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公開の可否 ■可  □不可  □一部不可 傍聴者数 １人 

公開不可・一部不可

の場合は、その理由 
 

会議 

進行表 

1 開 会 

2 グループワーク 

・ゴールの共有と課題整理 

・方向性の決定 

3 閉 会 



審  議  経  過 

主な内容は次のとおり。 

 

１ 開会 

  会長が遅れて到着するため、事務局が開会 

 

２ グループワーク 

  事務局より、委員が「どのような身近な SDGs に取り組んでいるか」の事前アン

ケートの結果についてお礼と報告を行った。 

  

質疑応答（○は委員の発言、●は事務局の発言） 

〇 開催時間について、18 時開始ではなく 19 時開始にしてみてはどうか。今日の

出席具合を見ていると、18 時開始では、委員の集まりが遅れてしまう。 

● 今、この場では決めることができない。後ほど、会長が到着したら相談させて

いただく。（その場で挙手のアンケートを行うと、19 時開始が多数であった） 

 

会長到着により、会長挨拶 

 到着が遅れてしまい、申し訳ない。新型コロナウイルスの影響により、まちづ

くり会議が長らく中断していた。今年度は色々な話し合いが難しい状況にあるが、

ある程度の方向性を示せればと思っている。来年度は、それが実を結ぶような会

議や提案ができればと考えているので、ご協力をお願いしたい。 

 

◆ 続いて「SDGs ワーキング資料」に基づき、「スケジュール」及び「ワーキング

の進め方」を事務局より説明した。 

共有したルール 

①私ばかりしゃべりません 

 ・話すときは簡潔に。人の話は最後まで聴きましょう。 

②頭から否定しません 

 ・お互いを尊重し、多様な意見に関心をもちましょう。 

③楽しい雰囲気を大切にします 

 ・楽しさの中から、創造的なアイデアが生まれます。 

 

質疑応答（○は委員の発言、●は事務局の発言） 

〇 ワーキングの進め方について、「10 年後の清新地区のあるべき姿」や「現状と課

題」とあるが、これは前回分けたチームごと①～④のテーマに沿って行うものか。 

※テーマは ①福祉・健康・貧困 ②地域の絆 魅力と活力 

③防災 交通安全  ④子ども教育 



● 原則はそのとおり。ただし、アイデア出しの部分では数を出すことが重要なの

で、最初はテーマに沿わなくてもよい。次の、意見を絞り込む部分では、チーム

のテーマに沿ったものを最低１つは出してほしい。 

 

〇 地域活性化事業交付金について説明は行わないのか。提案を行いたいのだが、

この場で発言をしていいのか教えてほしい。 

● 提案があれば個別に対応するので、まずは事務局に相談してほしい。まちづく

り会議に諮ることが必要なので、スケジュールの調整もさせていただく。 

〇 いつまでに提出するなど、具体的な日程はあるのか。 

● なるべく早くという回答になる。アイデアの段階でもいいので、相談していた

だきたい。 

 

◆ ここからは、４つのテーマごとにグループワークを行った。 

  今回のグループワークの結果である「10 年後の清新地区のあるべき姿」と次回

に向けた「注目すべき課題」については次のとおり。 

 

チームの 

テーマ 

10 年後の清新地区 

のあるべき姿 

注目すべき課題 

福祉・ 

健康・ 

貧困 

集いの場から生きがいへ ・皆がそう思っているのにでき

ていない 

・担い手が少なく、場がない 

地域の絆 

魅力と活力 

きれいで、便利、ふれあいの

ある町 

ごみ問題、公園の充実 

防災・ 

交通安全 

・交通事故の少ない街、災害

に備えた町 

・孤独な人のいない、皆が知

り合いの町 

コミュニケーションの場がな

い 

子ども・ 

教育 

地域で子ども達が、生き生き

と活動、活躍している姿が見

られる 

子どもの居場所づくり 

 

 

 

 

 

 



3 閉 会 

 

 事務局より事務連絡 

 ・会議冒頭で提案のあった、開始時間については 19 時開始に変更させていただき

たい。 

→ 出席委員全員の了承を得た。次回から開始時間は 19 時となる。 

 ・令和４年３月９日（水）に第５回の日程が追加された。 

 ・次回１２月１日（水）の資料は本日配布させていただいた。事前に確認いただ

きたい。 

 

山口副会長が閉会 

 本日は「10 年後の清新地区のあるべき姿」と「現状や課題」を話し合っていただ

いた。今年度に洗い出したものは、来年度のアクションに繋げたい。 

また、団体や有志が集まり、皆様が考えたアイデアを 10 年後に向けて目処を付け

ていけたらと考えている。 

  

以 上  

 

 

  

 

 

グループワークの状況写真 



第２回清新地区まちづくり会議出欠席名簿 

 

ＮＯ． お名前 所 属 ・推薦団体 役職 出欠席 

1 丹波 晴道 清新地区自治会連合会 会長 出席 

2 大山 孝 清新地区自治会連合会 副会長 出席 

3 郡谷 照雄 清新地区自治会連合会 会計 出席 

4 田代 明寬 清新地区自治会連合会 協力員 出席 

5 山口 敏夫 清新地区社会福祉協議会 会長 出席 

6 矢吹 和男 清新地区社会福祉協議会 副会長 出席 

7 田所 洋子 清新地区社会福祉協議会 会計 出席 

8 神谷 靜枝 清新地区民生委員・児童委員協議会 会長 出席 

9 笠原 泰子 清新地区民生委員・児童委員協議会   出席 

10 木下 泰雄 清新公民館 館長 出席 

11 嶋田 千代子 清新公民館 青少年部 出席 

12 玉田 稔 清新地区老人クラブ連合会 会長 出席 

13 江戸谷 智章  清新中学校 校長 出席 

14 曽田 信司 清新こどもセンター 館長 出席 

15 太田 祐一朗 小山小学校ＰＴＡ 会長 出席 

16 勝西 栄 小山中学校ＰＴＡ 会長 出席 

17 山中 森勝 有識者   欠席 

18 磯崎 巧 防犯指導員   出席 

19 武田 邦雄 清新公民館区青少年健全育成協議会 会長 出席 

20 菅原 聡 清新高齢者支援センター 
センター

長 
出席 

21 雨宮 勇一 南橋本商栄会 会長 欠席 

 


