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松が丘

「考える会」で意見を交わす
理事・協力員（9月 19 日）  

＜平成 25年 9月 30 日時点＞ 明石コミュニティ創造協会が 8月～ 9月のモデル事業の動きを取材しました。

　まちづくり協議会をパワーアップ

するために 7月から 2 ヶ月に 1回

開催している 「（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）。 前回

の 「考える会」 では、 組織の課

題について話し合われた。 今後

は課題解決への取り組みが求めら

れる。

　9 月 19 日に第 2回 「考える会」

が開催され、 理事 ・協力員 25

名が参加した。 前回に出たまちづ

くり協議会の現状の課題を改善し

て、 理想の将来像に近づけるた

めにはどのような取り組みが必要だ

ろうか。 グループに分かれて 「会

で理事 ・協力員全体の意見を

反映させていく。 構成メンバー

については公募していく予定で

ある。 また、 「考える会」 の名

称が 「松が丘のまちづくりを考

える会」 に正式決定した。 これ

からも理事 ・協力員が一丸と

なって、 よりよい組織体制を

検討していく。

新体制に向けて一歩ずつ！
「考える会」とプロジェクトチーム

議のあり方」 や 「広報 ・ＰＲ」

などについて意見交換が行われ

た。 「参加者が話しやすいように

会議のレイアウトを工夫しよう」

「1 年目の理事でもわかりやすい

ように説明が必要だ」 など、 多

くの意見が出された。 今後は出

た意見を整理して、 何から取り

組んでいくのかを検討していく。

　少人数で意見の整理や方向

性を検討してから 「考える会」

に臨んだほうが効率よく進むので

はないかという意見からプロジェ

クトチームを結成することとなっ

た。 今後はプロジェクトチームで

原案を作成してから 「考える会」

プロジェクトチーム
　　　　　　　　結成へ

　モデル事業 3校区の情報交換会を開催

江井島

魚　住

　モデル事業の取り組みについての工夫や課題を共有し、

お互いの活動に活かそうと、 8 月 29 日に市民会館で情報

交換会が開催され、 「松が丘」 「江井島」 「魚住」 の 3校

区から計 23 名が参加した。

　はじめに、 各校区から組織強化やよりよい活動に向けた

取り組みについて発表があり、 校区ごとの特徴に合った取り

組みが進められていることを共有した。 続いてグループに

分かれて情報交換。 それぞれの取り組みを話し合う中で、

「他校区の会議の進め方がわかってよかった」 「自分たちの

取り組みの良い点と改善点が確認できた」 などの意見が相

次ぎ、 各校区にとって有意義な時間となったようだ。

グループごとに分かれて情報交換
（8月 29 日）  

アンケート結果から江井島の現状を話し合う

住民に呼びかけ 67名が参加

地域行事を再編
第 1弾 「夏祭り」

全体会で情報共有
テーマ別に課題解決を

　広報紙 「ワンダフル江井島」、

WEB サイト 「江井島ネット」 を

開設し、 まちづくりの情報を共有

する新たな仕組みづくりを進めて

いる江井島校区。 同時に既存

の地域行事の運営体制について

も見直し、 企画段階からチーム

体制で取り組んできた 「夏祭り」

が 8月 10 日に開催された。

　夏祭りチームは、 最初の企画

会議では戸惑っていたものの、

これまで関わりの薄かった団体

が模擬店やステージの手伝いに

参加するなど一定の成果があっ

た。 9月 10 日の役員会では、

「夏祭り」 を踏まえて良かった点

や悪かった点などの振り返りを行

い、 挙がった意見は来年度の体

制に盛り込む予定だ。

　アンケートの集計を終え、 分析

を進めていたまちづくりプロジェクト

が中心となり、 9 月 13 日に全

体会が開催された。 アンケート

結果の報告と、 意見交換を行う

のが目的だ。 少年自然の家の

大会議室に 67名が集結。 少

人数のテーブルに分かれて、「自

治会」 「子ども」 「生活環境」 な

ど、 事前に整理されたテーマ毎

に意見交換した。 江井島コミュ

ニティ推進協議会の役員や、 ま

ちづくりプロジェクトのメンバーが進

行役を担い、 地域課題の解決

へ向けて話し合われた。 地域だ

けで解決が困難であると思える

要望が多いなか、 「自分たちの

住む江井島、 自分たちで解決し

なければいけない課題もある」 と

声が挙がる。 1度の話し合いで

解決することはできないが、 多く

の人が江井島の現状と向き合う

時間の大切さが共有できた。

ざっくばらんに話し合う住民の
みなさん（9月 13 日）

アンケート集計作業始まる！
多くの住民の声をまちづくりに

たくさんの人が参加し
楽しい作業に

今後の取り組みの検討

みんなで楽しく集計作業
（9月 1 8 日）  

　7 月 23 日から順次配付してき

た住民アンケートの回収が 8月

20 日に終了した。 3000 を超え

る回答があり、 回収率は約

66％。 住民の協力に感謝し、

9月より集計作業に取りかかって

いる。

　

　この住民アンケートでは 「災害・

防災対策」 「地域交流」 「地域

でのボランティア活動」 「今後の

まちづくり」 という分野ごとに設問

を設けており、 集計結果をまち

づくり協議会の活動に反映させる

ことを目的としている。

　第 1回目の集計作業は 9月

6日に行われた。 この日集まっ

たのは 13 人。 2 人 1組になり、

役割分担をして集計作業が進ん

だ。 回答数が多いため時間はか

かるものの、 みんなで協力しな

がら、 明るくわいわいと作業を行

うという魚住の良さが表れてい

た。

　集計作業はその後も 2回行わ

れ、 共に 20名ほどの方の作業

への協力があった。 初めて参加

した方も多く、 誰もが参加しやす

い雰囲気になっている。 今後、

集計作業が終わり次第、 結果

分析に取り組んでいく。

　

　アンケート集計作業と並行して

検討チームミーティングが行わ

れ、 アンケートの集計 ・分析を

進めていく一方で、 まち協が今

後取り組んでいかなければならな

いことについて検討した。

　そこで単位自治会 ・各種団体

の実態把握、 組織体制と年間

行事の見直しという、 大きく分け

て 3 つの取り組みを行うことに

なった。 単位自治会 ・各種団

体の活動内容や予算状況などの

実態把握から順次行っていく予

定である。

課題改善への取り組み


