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平成 24 年 11 月から本格的に校区の組織強化に取り組

モデル事

むモデル事業。地域ごとに現状や課題は異なり、この
1 年、山登りのように様々な行程で組織強化に向かって
います。この 1 年の取り組みと状況を整理してみます。

地域計画づくり

モデル事業の手順

ＳＴ ＥＰ 3

※詳細は裏面に

ビジョンづくり
ＳＴ ＥＰ 2

体制の見直し

アンケートで挙がった課題を
解決する方法や体制を検討中

住民へ周知

住民誰もが参加できる
意見交換会の開催が決定

住民へ周知

住民へ周知

広報紙を全戸配布して
住民にモデル事業を周知

住民へ周知

アンケート結果を基に構成団体を
中心に説明会を開催 67 名が参加

体制の見直し

組織課題を整理し改善
への取り組みを検討

住民へ周知

検討チーム発足

意見を整理するために
『プロジェクトチーム会議』を発足

現状調査

校区の年齢別の人口推移を把握

住民へ周知

「考える会」で理事・協力員が
組織課題をワークショップ

現状調査

モデル事業を進めるために
「松が丘のまちづくり考える会」
を開催（以下、「考える会」という）

松が丘

松が丘まちづくり協議会（まち協）

コミ推協の主催行事をチーム制
で実施（平成 24 年度、試験的に実施）

コミセン通信をコミ推協の広報紙
に変更（2 か月に 1 度 / 偶数月に発行）

体制の見直し

ＳＴ ＥＰ 1

行事見直し

住民なら誰もが参加できる
『まちづくりプロジェクト会議』が発足
→11/30 時点：計 8 回実施

構成団体の総会資料を収集し、
現状の体制について分析中

体制の見直し

アンケート結果を広報紙
第 2 号（Ａ3）で全戸配布

検討チーム発足

現状調査

現状の共有・整理

住民へ周知

今後のまちづくりのビジョンを
検討する座談会の開催が決定

コミ推協独自のホームページ
を開設→http://eigashima.net/

アンケート回収、集計→回収率 44％

現状調査

住民の地域課題を把握する
ためアンケートを全戸配布

江井島

江井島コミュニティ推進協議会（コミ推協）

10 月 /11 月

住民へ周知

広報紙号外（Ａ3）を作成し、
全戸配布。アンケート結果を周知

現状調査

アンケートを回収、整理
→回収率 66.4％

現状調査

地域課題やまちづくり意識を把握
するため住民アンケートを全戸配布

現状調査（単位自治会）

単位自治会の総会資料を集約し、
組織や予算状況を把握

住民へ周知

広報紙を全戸配布し、組織
強化に向けた動きを周知

（年 4 回 /5・8・11・2 月発行）

検討チーム発足

組織強化を具体化するため
7 名で『検討チーム会議』を発足
→11/30 時点：計 13 回実施

体制の見直し

役員会で組織強化へ向けた方法、
進め方をワークショップ

体制の見直し

役員会でまち協の組織
課題をワークショップ

魚住

魚住まちづくり協議会（まち協）

「考える会」 で出た意見を整
理するため、 10 月に少人数
でのプロジェクトチームを発足
し、 議論を深めている。 11 月
21 日には第 3 回 「考える会」
を開催。 会議のレイアウトや次
第の構成を見直すことが確認
された。 また、 カラー印刷で
の 「まち協だより」 を全戸配布
するなど、 住民への周知にも
力を入れた。 今後は理事 ・

協力員以外の住民の意見もま
ちづくりに反映していこうと、 住
民全体での意見交換会を開
催することを決定。 より多くの
住民に参加してもらえるよう
に、 呼びかけていく。

江井島
さらに多くの住民が
企画運営に関わる組織へ向けて
モデル事業の組織強化を検
討している 「まちづくりプロジェ
クト会議」。 アンケートの記述
欄で挙がった意見や要望は多
岐に渡っている。 インフラ整備
や交通機関の課題、 コミセン
の講座や地域イベントに関する
ものなど、 350 件を超えた。
すぐ取り組めるものもあれば、
時間をかけなければならない課
題もあるため整理を進める。

現在、 役員だけでなくより多く
の住民が、 企画 ・ 運営に関わ
ることができる体制の構築と、
人材の発掘に向けての取り組
みを強めている。

魚住
アンケート結果を住民と共有し
ｚ
まちづくりのビジョンを検討
延べ 145 名が参加するな
ど、 大勢の人の協力に支えら
れたアンケート集計が終了。
検討チーム会議で結果を早
急に分析し、 住民へ発信す
ることが求められているため、
かわら版 「号外」 を作成し結
果を報告することと、 今後の
まちづくりのビジョンを検討する
座談会を開催することが決定
された。

今後は座談会の場に、 より多
くの住民が参加できるよう、 ま
ち協の構成団体以外の各種団
体や学校など、 さまざまな方面
に周知する準備を進めていく。

モデル事業の取り組みイメージ
現状の共有・整理
ステップ

①
各ステップにおける具体的な内容

この校区に暮らす住民に
広く声をかけて、地域の
強みや弱みなど、地域の
現状をみんなと共有して
みましょう。

イメージ図

例えば・・・

地域の強みや
弱みって？

意見交換会

地域の強み一
覧
弱み一覧

アンケート調査

ワークショップ

地域の現状

次のステップへ↙

ステップ

②

地域の現状を共有できる
と、つぎはビジョンを考
えてみましょう。できる
だけ幅広い意見からより
良い地域ビジョンをつく
ってみましょう。
地域のビジョンができる
と、それを実現するため
の柱となる事業や取り組
み計画を考えてみましょ
う。そして、地域の住民
で共有しましょう。

地域ビジョンづくり

例えば・・・

地域のビジョ

ン

意見交換会

地域のビジョン
ってどんなの？

私たちは○

ワークショップ
Ａ

○な地域

を目指して

地域
ビジョン

います！！

Ｃ

Ｂ

達成するために↙

地域づくり計画づくり
ビジョンを達成
するためには具体的に
どんな事業が必要？

例えば・・・
テーマ別

テーマ合同

計画会議

計画報告会

○○校区
地域づくり

ビジョン

冊子

環境
こども

こども

安全

こども 地域づくり計画

環境

安全

達成するために↙

ステップ

③

まず、みんなで
力を合わせて取り組める
ことってどれだろう？

まずはじめに取り組めること検討会議

・担当 - - ・役割 - - -

ソフト事業の計画

こどもが好きな住民

ソフト事業の実践
みんなで
やってみよう！

事前打ち合わせ

達成するために↙

地域こども育成モデル事業

○○地区

準備中

ソフト事業の実施

通学
路

⑤

地域 ・
こども 予定表 - 月～ - 月
育成 ・予算 - - -

地域こども育成モデル事業計画会議

通学
路

終了後

ステップ

実践の期間が終了すると、
補助金は終了します。同
時に、これまでの財源を
包括した交付金を検討し
ています。事業の継続は、
これら財源の活用を検討
していきましょう。

例えば・・・

地域こども
育成モデル事業

④

「モデル事業取組計画書」
「モデル事業協定書」
に基づいて、実践して
みましょう。実践状況
はみんなに公開して、
経過を楽しみましょう。

ソフト事業の計画づくり

参加募集

ステップ

計画にもとづいて、地域
みんなで取り組める事業
を検討して具体的に計画
してみましょう。その際
に市との役割分担を検討
し、まとめましょう。

継続するために↙

終了後の事業継続
補助金が
終了したけど
事業の継続は？

○○校区
地域づくり

これからの予算を考える会議

既存の
財源

モデル事業が実現すると・・・

地域一括交付金がスタートするときに
「どんな課題にこの交付金を使うのか」を
みんなで共有できている
地域の実情にあった取り組みができる

冊子

財源

既存の
財源

事業の継続

既存の
財源

財源

財源

そして・・・

いつまでも住み続けたいと思える
まちづくりが実現される
ゴミ

