
活動報告

平成28年度
地域づくりのしくみの振り返り

コミュニティ会議代表者との協議の場(全体)

Ⅰ 花巻地域 宮野目コミュニティ会議

Ⅱ 大迫地域 外川目地区コミュニティ会議

Ⅲ 石鳥谷地域 好地地区まちづくり委員会

Ⅳ 東和地域 成島地区コミュニティ会議



Ⅰ花巻地域

宮野目コミュニティ会議における成果の
振り返りと今後の取り組みについて

実施報告

花巻市 総合政策部地域づくり課地域支援室



宮野目第１回の振り返り①

コミュニティ会議の成果（グループワークの意見）

■ハード面の整備が進んだ。（舗装、街路灯、防犯灯、カーブミラー等）

■世代間交流、子供や女性、歴史・伝承活動が行われるようになった。

■防犯や交通安全の取り組みが進んだ。

■クリーン作戦や花いっぱい運動がよい。

■住民同士の顔が見える付き合いができるようになった。

■地域内の各種団体の連携が図られるようになった。

■地域に必要なことをスムーズに実現できるようになった。

■住民主体の意欲や仕組みができた。

■市の事業と一体的に行うことでより効果的に事業が行える。

■市への要望が通りやすくなった。
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宮野目第１回の振り返り②

コミュニティ会議の課題（グループワークの意見）

１）事業の改善や見直しが必要

２）事業の周知やＰＲや不足している

３）地域や地域づくりに対する住民の意識や意欲が低い

４）事業が多すぎる

５）参加者が少ない、若い人の参加が少ない

６）他の組織との連携や役割分担が分からない

７）役員の負担が大きく、なり手も限られる

８）組織体制の課題

９）コミュニティ会議の意義の周知が必要である
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宮野目第１回の振り返り③

コミュニティ会議の課題（グループワークの意見）続き

１０）地域からの要望や意見のまとめ方を見直す必要がある

１１）事業や運営の無駄のチェックや改善が必要である

１２）コミュニティ会議と市の役割分担が分かりづらい

１３）行政の支援やサポートが必要

１４）交付金のあり方について

１５）コミュニティ会議という市の事業の狙いと効果の検証が必要
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「成果と課題をふまえて～解決策を考える＜ヒント＞～」

【課題】

①わからない！

②参加が少ない（ニーズと財源・権限のミスマッチ）

③行政の支援（サポート不足、コミとの役割が不明確）

【ヒント】

①役割分担（実行部隊、コミュニティ、まちづくり支援、行政）

②ニーズの見える化（コミの構成団体の役割が重要）

③ニーズの事業化（ノウハウのある中間支援必要）

④行政とのしっかりした連携（定期的な役割調整の場）

宮野目第２回の振り返り
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第２回のワークショップ終了後に役員との意見交換を実施。

【出された意見】

■2回開催したワークショップに関する意見

■事務局について

■交付金や仕組みについて

■交付金の交付額や手続きについて

■市との協働、要望

宮野目「役員との意見交換」

7



「ワークショップ」

１）20年後の夢語り

「私は、20年後の宮野目が○○○○○のような地域になっている
ことを期待します。」という文章を完成させるために、○○○○○
にふさわしい言葉を書いて一人ずつ発表。

２）夢の実現のために取り組むべき活動

「自分が期待する20年後の宮野目になるために、地区民はこれから
どんな活動に取り組んでいけばいいと思いますか（必ずしもコミュ
ニティ会議として取り組む活動とは限りません）。取り組めたらい
いなと思う活動を考えて、付箋紙に書いてください。」

宮野目第３回の振り返り
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（各班まとめ：テーマ）
・若い世代が地元に残って活躍したいと思える地域（Ａ班）
・笑顔溢れる宮野目（Ｂ班）
・交流が盛んに行われ皆が心豊かな暮らしをしている（Ｅ班）
・緑ゆたかで元気な宮野目（Ｆ班）



２０年後の宮野目はこうなっていてほしい
Ａ班 若い世代が地元に残って活躍したいと思える地域

（家庭教育・高給料・芸能・地域・学力）

Ａ－１ 新たな雇用の場を創出・確保し給料の高い仕事が選択できる

Ａ－２ 伝統芸能が身近で、教育×芸能の伝統継承が行われている

Ａ－３ 交通の便に恵まれ、自然と便利を併せ持っている

Ａ－４ 農地の荒廃、後継者不足をプラスに捉え自然環境を守る

Ａ－５ 地域に託児所があり、子どもが遊んでいる

Ａー６ 中高一貫校の創設により学力の向上が図られている

Ａ－７ 通学可能な大学が充実し、学びたい人が学べる

B班 笑顔あふれる宮野目

（地場農産品の活用・伝統文化の継承・地域活動の推進・遊休資産の
活用・高齢者へのサービス）

Ｂ－１ 地産地消がより推進されている
Ｂ－２ 農産品加工、特産品開発により農産品の販売が促進されている
Ｂ－３ 農家レストランを開設し、宮野目ツアーが農家レストランに来ている
Ｂ－４ 神楽などの伝統芸能が子どもたちへ継承され、発表の場も確保されて

いる

Ｂ－５ 地区全体参加による運動会や清掃活動、消防団による地域防災活動が
行われている

Ｂ－６ 空き家や農地のレンタル事業により活用され、定住が促進されている
Ｂ－７ 学校給食と一緒に高齢者への給食サービス、食品配達サービスや移動

支援サービスが充実している

Ｂ－８ 老人カフェなどに集い、高齢者同士の見守りがなされている

身近な地域
でできる
こと

コミュニ
ティで取り
組めること

行政や民間の力
が必要なこと

誰が始めるか？

誰を巻き込むか？

必要な支援は？

１

２

３

E班 交流が盛んに行われ皆が心豊かな暮らしをしている

（地域活動・交流・高齢者・子ども）

Ｅ－１ 防災体制が整備され、地域防災が進められている
Ｅ－２ 清掃活動や景観づくりに取り組んでいる
Ｅ－３ 運動会や文化祭、伝統行事の復活により世代間交流が進んで

いる
Ｅ－４ 特産品開発や宮野目ツアー、宮野目カフェ、民宿や民泊に

より、都市農村交流が図られている
Ｅ－５ 空き家や田畑の空き物件情報の発信や紹介を行っている
Ｅ－６ 高齢者等への給食サービスの実施と高齢者同士の見守りが行

われている
Ｅ－７ 子育て支援が活発に行われ、集団登校など子どもの見守りを

行っている

F班 緑ゆたかで元気な宮野目

（安全安心な暮らし・地域の活性化・安定した生活・豊かな環境整備）

Ｆ－１ 高齢者の移動支援、高齢者世帯向け除雪支援が充実している

Ｆー２ 高齢者や子どもを見守る

Ｆ－３ 季節ごとの伝統行事や、文化祭、運動会が活発に行われている

Ｆ－４ 三世代交流など若者が参加する地域行事が行われている

Ｆ－５ 新たな雇用の場が創出されている

Ｆ－６ 豊かな自然が保護されている

地区内に声がけを！
ニーズ調査を！

若者チャレンジ枠を！

情報提供・発信を！
他市の事例を！

他地区と広域連携を！



Ⅱ大迫地域

外川目地区コミュニティ会議における
成果の振り返りと今後の取り組みについて

実施報告

花巻市大迫総合支所地域振興課地域支援室



「どこまで進んだ？わが地域のまちづくり」

～10年をふり返り、新たな夢を描こう～

【班ワーク】

①情報の見える化～外川目地区の人口と高齢化率を知る～

②各自、付箋に新たな20年に向けた夢や課題を書く。

③模造紙に貼りながら、意見を出しあう。

④意見を整理して、テーマを考える。

外川目第１回の振り返り
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「どうすればできる？わが地域のまちづくり」

～夢に近づく手だてと課題を考えよう～

【班ワーク】
①第1回で出された地域の将来像（夢）をどうすれば
実現できるか、課題や必要な支援、活動案などを付箋
に書いて貼る。（何を見直したらいいか）
②出された意見をもとに話し合い、課題ごとに整理。

外川目第２回の振り返り
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テーマ①《子どもが増える地域！》
テーマ②《外から人が来る地域！》
テーマ③《農業を守り自然を生かす地域！》
テーマ④《高齢者が元気な地域！》



「誰がどうする？わが地域のまちづくり」

～地域と行政、それぞれの役割を確かめよう～

【班ワーク】
①活動案を「だれがやれるか」で分類する。
（班や集落でやれること、コミュニティ地区で考えるべきこと、

行政が見直すべきこと…の分類）

②それらの中の優先度を整理し、来年度以降に反映で
きることを考える。

外川目第３回の振り返り
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外川目を変える40の知恵！
Ⅰ．子育て世代が住み続けられる外川目！

Ⅰ－1 小中学校で夢のある教育をする
Ⅰ－2 遠足などは地域の自然の中で（焼肉など）
Ⅰ－3 「自然」テーマに大学の誘致
Ⅰ－4 子育て世代へ空き家貸出しプロジェクト（移住者への優遇措置等）
Ⅰ－5 大学生との連携（研究の場に活用）
Ⅰ－6 田舎志向の若者と体験交流イベント（体験内容の充実、定例イベン

ト化、参加者へのフォロー、中山間の魅力PR）
Ⅰ－7 通信環境の整備（光ケーブル、携帯電話）
Ⅰ－8 公共基盤（道路、医療機関、交通など）
Ⅰ－9 教育環境（学費・医療費助成、学区再編）
Ⅰ－10 商業施設等の誘致

Ⅱ．外から人が集まる外川目！

Ⅱ－1 外川目マラソンの開催
Ⅱ－2 八木巻神楽鑑賞ツアー（春夏秋冬の味覚ツアーと併せて）

Ⅱ－3 自然探訪ツァー（ワラビ採り・釣りツアー、そのためのワラビ園や
河川敷の整備など）

Ⅱ－4 古民家活用（都会から退職者受入れなど）
Ⅱ－5 安心して泊まれる宿の整備
Ⅱ－6 グリーンツーリズムの受入拡大（短期滞在の活動モデル作り等）
Ⅱ－7 史跡や湧水をめぐる遊歩道の整備
Ⅱ－8 ぶどう栽培に定年後の人材活用
Ⅱ－9 フルーツ・ツーリズムのまち
Ⅱ－10 「来たれ！農業女子」プロジェクト

身近な地域で
できること

コミュニティ
で取り組める
こと

行政や民間の
力が必要なこ

と

Ⅲ．農業と自然を守り、残す外川目！
Ⅲ－1 草刈りアート・雪アート
Ⅲ－2 ミニ水車の活用（流しそうめん大会、粉ひき、小発電など）
Ⅲ－3 スターウォッチング、デートスポット・パワースポット等の場所

づくりとイベント開催）
Ⅲ－4 名水マップ整備、名水めぐりのウォーキング大会（ホタル）
Ⅲ－5 農業アドバイザー、野菜ソムリエを招いて土づくり、畑づくりの

勉強会
Ⅲ－6 農地のオーナー制、無料レンタル
Ⅲ－7 民泊で農業体験・ストレス発散草刈りツァー、1か月のお試し居住
Ⅲ－8 山の恵みの特産品化とネット販売（工房を作り山野菜加工、キノ

コ、川魚、イタリアン野菜）
Ⅲ－9 農家（古民家）レストラン・地産地消カフェの開店（郷土料理、

料理教室、ジビエ料理、そば・ひっつみ、かま焼き）
Ⅲ－10 農業法人化、事務員の雇用（年商1000万）、米で難民救済

地区内の調整を！
若者チャレンジ枠を！

情報提供・発信を！
NPOや広域連携を！

検討テーマを選ぶ

✔『やりたいこと』『やれそうなこと』
✔ 外川目にとって大事と思うこと
✔ 前回話し合ったテーマから
✔ ほかのテーマや、コラボもOK
〈例〉【Ⅱ‐6＋Ⅳ‐1】
グリーンツーリズムの体験者にレジェンドの
伝統の技を教え、交流する

Ⅳ．レジェンド(高齢者)活躍の外川目！
Ⅳ－1 伝統技術でモノづくり・販売（わらじ・縄・絣など）
Ⅳ－2 大工や農業などの技能で収入を得る
Ⅳ－3 待機児童など子どもの面倒を見る
Ⅳ－4 若者の支援・指導、高齢者どうしの支援
Ⅳ－5 自家用車での有償運送
Ⅳ－6 移動販売車、無料バスなど足の確保
Ⅳ－7 免許返納者にタクシー割引券の交付
Ⅳ－8 カラオケ、お茶会、旅行などの定期開催
Ⅳ－9 元気でまっせ体操、老人クラブでスポーツ
Ⅳ－10 娯楽施設、医療施設

活動計画を話し合う

✔ 誰がやるか？
✔ 誰を巻き込むか？
✔ 必要な支援は？



Ⅲ石鳥谷地域

好地地区まちづくり委員会における
成果の振り返りと今後の取り組みについて

実施報告

花巻市石鳥谷総合支所地域振興課地域支援室



好地振り返りの経過①

 好地地区まちづくり委員会役員との協議 １１月１８日（金）

●好地地区まちづくり委員会役員会に支所地域支援室から職員が出席し、ワーク

ショップを好地地区で行うことへの協力要請を行い、実施方法を協議

●出席者 役員１８名、支所地域支援室１名

 好地地区まちづくり委員会役員との検討会 １１月２９日（火）

●ワークショップの進め方を検討するため、好地地区まちづくり委員会の役員に

集まっていただき、参加者のあり方、班ごとの検討をあり方を協議した。

●協議の前に、役重アドバイザーからこれからの地域づくりを検討するために、

ワークショップ方式での意見聴取が必要なことの講演をいただいた。

●出席者 役員１４名、市側６名（本庁と各支所の地域支援室職員）
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好地振り返りの経過②

 第１回ワークショップ １２月２０日（火）

●テーマ 好地地区の未来を考える・みんなの知恵出しワーク

「どこまで進んだ？ わが地域のまちづくり」

～１０年を振り返り、新たな夢を描こう～

●内 容 ①役重アドバイザーからの情報提供

ワークショップの目的と進め方について

②班ごとの検討

６つの班で「２０年後の好地地区はどうなってほしいか」

について意見を交わし、その結果を模造紙にまとめ発表。

●出席者 参加者２８名、アドバイザー１名（役重）

役員等１２名（役員１０名・オブザーバー、事務局２名）

市側１５名（テーブルファシリテーター役１２名、ほか３名）
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好地振り返りの経過③
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 第２回ワークショップ １月２５日（水）

●テーマ 好地地区の未来を考える・みんなの知恵出しワーク

「どうすればできる？ わが地域のまちづくり」

～夢に近づく手立てを考えよう～

●内 容 ①前回の振り返り

②好地地区まちづくり委員会の１０年の歩み説明（菊池事務局長）

③考えるための情報提供（役重アドバイザー）

④班ごとの検討

６つの班に分かれ、「商店街のにぎわい」

「老後も安心して暮らせる」

「住民力・地域力を取り戻す」の３テーマで意見を交わし、その

結果を模造紙にまとめ発表。

●出席者 参加者２７名、アドバイザー２名（役重、若菜）

役員等１３名（役員１１名・オブザーバー、事務局２名）

市側８名（テーブルファシリテーター役６名、ほか２名）



好地振り返りの経過④
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 第３回ワークショップ ２月２３日（木）

●テーマ 好地地区の未来を考える・みんなの知恵出しワーク

「誰がどうする？ わが地域のまちづくり」

～地域と行政、それぞれの役割を確かめよう～

●内 容 ①前回の振り返り

②「好地を変える３０の知恵！」の説明（役重アドバイザー）

第２回で参加者から出されたアイデアについて、「商店街のにぎわい・活力

を作る好地」「老後も安心して暮らせる好地」「住民力・地域力を取り戻す好

地」 の３つのテーマごとに１０項目ずつにまとめた内容を「３０の知恵」と

まとめたことを説明

③班ごとの検討

６つの班が、３０の知恵をもとに「活動計画書」を作成し、その結果を模造

紙にまとめ、発表し合う。

●出席者 参加者２６名、アドバイザー２名（役重、若菜）

役員等１３名（役員１１名・オブザーバー、事務局２名）

市側８名（テーブルファシリテーター役６名、ほか３名）



好地振り返りの経過⑤
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 好地地区まちづくり委員会役員との意見交換会 ３月８日（水）

●好地地区まちづくり委員会の役員に集まっていただき、

３回にわたって実施したワークショップの内容を報告し、

出されたアイデア等の活用策を検討した。

３回のワークショップへの３７人の出席状況・・・平均2.2回

●後半は、好地地区まちづくり委員会の１０年間の活動結果を踏まえた意見

交換を行い、１０年間の成果の再確認や地域づくり活動を進めるうえでの

課題について検討した。

●出席者 役員１５名、事務局２名、本庁・支所地域支援室８名



好地を変える30の知恵！

Ⅰ．商店街のにぎわい・活力を創る好地

Ⅰ－1 来店しやすい工夫（来店ポイント・見る
だけバッジなど）

Ⅰ－2 体験型の商店（お菓子・染物など）
Ⅰ－3 富士大学や青雲高校生を巻き込んで活動

の場をつくる
Ⅰ－4 イベントの工夫とPR（案内ガイド・紫波

にもポスター・PR隊・観光大使・昔の町

の風景など名物・名所づくり）
Ⅰ－5 「食」をテーマにイベント（葛丸川で釣

り・野外ＢＢＱ・非常食を食べてみる
会・アイデア料理の試食会など）

Ⅰ－6 土曜夜市の復活

Ⅰ－7 花火大会の充実・工夫（メッセージ花
火・ミス花火など）

Ⅰ－8 イルミネーションのバージョンアップ
Ⅰ－9 参加型のまつり創り（全住民参加の盆踊

り・老若男女のたるみこしなど）
Ⅰ－10 空き店舗の活用・リノベーション（高

校生の出店・本屋・産直・カフェ・駄菓
子屋・健康マージャン・昼飲み・高齢者
が販売するなど）

Ⅱ．老後も安心して暮らせる好地

Ⅱ－1 隣近所のコミュニケーション、声がけ
Ⅱ－2 交流の場をさらに広げる（男性も来るサロ

ン・スポーツ・行政区でシニア体操など）
Ⅱ－3 高齢者の活躍の場を作る（行政区ごとに足

当番・買物代行・移動ボランティアなど）
Ⅱ－4 有償ボランティアで生活支援のしくみ作り
Ⅱ－5 スノーバスターズ（除雪支援）

Ⅱ－6 粗大ごみなどの回収
Ⅱ－7 高齢者世帯の安心確認のしくみ作り（連絡

先一覧表・独居世帯用の旗・ネット回線を
利用した生存確認・）

Ⅱ－8 インターネットサロン（テレビ電話など）

Ⅱ－9 一人暮らし向け住宅として商店街の空き家
を活用

Ⅱ－10 生活環境の整備（道路・下水道・街灯・
空き家撤去・公共交通・医療・介護施設な
ど）

Ⅲ．住民力・地域力を取り戻す好地

Ⅲ－1 行事の重ね合わせ（町内会と子ども会、自
治会どうしの合同イベントなど）

Ⅲ－2 地域外からの転入者との交流・意見交換会
（参加のきっかけづくり）

Ⅲ－3 石鳥谷の歴史を知る会
Ⅲ－4 地区民運動会での住民交流（焼肉・かき氷

など）
Ⅲ－5 住民参加の防災訓練（きっかけ作り）
Ⅲ－6 早起き大掃除（月1回）・挨拶運動など、

住民総参加の行事
Ⅲ－7 グリーンツーリズムの本格始動
Ⅲ－8 婚活事業（ラットランドとの婚活イベント

なども）
Ⅲ－9 若い世代の学びの場をつくる（NPOや行政

による育成支援、役員・企画を任せてみる、
順番制、役員数の見直しなど）

Ⅲ－10 コミュニティ会議と各種団体が一堂に会
して地区を考える場を

身近な地域
でできる
こと

コミュニ
ティ地区で
取り組める
こと

行政や
民間の力が
必要なこと

誰が始めるか？

誰を巻き込むか？

必要な支援は？

１

２

３
今回の見直しを受けて市の重点 ①人づくり ②縁づくり ③場づくり



Ⅳ東和地域

成島地区コミュニティ会議における
成果の振り返りと今後の取り組みについて

実施報告

花巻市東和総合支所地域振興課地域支援室
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成島これまでの経過①

 成島地区コミュニティ会議役員との検討会 11月28日（月）

●ワークショップの進め方を検討するため、参加者構成、

グループ編成等を検討した。

●コミュニティ会議活動を進めているうえで感じている課題等

について意見交換をした。

●成島地区コミュニティ会議役員11名

●アドバイザー（広田教授、若菜氏）

●市７名
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 第1回ワークショップ12月19日（月）

 ●テーマ 第１回どうすればできる？わが地域のまちづくり

 ～10年をふり返り、新たな夢を描こう～

●内 容

１．情報提供

（1）ワークショップの目的と進め方（役重アドバイザー）

（2）成島のこれまでの取り組みについて（成島地区コミュニティ会議

菊池事務局長）

２．班ごとの検討

「20年後どんな地域になっていてほしいか」について班ごとに意見

交換及び発表。

●出席者：３８名（参加者２６名、アドバイザー１名、市職員１１名）

成島これまでの経過②
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成島これまでの経過③

 第２回ワークショップ 1月２３日（月）

 ●テーマ 第2回どうすればできる？わが地域のまちづくり

 ～夢に近づく手立てと課題を考えよう～

●内 容

１．前回のふり返り

２．情報提供（役重アドバイザー）

（1）成島の「宝物」と「将来像」のキーワード

（2）事例紹介

３．班ごとの検討

班ごとに下記テーマで意見交換及び発表。

Ａ班…「地域の担い手を育てる」

Ｂ班…「子どもの声が聞こえる！」

Ｃ班…「ひとり暮らしや高齢者を孤立させない！」

Ｄ班…「イベントの活性化」

Ｅ班…「農地を荒らさない・景観を守る！」

●出席者：３８名（参加者２７名、アドバイザー１名、市１0名）
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成島これまでの経過④

 第３回ワークショップ ２月２８日（火）

 ●テーマ 第３回どうすればできる？わが地域のまちづくり

 ～地域と行政、それぞれの役割を確かめよう～

●内 容

１．前回のふり返り

２．「成島を変える40の知恵」の説明（役重アドバイザー）

３．班ごとの検討

「成島を変える40の知恵」から自分がやりたい事業、やれそうな事業を1人

6つ選び事業の投票を行った。さらに、その中から班で話し合う事業を選び

活動計画書を作成し発表。

●出席者：３２名（参加者２２名、アドバイザー２名、市８名）
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成島これまでの経過⑤

 成島地区コミュニティ会議役員との意見交換会 ３月１３日（月）

●3回にわたって開催したワークショップの内容と結果を説明し、ワーク

ショップで出された５つの課題テーマについて役員から意見を伺った。

●成島地区コミュニティ会議の10年間の活動の成果と課題等について意見

交換を行った。

●成島地区コミュニティ会議役員12名

●アドバイザー（役重氏）

●市６名



成島を変える40の知恵！

Ⅰ．成島を担う地元若手を育てる

Ⅰ－1 若い人をコミュニティの各部署につける
Ⅰ－2 講演や先進地視察など動機づけをする

Ⅰ－3 住民一人一人の興味や得意を聞き出し、人
材お宝発見

Ⅰ－4 若い人材の集まる企画イベント（いきいき
サロン若者バージョンなど）

Ⅰ－5 婚活（婚活サロン・イベント）
Ⅰ－6 草刈・雪かき応援隊の立ち上げ
Ⅰ－7 成島環境ボランティアの育成（和紙など地

域の魅力説明、コーディネートできる）
Ⅰ－8 コミュニティ版ハローワーク、空き家の

紹介（離職・育休中の若者へ農業体験等）

Ⅲ．成島の交流の力で外の人を呼び込む

Ⅲ－1 大学生・高校生の農業・雪かきボランティ
ア隊結成

Ⅲ－2 ターゲットを絞って移住誘致（田舎暮らし
志向の子育て世代・泣き相撲参加者・地区
外保育所入所者・市営住宅入居者など）

Ⅲ－3 IJUターン者発掘イベント
Ⅲー4 移住のPR強化(SNS活用・移住者自による

アピール・農業広報の活用など)
Ⅲ－5 日本一の毘沙門パワーで受験に勝とう！プ

ロジェクト
Ⅲ－6 毘沙門祭りに地場産品の出店
Ⅲ－7 空き家活用で移住、体験宿泊用施設に

Ⅴ．成島のまとまりの良さで生涯現役

Ⅴ－1 小学校や保育園、子供会でお年寄りの講師

（漬物作り・こびり作り・昔遊びなど）
Ⅴ－2 東和弁でシニアの寸劇公演
Ⅴ－3 体を動かす（体操・呼吸法・歌）
Ⅴ－4 いつでも学べる機会づくり（将棋・終活・

包括支援）
Ⅴ－5 足の確保（いきいきサロンなど）
Ⅴ－6 男性が参加しやすい集い
Ⅴ－7 近所での声掛け運動
Ⅴ－8 月1回お出かけ温泉日和（湯のまちホット

事業の活用）
Ⅴ－9 退職者などによる「成島塾」（勉強以外に

も地域の技能、知恵など）
Ⅴ－10「定年団」お助けチーム（草刈など）

身近な地域
でできる
こと

コミュニ
ティで取り
組めること

行政や民間
の力が必要
なこと

誰が始めるか？

誰を巻き込むか？

必要な支援は？

１

２

３

Ⅱ．成島の子育てを応援する

Ⅱ－1 成島子供サロン（土日の居場所づくり、
ボランティアの託児所）

Ⅱ－2 子どもの参加できる成島ならではのイベン
ト（リンゴ狩りなど）

Ⅱ－3 子どもの無料送迎のしくみづくり
Ⅱ－4 成島らしいスポーツチームの育成
Ⅱ－5 子育てする移住者に住宅金、奨学金（定住

すれば返還無用）
Ⅱ－6 子育て世代への経済的支援（助成金、教育

費無料化）
Ⅱ－7 有名大学などの誘致

Ⅳ．成島の農業の魅力を伝える

Ⅳ－1 農作業体験ツァー、泣き相撲参加者の農家
ステイ、1日体験など

Ⅳ－2 ふるさと「農」税（農業体験者へ農産物等
のプレゼント）

Ⅳ－3 新規就農者の公募・受け入れ
Ⅳ－4 地域で農業指導の体制づくり（自治会、部

落でインストラクター育成）
Ⅳ－5 地域全体で農業の法人化組織をつくる

Ⅳ－6 農村景観づくり（桜並木の手入れ・田んぼ
アート・川沿いに公園・棚田に戻すなど）

Ⅳ－7 成島ならではの特産品を開発する
（例：和紙のスマホケースなど成島グッズ）

Ⅳ－8 常設産直をつくる！

地区内に声がけを！
ニーズ調査を！

若者チャレンジ枠を！
情報提供・発信を！
他市の事例を！

他地区と広域連携を！
〈例〉
【Ⅰ‐6＋Ⅲ‐1＋Ⅴ‐10】地元若手と学生サークルと定年帰
住者の草刈り応援隊が共同作業&交流&大BBQ大会♪
【Ⅰ‐3＋Ⅳ‐7＋Ⅴ‐9】若者が地域のお年寄りにインタ
ビューして、技能や知恵のお宝人材を発掘→「成島塾」
「特産品づくり」などに活躍してもらう♪



今後の取り組みについて

今回の4地区だけではなく、２９年度以降も引き続き「コミュニティ
地区」でのワークショップを実施することとしています。
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