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地域コミュニティ 意見のまとめ  宿題の意見                                         H28.2.20 第 15 回自治基本条例を考える市民会議（事前資料１） 

 宿題の意見 Ａグループ B グループ C グループ まとめへ 

これからの島田市のまちづくりにとって、自治会などの地域コミュニティ活動は…  

どう 

あり 

たい 

か？ 

不要 0 

縮小 1 

必要  今のまま 0 もっと強化 4 

その他 1 

自治会→市→→→点（家庭） 

 必要な情報を提供、報告する役割 

新組織→点⇄⇄⇄市 個々の声を

聞き、市に伝え、市からも返答して

のやりとりを担う  

 地域で活動している団体、個人の横のつ

ながりづくり 

住民同士のつながり 

団体同士の横のつながり 

市との円滑なやりとり 

 

市民がまちづくりに参加する 

市民の声を生かしたまちづくり 

 

安心して暮らせるまちづくり 

きめ細やかさ 

公平さ 

 

新しい組織（体制）システム 

リーダーシップの醸成 

・広い視野 

・住民の話をよく聞く（声を集める） 

・（市と地域・団体同士を）つなげる 

 

理 

由 

・現在の自治会は大部分が市からの伝達、配布が

ほとんど。自治会員の結束できる方法に持って

いくことができないなら、今のままとなる 

・担い手不足、負担に思う人が多い現状ではある

が、安心して暮らせる地域社会、環境にしてい

く有効な活動 

・「自治」が実際一人一人が参加して行われてい

くためには、一番小さくて一番身近な地域コミ

ュニティ活動がなければ画餅になるため、実際

動かすのに必要なもの 

・「地縁」の差が大きいため、その地域のみでや

りきれないのでは？と思う 

・人口減少なので、関わりを持つ人が増えないと

体制が持続できないと思う 

・自治会の役割を 2 本建てに組織改変する 

・市内全域をカバーする「地縁」を超えた団体、

島田、金谷、川根どこでも枠を越えて助け合う

新しい組織 

市民がまちづくりに参加 

市民の声を活かしたまちづくり 

 各個人や団体が個別に活動しており、横

の伝達が図れていない 

そ

の

た

め

に

大

切

な

考

え

方

 

自治会全体でのコミュニティ活動は年１回のグ

ランドゴルフ大会のみである。他の活動は老人会

等おのおのの活動となっている 

現在は市からの「情報伝達係」の位置付け、民生

委員の推薦等を含む 

・役割の意味、範囲を明確にする 

・足りないところは助けてもらえる 

・市民の意識改革 

・重要なことは住民の意見を必ず聞き、決定する。 

・コミュニケーションは自助、共助につながる 

きめ細やかさ、公平さ  誰もが安心して暮らせるまちづくりを

していくという気持ち 

（

代

わ

り

に

）

 

有

効

な

方

法

、

ア

イ

デ

ィ

ア

な

ど

 

・大きな声は顔役の人が決めてしまうきらいがあ

る 

・皆に「役割」を与える→関わりを持たせる 

・やれることはやれる人がやれる時にやる。平等

にならないが、なるべくかたよりを減らす 

・現在の役割とは別に、市への要望、市からの情

報提供等コミュニケーションの渡し役となる

位置付けの組織をつくる 

・有効かは不明だが、地域コミュニティ活動を助

けるボランティアを組織 

・「市民」「住民」という意識を持った人、持つ人

を増やす工夫 

・神社、寺などを利用した勉強会（歴史、先人の

歩んだ道から学ぶ） 

全体を見渡しての公平性 

「新組織」を担う「人」の存在 

 どんな人が？どう実施する？ 

 各団体、個人をつなぐシステム（組織） 

リーダーシップ リーダーになる人 

人材 

リーダーシップ+αの人 外から見る力

のある人 

自分のおもいが強い人 

 全体がわかる 視野が広く人の話も

聞く 

60 才以上 65 才（年金）＊＊＊ 

地区社会福祉協議会の推進 

自治会（子ども会、いろいろな会）一緒

にまとまろう！ 

ソフト、野球市民スポーツ大会（5 種、

社会 体育協会 ←市役所） 

行政の立場 市民の立場 
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その大きさによって考えていくべきことは変わる？ 地域の課題〜これから必要になると思う活動  望ましい運営、組織体制  

 

小

（

隣

組

程

度

）

 

・近所にどんな人が住んでいるか知らないという状

況 

・共に助け合う組織にする〜人付き合いが希薄にな

る無縁社会が叫ばれているため 

・向こう三軒両隣の付き合いが希薄となっている防

災に対する共有の活動、伝統・文化を守るという

活動例：月 1 回、組常会等、意見交換の出来る場

の設定 

・挨拶ができるような雰囲気のある日頃の付き合い 

・市民、住民一人一人までの情報の共有とコミュニ

ケーション 

・もっと気さく、気楽に立ち話などできる関係 

・市からの情報がわかりやすく提供され、ビデオ、

チラシ等整備されること 

・中が整えば 

近所の人同士が知り合う 

なんでも言い合えるような関係づ

くり 

 （各家庭＝点）縁がつながる 

アパートで自治会費も納めな

い人がいる 

全市民（世帯）が町内会に加

入する 

消防団の活動費を払わない人

がいる 

 点（家庭）をつなぐ 

（参加意識を高める） 

中

（

自

治

会

程

度

）

 

・目的、市からの伝達、配布、決めるべきことから

の意見聴取から決定となるか 

・コミュニティ活動を自治会全体では無理。その地

域の活動家の発案するコミュニティ活動を公民館

で行うということである。 

・自治会が弱っているのを助けるもの（ボランティ

ア） 

・過疎化に伴う絆不測を強めるセーフコミュニティ

（保健、教育、防災一体組織） 

・世代交代で問題の共有（団塊世代→40〜50 代）

子育て世代と自治会の交流 

・社会（地域）全体で家庭支援体制 

・美化活動、自主防災 

・交流会、親睦会を開く 

隣組の中で出た問題点を自治会に

伝達、共有 

市からの伝達事項を隣組へ 

 面でつなげる 

コミュニティ活動に職員が関

心ない 

市役所の職員が自治会（コミ

ュニティ活動）に参加しない

人もいる 

組織がいろいろあって、たと

えば災害や町づくりの際にど

こが中心あるいは司令塔にな

っているかわからない 

自治会とコミュニティ活動

（NPO に？）の関係性 

 面でつなげる 

自治会とコミュニティ活動がつながる 

大

（

地

域

、

中

学

校

区

程

度

）

 

・市全体の活動の前段階として学区で行うこと 

「島田市」「市民」というつながりと意識を高める（各

地域で） 

・コミュニティ委員会をつなぐもの 

・「教育」の部分で子どもたちにも指導をする 

・個の意見でなく、面の意見となるよう情報収集し

たい 

より高い位置から全体を把握して

の意見集約 

→市へ伝達 球（立体的）に広げる 

  球（立体的）に広げる 

地域の意見集約 

行政に望むこと わかりやすい情報提供 チラシ等

見える形で 

自治推進委員を自治会長が兼務し

ないでやる 

地域活動のリーダーシップは

どこがとっていくか？（各組

織の関係性） 

割り当てられた役をこなすと

いうわけではなく自分から参

加しやすいきっかけやしくみ 

関心がない人にどう意識をつ

けるか？実際に！ 

 活動参加のきっかけづくり 

意識啓発 

わかりやすい情報提供 

議会に望むこと  活動と市民に距離がある？  つながりづくり 
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島田市の市民主体のまちづくりを進めるために  

 地域コミュニティの役割とは 公平できめ細やかな情報収集 自治の基本、基盤づくり 

共助のための体制づくり 

 共助の体制づくり 

自治の基盤 

島田市の地域コミュニティは 

を大切にし、 

現状として市の情報を下達するだ

けでいっぱいいっぱいの組織にな

っているため、各戸（個）の意見、

要望を市に投げかけ、市からの返答 

相互の流れを 

ちょっと関わるとぬけられな

いのは困る！ 

島田市民だと他にないつなが

りによって安心がある 

一人一人が身の丈で参加でき

る（しやすい）支援体制 

 （住民同士、市と）つながり 

個々の参加 

をします。 地域住民の意見、要望を集約する機

関、組織にします。 

情報のインフラ⁈  意見集約 

情報伝達ルート確保 

行政との望ましい関係とは スムーズに情報交換できる関係 

市民の声を聴く行政 

情報、コミュニテケーション

の共有 

行政（仕事・業務ではなく）

一市民同士としての関わりコ

ミュニケーション 

 情報交換 

コミュニケーション 

市民は 

（どう関わるか） 

自覚をもって協力 行政に任せきりにならない、

頼り過ぎない→自分たちでで

きることは自分たちで！（防

災、まちづくり） 

 自分たちでできることは自分たちでと

いう市民の自覚をもち、協力しあう 

参考事例 ：恵那市飯地地区（670 人、S29 合併） 

外の人が入ることで、内の人たちがもっていたエネルギーが動き出して変化が始まった。 

地域住民が飲食しながら集う「コミュニティカフェ」中でも子育て世代で運営されるカフェは子どもを連れた女性同士の情報交換の場となっている。母親の孤立化に歯止めをかけている。 

  

《発表・まとめ》のイメージ

                    リーダーシップ つなぎ合わせる人が必要 

                             意見を集める まとめる 

 

個々（個人、家庭）が身の丈で参加する          市とのやりとり 

 

 

 

 

 

         組織をつなぐ                サポートする 

 

               活動団体をつなぐ    共助の体制づくり 

 

島田市の地域コミュニティは、 

安心して暮らせるまちづくり を目指して、きめ細やかさ、公平さ を大切にして 

住民同士、団体同士の横のつながりや市との円滑なやりとりができる ようにして、 

市民がまちづくりに参加する とともに 

市民の声を生かしたまち（地域コミュニティ）づくりを進める。 

そのためには、 

新しい組織（体制）システム と リーダーシップの醸成 が必要 

 面でつなげる         ・広い視野 

 わかりやすい組織体制     ・住民の話をよく聞く（声を集める） 

 （情報伝達ルートの明確化）  ・（市と地域・団体同士を）つなげる 

 市役所職員の参加 

市は、市民に対して活動参加のきっかけづくり、意識啓発 を 

議会は、地域との距離を縮める ようにつとめる 

市民は自分たちでできることは自分たちでという市民の自覚をもち、協力しあう 


