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あいさつ

都築正治

(吉浜まちづくり協議会 会長)



いままでの流れ

2019 5月28日 第1回 地域計画検討委員会 現地域計画と現状の説明・今後の進め方

9月17日 第2回 地域計画検討委員会 策定に関して現状の計画と環境及び流れ

11月26日 第3回 地域計画検討委員会 吉村教授より他市の事例を解説・小委員会について

2020 ２月18日 第4回 地域計画検討委員会 小委員会の構成メンバーについて

6月16日 進行役連絡会 コロナの影響で会議が開催できない対応について

12月15日 第５回 地域計画検討委員会 吉村教授リモート・アンケートの方法

2021 3月 1日 まちづくりアンケート発送 町内会・小学校・幼保園・いきいきクラブ等2500部

3月23日 第６回 地域計画検討委員会 アンケート実施状況の報告・今後の進め方

6月22日 第７回 地域計画検討委員会 各委員会から委員会ごとのスローガンを発表

各委員会にて全体会に向け会議

10月19日 第８回 地域計画検討委員会 事業の構想と計画・ゴール・担当団体・いつまでに

12月21日 第９回 地域計画検討委員会 計画素案の検討・

2022 ３月22日 計画素案のまとめ

４月1日 計画素案の試行

10月 試考案のチェック 2023年４月 吉浜地区地域計画 本格・始動



続いて各委員会より中間報告



生活委員会 子ども小委員会

から 始めます



生活委員会 子ども小委員会

子どもが夢をもち、高齢者が笑顔で暮らせる「吉浜」



生活委員会 子ども

事業名 №1 地域みんなで子どものことを考えよう 事業

№1-① 地域で「子ども」をテーマにした「話し合いの場」をつくる

「子ども」をテーマに語り合うことで、みんなが地域のために
何かしよう！何ができるかを考えるきっかけを作ることができる

事業の目的

効果とゴール 子供たちのために何かしたいという人が増える(担い手発掘)



生活委員会

事業名 №1 地域みんなで子どものことを考えよう 事業

№1-② 子どもに関する活動を企画立案し実行する環境をつくる

(例えばおやじの会のような組織を立ち上げる)

話し合ったことが、話し合っただけで終わらないように
実行していく組織や場をつくっていく

効果とゴール

事業の目的

子供たちのために何かしたいという人が増える(担い手発掘)

子ども



生活委員会 子ども

事業名

№1 地域みんなで子どものことを考えよう 事業

№1-③ 高齢者・外国人などとの交流の場をつくる

いろんな世代や文化の人たちも一緒になって考え、
楽しく活動する場を作りたい

事業の目的

効果とゴール 子供たちのために何かしたいという人が増える(担い手発掘)

事業名



生活委員会 子ども

事業名

№1 地域みんなで子どものことを考えよう 事業

№1-④ 取り組み・活動の情報が、親にもしっかり認知される
ようにを積極的に発信していく

活動していても、知られていないことが多い、
どうしたらたくさんの人に情報が届くのかを考え、
情報を積極的に発信していく

効果とゴール

事業の目的

子供たちのために何かしたいという人が増える(担い手発掘)



生活委員会 子ども

事業名

№2 みんなで見守る登下校 事業

№2-① 登下校の見守り
(開催日の増加、散歩やゴミ出し時に行うなど、地域全体で
実施する仕組みへ)

参加しやすい時、できる時に参加できる仕組みをつくり、

地域全体で子どもの登下校を見守りたい

事業の目的

効果とゴール 子ども達が登下校中に犯罪に巻き込まれことがなくなり、

安心して登下校できる

事業名



生活委員会 子ども

事業名

№2 みんなで見守る登下校事業

№2-② 吉浜地区全体を「こども１１０番」のまち にする

（地域全体に看板を掲げるなど方法を変更する)

１１０番の旗を掲げているお宅だけでなく、吉浜の町は全部の

家がこども達を見守っているという町にしたい

効果とゴール

事業の目的

子ども達が登下校中に犯罪に巻き込まれことがなくなり、

安心して登下校できる

事業名



生活委員会 子ども

№3 子どもも親も安心できる居場所づくり事業

№3-① 放課後(学校終了後)の居場所づくり(いまある資源：公民館や
公園を活用した子ども版健康自生地をめざす)

事業の目的

効果とゴール

学校が終わった後、親がまだ仕事から帰っていない時間に
子ども達が安全で安心して、楽しく過ごせる場所を作って
あげたい。親も安心！

子どもにとって魅力的であり、平日も休日も親が安心して
参加させることができる環境ができる

事業名



生活委員会 子ども

№3 子どもも親も安心できる居場所づくり事業

№3-② 行きたくなるような公園づくり(子どもたちが行きたくなる
ような公園にするための清掃やパトロールをする)

事業の目的

効果とゴール

子ども達が行きたくなるように公園をきれいにみんなで
維持していく。また不審者から子ども達を守るため、
定期的なパトロールを行いたい。

子どもにとって魅力的であり、平日も休日も親が安心して
参加させることができる環境ができる

事業名



生活委員会 子ども

事業名

№4 子どもの 「やってみたい」 応援 事業

№4-① 子どもの夢ややってみたい事を大人が真剣にサポートする
仕組みづくり(子どもが参画する部会の立ち上げ、子どもが
考えた講座の開設など)

事業の目的

効果とゴール

子どもたち自身が考え企画した事業・講座の実施やそうした
企画を考えるための場を作ることで、子どもたちの主体性を
育むとともに、将来のまちの担い手を育てる。

子どもたちが、夢や目標にむけて行うことを具体化して、
子どもが意見(やりたい事、夢、願い事)を言えて
叶えられるまちになる。

事業名



生活委員会 子ども

事業名

№4 子どもの 「やってみたい」 応援事業 事業

№4-② 既存の講座(まち協主催 等)に
子どもも一緒に参加する内容を組み込む

既存の講座では子どもたちが参加できるものがあまりない

ので、大人から子どもまでが参加できるものに見直していく

事業の目的

効果とゴール 子どもたちが、夢や目標にむけて行うことを具体化して、
子どもが意見(やりたい事、夢、願い事)を言えて
叶えられるまちになる。

事業名



生活委員会 子ども

事業名

№5 子育て応援 事業

№5-① 子育てに関して先輩のアドバイスが聞ける、悩みを相談しあえる
場づくり(口コミで広がるようなフランクな雰囲気が重要)

まちに新しく入ってきた方も含めて、子育てという身近な

テーマを切り口に集まり、関係づくりを行う

事業の目的

効果とゴール 地域活動に参加するきっかけとなるような、関係づくりが

頻繁に行われるまちになる

事業名



次は、生活委員会 高齢者小委員会



生活委員会 高齢者小委員会

子どもが夢をもち、高齢者が笑顔で暮らせる「吉浜」



生活委員会 高齢者部会

№1-① 昔の写真を見て、回想法の場を定例的に開催する

事業の目的

生活委員会の
キャッチフレーズ

認知症を予防する

№1-② 認知症カフェを定期的に開催する

事業の目的 認知症を予防するとともに、
高齢者の引きこもりや孤独化を防ぐ

生活委員会 高齢者

№1 体と脳がイキイキ 事業(認知症予防と健康づくり)事業名

効果とゴール

効果とゴール

認知症になる人が減少する

認知症になる人が減少する



生活委員会 高齢者部会

生活委員会の
キャッチフレーズ№1-③ 認知症サポーターの養成

事業の目的 認知症について理解してくれる人や
支援してくれる人を増やす

生活委員会 高齢者

№1 体と脳がイキイキ 事業(認知症予防と健康づくり)事業名

効果とゴール 認知症に理解のある人が増える

№1-④ 相談できる場づくり

事業の目的 認知症の方を抱える家族であったり、
本人が抱える不安や悩みを共有する場をつくる

効果とゴール 高齢者やその家族の認知症に対する不安がなくなる



№1-⑤ 認知症の学び 体力認知テストの実施や介護の方法を
学ぶ講習会を実施する

事業の目的 認知症の早期発見・早期対策、
実際の介護の方法を学ぶ機会をつくる

№1 体と脳がイキイキ 事業(認知症予防と健康づくり)事業名

生活委員会 高齢者

効果とゴール 高齢者やその家族の認知症に対する不安がなくなる



№1-⑥ ウォーキングやｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌで体力づくり

事業の目的 健康寿命を延ばし、いつまでも健康な体を維持する

№1 体と脳がイキイキ 事業(認知症予防と健康づくり)事業名

生活委員会 高齢者

効果とゴール いつまでも健康な体でいられる

№1-⑦ 保健師やかかりつけ医による健康講話・健康相談

事業の目的 健康に関する知識の習得や自身の健康状態を知る

効果とゴール 自分で自分の体の状態がわかるようになる



№1-⑧ 体験談を語り合い、聞きあう「いきがい教室」

事業の目的 毎日を楽しく暮らすための「いきがい」をみつける

№1-⑨ ８０２０運動 （80才-20歯）

事業の目的

いつまでも自分の歯で食事を食べられる

生活委員会 高齢者

№1 体と脳がイキイキ 事業(認知症予防と健康づくり)事業名

効果とゴール

効果とゴール

毎日いきいきと暮らせる

健康の根底である「歯」を大切にする活動を行う



生活委員会 高齢者部会

№2-① 高齢者グループの講座やイベントを子どもや外国人にも開放

事業の目的 高齢者とこどもや外国人といった
多世代・多文化のふれあい、交流の増加

№2-② 地域対抗のイベント開催(例 運動会等)

事業の目的 幅広い地域の人との交流を目指す

生活委員会 高齢者

№2 集い・つながる交流 事業(地域住民交流)事業名

効果とゴール 高齢者の持っている知識や経験を伝えるとともに
高齢者自身も刺激を受けて脳が活性化する

効果とゴール ５町会対抗イベントの実施



生活委員会 高齢者部会

№2-③ 多文化との交流(農園活動や生活ルールの共有)

事業の目的 多文化・異文化への理解を深める

生活委員会 高齢者

№2 集い・つながる交流 事業(地域住民交流)事業名

効果とゴール 外国人との共生が当たり前になる



№3-① お互いじゃんネット(困りごと相談など)

事業の目的 お互い様の気持ちで、助け合える地域社会をつくる

№3-② 犯罪防止活動(青パトや登下校の見守り活動)への参加

事業の目的 定期的に犯罪防止活動に参加する

生活委員会 高齢者

№3 おたがいじゃんネット 事業(助け合い・支えあい・地域貢献の仕組みづくり)事業名

効果とゴール

効果とゴール

地域で支えあう関係ができる

高齢者の方ができる範囲で自分たちでできる

犯罪防止活動をすることができる



№3-③ 地域環境整備活動(公園清掃)への参加

事業の目的 定期的に公園をきれいにする活動に参加する

生活委員会 高齢者

№3 おたがいじゃんネット 事業(助け合い・支えあい・地域貢献の仕組みづくり)事業名

効果とゴール 高齢者の方ができる範囲で自分たちでできる

地域環境を守る活動をすることができる



№4-① ＰＣスマホ教室の実施

事業の目的 脳の活性化、友人づくりと情報の収集と発信

№4-② 料理教室(料理に限らず洗濯、清掃も)

事業の目的 男性の居場所づくり、将来独居になった時の備え

生活委員会 高齢者

№4 まだまだ若い者には負けないぞ事業事業名

効果とゴール めざせユーチューバー

高齢者男性も自分のことは自分でできるようになる効果とゴール



№4-③ 社会見学(地域グループの訪問、施設の見学)

事業の目的は 新しい知識を身につけ活動に生活に役立てる

生活委員会 高齢者

№4 まだまだ若い者には負けないぞ 事業事業名

効果とゴール 常に新しい知識を習得している



次は、文化委員会 伝統文化小委員会



文化委員会 伝統文化小委員会

受け継ごう伝統文化、育てよう未来



文化委員会 伝統文化

№1 菊一本でまちづくり 事業事業名

№1-① 鉢植えの菊の育成展示

事業の目的

吉浜全体から高浜全体を「菊」いっぱいにする

地域住民及び、子ども達との異世代交流の拡大

№1-② 菊アート

事業の目的 多くの人に楽しく参加してもらう、見映えがよく簡単に
できるところから菊に興味を持ってもらう事から始める

➪伝統文化の再認識・普及と継承、地域交流

効果とゴール 里親菊育成、自主参加応募数 ５０人

効果とゴール 地域住民、世代間の交流、市の花を継ぎ育成
菊花の美しさ魅力を認識する



文化委員会 伝統文化

№1 菊一本でまちづくり 事業事業名

№1-③ 子ども菊人形の制作展示

事業の目的 地域とコラボした自然とふれあう情操教育により
ふるさと「吉浜」への愛着心の付与と文化の継承

ふるさと自慢アンケートで細工人形・菊人形の
知名度回答率：１００％

効果とゴール



文化委員会 伝統文化

№1 菊一本でまちづくり 事業事業名

№1-⑤ 菊人形師の育成

事業の目的 菊人形製作技術の伝承

人形小路 菊まつりでの菊人形展示の継続効果とゴール



文化委員会 伝統文化

№2 吉浜細工人形 事業事業名

№2-② 新技術を導入した人形制作と展示場の整備

事業の目的 全世代から人気を博す、魅力ある外題の採用と
人形つくりの探求

臨場感あふれる展示場の整備・ＩＴ技術を活用した動く
人形制作、プロジェクションマッピングの採用

効果とゴール

№2-① 吉浜細工人形(県指定無形文化財)の継承事業

事業の目的 伝統ある制作技術の継承と進化

人形小路 花まつりでの細工人形展示の継続効果とゴール



文化委員会 伝統文化

№2 吉浜細工人形 事業事業名

№2-③ 若手後継者の育成

事業の目的 後継者に地域の伝統文化に対する愛着と誇り
やりがいと達成感の付与

プロジェクションマッピングの採用に伴う新技術を有し
た後継者の確保(ＶＲ、ＰМ映像クリエーター養成)

効果とゴール

№2-④ イベント情報発信力の強化

事業の目的 若者向、全国向(世界)、に魅力を伝える情報発信

ＳＮＳ・ユーチューブ等を活用した若者向け情報発信
名鉄ウォーキングとジョイント開催効果とゴール



文化委員会 伝統文化

№2 吉浜細工人形 事業事業名

№2-⑤ 人形作り研修所の設置

事業の目的 制作技術習得、研鑽開発し後世に継承

地域住民に人形技術への親しみと関心を持ってもらう効果とゴール

№2-⑥ 奉納細工人形の協同制作

事業の目的 地域住民・世代間交流

効果とゴール 地域住民に人形制作への親しみと関心を持ってもらう



文化委員会 伝統文化

№3 射放弓継承 事業事業名

№3-① 射放弓の継承

事業の目的 昔のような活気を取り戻す

射放弓の認知度の拡大、射手の確保を
しやすくする

効果とゴール

№3-② 広報活動、デモンストレーション

事業の目的 更なる知名度アップを図る

効果とゴール 地元の歴史と楽しさを知ってもらう



次は、安全委員会 防犯小委員会



「安心・安全は、地域の支え合いから…」

安全委員会 防犯小委員会



安全委員会 防犯

事業名

現状の課題および今後の課題

現状の課題：①各種、防犯活動をしているが、効果的な
活動ができているか？わからない

今後の課題：①地域の防犯上の特徴を把握し、効果的な
防犯活動を実施していく
②自分たちで防犯診断や防犯講和が開催
できるよう地域の防犯リーダーの育成が必要



事業名

№1 地域の防犯上危険個所の調査 事業

№1 防犯診断士などの専門家を招き、地域のどこに防犯上の危険個所
が、潜んでいるのか調査する

地域ごとの防犯上の特徴を把握する事ができる

事業の目的 より効果的な防犯活動を目的に、専門家による地域の
危険個所の調査を行う

効果とゴール

安全委員会 防犯



安全委員会 防犯

事業名

№2 調査結果の既存事業への応用 事業

№2 調査結果を・徒歩パトロール ・青パト/パトロール ・赤色回転灯/
防犯カメラ設置などの現行事業に活かす

事業の目的 既存事業の防犯効果の底上げ、レベルアップを目的に行う

調査結果が既存事業に、活かされている効果とゴール



安全委員会 防犯

事業名

№3 地域の防犯リーダを育成する 事業

№3 地域でも防犯診断士の資格を取得する人を育成する
自分たちで防犯に関する知識を地域拡大できるようにする

事業の目的 効果的な防犯活動が、持続的に行えるよう人材を育成する

各地域の防犯上の特徴を把握する人が育成されており、
自分たちで防犯講話が開催できる

効果とゴール



次は、安全委員会 防災小委員会



安全委員会 防災小委員会

家庭と地域 つながる見える
みんなの備えが命を救う



安全委員会 防災

№1 地域の状況把握 事業事業名

№1-① 防災マップの随時見直しと住民への周知

事業の目的 自分の住んでいる市域の危険個所を知る

住環境の変化を随時更新
指標：危険個所・避難施設の住民の認識率

効果とゴール

№1-② 災害応急井戸の整備・維持管理

事業の目的 非常時の生活用水の確保

効果とゴール
井戸保有世帯と災害用井戸の把握
指標：世帯あたりの災害用井戸の保有率



安全委員会 防災

事業名

№1-③ 災害発生予想箇所の把握と改修

事業の目的 危険個所の把握と事前処置

地域住民の生活の中で、
パトロール等で危険個所を発見し、行政に通知

効果とゴール

№1-④ 災害発生時、ドローン等ハイテク機器による被害発生状況の把握

事業の目的 災害時被害状況のタイムリーな把握と危険防止

効果とゴール
町内会・まち協では導入困難なので、
行政り導入を働きかける

№1 地域の状況把握 事業



安全委員会 防災

№2 地域住民の安否確認 事業事業名

№2-① 防災組織の見直し

事業の目的は ＯＢ・経験者・有識者を交えた組織編成

防災ノウハウの継承と地域防災リーダーの育成効果とゴール

№2-② 町内会員の世帯名簿の整備

事業の目的は 災害時、町内会員の安否確認を容易にする

効果とゴール 継続的な世帯名簿の整理



安全委員会 防災

№2 地域住民の安否確認 事業事業名

№2-③ 非町内会員の安否確認

事業の目的 災害時、非町内会員の安否確認を容易にする

住民基本台帳の活用等により、
全世帯が安否確認が可能となる仕組み

効果とゴール

№2-④ 要援護者の安否確認

事業の目的 災害時、要援護者の安否確認を容易にする

効果とゴール
要援護者の日常の状況の把握と
災害時の共助につながる仕組み



安全委員会 防災

№2 地域住民の安否確認 事業事業名

№2-⑤ 安否確認システムの導入

事業の目的 個人・家族の安否確認を授受する

コミュニティ単位に安否確認が可能となる
システム導入のための支援

効果とゴール



安全委員会 防災

№3 防災訓練 事業事業名

№3-① 災害の大きさ、被災時間に応じた訓練内容・役割を明確にする

事業の目的 災害規模に応じた避難訓練の実施

地域特性・災害規模に応じた訓練計画の立案効果とゴール

№3-② 避難所開設については フェーズ１～フェーズ５ を理解して、行う

事業の目的 災害規模に応じた避難所開設訓練の実施

効果とゴール
継続的な開設訓練の実施による
問題点・課題の解決と訓練計画の立案



安全委員会 防災

№3 防災訓練 事業事業名

№3-③ マイ・タイムラインの作成

事業の目的 家庭における避難活動計画の作成

マイ・タイムラインの考え方の理解と実践効果とゴール

№3-④ 女性目線を加味した防災訓練

事業の目的 防災訓練・避難所開設において、女性の考えを採り入れる

効果とゴール
男性では気づかない行動や準備に
女性目線を採り入れた防災訓練の計画



安全委員会 防災

№3 防災訓練 事業事業名

№3-⑤ 防災関連知識の習得

事業の目的 避難行動・避難所生活・環境衛生等の知識を習得

役員の防災知識向上、
指標：新規役員受講率〇〇

効果とゴール



安全委員会 防災

№4 防災情報の授受 事業事業名

№4-① 防災ラジオの普及

事業の目的 防災に関わる情報の入手(広域情報・地域情報)

購入費用の公費補助による各家庭への普及
指標：世帯普及率〇〇

効果とゴール

№4-② スマホ等の Ｉ Ｔ 機器による防災情報の入手

事業の目的 防災に関わる情報の入手(広域情報・地域情報)

携帯・スマホ保有者に対し、防災情報受信登録の推奨
指標：登録率〇〇

効果とゴール



次は、安全委員会 環境小委員会



安全委員会 環境小委員会

花いっぱい 笑顔いっぱい 夢いっぱいのまち 吉浜 ！



安全委員会 環境

№1 吉浜をイメージする場を創出する 事業事業名

「吉浜を知る」を創出

№1-① 郷土にゆかりのある人物をキャラクターとして利用

効果とゴール

№1-②

事業の目的 こどもたちに吉浜を「知る」機会をつくる

きざえもんの郷つくり

言葉・文字で訴えるだけでなく、視覚に訴える

吉小、幼・保育園などに きざえもん人形を飾る

事業の目的

「吉浜を知る」を周知

効果とゴール 「吉浜を知る」を周知



安全委員会 環境

№1 吉浜をイメージする場を創出する事業名

「吉浜を知る」を創出

№1-③ 駅前＆一番館に人形を置く

効果とゴール

№1-④

事業の目的 こどもたちに吉浜を「知る」機会をつくる

効果とゴール

きざえもんの郷つくり

ＩCＴ を活用し、広く発信する

№1 吉浜をイメージする場を創出する 事業事業名 きざえもんの郷つくり

事業の目的 市内外の方に吉浜を「知る」機会をつくる

「吉浜を知る」を周知

「吉浜を知る」を周知



ＳＤＧs 活動の推進



安全委員会 環境

№2 みんな心のふるさと作りのための「美化活動の推進」 事業事業名

№2-①-1

事業の目的 住民の連帯感が高まる

効果とゴール

公園や歩道沿いに花を植える

花を媒体とした交流

数値目標設定、吉小タブレット（アンケート）で効果を確認

№2-①-2 高浜市の花「菊」をそだてる

効果とゴール

市の花として意識を高める事業の目的

数値目標設定、吉小タブレット（アンケート）で効果を確認



安全委員会 環境

№2 みんな心のふるさと作りのための「美化活動の推進」 事業事業名

№2-①-3

事業の目的 活動を体験

効果とゴール

異文化交流【人 「交」 (みつど )ＵＰ】

花を媒体とした交流

参加者数の把握



安全委員会 環境

№2 みんな心のふるさと作りのための「美化活動の推進」 事業事業名

自然を利用した活動の推進

№2-②-1

自然とのふれあい

効果とゴール

№2-②-2

事業の目的は

普及率の向上(実施地域の普及率を確認中)効果とゴール

限りある資源の有効利用

雨水の有効利用

事業の目的は

野鳥観察

自然との共生



安全委員会 環境

№2 みんな心のふるさと作りのための「美化活動の推進」 事業事業名

№2-②-３

市内外の方に活動を「知る」機会をつくる

効果とゴール

事業の目的

ＩCＴ を活用し、活動を広く発信する

「知る」機会がみんなの行動するチャンスをつくる



安全委員会 環境部会

№3 ごみの減量(環境マナーの普及) 事業事業名

№3-①-1

事業の目的は 適切な資源・ごみの分別促進

効果とゴール

「さんあーる」ゴミ分別アプリの普及

清潔なまちづくり ➪ 住みよいまちづくり

ゴミの減量(環境マナーの普及)

№3-①-2 道路および隣接地の清掃・除草

効果とゴール

事業の目的は 地域がきれいになる

清潔なまちづくり ➪ 住みよいまちづくり



安全委員会 環境

№3 ごみの減量(環境マナーの普及) 事業事業名

№3-①-3

事業の目的 ごみの減量

効果とゴール

「コンポスト」の活用

コンポストの利点を理解する。可能な場合は実施を促す

ゴミの減量(環境マナーの普及)

№3-①-4 異文化交流

効果とゴール

事業の目的 ゴミの減量に関するルール

他の委員会とコラボ？



安全委員会 環境

№4 干潟 事業事業名

№4-① 干潟をきれいに

干潟

効果とゴール

№4-②

事業の目的 有効利用法を検討し、有効活用をはかる

効果とゴール

旧貯木場の有効活用

埋め立てをして公園化（案）など、関係団体に働きかける

事業の目的 野鳥の生息環境の改善、身近な自然(海・海岸)を守る

ゴールは常に自然を守る



次は、イベント広報委員会 イベント小委員会



イベント広報委員会 イベント小委員会

「みんなでつくる こども夢のまち よしはま」



イベント広報委員会 イベント

事業名

現状の認識および目指す方向

１．現状認識：

２．目指す方向：

①予算消化のための惰性的なイベントになっていないか
②イベント量が多すぎて、熱量が分散していないか
（どのイベントも同じ人たちがやっている？）

③町内単位では、規模が小さすぎて対象となる参加者も
限られてしまう

①プラス（増やす）だけでなくマイナス（減らす）の検討を
②似通ったイベントは統合し、地区全体のイベントとして
マンパワーを結集、質の向上をはかる

③主催者側の負担の軽減
④主催者のためのイベントではなく、参加者のための
イベントにしたい

⑤子ども、若者、外国人の取り込みをはかる



事業名

№1 よしはま夏祭りと盆踊り大会 事業

事業計画内容
№1 ①時期：お盆（１日）

③子どもを巻き込む企画
⑤屋台、各種ゲーム、花火大会
⑦地元企業への協力要請

・場所を吉小グランドとし、地区全体の「夏まつり・盆踊り大会」とする
・吉小/PTAの協力の下、子供が主体的に参加できる仕組みをつくる
・多文化共生団体と連携し、外国人との交流の場として活用する

イベント広報委員会 イベント

②会場：吉小グランド
④子供が選ぶ盆踊り曲
⑥外国人の参加を促す
⑧駐車場（公民館、他）

事業の目的 マンパワーの結集のため、「公民館盆踊り大会」、「町内会まつり」
を全て統合する

効果とゴール



事業名

№2 秋の文化祭 事業

事業計画内容
№2 ①時期：秋（文化の日11/3？） ②人形小路との連携を模索

③会場：公民館、小学校、流作グランド
④外国人の参加を奨励

事業の目的 「文化祭」と「ふれあいフェスタ」は、統合し、残すべき演目に絞る
「ソフトボール大会」「グランドゴルフ大会」「バザー」等も文化祭の

1部として秋に実施する

イベント広報委員会 イベント

地区全体の協力の下、No.1「夏祭りと盆踊り大会」No.2「秋の文化祭」
を夏と秋の吉浜地区2大イベントとしたい

効果とゴール



事業名

№3 その他の事業について

№3 ①神社の祭礼
③芳川渡し場まつり
⑤小学校・幼保園行事

事業の目的

各団体の連携は十分可能と思われるので、お互いの協力を望みたい
（例１）祭礼の日に、市が行っている「おたから探し」イベントなどを
行い、子どもの足を神社に向けさせたい
（例2）1年を通じて、いくつかのイベントを選定し、「年間スタンプラリー」
のような形も有効である

イベント広報委員会 イベント

②花の搭
④人形小路の会イベント
⑥・・・他・・・

それぞれ独自の主体がある、当委員会でのみで事業の是非を
論じるのは、難しい

効果とゴール



次は、イベント広報委員会 広報小委員会



イベント広報委員会 広報小委員会

「伝えたい・知りたいの宝箱」



イベント広報委員会 広報

事業名

現状の認識および目指す方向

１．現状の認識
①町内会加入率の低下
②アンケートでは、地域情報の入手法は、「インターネット」と「LINE」
③まち協HP・FBでの情報発信での反応が感じられない
④他の学区の情報が少なく何をやっているのかわかりづらい

２．目指す方向
①町内会未加入者、新規転入者、外国人への働きかけが必要
②LINEをはじめとしたネットの活用
③見に来てもらうのを待つのではなく、情報を届ける工夫が必要
④欲しい時に、欲しい情報を
⑤アーカイブスは、伝統・文化の継承に役立つので、継続が必要
⑥「過去」の記録と保存は「次世代」への広報！



事業名

№1 地域情報統括センターの創設 事業

№1 市役所内に地域情報統括部門を創設

事業の目的 ５つのまち協の情報を統括、管理する部署を市役所内
に設置する

・各まち協のＨＰを高浜市のＨＰに移動し、一か所にまとめる。
誰でも簡単に５学区の情報にアクセスできる状況ができる
・各まち協間に横のつながりがない、他の情報が入ってこないが、
解消され、各まち協を横断するネットワークが可能

イベント広報委員会 広報

効果とゴール



事業名

№2 まち協ホームページの運営 事業

№2-① 基本情報の掲載

事業の目的 他のまち協ＨＰと比較して、情報の新鮮さ・更新頻度・見やすさ
で、圧倒的にいいレベルにある。
「アーカイブス」「ビデオコーナ」「昔ビデオ館」等も発信中である
今後も継続・・・・・

イベント広報委員会 広報

「まち協とは、なにか？」知らない人が多い、基本的情報の掲載が
必要であり、理解を届ける

効果とゴール



事業名

№2 まち協ホームページの運営 事業

№2-② 各施設の利用方法や資料・予約状況などの掲載

事業の目的 「ふれあいプラザ」、「公民館」、「きずな会館」の予約状況の
確認や申し込みは、ＨＰ上でできることが望ましい

イベント広報委員会 広報

効果とゴール

施設の予約状況の確認や申し込みは、ＨＰ上でできる



事業名

№3 ネットの活用 事業

№3-① メール、LINE、オリジナルアプリの活用とＰＲ

事業の目的 メールやLINEを活用したり、独自のアプリを作成、
情報発信に務めたい課題は、登録者数の増も必要

〔参考：登録者数〕 防災メール…4,719人 パトネットあいち…3,492人
マチイロ…・・・658人 さんあーる…約1,000人

イベント広報委員会 広報

効果とゴール

№3-② QRコード

事業の目的 情報発信に、ＱＲコードの活用が効果的である

効果とゴール
ＱＲコードの活用



事業名

№4 後継者の発掘と育成 事業

№4-① まち協広報部員、計画的育成

計画的人材確保

イベント広報委員会 広報

事業の目的 広報部員の充実は、近々課題、特殊スキルも必要なので、
早めの計画必要

効果とゴール

№4-② 子どもカメラマン、子ども広報部員

将来の人材確保

事業の目的 子ども目線の情報提供と、将来、広報部員の芽を広げる

効果とゴール



事業名

№4 後継者の発掘と育成 事業

№4-③ データの保存と整理（データバンク）

市での保管・整理と次世代への引継ぎ

イベント広報委員会 広報

事業の目的 数多くあるデータ（音、画像、映像）のわかりやすい保存が必要
資料館的なスペースの確保が、市レベルでも必要であり、
確保できる場所を望みたい

効果とゴール



次は、運営体制委員会



運営体制委員会

「持ちつ・持たれつ・支え合い

楽しく話し合う吉浜まちづくり」（仮）



運営体制委員会

事業名

現状の課題および今後の課題

１．現状の課題
①役員のなり手がいない
②各団体の加入率停滞
③まち協の取り組み設置目的がわからない
④まち協からのやらされ感大きい
⑤重複事業があり負担大きい

２．今後の課題
①外国人の増加
②少子高齢化
③定年延長などによる役員の担い手不足
④デジタル化の進化による人のつながり希薄化
⑤まち協立ち上げ世代の入れ替わり



運営体制委員会

事業名

№1 活動する人の負担を軽減する 事業

№1-① 公民館の運営組織とまちづくり協議会の運営組織を統合する

事業の目的 地区全体のまちづくり活動の継続のために、各団体の活動
重複を避け、各役員の負担を軽減する

№1-② 会議の在り方の見直しや事業の統廃合を常に検討できる
仕組みの構築する

団体間の事業の重複がなくなる
効果とゴール

事業の目的 各団体間の事業重複がなくなり、常に事業の見直しができる
また、関係者の負担感を感じにくくなる

常に、会議や事業の見直しができる、関係者が負担感を
感じなくなる

効果とゴール



運営体制委員会

事業名

№２ 地域人材を発掘・育成する 事業

№2-① 気楽に、細切れに時間が使える・手伝える仕組みを構築する

№2-② 各団体の活動をPRし、加入促進や役員の担い手を確保する

事業の目的 個人に合わせて参加しやすい体制を整えていき、活動も併せて
ＰＲしていく

事業の目的 効果的にPRする事で、役員の計画的な人材の準備ができる事
および担い手の発掘・育成につなげる

役員の担い手不足が、解消されていく
効果とゴール

各団体の役員の担い手不足解消につなげていく
効果とゴール



運営体制委員会

事業名

№３ 協力し合える雰囲気づくり 事業

№3-① 事業の実施について、関係団体が数年ごと（例：2年毎）に
協議し書面化する

№3-② 各団体のかかえる課題や問題、その解決策などをざっくばらんに
意見交換・協議し合える場を創出する

事業の目的 ざっくばらんに意見交換できる場を設け、協議し決定された事が
継承されていけるような体制を整える

役員が変わってもみんなの決め事が、継承されていく
効果とゴール

事業の目的 団体単独では、解決困難な課題をみんなで相談・協議し解決
できる場がある

関係者が納得・理解して事業を実施できていく
効果とゴール



中間報告

ありがとうございました

ご苦労様でした



現長期計画：「誰もが住みやすく、安心・安全で 活気のある町」

◎これからの吉浜地区を、表現するキャッチフレーズ
◎各委員会のキャッチフレーズの総まとめのイメージ
◎アンケート意見のキャッチフレーズも参考に

吉浜地区のキャッチフレーズ（案）作成お願いについて（詳細別途）

キーワード：子ども、人形文化、菊、人、高齢者、多文化共生、とりめし、生涯現役、楽しい、ざっくばらん、支え合う、
地元が先生、健康、持ちつ・持たれつ、支え合い、全世代、つながり、つながる、変わらない、居心地がいい、住み続ける、
ありがとう、ふるさと、何処にいても、活気、心、長屋、感覚、近くに、少しづつ、きずな、ふるさと、明るい、ふつう、
安心・安全


