
いまこん通信モデル事業

POWER　UP ！ 平成 25年 6月～ 7月

Vol.5
モデル事業

明石コミュニティ創造協会
TEL：078-918-5248

コミ創よりモデル事業が「今こんな感じ」とお伝えする通信紙

Model　Reports

松が丘

「考える会」でグループごとに
意見発表する様子（7月 18 日）  

＜平成 25年 7月 31 日時点＞ 明石コミュニティ創造協会が 6月～ 7月のモデル事業の動きを取材しました。

　まちづくり協議会は、 これまで

議論されてきた組織強化の方向

性を具体的に進めていくため、

理事 ・協力員で 「（仮称） これ

からの松が丘校区のまちを考える

会」 （以下、 「考える会」 という）

を開催することとなった。 6月 6

日の役員会では、 7月から概ね

2 ヶ月に 1回、 定例で開催して

いくことを決定。 6月 13 日の理

事会で小島会長から理事に呼び

かけがあり、 組織強化に向けて

本格的に動き出した。

　7月 18日に第 1回「考える会」

が開催され、 理事 ・協力員 24

名が参加。 意見が出しやすいよ

ように」 「もっと多くの人が参加

してくれること」 「みんなが意見

を出し合えるようになってほし

い」 など、 参加者から理想と

する組織の将来像が数多く挙

げられた。

　意見の中には、 工夫すれば

短期間で改善できそうな課題と

長期的に改善していくべき課題

があり、 今後、 精査しながら

取り組みを進めていく。

「考える会」 が本格的にスタート！
みんなでまちづくりを考える

う、 グループごとに付箋や模造

紙を使って意見交換を行い、

日頃からまちづくり協議会につい

て感じていることを自由に出し

合った。

　まず、 まちづくり協議会の現状

はどんなものだろうか。 「会議や

イベントを通じて、 地域の人が

交流できる場を提供できている」

など評価する意見と、 「特定の

人のみが活動に従事している」

「まちづくり協議会の活動内容が

あまり見えてこない」 など課題を

指摘する意見が出された。

　今後、 まちづくり協議会はどの

ような組織になればよいのだろう

か。 「誰もが気軽に参加できる

目指すべき将来像

松が丘
　6 月～ 7月にかけて、 役員会

を 2度、 まちづくりプロジェクトを

3 度開催し、 組織強化に関する

取り組みについて集中して議論

が行われた。

　6月 11日の役員会では、 ア

ンケートの集計状況を確認。 そ

の後、 まちづくりプロジェクトで年

代別や男女別の比率、 主な傾

向などの分析を行い、 7月 9日

に集計結果を全役員に配布、

役員の様々な視点で意見交換を

行った。 広報チームが作成する

広報紙第2号（8月 10日発行）

にアンケート結果面を追加し、

紙面を倍増、 フルカラーで全

住民にお知らせする予定。

　今回のアンケートでは、 数値だ

けではなく、 記述による意見も数

多く寄せられた。 「ハード面」 と 「ソ

フト面」 に分類して整理し、 まちづ

くりへの活かし方を検討する。

　今後、 役員だけでなく全住民に

呼びかけて 9月 13 日に 「全体

会」 を開催することが決定した。

　まちづくりプロジェクトでは、 コミ

推協の組織体制が複雑化してい

る現状にも着目している。

　コミ推協と連合自治会の関係を

はじめ、 構成団体の位置付けや

理想的な組織のイメージについ

ては不明確であり、 役員の中で

も共通認識を持つことが難しい。

　そこで、 校区全体の活動がより活

発になる組織を目指すために、①

校区の事業の洗い出し、②事業の

整理、③組織体制の見直し、 と

いう 3ステップで進める予定だ。

　広報紙の発行、 アンケートの活

かし方、 行事の整理と組織強化

に向けての取り組みが同時に進む

なか、 共通理解を持って進めてい

くためにも会議の場が重要である。

江井島

活動から体制を見直し

アンケート　結果共有

新体制へ向けて３ステップを計画！
アンケート集計→広報紙全戸配布

組織体制を可視化しながら確認
するみなさん（7月 14 日）

　検討チームでは、 魚住校区の

まちづくりを進めていく上で、 将

来どのようなまちを目指していけ

ばよいのかを検討するため、 全

世帯対象の住民アンケートの作

成に取り組んできた。

　

　他市のアンケート事例を研究し

たり、 自らのまちづくりへの想い

を盛り込んだりして、 アンケート

案を作成し、検討チームミーティ

ングで議論を積み重ねながらア

ンケートが完成した。

　このアンケートで重視したこと

は、 回答をどのようにしてまちづ

くり協議会の活動につなげていく

かということである。 少しでも多く

の人にまちづくり協議会の活動を

知ってもらい、 将来的に活動に

参加してもらえるよう意識したもの

となっている。

　

　6 月 27 日の役員会で最終決

定し、 7月 16 日にアンケートの

封入作業を行った。 この日は、

検討チームのメンバーだけでな

く、 自治会からの応援や、 スクー

ルガードの方が大勢集まり、 総

勢 40名弱の作業となった。

　魚住らしく、 皆で和気あいあい

と楽しく作業を行い、 全世帯分

4600 部のアンケートの封入が、

わずか1時間足らずで終了した。

　7 月 23 日の役員会以降、 順

次配付を開始している。 今後は

魚　住 アンケート作成　全戸配付スタート！
魚住の目指すべきまちづくりへ

まちづくり協議会の
活動に繋げる

誰もが参加できる作業

住民から回収を行い、 9月上旬

予定の集計作業に向けて、 体

制づくりを行っていく。

　また、アンケートと同時並行で、

かわら版Ｖｏｌ.2 の作成も行ってい

る。Ｖｏｌ.2 では魚住のまちづくり協

議会の取り組みやスタンスだけで

なく、 魚住のまちの魅力を伝え

るなど特色ある内容になってい

る。 8 月上旬に全戸配付予定。

　アンケート封入作業（7月 16 日）

江井島 魚住

POINT POINTPOINT

まちづくり協議会
　　　　　　の現状は？

理事 ・協力員が集まって意見
交換会を実施。 まちづくり協議
会の現状から目指すべき将来像
を考える。

アンケートをハード面とソフト面に
分けて整理し、 広報紙で住民
への周知を進める。 まちづくりへ
どう活かすか次のステップへ。

まちづくりの参考とするため
のアンケートが完成。 今後
は回答からまちづくり協議会
の活動へとつなげる。


