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　まちづくり協議会は、 新年度に

向けて現状の組織体制や会議

のあり方について検討を重ねて

いる。 2 月 7 日の役員会では

小島会長が 「役員 ・理事として

個々に取り組んでいる仕事を整

理することから始めよう」と提案。

参加者から 「会議のやり方の見

直し」 や 「課題は各種団体との

連携」 などの意見が出され、 今

後のまちづくり協議会のあり方を検

討していく気運が高まりつつある。

　3 月 8日の役員会では、 組

織体制や役職の位置づけなどが

議題に挙がった。 結論を急ぐの

ではなく、 モデル事業を通じて

実証しながら検討していくことに

なった。 3月 14 日は、 今年度

最後の理事会で、 小島会長は

「1 人でも 2人でもまちづくりに関

心を持ってもらえるよう、 住民同

士が率直に話し合う場をつくろう」

と提案、 4月以降実施すること

になった。

　松が丘まちづくり協議会に関

わっていない多くの住民は、 は

たしてどのような意見をもっている

のだろうか。 それを探る手法とし

て 「まちづくりアンケート調査」 の

実施を計画している。 精度の高

い結果を得るために、 地域計画

の専門家であるコンサルタント会

社アルパックに協力を依頼、 質

問項目などを検討中だ。 内容

は、　4 月～ 5月にアルパックの

原案を元に検討していく。

　住民同士の意見交換会とアン

ケ－ト調査を組み合わせること

で、 組織強化を目指す。

松が丘 意見交換会とアンケートを同時進行！
平成 25 年度から本格実施

4 月以降
意見交換会を予定

役員、理事へ配布された用紙

　役員全員がモデル事業を通じ

て、 魚住まちづくり協議会のパ

ワーアップや現状の課題 ・将来

について話し合いを重ねてきた。

　魚住校区は、 その実現に向け

て着実に取り組みを進めている。

　2 月 14 日の役員会では、 こ

れまでの意見を踏まえて、 具体

的な内容や進め方について検討

された。 まず取り組む内容として

「広報による周知」 「公募による

プロジェクトチームの発足」 「裾

野を広げる井戸端会議の設置」

の 3 つを基本に進めて行くことで

合意した。 進め方については、

少人数で検討チームを結成して

具体的に検討、 その内容を役

員会で協議する体制に決まった。

　第 1回検討チームミーティング

は 3月 7日に行われた。 「お互

いの意見を否定しない」 という会

議のルールを決めた上で、 活発

に意見交換を行った。 住民にま

ちづくり協議会改革の動きを伝え

られるよう、 広報を作成し、 全

戸配布することを決定。 今後、

定期発行する予定である。また、

アンケートを実施することも検討

された。 広報やアンケートの内

容等を各自が宿題として持ち帰

り、 次回検討することとなった。

一人だけが作業の負担をするの

ではなく、 みんなで分担し負担し

合う体制となっている。

　第 2回検討チームミーティング

は 3月 29 日に行われた。 原稿

作成に 「3 日もかかってしまった」

と担当の女性。 他市の事例など

も収集していたという。 他市の方

法も参考にし、 メンバーと議論を

積み重ねながら、今後もアンケー

ト等を具体化していく予定。

魚　住 検討チームが発足　着実に前進！
話し合いのプロセス大切に

役員全員で話し合い
検討チームが発足 2 月 14 日役員会の様子

　住民の生の声を聞くため、 アン

ケート調査の議論を進めていた江

井島コミュニティ推進協議会は、

2月 23 日に 50 の構成団体の長

が集まる 「全体会」 を開催。 具

体的な進め方の説明を行った。

　「全体会」 では、 アンケート項

目や配布方法について意見交換。

「アンケートって何のためにするの

か目的が伝わるかしら。 趣旨を

まとめて掲示板に貼ったら」 など

の提案を受けて、 自治会掲示板

にポスター掲示後に配布すること

を決めた。

　アンケート準備のため、 3月 1

日に自治会加入約 5,000 世帯

分の封入作業を実施。 9時から

始まり、 完了したのはなんと 19

時。 1 時間でも手伝える人には

作業に参加してもらい、 手作りの

料理を用意するなど、 みんなが

できることを持ち寄った作業だった。

　江井島では、 自治会未加入世

帯の声も重要ということで、 未加

入世帯にもアンケートを実施する。

　配布方法として、 自治会加入

世帯には、 自治会長から隣保長

等を通じて各世帯へ配布。 自治

会未加入者へは直接配布する予

定である。

　3 月 8日に、 新旧の自治会長

が集まる校区会長会が開かれ、

最終説明を経て、 いよいよアン

ケート調査がスタートした。 アン

ケートの期間は、 3月 8日から

4月 30 日まで。 3月 19 日は

役員会が開催され、回収・集計・

分析などの手順や、 モデル事業

を進めて行くプロジェクトチームの

結成が検討された。 既に数名か

ら立候補の手が挙がっており、

検討チームの体制も今後じっくり

と検討していく予定だ。

江井島 住民アンケート　全戸配布開始！
できること持ち寄り封入作業

配布されたアンケート用紙＜平成 25年 3月 31 日時点＞

朝～夕方まで
封入作業で交流

いよいよ配布開始

チームの約束事
互いの意見を否定しない

精度の高いアンケート
コンサルへ依頼

明石コミュニティ創造協会が 2月～ 3月のモデル事業の動きを取材しました。

江井島松が丘 魚住

POINT POINTPOINT
「まちづくり協議会ってこのまま
の体制でいいの？」 会議では
毎回積極的な意見が。 一人
ひとりの声が地域を動かす。

自治会加入世帯だけでなく
未加入者世帯の声も調査。
アンケートの作業は、 みんな
で力を合わせて実施。

広報やアンケートの内容を
みんなで議論。 時間はか
かっても、 「当事者意識」
にするプロセスを大切に。


