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松が丘

臨時役員会の様子（5月 23 日）  

　魚住まちづくり協議会の現状に

ついて周知する広報紙　「魚住

まちづくりかわら版」 を発行する

ため、 3月に発足した検討チー

ムで、 内容やデザインに関して

活発な議論を積み重ねてきた。

　4 月 18 日の第 3回検討チー

ムミーティングで、 これまでの 2

回のミーティングで検討されてき

た 「かわら版」 の最終確認が行

われた。 まちづくり協議会につい

てさらに多くの人に知ってもらえる

良い広報紙にするため、 細部ま

で検討を重ね、 原稿が完成。

第 1号についてはフルカラーで

印刷することとなった。

　4月 24日の役員会で最終決

定し、ＧＷ明けから全戸配付を

始めた。 今後の発行は年 4回

(5月 ・ 8月 ・ 11月 ・ 2月 ) を

予定している。

　5 月 10 日に行われた第 4回

検討チームミーティングでは、 メ

ンバーそれぞれが作成したアン

ケート案を持ち寄り、 質問項目

の検討を行った。 検討チームメ

ンバーみんなで役割分担しなが

ら作業を進めているところが魚住

の特徴。 「このアンケートで一体

何を知りたいのか、 知りたい情

報は何か」 「まちづくり協議会の

活動につながるような質問を入

れないと」 といった意見を出し合

魚　住 「かわら版」 完成　全戸配付開始！
検討チームで議論を積み重ね

ついに完成
　　配付はＧＷ明け

　4 月末を期限に住民アンケート

の回収を進めていた江井島校区

は、 全 5,146 世帯の約 44％に

あたる 2,273 世帯から回答を得

ることができた。 住民や各自治

会、 各種団体の協力により、 当

初、 役員が目標に掲げた30％

を大きく上回る結果となった。

　5 月から毎週火曜日 10時～

17時の間、 パソコンを持ち寄り

アンケートの集計作業を行ってい

る。 協力者の時間のゆるす限り

分担して進め、 入力作業は 3

日間で延べ 63名もの住民が参

加する取り組みとなり、 交流の

機会にもつながった。

　アンケート入力にあわせて、 ま

ちづくりを進めていくメンバーを募

集。 役員以外の 3名を含む 6

名が集まった。 5月 7日に衣笠

さん（平成24年度コミ推協会長）

をリーダーとして、 「まちづくりプロ

ジェクト」 を発足させた。

　また、 まちづくりの情報発信を

担当する 「広報チーム」 も同時

に発足。 コミ推協が校区内のまち

づくりの取り組みを周知する広報

紙 「（仮題） 江井島だより」 を定

期発行する計画を進めており、 6

月中には全戸配布する予定であ

る。同時に、コミ推協のホームペー

ジの開設も進めている。

　5 月 30 日は、 第 1回まちづく

りプロジェクト会議が開催された。

コミ推協の新会長である大西さん

や、 広報チームのメンバーも参加

し、 アンケートの活かし方や情報

発信、 各事業について検討。 現

状把握や、 ホームページの開設、

広報紙の作成を進めることとなる。

今後、 一部の役員に負担が偏ら

ない体制を構築するため、 まちづ

くりプロジェクトで検討していく方向だ。

江井島

＜平成 25年 5月 31 日時点＞

まちづくり
　　プロジェクト発足

アンケート作成も着々と

明石コミュニティ創造協会が 4月～ 5月のモデル事業の動きを取材しました。

　4 月 20 日に総会を終えたまち

づくり協議会は、 新体制で平成

25年度の活動に取り組んでい

る。 総会では小島会長が意見交

換会やアンケート調査の実施を

通じて、 まちづくりへの関心をさら

に高めていこうと呼びかけた。

　一昨年から改善してきた組織の

あり方について、 モデル事業の

具体的な展開を見据えて、 今

一度、 共通認識を持とうと、 5

月 9日に役員 5名が市民協働

推進室、 コミュニティ創造協会

のスタッフを交えて話し合った。

まちづくり協議会の現状の課題と

して、 「構成団体がそれぞれの

ことを改めて確認した。加えて、

「互いに協力し合える体制をと

るためにも、 構成団体の活動

などを把握することが必要で

は」 「その手段は」 「どのような

内容を」など、活発に議論した。

　まちづくり協議会を名実ともに

松が丘の住民が本当に必要と

する “松が丘らしさ” のある組

織にしていくため、 さらに議論

を深めていこうとしている。

“松が丘らしさ” のある まちづくり協議会に！
住民が必要とする組織

特徴を活かした役割を担えてい

ない」 「できるだけ多くの人が関

心を持ち、 関わっていかねばな

らない」 ことなどが挙げられた。

　そのためには、 まずは、 まち

づくり協議会の役員 ・理事を中

心とした①意見交換会 ・ ワーク

ショップ、②構成団体の活動把

握、③アンケート調査という 3 つ

の柱で課題解決を図っていくこと

が確認された。

　この方向性を役員全体で共有

するため、 5月 23 日に臨時役

員会が開催され、 「毎月の定例

理事会などでも、 みんなが意見

を出し合える場が作れていない」

みんなが意見を
出し合える場が必要

松が丘

いながら、 1 つ１つ質問項目をリ

ストアップしていった。 そうしてま

とめた質問項目案を、 5月 29

日の第 5回検討チームミーティ

ングで議論し、 アンケートの骨格

がほぼまとまった。

　今後、 デザインや配付・回収・

集計 ・分析などのスケジュール

を調整し、 早期に住民への配付

を目指す。

アンケート入力
　PC 持ち寄り作業

「（仮題） 江井島だより」 6 月配布！
まちづくりプロジェクト＋広報チーム発足

　検討チームミーティングの様子

江井島

協力してアンケートの入力作業
を行うみなさん（5月 7日）

魚住

POINT POINTPOINT
まちづくり協議会の現状を
周知する広報紙が完成。
活発な議論を積み重ね、
アンケートも作成中。

まちづくりへ
役員の意識を統一

松が丘の特徴を活かしたまち
づくり協議会に。 役員以外の
誰もが気兼ねなく意見を出し
合える場を検討。

アンケートの集計や組織体制
の見直しを 「まちづくりプロジェ
クト」、 広報紙やホームページ
の作成を 「広報チーム」 が進
める。


