するときには、声をかけていただければ、できる限り自分た

ちも協力していきたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

・学校や区政協力委員会をはじめとする学区内の様々な団体が、子育て世代の「おや

じの会」の提案を受け入れて、新たな事業を企画立案の段階から参加・協力して作

り上げたことで、各種団体の結び付きがより一層強くなっている。 

・子どもを対象として防災体験事業を実施したことで、保護者も訓練に参加し、これ

まで訓練への参加が少なかった若い世代を防災訓練に呼び込むことができた。 

 今後の課題・展望・・・事業の継続・拡充及び他の防災訓練との連携  ５ 

 運営者の声  ６ 

・「自分の身は自分で守る」という意識を地域全体で

持つために、地域ぐるみで子どもへの防災教育を行

い、災害に強い家庭、地域をつくっていきたい。 

・これまでおやじの会と各種団体が協力関係を築い

てきたことで、地域に若い世代を受け入れてくれる

といった土壌があり、地域の協力を得て防災体験事

業を実施することができた。…など 

 まとめ・考察  ７ 

炊飯袋で米を炊く体験
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本事例に関する概況・基礎データ等は、中 ２ページの「中区 御園学区」を参照 

 

 【活動の概要】 

御園学区連絡協議会、御園小学校、御園小学

校 PTA が共催して、平成 21 年度から、毎年

秋に、御園小学校の体育館などを会場に「絆づ

くり御園学区祭」を開催している。 

児童や園児の踊りや演奏の発表、日本舞踊や

音楽鑑賞、鉄道模型体験、トワイライトスクー

ルの子どもたちがお花を生け、抹茶を点ててお

もてなしをする「大茶会」等が行われている。 

平成 24 年度は、抹茶によるおもてなしとともに、「御園アート･ワールド」とし

て、児童や地域住民の写真や絵画、工芸などの作品の合同展示や、伝統文化の体験

を開催し、400 人を超える参加があった。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

中区では平成 21 年度から学区ごとに地域住民の絆を深める催しを推進するようにな

ったが、御園学区では従来から運動会、歩け歩け大会、餅つき大会などの行事を多く行

っており、これらとは異なる新しいことを実施しようということになった。 

御園学区は都心の学区であり、地域住民の高齢化、子どもの減少傾向が特に顕著な課

題となっていることから、子どもからお年寄りまで誰もが参加できる住民のふれあいの

機会をつくり、地域の絆を深めていくことを目的に開催している。 

【活動事例６】 

中区 御園学区 
小学校やﾄﾜｲﾗｲﾄｽｸｰﾙとの連携による

『絆づくり御園学区祭』

  きっかけ・目的・・・地域住民の顔の見える関係をつくりたい １ 

■活動への取り組み方 

・学区連絡協議会と小学校、PTA が話し合いながら、協力して企

画・運営を行っている。 

・長寿会総会と併せて開催することにより、お年寄りが参加しや

すい環境を整えている。 

・毎年振り返りを行いながら、学区祭のプログラムの内容を毎年

見直し、より多くの人が参加できるように工夫している。 

「御園アート・ワールド 2012」
の会場風景 
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  活動の進め方・・・振り返りを次年度の運営につなげて改善に努める ２ 

【ステップ①】当年度の実施プログラムを検討（８月頃） 

■学区連絡協議会で実施方針を検討 
・例年 8 月に学区祭の開催に向けて、学区役員と小学校教職員、ＰＴＡ役員に

よる会議を開催し、今年度の実施方針を検討している。 

■前年度の振り返りを踏まえて今年度のプログラムを提案 
・前年度の振り返りや小学校・ＰＴＡ等の意向も踏まえて、今年度のプログラ

ムを検討している。毎年少しずつ変化を加えることに努めている。 

【ステップ③】当日の運営と終了後の振り返り（１０月頃） 

■地域の各種団体が協力しあって、当日の運営を実施 
・消防団、女性会、長寿会、ＰＴＡ、小学校が協力し、学区総出で当日の準備

や運営を行っている。 

■終了後に振り返りを行い、次年度の学区祭につなげる 
・学区祭の終了後に、プログラム進行・運営面について、次年度に向けた振り

返りと反省を行い、毎年の改善や変化に努めている。 

【ステップ②】役割分担による事前準備 

■子どもやお年寄りの参加を呼びかけ 
・小学校、トワイライトスクールを通じて子どもの参加を

呼び掛けるとともに、長寿会総会と併せて開催すること

により、お年寄りにも参加を呼び掛ける。 

■学区に立地する企業や店舗等にも協賛を依頼 
・学区に立地する企業・ホテル・飲食店等に学区祭の協賛を依頼し、開催費用

の確保に努めている。 

トワイライトスクールも参加 
・トワイライトスクールを通じて子どもの参加を

呼び掛けるとともに、点茶、生け花はトワイラ

イトスクール活動発表の場となっている。 

役員のネットワークにより、多彩なゲストに出演依頼 
・日本舞踊や音楽演奏の演者は、学区連絡協議会役員の人脈を活

用して出演依頼しており、毎年多彩なゲストが参加している。

開催プログラム
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■学区連絡協議会と小学校、ＰＴＡが、協力して企画・運営 

・「絆づくり御園学区祭」は、学区連絡協議会・小学校・PTA の 3 者の共催である。

小学校は単なる会場の提供だけではなく、教職員も企画や準備にも参加して、協力

して運営を行っている。 

■長寿会総会と併せて開催することにより、お年寄りが参加しや
すい環境を整えている 

・小学校との協力により子どもの参加を促すとともに、多くのお年寄りに参加しても

らうための工夫として、長寿会総会と学区祭を併せて開催している。 

■振り返りを行いながら、プログラムの内容を毎年見直し、より
多くの人が参加できるように工夫 

・開催後に振り返りを行いながら、子ども・保護者・お年寄りの各世代に興味をもっ

て参加してもらうためのアイデアを話し合い、地域と小学校との連携を考える中で、

舞台鑑賞や本格的なお茶席、鉄道模型体験など、毎年、工夫と変化に富んだプログ

ラムを企画している。 

・また、そのように毎年、テーマや内容に変化を持たせることで、マンネリ化を防ぎ、

学区祭に新鮮味を持たせている。 

 

 

■子ども・保護者・お年寄りの交流 

・地域の世代間交流が少なくなっている中で、「絆づく

り御園学区祭」は、子ども・保護者・お年寄りが交

流しながら一緒に何かに取り組む貴重な機会になっ

ており、顔の見える関係づくりに役立っている。 

■学区・小学校に加えて、トワイライトス
クールとの協働のきっかけ 
・学区祭にトワイライトスクールの活動成果を披露するという形で参加することによ

り、学区・小学校・トワイライトスクールの 3 者をつなぎ協働体制をつくるきっか

けとなっている。 

■子どもたちに「地域活動」の意識が根付いている 

・地域の大人やお年寄りが多く参加する学区の行事に、子どもが単にお客さんとして

ではなく一緒になって関わることで、子どもに「学区の地域活動」の意識を根付か

せ、都心部における郷土意識の醸成に貢献している。  

  活動への取り組み方・・・学区協議会と小学校・ＰＴＡが協力して主催 ３ 

 成果・効果・・・住民の顔の見える関係づくりと連携体制の構築  ４ 

子どもとお年寄りのふれあい
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■学区と小学校の両者にメリットのある活動を継続する 
・御園学区では既に小学校と強い信頼関係が構築されているが、小学校の行事との調

整が必要であり、子どもたちの地域行事への参加や、小学校の作品展の盛り上げな

ど、両者にとってメリットのある形で継続していきたいと考えている。 

■事業者等の協力により運営資金を確保する 
・できるだけ経費を掛けない運営に努めているが、学区祭の実施には資金も必要であ

る。現在は区からの助成に加えて、学区内事業所からの協賛も受けているが、今後

もさらに呼びかけて、活動への協力をお願いしていきたい。 

■運営者に若い世代を加える 
・運営を担う学区の役員も高齢者が多く、次世代への引継ぎが急務である。学区祭は

新たな行事で楽しみではあるが、その分負担も増加した。消防団などの若い世代か

ら、運営スタッフに参加してもらえるようにしていきたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

・前例にとらわれず、前回の反省や小学校との連携を考え、子どもから高齢者まで幅

広い世代の住民皆が楽しめるよう、その年ごとに興味・関心を持たせるテーマや内

容とすることで、より多くの住民間の交流や顔の見える関係づくりのきっかけとし

ている。 

・今後の地域づくりにおいては、地域と小学校との協働がますます必要となると考え

られるが、御園学区では、長い年月をかけ築き上げてきた学区と小学校の良好な関

係の土台の上で新たな行事を実施している。住民の絆づくりなどの行事を小学校と

ともに企画していくことが、学区と小学校の協働体制をつくる上でのきっかけにな

る可能性もある。 

 今後の課題・展望・・・学区祭の運営を担う次世代の育成  ５ 

 運営者の声  ６ 

・児童、保護者、高齢者が一堂に会することで、

地域住民の顔の見える関係づくりにつながり、

絆を深めることができ、災害時などにも生きて

くる。 

・より多くの人たちに集まってもらうために、各

世代の興味・関心の高い活動となるよう工夫す

る必要がある。 …など 

 まとめ・考察  ７ 

子どもたちによるおもてなし



  
 

 25

 
 

 

本事例に関する概況・基礎データ等は、昭和 ２ページの「昭和区 滝川学区」を参照 

 

 【活動の概要】 

滝川学区では、平成 19 年度から学区全体

で「滝川学区親子ふれあいフェスタ」を開催

している。これは、学区の 21 町内のうち３

町内で開催していた「もちつき」を発展させ

たもので、親子（特に父親と子ども）や多世

代の地域住民と子どもとのふれあいの場をつ

くることを目的としている。 

滝川小学校のグラウンドを会場として、地

域の各種団体や企業、行政等が模擬店やあそ

び・体験ブースなどを出展している。 

各種団体等で構成する実行委員会では、主体的でより楽しいイベントを開催す

るために、地域の企業や大学、警察署や消防署、自動車学校、病院などに依頼し、

資金面やブース出展などの協力を得ている。また、当日の運営では、学生ボラン

ティアや企業の寮などからも協力を得ている。 

開始当初、参加者は約 600 人だったが、少しずつブース出展も増え、今では、

子どもから高齢者まで約 1,200 人が集うイベントとなっている。 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

滝川学区は、若い世代や子育て世代が多い地域であり、マンション居住者を中心とし

て、学区での生活経験が少ない人が増え、地域活動に無関心な住民も増えてきていた。

また、親子のふれあいや、世代間・住民同士のつながりの希薄化を感じていたため、住

民のふれあいの場づくりに取り組んでいる。 

【活動事例７】 

昭和区 滝川学区 
親子のふれあいの場をつくる 
『滝川学区親子ふれあいフェスタ』

  きっかけ・目的・・・親と子、多世代のふれあいの場をつくりたい １ 

■活動への取り組み方 

・毎年６月頃から実行委員会を組織し、内容を検討して担当を割

り振り、様々な天候パターンを想定して準備をしている。 

・実行委員がそれぞれ当日の従事者を確保する。 

・地域の様々な主体を巻き込みながら､自立的にイベントを企画･

運営している。 

・次回の開催に向けて、常に面白そうな企画を探し、情報収集。 

「親子ふれあいフェスタ」会場の様子
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  活動の進め方・・・多様な主体と多くの地域住民でイベントを開催 ２ 

【ステップ①】実行委員会の立ち上げ・企画 

■実行委員会で開催日を決定し、企画案を作成 

・各種団体による 20 名程度の実行委員会を立ち上げ、昨年度の反省を踏まえ

て企画案を作成する。 

■各種団体や企業に参加・協力の働きかけ 

・各種団体や関係機関、地元の企業や大学などに個別に声掛けをして、資金面

やブース出展などの協力を働きかける。 

【ステップ③】当日の運営・次年度に向けて 

■約 300 名の運営メンバーが協力してフェスタを開催 
・フェスタ当日は、実行委員と各種団体や学生ボランティア、企業関係者など

約 300 名が集まりイベントを運営している。 

■フェスタ開催後に反省会を行い、次につなげる 
・後日、反省会を開催して、フェスタの改善点と企画に対する意見を出し合い、

次年度に反映する。 

【ステップ②】事前準備・ＰＲ 

■チラシ・ポスターの作成・ＰＲ 
・開催案内チラシを組回覧するとともに、ポスター

を掲示板に掲示して周知を図る。 

■フリーマーケット出店者の募集・受付 
・フリーマーケットへの出店者は学区内外から募

集、受付をする。出店料は無料としている。 

分科会を開催し、分担して企画 
・実行委員会は月 1 回、計５回開催。 

・内容の詳細は分科会ごとに検討し、実行委

員会で報告してもらう形で進めている。 

運営スタッフの従事を柔軟に！ 
・当日の運営は長時間にわたるため、運営ス

タッフの従事時間を柔軟に対応してスタッ

フを確保している。 

開催案内チラシ

防犯教室＆大声コンテスト
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■実行委員会を組織、当日の運営委員の確保 
・毎年６月頃に、各団体から実行委員を選出し、月 1 回程度実行委員会を開催。また、

各種団体や各町内から、当日の運営等に従事する人を派遣してもらう。 

・実行委員会で内容を決定して、担当を割り振る。詳細は、分科会ごとに検討を行い、

実行委員会へ報告を行う。雨天時の対応など、様々な状況を想定して入念な準備を

行っている。 

・昨年度の感想、反省を踏まえながら、ブースの内容と役割分担を決定する。 

■地域の様々な主体を巻き込み、自立的に運営 
・地域の企業や学生ボランティアなど多様な主体を巻き込んで、資金面やブース出展

などの協力を得て企画・運営している。 

■他のイベントを調査・情報収集 
・フェスタのことを頭の片隅においておき、他のイベントなどで面白い企画を発見し

たら協力を依頼するなど、アンテナを張って情報収集に努めている。 

 
 
 

■多数の親子連れの参加を得ている 
・年々参加者数が増え、当初は約 600 人だったが、現

在では約 1,200 人となっている。特に、幼児から小

学生向けのブースを増やすほか、餅つき体験やレスキ

ュー体験など、子ども向けの催しを増やすことで多く

の親子連れの参加を得て、住民のふれあいづくりの一

役を担っている。 

・フリーマーケットには子ども会や子育てサークルのお母さんたちも出店してくれている。 

■地域の担い手の発掘に役立っている 
・団体ごとに担当ブースを割り振っており、各種団体の代表が当日の運営スタッフを

集めてくるが、その中から、新たに実行委員メンバーや他の地域活動にも協力して

もらうなど、新たな人材の発掘につながっている。 

■地域や関係団体とのつながりの強化につながっている 
・実行委員会により各種団体が協力して準備することで、地域内のつながりがさらに

強くなっている。 

・また、消防署や警察署をはじめとする行政、病院などと学区とのつながりも強くな

っている。 

  活動への取り組み方・・・地域の多様な主体を巻き込み、自立的に運営３ 

 成果・効果・・・親子のふれあいのきっかけづくりとなっている  ４ 

フォークダンスの披露
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■身の丈に合ったイベントを継続 
・少しずつ規模を拡大してきたが、出展ブースも増えて会場が限界となってきている。

会場規模や運営スタッフの人数などを考慮し、無理なく継続できる規模の中で内容

を充実し、身の丈に合った規模でイベントを継続していく。 

■実行委員会の世代交代、若い世代の参画 
・継続していくためにも実行委員の世代交代が課題となっている。現在は、地域や団

体の役職から実行委員になった人に、地域や団体の役が終わっても実行委員を継続

してもらえるように直接声かけを行っている。 

・運営に参画している若い世代と協賛企業等との顔つなぎを行うなど、少しずつ準備

を行っている。 

■各事業所からの協賛金の安定確保 
・現在は協賛企業も増えているが、安定的に協賛金を得ることが課題。 

■各町内会でブースを担当してフェスタを開催 
・現段階では町内会ごとに人数が集まらないため難しいが、将来的には、各ブースを

それぞれの町内会で担当してもらえると良いと考えている。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

・住民や地域団体だけでなく、地域の企業や大学、警察署、消防署、自動車学校、病

院などを幅広く巻き込んでいる。さらに商店街発展会の参画も模索するなど、今後

の一層の展開も期待される。 

・地域の世代構成などの状況を的確にとらえ、少しずつ内容を発展させ、運営のノウ

ハウを得るとともに、住民のふれあいや地域のつながりを強めている。これにより

他の地域活動も円滑に行われていると推察される。 

 今後の課題・展望・・・若い世代を巻き込み、身の丈のイベントを継続  ５ 

 運営者の声  ６ 

・イベントの企画にあたっては“みんなでやる”とい

う趣旨でもって企画しているため、参加者を増やす

だけではなく、参画してもらえる人を増やすように

努力している。 

・約 1,200 名が集まるイベントであり、企業や行政

なども積極的に参加してくれる。…など 

 まとめ・考察  ７ 

子どもレスキュー体験
様
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本事例に関する概況・基礎データ等は、瑞穂 ７ページの「瑞穂区 豊岡学区」を参照 

 

 【活動の概要】 

学区独自に 160 人の「避難所運営組織委員」

を組織し、運営している。毎年 11 月に学区

で発災時を想定した「学区防災訓練」を開催

している。 

町内会総務班・施設班・食糧班・物資班・

救護班・炊き出し班など各班別に実際に災害

が起きたことを想定して、各自が主体的に行

動できるよう訓練を行っている。 

平成 18 年に無線機を全町内会に２台ずつ、全

29 台の無線機を導入し、防災をはじめ、無線機の使い方に習熟するため様々な地

域行事や活動に活用している。 

また、災害時要援護者の名簿は３か月に１回更新しており、対象者世帯へ出向

き、お話することで状況を確認している。 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

約 10 年前の豊岡学区の防災訓練は、準備はすべて行政任せで、反省会では前向きな

意見が聞かれず、訓練したことをすぐに忘れてしまうような状況だった。 

しかし、「突然大きな地震が来たらどうするのか」「避難所の運営はどうするのか」と

いうことに気づき、平成 13 年に学区独自に「避難所運営組織委員」を立ち上げ、それ

以降、災害時のシミュレーションをしながら、実際の災害発生に即し、主体的に動く訓

練に取り組んでいる。  

【活動事例８】 

瑞穂区 豊岡学区 
自分たちのまちは自分たちで守る

『災害に強いまち豊岡』

  きっかけ・目的・・・災害時に対応できる力をつける防災訓練がしたい １ 

■活動への取り組み方 

・災害時の対応について、全体で議論をすると課題が多すぎて収

拾がつかないため、班別に会議を開催した。 

・訓練時は、講師役も住民が担当し、班員の学びを深めている。 

・「ふれあいネットワーク」を充実し、定期的に災害時要援護者の

状況確認を行い、名簿も更新している。 

・学区独自に各町内会で無線機を購入し、普段から使えるように

している。 

「炊き出し班」が準備した豚汁を
「食糧班」が運搬 
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  活動の進め方・・・失敗を恐れず “やらなければ、何も始まらない” ２ 

【ステップ①】企画・模索・勉強期 

■学区独自に避難所運営組織委員会を設立、班組織を作成 
・防災体制に危機感を持ち、学区独自に 160 人の「避難所運営組織委員会」を

設立した。 

・区役所に相談し、「避難所運営マニュアル」を参考に町内会総務班、施設班な

どを設け、各班に各町内 2 人の委員を出し合って班を構成した。 

■班ごとに勉強会、ディスカッションを開催 
・班ごとに会合を開き、それぞれの意見を出し合い、班のすべきことを勉強し

た。班のメンバーは、ほぼ固定である。 

【ステップ③】今後に向けて 

■訓練の継続的な実施と避難所運営 
・発災時に少人数でも動けるよう、訓練の内容は専門化。また、避難所運営を

担う人を確保し、避難所の秩序を守るリーダーを養成。 

■学区と区役所との連携 
・災害時の道路の被害・通行状況など、学区で把握できるものは把握して、区

役所に伝えるなど連携していきたい。 

【ステップ②】訓練の実施と訓練内容の充実 

■防災訓練の実施、反省会の開催 
・実際の発災を想定した防災訓練を実施。全て班別に活動を行う。また、常に

気づきや反省点を整理し、次回の訓練に反映している。 

■定期的に災害時用援護者名簿の情報を更新 
・３か月に 1 回更新している名簿に基づき、安否確認訓練を実施。 

安否確認の情報も無線機を使用し、情報を集約している。 

■無線機の購入、防災に活用 
・豪雨時に避難勧告が出されたことがきっかけとなり、各町内会が自費で無線

機を購入（無線免許の取得は業者に委託）。コミュニティセンターに無線機を

設置し、訓練等に活用している。 

担当の班の役割をしっかり覚えてもらう！
・「担当班以外の作業も知りたい」という声もあ

るが、まずは、担当の班作業をしっかり覚え

てもらう。 

無線機の説明会の様子

班ごとに腕章で色分け 
・だれがどこの班か一目で分かるように、色分

けした腕章を作成して、着用するようにして

いる。 
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■わかりやすく主体的な議論をするために、班別に会議を開催 
・全体で議論をすると課題が大きく収集がつきにくいため、班別に会議を開催。 

・昨年度の反省会で出た意見を踏まえながら、新たに取り組んだ方が良いことを盛り

込んで、今年度の訓練を実施している。 

■防災訓練時の講師役も住民が担当 
・応急救護処置などは事前に消防団や消防職員に習い、当日は委員が講師役として住

民に教えている。人に教えることで委員の学びがより深くなり、いざというときに

実線できる技術として身につく。 

・小学校での訓練では、災害時を想定し、何もない状態から本部からの指示でその場

でテントの設営や地下式給水栓を設置するなどの工夫をしている。 

■災害時要援護者名簿の定期的な更新とふれあいネットワークの充実 
・災害時要援護者リストを独自で作成し、訓練や災害時には開示することを予め対象

者に確認している。情報は３か月に 1 回、民生委員と町内会の代表者が出向き、直

接お話をして状況の確認を行い、更新している。 

・社会福祉協議会の「ふれあいネットワーク」の充実に努め、災害時要援護者を地図

上にマーキングするとともに、誰が助けに行くかも決めている。 

■無線機を日常的に活用してルールを徹底 
・災害時の被害情報を共有化し、避難所の受け入れなどリアルタイムに把握できるよ

う無線機を活用している。 

・使用方法をマニュアル化するとともに、日常的に祭りや防犯パトロールなどに活用

することで、無線機の使用ルールなどの習熟にもつながっている。 
 
 

 

■実際に機能する訓練 
・毎年、専門的に訓練を行うことで、各班委員の防災意

識が高まり、自分たちがすべきことを理解しているた

め、主体的に動くことができる。 

・災害時にも機能する体制が構築できている。 

■災害時に本当に役に立つ設備を完備 
・避難所指定されているコミュニティセンターは、都市ガスではなく簡単な検査で利

用可能になるプロパンガスとし、炊き出し用の釜を設置している。 

・学区、町内に無線機を整備し、台風時の充電のタイミングのマニュアル化や、声の

聞き取りやすい女性を防災無線担当に充てるなどの工夫をしている。

  活動への取り組み方・・・自分たちでできることは自分たちで ３ 

 成果・効果・・・班員の防災意識の高揚、機能する避難所運営体制  ４ 

無線機を使用した訓練の様子
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■若い世代の意識を把握し、積極的かつ主体的な参加を促す 

・地域の情報がなかなか若い人たちに届いていない。参加しなくても、防災に対する

意識を持ってもらうことが大切だと思っている。 

・小学校に協力を依頼して、若い人へのアンケート調査を検討中である。 

・子育て支援クラブなど、若いマンション住民が集まる場を活用して、防災意識を高

めるとともに、交流・参加促進を図っていきたい。 

■元気な高齢者の方たちが助け合う絆づくりを広める 

・地域では高齢化が進んでいる。現在、ふれあいネットワークを充実して、いざとい

う時に誰が誰をサポートするのか、３か月に１回会議を開いている。 

・元気な高齢者が互いに助け合う絆づくり（共助）を広めていきたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自分たちでお金を出し合って無線機を購入し、防災以外にも日頃から活用すること

で、使い方を習熟し、いざというときに備えている。 

・高齢者への安否確認は、3 か月に 1 回、直接会話をして連絡先や状況などを確認し

ており、 新の情報に更新している。 

・学区での行事はともすると形式的に継続開催されているものも多いが、「本来の目的

が果たされているかどうか」を確認し、課題を見つけ、解決に向けて取り組んでい

る。 

 今後の課題・展望・・・若い世代への意識啓発、若い世代の参加  ５ 

 運営者の声  ６ 

・形式的な訓練をする必要はなく、失敗してもそれ

を生かせばよいから、考えるだけではなく、自分

たちで取り組んでみることが重要だ。 

・避難所運営は地域の人しかできない。地域の中で

指示系統をはっきりさせた仕組みをつくることが

必要である。 

・災害時も、防犯も、地域のことは地域で守りつつ、

区役所と連携し、行政は行政でしかできない役割

を果たしてもらう、という考え方で進めている。 

…など 

 まとめ・考察  ７ 

「救護班」による応急救護訓練
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本事例に関する概況・基礎データ等は、熱田 ７ページの「熱田区 大宝学区」を参照 

 

 【活動の概要】 

コミュニティの結びつきが弱まり、住民

の防犯意識が低下するなか、大宝学区内に

おいてもひったくりなどの犯罪が増加傾向

にあった。平成 17 年に防犯協会から青色

回転灯車によるパトロールへの参加と、地

元企業からパトロール用自動車の提供につ

いて提案があり、それを自主防犯システム

構築のチャンスと考え、パトロールを実施することとした。 

それ以降、現在までの約７年間活動を継続し、平成 23 年度は、年間運行回数

320 回（１か月当たりの運行回数は平均 27 回）年間運行距離は 2,800 ㎞、参

加団体数は 1９団体となっており、年々活動の拡充が図られている。 

このような取り組みにより、犯罪認知件数も減少し、住民の防犯意識の向上、

さらには学区全体の結びつきが強まるなどの波及効果も生まれている。 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 平成 15 年頃、県内でも犯罪認知件数が増加傾向にあり、学区内でもひったくりが多

発していた。一方で、地域のつながりの希薄化、自主防犯意識の低下、常駐交番の減少

などにより、地域による防犯活動の必要性が高まったため、防犯協会の支援を受け、自

主防犯システムの構築を目指して活動を開始した。   

【活動事例９】 

熱田区 大宝学区 
協力して無理のない運営を続ける
『青色回転灯車による防犯活動』

  きっかけ・目的・・・自主防犯意識が低下し、学区内のひったくりが増加 １ 

■活動への取り組み方 

・町内会や各種団体の意向に沿ってパトロールを分担し、お互い

に協力しながら無理なく取り組んでいる。 

・メンバーの交代を当事者同士で調整するなど、柔軟な運営で負

担を軽減し、安心して引き受けてもらえる工夫をしている。 

・小学校を通じてＰＴＡにパトロールの参加を呼びかけるなど、

学校と地域、世代間の連携を図りながら進めている。 

・パトロールの参加者に、ちょっとした粗品を渡すほか、“お疲れ

様！”という感謝とねぎらいの気持ちを伝えるようにしている。 

ＰＴＡの参加によるパトロール
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  活動の進め方・・・区政協力委員と各種団体、企業が連携 ２ 

【ステップ①】問題意識や危機感の共有、実施を検討 

■防犯協会の提案を受け、学区連絡協議会で検討 
・防犯協会から青色回転灯車によるパトロールへの参加と、地元企業からパトロ

ール用自動車の提供について提案があった。そこで、学区連絡協議会で車の保

管場所や維持費の捻出といった課題や実施体制について話し合いを重ね、合意

形成を図ったうえで、パトロールを実施することとした。 

【ステップ③】各種団体の連携による本格実施、担い手の拡充 

■出発式を経て、各種団体の分担体制により本格実施 
・熱田区内の４学区が合同で出発式を行い運行開始。町内会・各種団体を基礎

単位としたチーム制で、交代しやすい弾力的な運営体制で実施。 

■計画書に基づき実施し、実施結果・運転日誌で報告・共有
・運行計画書に基づいて担当者がパトロールを実施。終了後、「パトロール実施

結果」、「運転日誌」を記入し、実施結果や連絡事項などをパトロールの参加

者同士で共有している。 

【ステップ②】運行計画や規約等の準備 

■防犯協会の支援の下、運行計画の作成 
・防犯協会が運行案を作成し、町内会・各種団体のリー

ダーと協議して運行方式などを検討した。 

■関連規定の作成、学区の規約見直し、車両の登録手続き等
・学区自主防犯パトカーの取扱規定、学区連絡協議会の規約の一部改訂、車両

の登録などの諸手続きを進めた。 

他学区の事例を参考にして検討 
・先行的に取り組んでいた旗屋学区の体制や成

果、課題を踏まえて運行計画づくりを行っ

た。 

運行計画書の作成 
・毎月、約１か月前には関係者の意向を踏まえ

て翌月の運行計画書を作成し、参加者を決め

ておく。 

｢学区だより｣へ定期的
に活動の情報を掲載 
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■町内会や各種団体が協力して役割分担 
・町内、団体単位で１つのチームとし、１班は３チームで構成する。青パトの鍵は、

１班が１つずつ保管する。 

・年度当初に各チームが毎月いつパトロールをできるか（第３木曜日や毎週月～木な

ど）を確認し、それを基にパトロールを実施する曜日や回数などを調整し、月次運

行計画書を作成している。 

・町内会や各種団体に希望を聞く際には、月当たりの担当回数や人数も強制せず、無

理なくできるように配慮している。 

■柔軟な運営で安心して参加できる環境をつくり、負担感を軽減 
・急なメンバーの交代を当事者間で調整してもらう、都合が悪くなったチームは、代

わりにパトロールを行えるチームを自分で探し、学区連絡協議会に報告してもらう

など、柔軟な運営を心がけることで参加者の負担を軽減し、安心して引き受けても

らえるよう工夫している。 

■世代間で連携して取り組んでいる 
・大宝小学校の理解と協力を得るととともに、ＰＴＡからもパトロールに参加しても

らうことで、若い世代との連携も図りながら進めている。 

 

 

 

■犯罪認知件数の減少 
・犯罪認知件数が減っており、平成 23 年度はひったく

りが０件という成果をあげた。 

■住民の防犯意識の向上と世代間交流 
・パトロール活動が浸透し、パトロール中には子どもた

ちからあいさつをしてくれるようになり、防犯意識の

向上とともに世代間交流に役立っている。 

■参加・協力への抵抗感が減り、活動の担い手が増加している 
・柔軟な運営で担い手の負担を軽減することにより、活動に対する抵抗感が弱まり、

青パト実施講習の受講者は延べ１５０人以上になっている。 

■世代間や各種団体のつながりが生まれ、学区の連帯感が醸成 
・パトロールの実施中に車内で地域の歴史の話などをすることで、世代間の交流が深

まっている。 

・また、都合が悪くなったチームが、直接他のチームと交代の調整をすることで、団

体間のつながりが生まれ、学区全体の連帯感をつくることにつながっている。 

  活動への取り組み方・・・多様な団体が連携し、柔軟な運営に配慮 ３ 

 成果・効果・・・住民の防犯意識が高まり、犯罪件数も着実に減少  ４ 

小学生の下校時にパトロール
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■ガソリン代や保険代などの維持費の確保 
・ガソリン代や車検代、保険料など車両の維持費がかかり、学区連絡協議会の年間事

業運営費に占める割合が高くなっている。 

・事業の継続のために、活動資金の確保が引き続きの課題である。 

■常に工夫をこらしてマンネリ化を排除 
・平成 18 年３月にスタートして以来、約７年が経過して持続可能な仕組みが構築さ

れつつあるものの、同じ取り組みの繰り返しではマンネリ化すると考えており、青

パト実施講習の中で青パト活動の体験談や防犯講習も行うなど、機会を生かして常

に新しい工夫を行っていきたい。 

■まとめ役となるリーダー人材の後継者確保・育成 
・２年に１回、延べ約 150 人が青パト実施者講習を受講して、担い手の拡充を図っ

てきたが、今後は全体のまとめ役として運行計画書の作成などを担えるリーダー的

な後継者の確保・育成が課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・柔軟な運営体制を築くことにより、活動への負担感や抵抗感を軽減し、町内会など

の自治組織だけでなく、ＰＴＡや老人会などの各種団体とも連携して地域ぐるみで

活動する体制を整えている。 

・パトロール活動が住民の防犯意識を高めているほか、参加者同士の交流の場となり、

学区のつながりを深めている。 

 今後の課題・展望・・・維持費の確保、リーダー人材の後継者育成  ５ 

 運営者の声  ６ 

・協力してくれるメンバーには、感謝の気持ちを伝え

るとともに、自ら動いて見せることで範を示すこと

がリーダーに求められる。 

・多くの住民に協力してもらえるように、参加しやす

く負担にならない弾力的な仕組みを作ることが大

切。 

・活動を通じて、忘れかけていた人情が感じられるよ

うになってきた。 …など 

 まとめ・考察  ７ 

青色回転灯パトロール車
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本事例に関する概況・基礎データ等は、中川 １２ページの「中川区 中島学区」を参照 

 

 【活動の概要】 

中島学区は、中川区の南部に位置し、住宅地の

中に、水田や畑が点在して残る地域である。こ

うした環境の中、小学校と中学校の「総合的な

学習の時間」に学区区政協力委員会を中心に、

地域に残る水田などの固有の資源を活用して、

子どもたちに昔からの生活を伝えている。 

小学校では、３年生を対象に年に１度、体育館で、「古い道具と昔の暮らし」と

して、「昔の遊び」や「縄ない」、地域住民が持っている昔の仕事道具を活用した「昔

の暮らし」の３つの内容を教えている。 

中学校では、１年生の「稲作体験授業」の一環として、子どもたちが育て収穫

したもち米を使った「もちつき体験」の際に、道具の提供や下準備などに協力し

ている。なお、地域が協力して稲作に使用する水田を確保しているほか、中学生

が作付けした“わら”を小学校の縄ない体験で使用している。 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

中島学区では、小学校の花壇づくりのために、住民有志が重機を用意して樹木の伐採

に協力するなど、学校からの相談や依頼に、日頃から積極的に協力している。また、防

犯パトロールに１００人以上が参加するなど、地域活動に住民が協力的な地域である。

小学校からの「地域の昔からの生活を子どもたちに伝えるために協力して欲しい」とい

う依頼や、中学校からの「子どもたちがお米を育てることの苦労を体験するために協力

して欲しい」という依頼を受け、地域に残る水田や古くから伝わる道具、それらを伝え

る人材を活用して取り組んでいる。 

【活動事例 10】 

中川区 中島学区 
地域の資源を活用した 

  青少年健全育成活動

  きっかけ・目的・・・子どもたちに昔からの生活を伝える １ 

■活動への取り組み方 

・水田や人材などの地域固有の資源を活用し、地域全体で青少年

育成活動に取り組んでいる。 

・活動を通じて地域の大人と子どもが顔見知りになるきっかけを

作っている。 

・子どもたちが“実体験から学ぶ”ことを重要視し、伝える内容

を工夫している。 

 小学生による“縄ない体験”
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  活動の進め方・・・住民が中心となって授業を実施 ２ 

【ステップ①】日常的な交流・情報共有と相談 

■日常的に団体間で活動に対する情報を共有 
・学区区政協力委員会と学区連絡協議会の定例会を一緒に行うなど、地域の各

種団体が日常的に情報共有を行い、信頼関係を築いている。 

■学校からの相談や依頼への対応 
・学校の求めに応じて、校庭の木の伐採に協力するなど、学校からの相談や依

頼に、日頃から積極的に対応している。

【ステップ③】当日の運営 

■住民が講師となって授業を実施 
・「古い道具と昔の暮らし」では、住民が道具を持ち寄り、講師として道具の使

い方や昔の暮らしの経験談などを子どもたちに伝える。 

・「もちつき体験」では、地域が道具の準備や米を蒸すなどの下準備を行う。 

■保護者と意識を共有し、活動の担い手として意識付ける 
・「もちつき体験」の当日の運営には、ＰＴＡの役員も参加している。“地域で

子どもたちを育くむ”という意識を共有し、今後の地域活動の担い手となっ

てもらうために、会話を通じて促している。 

【ステップ②】企画・事前準備 

■学校と一緒に具体的な企画内容を検討 
・日程などの企画案は学校から提案。 

・授業内容やスケジュールなどの具体的な内容は、 

住民が提供できる知識や技術を考慮しながら、学校と一緒に検討する。 

■前年度の状況を踏まえながら、年々バージョンＵＰ 
・以前は展示するだけだった石臼で、実際に大豆をひいて“きな粉”を作るな

ど、子どもたちが実体験できるように工夫している。 

小学校のたよりへの
掲載記事 

中学生がお米を収穫した後のわらを 
小学生が利用 

・中学生が世話をして、収穫した後の稲わらを

使って、小学生が縄ないを実施している。 

住民が所有する道具を利用 
・小学校の授業では、実際の仕事道具（大八車、

石臼、しょいこなど）や遊び道具（お手玉、

カルタ）の説明や、実際に遊ぶ。 

石臼で“きな粉”作り
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■地域全体で協力 
・小学校からの「地域の昔の暮らしを子どもたちに教えて欲しい」という依頼を受け、

地域の人材を活用して「昔の遊び」、「昔の暮らし」、「縄ない」を教えている。講師

になる住民や昔ながらの仕事道具を持っているという情報は、学区の定例会議で各

種団体に提供を依頼している。 

・中学校の「稲作体験授業」では、学校のすぐ近くにある水田の地主さんに協力して

いただき、「もちつき体験」で使用する臼や杵、せいろといった道具を学区で用意し

ている。また、学校やＰＴＡ役員に昔ながらのもちつきの経験が無いため、もち米

を蒸すなどの下準備や、もちつきの指導も行っている。 

■地域の子どもとの交流のきっかけづくり 
・地域の大人が小学校や中学校の授業に関わることで、普段は直接関わることの少な

い地域の大人と子どもたちが顔見知りとなるきっかけとなっている。 

・地域のお年寄りが子どもの頃の体験など、子どもの親世代も知らない昔の生活を聞

いて、家庭で会話することで、親子のふれあいにもつながっている。 

■子どもたちの実体験を重視 
・以前は展示するだけだった石臼を使って、実際に大豆からきな粉を作ることで、道

具の展示や使い方を説明するだけでなく、子どもたちからは「本当！きな粉のにお

いがする！」といった実際の体験を重視することで、記憶に残る授業となるように

している。 
 
 
 

■地域の一体感の醸成 
・地域に残る水田や人材、昔ながらの仕事道具などを活

用し、地域が「子どもの学習」という目的のために、

一体となって取り組むことで、地域全体で子育てに取

り組むという意識が生まれている。 

・「昔の暮らし」を教えることのできる人材などの情報

を各種団体がそれぞれのネットワークを活用して収集

することで、地域の人材の情報を互いに共有すること

ができている。 

■地域と子ども、若い世代のつながりづくりの場になっている 
・地域の大人と子どもたちがお互いに顔見知りとなることで、交通安全指導の際にあ

いさつを交わすなど、地域であいさつの輪が広がり、地域住民と子どものつながり

ができている。 

・「もちつき体験」には子どもの保護者も協力しており、若い世代と地域が知り合うき

っかけとなり、地域活動に参加してもらえるようになっている。 

  活動への取り組み方・・・地域の資源を活用して取り組む ３ 

 成果・効果・・・地域の一体感や、つながりの場づくり  ４ 

収穫したもち米での“もちつき”
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■後継者の育成、新たな人材の発掘 
・講師を務めるメンバーが高齢化してきており、活動を継続していくためには、新た

な人材を発掘していく必要がある。 

・できれば若い世代に協力してもらいたいが、仕事もあり難しいため、６０歳代の人

材について普段からアンテナを張って情報収集に努めている。 

■地域全体で協力する体制を維持していく 
・中島学区では、各種団体間の風通しをよくすることに努めており、この活動を通じ

て、団体間で地域の人材についての情報を共有でき、地域全体で取り組む体制をよ

り強くすることができた。今後も、団体間の情報共有を密にし、地域全体で協力し

ていく体制を維持していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・里山や川をはじめとする自然や、お寺や神社などの歴史的建造物、地域に住む人材

など、地域ごとに様々な特性（資源）がある。中島学区では、地域と小・中学校と

の協力体制や、各種団体間の風通しのよい関係を土台として、地域に残る水田や昔

ながらの道具などの地域固有の資源を活用し、地域を挙げて“子どもを育むこと”

に取り組んでいる。 

・各団体がそれぞれのネットワークを生かして情報収集に協力するなど、“地域全体で

子育てに取り組む”という意識が高まっており、地域の大人と子どもが顔見知りと

なって、あいさつの輪が広がるなど、世代間交流とともに地域による子どもの見守

りにつながっている。 

 今後の課題・展望・・・活動の後継者育成  ５ 

 運営者の声  ６ 

・安全で安心なまちづくりを進めるためには、

地域が一枚岩になる必要がある。 

・地域活動が活性化するためには、地域の各

種団体が日頃から連絡を取り合い、情報を

共有することが重要。 …など 

 まとめ・考察  ７ 

稲刈り
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本事例に関する概況・基礎データ等は、港 18 ページの「港区 西福田学区」を参照 

 

 【活動の概要】 

毎年４月中旬、西福田小学校運動場で行われている「西

福田学区親子運動会」は、幼児から高齢者まで学区住民

約 700 人が参加する地域住民総出の運動会である。 

全体を親子参加できる競技で構成し、「パン食い競争」

や「玉入れ」などの競技に加えて、ラグビーボールをパ

ターでたたく「亭主操縦法」や、ビールの空き缶などを

背中の籠に入れていく「町美競争」などのユニークな競

技、さらに子ども会・女性会に分かれて真剣勝負で戦う

「町別リレー」など、運動会が盛り上がるための工夫が

施されている。 

運営には、女性会・子ども会・スポーツ推進委員が中心となり、さらに若手の

町内会役員も加わって、様々な組織・団体の連携によって行われている。準備段

階を含めて、世代間の交流を深め新しい人材を育てる場として、学区に欠かせな

い取り組みとなっている。 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 旧南陽町の頃から、地域のつながりが強い西福田学区で、家庭のふれあいや地域の絆

を深めることを目的にスタートした「西福田学区親子運動会」は、平成 24 年度で 42

回目を迎えている。 

【活動事例 11】 

港区 西福田学区 
家庭のふれあい、地域の絆を深める

『西福田学区親子運動会』

  きっかけ・目的・・・家庭のふれあい、地域の絆づくりの場として １ 

■活動への取り組み方 

・学区内のほぼすべての子どもとその親が参加して、地域ぐるみ

で世代間の交流を深める機会となっている。 

・子ども会、女性会、スポーツ推進委員が核となり、役割分担を

して協力しながら準備及び運営を行っている。 

・ユニークな種目に親子での参加、町内会対抗、３つの優勝旗を

用意するなどの工夫で、運動会を盛り上げている。 

・地元企業からも協賛金の形で協力を得ている。 

“山越え谷越え”の様子
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  活動の進め方・・・地域ぐるみで 700 人規模の運動会を作り上げる ２ 

【ステップ①】実施計画の作成及び周知 

■各種団体が集まり、実施要項及び役割分担を検討 
・例年 1 月に子ども会、女性会、スポーツ推進委員の役員が集まり、次年度の運

動会の企画内容について打ち合わせを行って要項を作成する。 

■説明会の開催、プログラムの各戸配付 
・開催の約２週間前に運動会要項に基づき各種団体の役割についての説明会を開

催する。 

・運動会のプログラムを各家庭に配布して、参加を呼びかける。 

【ステップ③】運動会の詳細準備、当日の運営 

■役割分担による運動会の準備及び運営 
・女性会、子ども会、スポーツ推進委員が、 

役割分担をして協力して準備及び運営を行う。 

■運動会の開催 
・例年約 700 人の住民が参加して、様々な競技で楽しく汗を流す。 

【ステップ②】選手の選出、参加者への呼びかけ 

■各町内で選手を選出 
・各町内で、要項を基に選手の選出を行う。 

■老人保健施設や障がい者授産施設にも参加を呼び掛け 
・介護老人保健施設に入所している高齢者や、障がい者の作業所(社会福祉法人)

にも、運動会への参加を呼びかける。 

・高齢者や障がい者も、参加できる種目を用意している。 

関係団体の役員を通じて周知 
・チラシを各戸配付するとともに、区政協力委

員、女性会、子ども会、スポーツ推進委員の

役員を通じて、個別に周知を図っている。 

子どもが少ない町内は合併してチーム編成 
・子どもの数が少ない町内では、子ども会・女性会

ともに新茶屋・天目で１チームとして編成する。

運動会プログラム

“亭主操縦法”
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■子ども会、女性会、スポーツ推進委員が核となって企画・運営 
・子ども会は前日の会場設営や当日の記録、女性会は協賛金集め、景品の準備や当日

の放送、受付、接待、救護、昼食準備など、スポーツ推進委員は会場設営や当日の

進行など、それぞれが役割を分担し、協力して準備及び運営を行う。 

■ほぼ全ての家庭から親子が参加する 
・幼児から中学２年生まで、学区内のほぼ全ての子どもとその親が参加する。親子の

会話が生まれるほか、地域の中での顔見知りも増える。 

■ユニークな種目に親子参加、町内対抗、３つの優勝旗で盛り上げる  
・特定の競技のみではなく、運動会全体を親子参加できる競技で構成。競技種目は毎

年少しずつ変更するが、「亭主操縦法」などユニークな種目も多い。 

・子どもの部、女性の部とそれに総合を加えた３種類の優勝旗、トロフィーを用意し、

町内会対抗リレーなど町内ごとに競わせる形にしている。 

■地元企業から協賛金のかたちで協力を得る 
・地域の事業所約70 社から協賛金を寄付していただき、事業費に充てている。企業

名は運動会で紹介している。 
 
 

 

■親子のふれあいが深まる 

・運動会で一緒に汗をかき、一緒に昼食を食べること

で、親子のふれあいの機会を提供し、家庭の絆づく

りに役立っている。 

■世代を超えて顔見知りになり、日常的な 

見守り、安全・安心につながる 

・世代間交流が深まり、住民同士が顔見知りになることで、地域住民の連帯感が育ま

れるきっかけともなる。 

・当日は、ひとり暮らし高齢者を招待し、女性会と民生委員が準備して給食会を開催。

さらに、子どもや高齢者への日常的な見守りにもなり、安全安心なまちづくりにも

波及効果が期待できる。 

■若い世代が町内会役員として地域活動を経験する場になる 
・町内会役員は１年交代になっており、若い世代も多い。親子運動会の開催は例年 4

月中旬で、役員就任後すぐの行事になることから、苦労も多いが、この運動会での

経験が役員同士の顔つなぎをする上で良い機会となり、地域の担い手づくり、新た

なリーダー育成のきっかけにもなっている。  

  活動への取り組み方・・・各種団体や企業も参加して盛り上げる ３ 

 成果・効果・・・家庭や地域の絆を深め、地域力向上の契機に  ４ 

町別リレー（女性会）の様子
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■子どもの数が減り、選手選びが難しくなってくる 
・年々、子どもの数が減少しており、西福田小学校の児童数は現在 219 人、新１年

生は 19 人となっている。 

・子どもの数が減ると競技の選手（参加者）の確保が難しくなり、児童１人あたりの

負担が増えることから、過度な負担とならないような工夫が求められる。 

■次世代に引き継いでいくためのリーダー後継者の育成 
・この運動会を、次の世代にも引き継いでいきたい。そのために、中心的な立場で各

種団体をコーディネートできるような新たなリーダーの育成を今から進めておく

ことが求められる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

・多くの学区で運動会が開催されているところだが、西福田学区は女性会、子ども会

の加入率が高い地域であり、運動会を各種団体が密接に連携して企画、準備、運営

を進め、地域ぐるみで運動会を盛り上げている。 

・全体を通じて親子競技や町内対抗のユニークな競技で構成しており、親子での会話

のほか、町内の住民との交流や連帯感が生まれている。この運動会を通じて顔見知

りの関係が増えることで、地域での会話も生まれ、地域全体で子どもや高齢者の見

守りにつながっている。 

・１年に１回の行事であるが、そのプロセスを含めて、世代間の交流を深め、顔の見

える関係をつくるきっかけや、新しい人材を育てる場になっている。そのことが安

心して暮らし続けられる地域を形成する契機にもなっている。 

 今後の課題・展望・・・運動会を次世代に継承していくために  ５ 

 運営者の声  ６ 

・運動会は、地域の絆を深め、連帯感を高めるため

の大切な行事であり、継承していきたい。 

・親子で参加し、ともに昼食を食べたりすることで、

会話も弾みふれあうきっかけになる。“親子運動

会”というネーミングもいい。 

・各種団体の仲も良くて、横のネットワークができ

ている。運動会も連携をはかりながら取り組んで

いる。 …など 

 まとめ・考察  ７ 

二人三脚の様子
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本事例に関する概況・基礎データ等は、南 18 ページの「南区 柴田学区」を参照 

 

 【活動の概要】 

毎年５月下旬に開催される「柴田学区交通

安全パレード」は、住民の交通安全に対する

意識の向上を目的に、40 年前から続いてい

る柴田学区の伝統的な行事である。 

パレードでは、低学年の児童が警察の制

服を着た「チビッコ警察官」や小学校の鼓

笛隊、交通少年団とその家族、老人会、各

町内の住民ごとにグループを作り、 

隊列を組んで学区内を歩くことで、住民に交通安全を呼びかけており、毎年 400

～500 名の住民が参加している。 

平成 22 年度からは大同大学の吹奏楽部にも参加してもらうことで、パレード

の魅力向上を図っている。 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

地域住民の交通安全に対する意識を向上させることをねらいとして、子どもから大人

まで幅広い世代の住民が隊列を組み、交通安全を呼びかけながら学区内の幹線道路を 1

時間半かけてまわる「柴田学区交通安全パレード」を実施している。40 年以上続く、

学区の伝統行事となっている。 

【活動事例 12】 

南区 柴田学区 
マニュアルを活用した円滑な運営 
による『交通安全パレード』

  きっかけ・目的・・・地域住民の交通安全意識を高めたい １ 

■活動への取り組み方 

・当日の運営マニュアルのほか、参加者や必要な物品を取りまと
めるための様式を作成し、新たに役員となった人でも安心して
取り組める仕組みを作っている。 

・小学校や地域からの意見を取り入れ、パレードの内容を調整す
ることで、参加者の負担が少なくなるよう工夫している。 

・パレードの実施後には、必ず反省会を実施し、反省会の中で出
た意見は翌年度の開催に反映させ、よりよいパレードとなるよ
うにしている。 

パレードの様子

パレードの様子
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【ステップ②】参加者の募集、事前準備 

■町内会・団体ごとに参加者名簿を作成 
・町内ごとに町内会長が参加者を取りまとめる。 

民生委員や消防団などの各種団体、鼓笛隊・交通少年団

などのグループごとの参加者数も把握する。 

■パレードの詳細を決定、備品準備 
・参加者数を基に、パレードの隊列の並びを決定するほか、必要な備品・景品

などを手配する。また、交通安全標語のパネルを作成する。 

【ステップ①】パレードの企画 

■公民会の交通安全部長を中心に企画 
・毎年５月２０日前後の日曜日に開催することとしており、開催の 3 か月前か

ら、公民会（他学区における学区連絡協議会）の交通安全部長を中心に企画

を進めていく。 

■関係機関へ道路使用などの必要書類を提出 
・警察署や区役所、小学校、交通指導員といった関係機関に開催日を連絡する

とともに、道路占有許可などの必要な書類を提出する。 

【ステップ③】当日の運営・反省会 

■各種団体が協力して運営 
・警察と消防団が道路を封鎖するほか、母親交通教室が隊

列の安全指導、公民会の女性部が飲み物を準備するな

ど、学区の各種団体が協力して運営を行う。 

■反省会の開催 
・毎年必ず反省会を開き、意見を翌年度の実施に反映することで、安全第一に、

よりスムーズに実施できるようにしている。 

  活動の進め方・・・交通安全部長を中心に学区が一体となって実施 ２ 

参加者の報告様式

開催概要

参加者の調査票や集計票などの様式を整備
・町内会長が参加者の取りまとめ結果を報告す

るための様式や、学区全体の参加者数をまと

めるための様式を整備し、運営側の負担を軽

減している。 

安全に配慮して実施 
・幹線道路でパレードを行うため、途中で隊列

が崩れたり、間延びしないよう、写真の撮影

場所の固定や、隊列の順番を工夫している。
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■マニュアルや各種様式の整備 
・パレードは、交通安全部長を中心にして企画しているが、開催日が５月となってお

り、新たに４月から交通安全部長になった人は、準備や当日の運営についてよく分

からず、大きな負担となっていた。 

・そのため、パレード開催までに準備しておく事項などをまとめたマニュアルを作成

することで、引継ぎ後に新任者が困らない仕組みづくりを行っている。 

・マニュアルの作成にあわせて、町内会長が参加者を取りまとめるための名簿や、学

区全体の参加者数と必要な物品数をまとめるための様式を作成したことで、運営側

の事務的な負担を軽減している。 

■参加者の安全を守るための工夫 
・小学校から「鼓笛隊の負担が大きいため、パレードのコースを短くして欲しい」と

いう要望があり、学区内を北と南の半分に分け、隔年でコースを変更するなど、事

故が起きないことを一番に考えて運営を行っている。 

・毎回、終了後には反省会を行っており、そこでの意見を翌年度の開催に反映してい

る。 

（パレードの隊列が崩れないように保護者が子どもの写真を撮影する場所を設け

る、隊列が間延びしないように隊列の 後に大同大学の音楽隊を配置するなど隊列

の順番を工夫する など） 

 

 

 

■楽しみながら交通安全の意識の向上 
・低学年による「チビッコ警察官」や、小学校の鼓笛隊、

交通少年団などで、子どもがパレードに参加すること

で、保護者をはじめとする大人が多く参加し、多くの

住民が楽しみながら交通安全の意識を高めている。 

■マニュアルの整備による情報の共有 
・マニュアルを整備したことで、これまで交通安全部長個人のノウハウだったものが、

学区全体で共有できることができた。 

・参加者取りまとめ票の様式を作成したことで、各町内からの参加者報告を整理する

作業の負担が軽減した。また、参加者が町内会として参加しているのか、団体から

参加しているのかが明確になり、配付する景品の重複や不足がなくなり、不要な経

費の支出を抑えることができた。 

  活動への取り組み方・・マニュアルの整備により運営者の負担を軽減 ３ 

 成果・効果・・・行事のノウハウを学区全体で共有  ４ 

グループ名のプラカード
を持ってパレード 
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■継続は力なり、今後も学区の伝統行事として開催 

・子どもたちが楽しんでパレードに参加しており、小さい頃から交通安全に対する意

識を持ってもらうために、今後も継続して開催していきたい。 

・一方で、参加者が固定化しており、マンネリ化を防ぐために、平成２２年度から大

同大学の吹奏楽部にも参加してもらっている。住民が減少している中で、無理のな

い範囲で内容を工夫し、参加者を確保していきたい。 

■学区の他の活動についてもマニュアルを整備 

・役員のなり手が少ないのは、学区の各行事の準備や当日の作業量がどの程度なのか、

やってみないと分からないということも原因の一つと考えている。パレードに関わ

らず成人式や運動会、敬老会といった学区の主要な行事のマニュアルや必要な様式

についても順次整備していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

・行事の実施にあたって準備すべきことや、行事全体の流れをマニュアルという形で

文章にして残すことで、役員個人の持つ経験やノウハウを学区で共有できる仕組み

を整備している。 

・また、マニュアルの作成により、行事全体の事務量が明確になることで、新しく役

員となる人の業務量に対する不安を軽減しており、活動の担い手不足といった課題

にも対応していこうとしている。 

 今後の課題・展望・・・他の行事のマニュアル作成も進めていく  ５ 

 運営者の声  ６ 

・毎年継続することによって、少なくとも年に 1 回

は交通安全に対する意識を高めてもらう機会にな

っている。今後も継続していきたい。 

・地域活動の内容は新旧担当者の申し伝え事項が多

い。手順や準備する事項を文章にして残すことで、

少しでも役員のなり手が出てきてくれるとよい。 

・マニュアルの作成にあわせて、各行事にかかる経

費についても見直しをしていきたい …など 

 まとめ・考察  ７ 

パレードの開会式の様子
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本事例に関する概況・基礎データ等は、守山 16 ページの「守山区 瀬古学区」を参照 

 

 【活動の概要】 

住民有志を中心とした「瀬古防犯隊」を組織

し、パトロール隊員は 6 分隊 130 名、青色回

転灯車（青パト）3 台を有して、下記のような

多様な活動を行っている。 

・青パトによる学区内パトロール 

・小学校登下校時における交通指導とあいさつ

運動の実施 

・小学校の同伴下校、防災の日における児童引き渡し訓練への参加 

・地域の犯罪発生状況や、こども 110 番の家の周知のための安全マップの作成・

配布 

・防犯隊の広報誌「瀬古防犯だより」の発行（毎月発行） 

・住宅侵入防止対策講習会など防犯についての講習会の実施 

・学区の夏祭りや運動会等の行事における交通整理・警備の実施 

・給食会や各種サロンにおける高齢者を対象とした防犯啓発活動 

・行政からの要請による各種キャンペーンへの協力 など 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 
 

平成 16 年に広島や栃木で児童が殺害された事件をきっかけに、全国的に警察から地

域へ自主防犯活動への協力が依頼されていた。瀬古学区でも街頭犯罪（特に住宅対象侵

入盗・自動車関連犯罪）が多発していた中、四日市で住民により青パトを使ったパトロ

ール活動が行われていることを知り、「私たちのまちは私たちの手で守る」ため、平成

17 年 11 月に「瀬古防犯隊」を発足した。  

【活動事例 13】 

守山区 瀬古学区 
自主防犯組織『瀬古防犯隊』 

が支える地域の防犯活動

  きっかけ・目的・・・私たちのまちは私たちの手で守る！ １ 

■活動への取り組み方 

・住民有志を中心とした防犯隊を結成し、学区連絡協議会の一員

に属し活動を展開している。 

・学区や学校の行事などに積極的に協力することで、地域の安全

を守るとともに、防犯隊の活動を地域に浸透させている。 

・「瀬古防犯だより」の発行やポスタ 掲示などの広報活動による

防犯隊の活動の紹介や、防犯意識の啓発活動も重視している。 

瀬古防犯隊のメンバー
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  活動の進め方・・・学区連絡協議会の一員に属し自主防犯組織として活動 ２ 

【ステップ①】防犯隊の結成 

■防犯隊の結成 
・「瀬古防犯隊」の結成に至るまでに、学区内において議論紛糾したが、約半年

間をかけて意見がまとまり、平成 17 年 11 月から、学区連絡協議会の一員

として活動を開始した。 

（活動費は全て学区連絡協議会からの各団体分担金により充てている。） 

【ステップ③】賛同者・活動参加者の拡大 

■活動を継続する中で、隊員を増やす 
・活動を続ける中で、賛同者が増え、隊員が増加した。現在では、特別に隊員

の募集をしなくても、口コミにより参加者が増えている。 

【ステップ②】パトロール活動や 

広報誌の発行 

■パトロール活動の展開 
・学区を６つのブロックに分け、各ブロックが

ブロックごとにパトロールを実施。 

■広報誌の発行による活動の周知 
・防犯隊の活動や防犯に関する情報を掲載した

「瀬古防犯だより」を毎月発行することで、

活動が住民に認知され、住民からの信頼も高

まっていった。 

瀬古防犯だより

地域の行事にも積極的に参加 

・夏祭り、秋祭り、運動会、防災訓練など行事にも

参加し、交通整理や警備等の役割を担っている。 
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■難しいルールや決まりごとを作らない 

・防犯隊のメンバーは、有志の住民を中心としたボランティアで構成されている。メ

ンバーが活動しやすいように、「活動への参加を強制しない」、「必要のない会議は行

わない」、「携帯電話などで連絡を取り合うことを徹底する」など、参加者が肩肘を

張らずに活動できる環境づくりを心がけている。 

■地域や行政の行事などに積極的に協力する 

・小学校や幼稚園からの見守り活動などの依頼や地域の行事における交通整理など、

パトロール以外の活動にも積極的に取り組んでいる。 

・警察署や区役所といった行政との情報交換を日常的に行っているほか、行政の主催

するキャンペーンなどにもできるだけ協力している。 

■「瀬古防犯だより」による住民との情報共有 

・防犯隊の活動状況を周知するとともに、防犯に関する情報を伝えるため、「瀬古防犯

だより」を毎月作成し、町内会を通じて回覧、掲示等を行っている。 

・子どもや高齢者に対する防犯や交通安全の啓発活動も積極的に実施している。 

 

 

 

■住民の防犯意識の向上、活動への理解

者・隊員の増加 

・パトロールの実施、地域の行事への協力、毎月

の防犯だよりの発行などにより、住民の防犯意

識が高まり、活動への理解が深まったほか、隊

員の負担が少ない活動の仕組みを作ったことで、

隊員も年々増加している。 

■パトロールを通じた住民間の交流の深まり 

・パトロール中の会話により隊員同士の交流が深まっている。また、住民にあいさつ

や声掛けをしながらパトロールをすることにより、隊員と住民のコミュニケーショ

ンが生まれており、地域のふれあいの創出にも貢献している。 

  活動への取り組み方・・・参加者が活動しやすい環境づくり ３ 

 成果・効果・・・防犯意識の向上・犯罪の減少・住民の交流  ４ 

青パトでの夜間パトロール 
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■活動資金の確保など安心して活動できる体制作り 

・学区連絡協議会からの各種団体分担金を運営基盤としている。 

・パトロールに使用している車の管理方法を整理するなど、次の世代が安心して取り

組める環境づくりを進めていきたい。 

■次世代へのバトンタッチ 

・パトロールには多くの住民が参加しているが、核となる運営メンバーは高齢者が多

くなっている。活動の継続のために、次世代を担う人材の育成も進めていく必要が

ある。 

■マンネリ化を防ぐための新しい取り組みの導入 

・地域の行事への参加など多様な活動を展開しているが、緊張感と新鮮な気持ちを持

って今後も取り組むために、無理のない範囲で新しい取り組みを試みるなどの工夫

をしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防犯隊がパトロール活動だけでなく、地域の行事や小学校などからの依頼に積極的

に協力してきたことで、地域の団体や住民からの理解と信頼を得ている。 

・地道な活動により地域団体や住民からの理解や信頼を得たことや、参加者の負担や

抵抗感が少なくなるような運営を心がけてきた結果、今では参加者が１３０人を越

える学区で１番大きな団体となっている。 

 今後の課題・展望・・・活動資金の確保と次世代の育成  ５ 

 運営者の声  ６ 

・活動を住民に認知されるために、地域の祭りや

運動会、行政のキャンペーンに協力するなど、

様々な機会に参加している。 

・学区は子どもたちのふるさと。青パト活動を見

た子どもたちが大きくなった時にパトロール活

動を行うなど、活動がつながっていけばと思

う。 ･･･など

 まとめ・考察  ７ 

大型商業施設での啓発活動
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本事例に関する概況・基礎データ等は、緑 ３ページの「緑区 旭出学区」を参照 

 

 【活動の概要】                  

旭出学区では、学区連絡協議会の委員ら約 60 名が中

心となり、防災訓練への住民の参加を増やし、災害時に

役に立つ実践的な訓練を実施するために、自ら内容を企

画する「手作りの自主防災訓練」を実施している。 

平成 24 年度は下記のような訓練種目で実施したと

ころ、住民の意識が高まり、家族ぐるみの参加も多く、

参加者は 500～600 人に達した。 

・「自分の身は自分で守る」訓練の実施 

地震発生を想定し、合図後すぐに机の下に入る訓練

を実施。 

・地震の怖さと、家具転倒防止の必要性 

手作りの家具転倒装置を用いて家具転倒の様子を実演し、地震の怖さと転倒防止

の必要性を体感。転倒防止器具の有・無で効果を視覚的に訴える。 

・地震災害を想定した実践訓練 

実際の火を本物の消火器で消す訓練、「煙道」装置を使って煙を吸わない訓練、

「くど・釜・薪」を使った炊き出し、救出救護訓練、救援物資仕分け訓練、応急

手当、AED、給水訓練等を実施した。 

・宿泊型避難訓練を実施し、避難所設営等を行った。 

宿泊型訓練には旭出学区から 133 人が参加し、うち 79 人が宿泊した。 

 
 

 

 

 
 

 
  

 

 

 毎年 6 月に実施していた防災訓練の参加者が年々減少していたため、住民による「手

作りの自主防災訓練」を行おうと、平成 20 年度から計画した。 

「自分の身は自分で守る」意識を持つこと、そして「地域で助け合う」ことの重要性

を繰り返し訴え、訓練への参加を呼びかけた。 

【活動事例 14】 

緑区 旭出学区 
“自分の身は自分で守る”ための 

『手作りの自主防災訓練』 

  きっかけ・目的・・・訓練のための訓練ではなく実践的な訓練を行う １ 

■活動への取り組み方 

・前年度に実施した防災訓練の反省点を検討し、学区内に防災訓

練に関する要望事項を問いかけ、新年度の訓練内容のバージョ

ンアップを図り、マンネリ化しないよう訓練計画を立案する。 

・前日の避難所宿泊型訓練と組み合わせて、実際の地震の発生を

想定した手作りの訓練を実施している。 

 

手作りの“家具転倒装置”
（左側は転倒防止器具無し、右
側は有り） 
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  活動の進め方・・・訓練資材の準備、訓練計画など手作りを徹底 ２ 

【ステップ①】前年度の反省と要望事項に基づき計画を策定 

■前年度の反省と要望事項の把握 
・旭出学区連絡協議会が、前年度に実施した防災訓練の反省内容について整理す

る。 

・学区内に防災訓練に対する要望事項等を問いかける。 

■訓練内容の検討 
・前年度の反省や要望事項に基づき、訓練内容のバージョンアップを検討して、

訓練計画を立案。 

【ステップ③】当日の運営 

■訓練ごとの担当者が責任を持って指導 
・訓練ごとに担当者を割り振り、訓練計画、資材調達、訓練の指導を実施。 

■班を編成して一斉・同時に開催する訓練も実施 
・学区連絡協議会のメンバーが、訓練種目・訓練項目ごとに班を編成して、訓練

を運営する。宿泊型訓練では、災害時を想定し、一斉・同時に複数の訓練を実

施する。 

【ステップ②】事前準備・ＰＲ 

■資材の調達や制作 
・家具の転倒装置は地域の大工さんの協力により手作りで

制作。また、いつでも「炊き出し」ができるよう“くど”、

“釜”、“薪”を調達。 

■訓練参加へのＰＲ 
・当日の訓練内容を詳しく書いたチラシを作成して、回覧するほか、掲示板にポ

スターを掲示。 

・若い世代へは、直接、個別に声かけて参加を呼び掛ける。 

実際に即した訓練内容の工夫 
・一時避難場所に集合してから学校に移動。

・合図に合わせて机の下に入る訓練など、「自

分の身を自分で守る」ことを徹底。 

開催案内チラシ

参加者にも心構え、携帯品などを徹底 
・服装、ヘルメット、非常持ち出し品などの携

行を呼びかける。 

・記録写真をしっかり残し、引継ぎにも活用。

火を消火器で消火 
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■大規模地震に対応できる訓練の準備、訓練計画を立案 
・訓練内容は、自分たちで市の災害時の手引き書などを参考にして立案計画し、資材

調達、装置の準備などを工夫して、きめ細やかな訓練を実施している。 

・マンネリ化を避けるために前年度の反省や住民意見を把握して、内容のバージョン

アップに努めている。毎年 1 つは新しい内容の訓練を検討したり、防災ボランティ

アと協力したりしながら、子どもが楽しんで家族ぐるみで参加できるような内容を

検討している。 

■家からの避難開始、実際の地震発生を想定した訓練 
・訓練会場となる小学校では、煙道体験訓練や救出救護訓練、応急手当などの訓練の

ほか、実際に木材で火事を作り、本物の消火器での消火や、地下式給水栓での給水

の訓練を実施。また、家具の転倒の実演や｢自分の身を

自分で守る｣ため、合図に合わせて一斉に机の下に入る

訓練など、自分たちで考案した訓練を実践している。 

・また、｢炊き出し訓練｣では、ガスではなく新築や古い

家を解体したときの木材を薪として使用。ふれあい祭

りなど、日頃から訓練を兼ねて薪で調理している。 

■通常の訓練の前日から宿泊型訓練も実践的に実施 
・宿泊型の訓練では、本部の設置、防災無線の交信、体育館内での避難・宿泊準備、

備蓄倉庫の在庫品確認・運搬、仮設トイレ組み立て、地下式給水栓操作、災害時要

援護者支援、応急手当、炊き出し、救援物資仕訳、日赤防災訓練、ＡＥＤ講習など

が、災害時を想定して同時進行で進められた。 
 
 
 

■住民の防災意識が高まっている 
・学区連絡協議会のメンバー自ら、訓練内容を工夫して

きたことにより、住民にとって実際の災害時に役立つ

内容となり、「自分の身は自分で守る」ことと、「地域

でお互いに助け合う」という意識が広まっている。 

■家族ぐるみの参加が定着してきている 
・炊き出しで作るおにぎり、カレー、豚汁などを楽しみ

に参加する子どもも多く、家族ぐるみの参加が定着してきている。 

■高齢者のための防災対策の支援している 
・手作りの“家具転倒装置”で、住民の関心が高まった。家具の固定を希望する高齢

者があれば、材料費のみで町内会協力者が対応するようにしている。 

  活動への取り組み方・・・３ 

 成果・効果・・・日常的な防災対策や地域のつながりの強化  ４ 

“机の下に入る訓練”

“炊き出し訓練”
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■運営体制の工夫をすること 
・訓練を企画運営している学区連絡協議会のメンバーである区政協力委員が交代する

年度には、新たな人への説明・指導に時間が必要となる。円滑・継続的に実施する

ことができるように体制の工夫が必要になる。 

・説明や引き継ぎの工夫として、言葉による説明より写真で見るほうがわかりやすく、

活動の記録写真を残し、整理、保存している。 

■特に一人暮らし高齢者の参加を増やすこと 
・東日本大震災でも高齢者や一人暮らしの高齢者の避難が大きな課題であった。学区

内にも高齢者が増えていくため、回覧などで参加を促しているが、高齢者の訓練へ

の参加をいかに増やしていくかが課題である。 

■宿泊型防災訓練もセットにして災害に備えること 
・宿泊型の訓練は、参加者の確保に苦心している。しかし、災害時には必須のことで

もあり、また、旭出学区では実施の要望が多くなり、通常の訓練とセットで継続し

ていきたいと考えている。 

■住民のみの防災訓練で“自分の身は自分で守る”ことを強化 
・平成 24 年度の町内会防災訓練は消防団に頼らず実施した。災害発生時に多方面へ

の対応を余儀なくされる消防団を頼みにせず、“自分の身は自分で守る”ことがで

きるよう、今後も消防団に頼らない訓練体験を実施していきたいと考えている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
・訓練計画を自ら考えて、そのための準備を手がけることにより、災害時に必要にな

る行動を訓練している。 

・このため、住民も訓練の必要性を感じ、家族ぐるみの参加が増加しているほか、宿

泊型訓練の継続についても要望がある。 

・防災訓練を通じて培われた住民間のつながりにより、区政協力委員等による防犯パ

トロールなども呼び掛けに応じて活発化するなど、災害時にも有効となる地域の日

常的なつながりが一層強まっている。 

 今後の課題・展望・・・特に高齢者の参加を促進したい  ５ 

 運営者の声  ６ 

・難しいことや、高度な訓練を行うということでは

なく、既存のマニュアルなどを参考にして、自分

たちのアイデアで考えていくことが重要。 

・各団体も、それぞれ防災のための活動に力を入れ

ているが、学区全体で動いてみて防災力を高める

ことも重要と実感している。 …など 

 まとめ・考察  ７ 

転倒したタンス(左)と、固定して
倒れなかったタンス(右) 
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本事例に関する概況・基礎データ等は、名東 ６ページの「名東区 引山学区」及び

名東 15 ページの「名東区 香流学区」を参照 

 

 【活動の概要】 

平成 18 年にスタートし、平成 20 年からは

春と秋の年２回、長久手市から矢田川に注ぐ香

流川の堤防の遊歩道や土手、河川敷内のゴミ、

ペットボトル、空き缶などの回収を行う清掃活

動として、「香流川クリーン大作戦」を実施し

ている。 

平成 18 年は引山学区連絡協議会と水辺の環

境を保護する活動を支援している「ＮＰＯ法人みずしるべ」との協働により実施。

翌年からは香流学区連絡協議会も参加し、３者で「香流川を守る会」を結成して実

施している。区役所、土木事務所、環境事業所もこの清掃活動に協力している。 

各回とも、引山学区で約 300 人、香流学区で約 250 人が参加する。 

香流学区の住民アンケートでは、「参加したい人」の割合が約 80%あり、「香流川

クリーン大作戦」に対する住民の理解が非常に高いことがうかがえる。 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

香流川の堤防には桜並木となっている住民の散歩道があり、住民の憩いの場となって

いたが、愛・地球博が開催された平成 17 年頃には、ゴミが多く、水質が悪化していた。

そうした中、引山学区では、「地域の憩いの場である香流川をきれいにしたい」という

声が高まり、住民ができる範囲で香流川の清掃活動を行う「香流川クリーン大作戦」を

平成１８年から開始した。翌年からは、香流学区も加わり協働で実施している。  

【活動事例 15】 

名東区 香流･引山学区
２つの学区とＮＰＯ等との協働による

『香流川クリーン大作戦』

  きっかけ・目的・・・地域の憩いの場である香流川をきれいにしたい １ 

■活動への取り組み方 

・川沿いの２つの学区が連携することで、より広い範囲で川の清

掃活動を実施している。 

・NPO と連携し、学区と NPO がそれぞれの強みを生かし、事業

を円滑に運営している。 

・アンケートにより住民の意見を集約し、活動に反映している。 

清掃活動の様子
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  活動の進め方・・・両学区と NPO が役割分担して準備 ２ 

【ステップ①】体制づくり・運営方法の協議 

■運営委員会を開催して、開催方法を協議 
・引山学区、香流学区、「みずしるべ」により構成された「香流川を守る会」を

中心として、各回の日程や実施方法、各団体の役割分担などを確認している。

■地域の行事と調整して、参加しやすい開催日を設定 
・5 月と 10 月は地域の様々な行事が行われる時期なので、両学区で調整しな

がら、住民が も参加しやすい開催日を設定している。 

【ステップ③】当日の運営 

■学区・自治会ごとに概ねの担当区間を決めて清掃活動 
・参加者が自宅の近所の清掃をできるように、学区及び自治会ごとに担当区間

を決め、各自治会長が責任者となって活動を実施している。 

【ステップ②】役割分担による事前準備 

■チラシ作成や河川管理者との協議は

ＮＰＯが担当 
・のぼりやチラシの作成、道具の調達、河川管理者 

との協議などは、ＮＰＯの役割として分担している。 

■多様な住民に参加を呼びかけ 
・チラシは、両学区とも自治会を通じて全戸に配付し、自治会やＰＴＡ、子ど

も会、老人会などの地域の各種団体と協力しながら、子どもからお年寄りま

で多くの方が参加するように呼びかけている。 

行政にも協力を依頼 
・事前の河川敷の除草や、当日回収したゴミの

収集など、区役所、土木事務所、環境事業所

に協力を依頼。 

参加記念品などは学区ごとに工夫 
・香流学区は軍手とゴミ袋、引山学区はお茶と子

どもにはお菓子など、学区の状況に応じて、そ

れぞれ独自に参加記念品を配付している。 

開催案内チラシ
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■２つの学区の連携により広範囲の清掃を実施 
・川は１つの学区ではなく、複数の学区や他地域にわたって流れているため、２つの

学区が協力することで、より広い範囲を清掃することができ、清掃活動の効果を高

めている。 

■ＮＰＯ法人との協働による円滑な事業の運営 
・平成１８年に引山学区が「香流川クリーン大作戦」を始めた当初から、「みずしる

べ」が活動に関わっている。保健委員長と「みずしるべ」のメンバーが個人的に知

り合いだったことからつながりが生まれた。 

・平成１９年からは、引山学区、香流学区、「みずしるべ」の３者で、「香流川を守る

会」を設立し、クリーン大作戦の実行委員会の役割を担っている。 

・「みずしるべ」は、自分たちの持つ専門知識を生かし、補助金の申請や物品の調達、

チラシの作成といった裏方業務を担っている。一方、両学区は、チラシの全戸配付

などで参加者を募集し、当日の清掃活動を取り仕切る“実行部隊”といったように

明確に役割分担をしている。 

・「みずしるべ」と関係のあった香流学区の障がい者施設の参加にもつながり、日頃

は交流の機会が少ない住民同士のつながりをつくる機会にもなっている。 

■住民の意見を集約し活動に反映 
・香流学区では、年に２回清掃活動を実施することについて、住民にアンケートを実

施したところ、約８０％の住民から「参加したい」という回答を得ている。参加者

の負担も考慮して、年１回への変更を検討していたが、アンケートの結果を受けて、

引き続き年２回実施している。 

 

 

 

■住民同士の交流の場の創出 
・子どもを持つ若い世代から高齢者まで様々な世代

の住民が参加し、住民同士が交流する機会となっ

ている。ここでの交流をきっかけとして、地域の

仲間や知り合いが増え、住民のつながりづくりに

役立っている。 

■住民の環境に対する意識が高まり 
・川の清掃を通じて、「地域のシンボルである香流川を大切にしよう」という心が育ま

れるとともに、自分たちの住むまちをきれいにしようという住民の意識が高まって

いる。  

  活動への取り組み方・・・２つの学区とＮＰＯが連携して企画・実施 ３ 

 成果・効果・・・住民同士のつながり拡大、地域を大切にする心の育成  ４ 

親子での参加が多い 
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■活動の内容に変化を加える 
・活動のマンネリ化を防ぐために、堤防の草刈りや自然観察の要素も採り入れるなど、

無理のない範囲で内容に変化を加えることも考えていきたい。 

■上流から下流までが連携した取り組みの実施 
・香流川では、上流の長久手市から下流の千代田橋学区まで各地で清掃活動を実施し

ており、同じ日に活動するなど、連携した取り組みも考えていきたい。 

■清掃活動以外への連携の広がり 
・香流学区と引山学区は、以前から大きな防災訓練を合同で実施するなど、清掃以外

の活動でも連携していたこともあり、今後は、引山学区が香流川の堤防の桜並木を

活用して開催している「桜まつり」に、香流学区を含めた他の学区と合同で開催す

ることも考えていきたい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・２つの学区とＮＰＯがそれぞれの得意分野を生かして協働することで、事業の円滑

な運営と多くの住民の参加につながっている。 

・学区とＮＰＯの協働にあたっては、お互いに意思疎通がしっかりとできる関係を築

いた上で、無理のない運営体制をつくることが重要となる。この事例では、学区と

NPO とが、人と人とのつながりを基に関係を築き上げたことで、互いの強みを生か

した協働の体制を作ることができている。 

・区内の学区同士の連携だけでなく、他区や他市の団体と連携して活動を行う準備を

進めていることや、活動の内容に変化を加えることを検討するなど、活動がマンネ

リ化しないよう今後を見据えた対策を進めている。 

 今後の課題・展望・・・新たなメニュー展開と周辺地域との連携  ５ 

 運営者の声  ６ 

・継続して実施することで、毎回多数の住民が参加

する。住民の環境に対する意識が高まり遊歩道の

ゴミが減少し、桜の名所香流川が地域のみなさん

の憩いの場となっている。 

・ＮＰＯも地域の人材も、人と人とのつながりから

情報を得ることが重要。情報を集めるため、常に

アンテナを張っている。 …など

 まとめ・考察  ７ 

回収したごみの仕分け
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本事例に関する概況・基礎データ等は、天白 15 ページの「天白区 高坂学区」を参照 

 

 【活動の概要】 

地域住民での助け合いを進めるため「顔の見えるふ

れあい活動」を区政協力委員、町内会・自治会長、

民生委員児童委員、保健委員、老人クラブ計約 30

人が天白区社会福祉協議会と連携して実施している。

戸建住宅の町内会、集合住宅の自治会ごとにリーダ

ーを取り決め、活動の進捗状況を把握するよう会合

を重ねている。 

①「防災ずきん」の配布 

高齢者（初回は 80 歳以上、第２回は 75 79 歳、３回目は平成 24 年に 70

～74 歳）を対象に手作りの防災ずきんを配付しながら、高齢者、災害時の要援

護者の居住状況や生活環境について情報を収集した。 

②高齢者の見守り活動「お助け活動」 

確認した高齢者の情報に基づいて、見守り活動を行う人を募集したり、町内

によっては、それぞれの高齢者の担当を決めたりして、学区内の要支援の高齢

者が困った時に助ける。 

③あたたかい声かけ活動 

高齢者を見守るとともに、声をかけて、高齢者の孤立を防止していく。 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 数年前に集合住宅で火災が発生した時に、居住者がしばらく分らなかったことや孤立

死が発生し、“ほっとけない”という気持ちから、地域での日常的なふれあいが必要だ

と実感した。住民がお互いのことを知り、実際に顔を合わせることが一番との考えから、

学区の地域活動は、顔の見えるふれあい活動でなければと考えている。相手を知ること

で新たな認識の輪が広がることを目的としている。  

【活動事例 16】 

天白区 高坂学区 
それぞれが“気持ち”を伝える 
『顔の見えるふれあい活動』

  きっかけ・目的・・・お助け活動への積極的な参加 １ 

■活動への取り組み方 

・災害時の要援護者の安否確認、所在把握や高齢者の見守り活動

のアイデアとして防災ずきんの製作と配付を決定し、学区役員

の協力を得て実施した。 

・「お助け活動」の実施要項を決めて、町内会、自治会が実施して

みて、その問題点を検証して、継続的に実施している。 

・これらを生かして、「あたたかい声かけ運動」も展開している。 

防災ずきんの準備
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  活動の進め方・・・防災ずきんの配布から見守り活動への発展 ２ 

【ステップ①】防災ずきんの製作と配付（平成 24年度まで） 

■防災ずきんの製作と資金 
・どこに誰が住んでいるかを把握するために、会話の糸口として温かみのある

防災ずきんの配付を決定。 

・防災ずきん製作の資金は、事業の主旨に同意、賛同した学区の各事業団体か
らの助成金を得ることができた。 

・女性３人のメンバーが中心となり、老人会で作成していた型紙を活用し、安
価に材料を調達して(１枚 200～300 円程度)､２年をかけて 1,000 枚を製作。

■「広報高坂」に掲載して周知し配付 
・広報誌で防災ずきんの配付を周知し、学区役員の協力を得て配付した。（平成

22～24 年度） 

【ステップ③】本格的な見守りに向け「あたたかい声かけ活動」の展開

■「あたたかい声かけ活動」を展開 
・朝、高齢者に挨拶を行ったり、「お元気ですか？」と声をかけたりする運動を

広げて、見守り活動に結び付ける。 

■「お助け活動」の充実 
・「お助けマン」の登録者を増やすことや、登録はしなくしても活動を支援する

仲間を増やす。お互いが助け合う地域づくりを目指す。 

【ステップ②】「お助け活動」の実施と継続的な

展開 

■「お助け活動」の実施要領を検討 
・防災ずきんの配付活動についての報告会を行うと

ともに、見守り活動（「お助け活動」）について検

討し、実施要綱を作成して、「お助けマン」（高齢

者の見守り活動を行う人）を募集。 

■「お助け活動」の実施と検証 
・「お助け活動」を約５か月間実施して、経過報告と問題点を検証。 

“向こう三軒両隣”の関係づくり 
・挨拶をしながら見守る、お互いに助け合う気

持ちを高める活動を推進。 

「広報高坂」における
「お助け活動」のＰＲ 

民生委員と協力 
・民生委員と協力して支援が必要な高齢者の

情報を収集。個人情報保護に留意しなが

ら、情報の活用方法については今後検討。
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■高齢者に気持ちを伝える姿勢を持つ 
・防災ずきんを配付するアイデアは、タオルを配るよりも、防災に役立ち、手作りの

温かさを感じてもらう発想であった。配付する際に、高齢者の居住・健康状態など

を確認し、見守りが必要な高齢者を把握した。 

■自主的に参加した人を掘り起こして「お助け活動」を実施 
・学区役員のみならず、活動を口コミなどで情報発信して、「私に何かお手伝いでき

ることはありませんか？」という主体的な住民を掘り起こしている。 

・活動を担う「お助けマン」は登録制にしているが、登録しなくても参加したい人の

協力を得られるように開かれた活動として進めている。 

■「あたたかい声かけ運動」を進めて緊密な地域づくり 
・「あたたかい声かけ運動」により、地域のコミュニケーションを高めるとともに、

お互いに気遣いができ近所同士で関心を持つ地域づくりを進める。 

■活動を運営する上での組織づくり 
・１年で町内会長・自治会長が交代する中で、活動を維持するため、理事制をとり、

学区の活動の指示系統を一本化。なお、担い手・後継者不足を解消するため、地

域行事は実行委員会で行い、若手に経験を積ませている。 

 

 
 

■シルバーの活用、防災を通じて地域のふれあいを深めた 
・高坂学区は、社会福祉協議会の「名古屋市シルバーパワ

ーを活用した地域力再生事業」に平成 20 年から参加し

て、ボランティア育成を進めてきた。 

・こうした実績も生かして、防災ずきんの配付から、日常

的な高齢者の見守り活動への芽が生まれた。 

■町内会・自治会それぞれの創意工夫を引き出した 
・戸建住宅による“町内会”と集合住宅の“自治会”とに分けて取り組み、それぞれ

にリーダーを設けたことで実情に合わせた活動が展開でき、住民の意識が高まると

ともに、お互いの交流が深まった。 

・「お助けマン」の登録、賛同する住民の協力や、町内によっては、それぞれの高齢者

の担当を決めるなどの工夫を行いながら進めている。 

■住民のお互いの関心が高まり支え合いの輪が広がった 
・活動はもちろん、学区広報やホームページ、口コミによるＰＲを通じて、取り組み

についての住民の理解を高め、支え合いの輪が着実に広がっている。 

・敬老会の出欠を取りながら健康状態を確かめることや、回覧板はできるだけ手渡し

にすることなど、お互いに気遣う意識が高まった。  

  活動への取り組み方・・・ふれあいの工夫から関係づくりへ ３ 

 成果・効果・・・地域の絆づくり、若い世代の意識啓発  ４ 

 

防災ずきん製作
の様子 
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■ 活動の継続と担い手の世代交代 
・活動の仲間づくりのためにリーダーの統括力はもちろん、参加者とのより良い人間

関係を保つ事が大切である。 

・活動を継続することができ発展させるためには、若い世代のリーダー育成や参加の

拡大が必要である。 

■訪問して集めた高齢者の情報の活用 
・集めた個人情報の管理、プライバシーの保護に注意するとともに、町内会・自治会

でどう活用していくのかが今後の課題である。 

・高齢者によっては、生活に踏み込まれたくない人もおり、引きこもりにはならない

ように距離を保ちながら見守ることが課題である。 

■本格的な助け合い活動の検討 
・例えば、高齢者がゴミを搬出することを手伝うことができるしくみは可能なのかな

ど、具体的な取り組みを検討することが課題である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・気持ちを込めて手作りした防災ずきんの配付を入り口として、顔を合わせ、会話を

しながら地域の高齢者の情報を集め、その後の見守り活動などに活用している。 

・運営する上での組織づくりをしっかり行いながら、防災とともに地域における支え

合い・助け合い活動に発展させてきた取り組みであり、高齢者同士、地域・向こう

三軒両隣がふれあい、助け合う取り組みとして、集合住宅、戸建住宅などそれぞれ

の状況が異なる中で、各々が実情に合わせながら取り組み、仲間の輪を徐々に広げ

ている。 

 今後の課題・展望・・・本格的な助け合いのために  ５ 

 運営者の声  ６ 

・取り組みの趣旨について住民の理解を得ることと、

参加・協力してもらうことがポイントであった。 

・高齢者に対する福祉は学区にとって永遠の問題であ

り、この問題に取り組む住民の強い絆こそが心強い

味方である。 

・福祉活動は、それぞれの学区が状況に応じて取り組

むことが大事である。…など 

 まとめ・考察  ７ 

完成した“防災ずきん”


