
会   議   録 

会議名 令和３年度 第４回清新地区まちづくり会議 

事務局 

（担当課） 

中央区役所 中央６地区まちづくりセンター 

電話０４２－７０７－７０４９（直通） 

開催日時 令和４年３月９日（水） １９時００分～２０時３５分 

開催場所 清新公民館 大会議室 

出 

席 

者 

委 員   １６人（別紙のとおり） 

事務局 
  ２人（中央６地区まちづくりセンター １人、地域活力推進

員 １人、） 

市職員 １人（ＳＤＧｓ推進室 室長） 

公開の可否 ■可  □不可  □一部不可 傍聴者数 なし 

公開不可・一部不可

の場合は、その理由 
 

会議 

進行表 

１ 開会 

・ＳＤＧｓワーキングの進め方について 

・地域活性化事業交付金の進捗について 

２ グループワーク 

・発表資料の作成 

３ 発表と質疑応答 

４ 閉会 

・会議のまとめ 

・事務連絡 



審  議  経  過 

主な内容は次のとおり。 

 

１ 開会 

（１）丹波会長より挨拶 

   今回が今年度最後のまちづくり会議となる。４回という開催回数に不満は残

ると思うが、何とか結論に達してほしい。今回の意見を来年度に持ち越し、色々

な形で行動したい。 

（２）ＳＤＧｓ推進室 丸小野室長より挨拶 

  ＳＤＧｓの推進を専門に行う組織として立ち上がり、今年で２年目となる。

地域としてＳＤＧｓの推進に取り組んでいただくことを嬉しく思う。今回の発

表にも期待している。 

（３）本日の進め方について 

   事務局より、本日のグループワークの進め方について説明を行った。 

そのほか補足については次のとおり 

  ・さがみはらＳＤＧｓパートナーへの登録が３月中旬になる。 

  ・令和４年度の公募委員への応募はなし。 

（４）武田委員より地域活性化事業交付金の進捗について 

   活動としては、ボッチャ２セットとミニボッチャ１セットを購入した。ボッ

チャは全部で６セットになる。今年の２月２０日の子供デー（公民館事業）に

予定していたボッチャ大会は新型コロナウイルスの影響で中止とした。新型コ

ロナウイルスが収束すれば、来年度以降は講習会や大会を行いたい。ボッチャ

は公民館へ保管してあるので、使用したい団体があったら利用いただき、ボッ

チャを広めていただきたい。 

 

２ グループワーク 

事務局より発表資料の作成手順について説明を行った。 

・前回までのグループワークで決めた「10 年後の清新地区のあるべき姿」「注目す

べき課題」「影響が大きいと思われる原因」はそのまま記入する。 

・ＳＤＧｓに関連する項目にＳＤＧｓのアイコンを貼っていく。 

・解決策や取り組みについては、来年度以降に実施できるような取り組みやイベ

ントを記入する。 

・発表時間５分、質疑応答３分、ＳＤＧｓ推進室長より感想２分とする。 

 

 

 

 



３ 発表と質疑応答 

  前回までのまとめ一覧（参考資料） 

 

  解決策や取り組みについて（〇発表者 ●質問や感想 ■ＳＤＧｓ推進室長） 

 （１）１班の発表 

  〇集いの場から生きがいを感じるために、大学や企業、商店街と一緒にイベン

トを行うなど、産学官連携で取り組みたい。例えば駅前の商店街で行ってい

るスタンプラリーや年に一度の健康イベントを開催する。地域を盛り上げて

いくことで、担い手や新しい人材が見つかるかもしれない。このようなイベ

ントを行うための具体的な話し合いの場を作っていきたい。 

〇話し合う場がないということであれば、商店街の空きスペースなどを利用す

ることも考えている。清新地区の仲間が集まり、産学官連携で実現可能な事

業を行っていきたい。 

  ●大学や企業、商店街と一緒にイベントを行うために、来年度は各団体に声を

かけていきたい。ＳＤＧｓに協賛している会社などもいいと思う。 

  ●原因の中に、「一歩を踏み出す勇気がない」とあったが、まちづくり会議の場

で話し合うだけでは、物事は進まない。具体的に行動を起こしていきたい。 

  ■現在、さがみはらＳＤＧｓパートナーは 518 団体あり、課題解決や意見交換

のためのプラットフォームを作った。そういった仕組みを利用することで、

登録団体の強みを活かすことができると思う。 

また、他地域の成功事例を自分たちの地域の形にしていくのもよいと思う。

色々な事例や協力団体の紹介などもしているので、相談してほしい。 

（２）２班の発表 

  〇綺麗で便利、ふれあいのある町にするために「ごみ問題」と「公園管理の充

実」に着目した。両方ともマナーが守られず、管理が不十分ということが挙



げられる。ごみ出しルールの徹底、ごみ・資源集積場の清掃実施、委託やボ

ランティアによる公園清掃の実施が解決策及び取り組みとして考えられる。 

  〇地域活性化事業交付金を利用した提案としては、ごみの分別や資源ごみの出

し方についてマンガのような分かりやすい案内資料の作成をしたい。 

  ●比丘口公園の花壇の管理をしている。子供たちが多く集まるが、花壇の花を

ちぎったりして荒らしてしまう。先生から子供たちに花を大切にするようお

願いしたい。また、比丘口公園は落ち葉が多く、花壇が埋もれてしまう。自

治会長や老人会も手伝ってくれるが、姿勢（中腰）や体力の問題で難しくな

っている。公園の管理に、協力してくれる人がいると助かる。 

  ■ごみの問題はＳＤＧｓの中でも、最も取り組みやすい問題である。例えば、

マイクロプラスチックが問題になっているが、これは市街地のごみが風や川

に流され海に集まることも原因である。公園の清掃も非常に大切で、ＳＤＧ

ｓの「14.海の豊かさを守ろう」のゴールに関連している。 

  ■子育て世代は未来の子供たちが住みやすい地域社会にしたいという意識が高

い。ごみ問題とＳＤＧｓの関連性を示していくと、若い世代も動いてくれる

のではないだろうか。 

（３）３班の発表 

  〇コミュニケーションの場所がないという課題に着目し、担い手やリーダーが

集まれる企画を考えた。学校や公共の場を使えるようにすること。次に、民

間企業との連携を図り活動の場を確保していきたい。近くにはホームセンタ

ーや自動車販売店、スーパーなどがある。 

これから建設される医療少年院の跡地にも地域で要望し、コミュニケーショ

ンの場所を確保したい。 

  ●防災・交通安全は両方とも大切なことである。清新地区は自転車の事故が非

常に多い。若い人をどう取り込んでいくかは大きな課題である。コミュニケ

ーションの場所として公民館をもっと活用してはどうだろうか。 

  ●自治会でも高齢化が問題となっている。コミュニケーションをしたいが、体

が動かない人が増えている。そういった人たちの防災・交通安全への取り組

みも、みんなで知恵を出して解決したい。 

  〇今後 30 年の間に、大きな地震が起こるといわれているので地域のコミュニケ

ーションは重要だと考えている。 

  〇自分は南橋本に住んでいるが、清新公民館まで歩いていくのは大変である。

少し歩けば行ける隣近所に、気軽に集まれる場所があればと思う。 

●テレビで放送されていたが、小学生を対象に大学や消防署が監修した防災カ

ルタの取り組みがあった。防災・交通安全の取り組みには、子供を含めたア

イデアも良いと思う。 

■防災は多様な主体で取り組んでいくべき課題である。民間企業との連携につ



いては、「地域へ貢献したいけれど、どうすればいいか分からない」という企

業もある。これまでやってこなかったような視点でイベントを企画すると、

そういった企業や団体、若い世代が興味を示してくれるかもしれない。 

（４）４班の発表 

〇子供の居場所づくりのためには、世代を超えた交流が不足していることに着

目した。不登校児は全国で 20 万人いるが、大人の引きこもりも 60 万人以上

いる。大人も困っている人たちが多くいるのではないだろうか。大人の教育

も子供の教育も一緒に進めていく必要があると考えた。 

〇大人が作るイベントは子供視点ではなく、意外と楽しくない。子供の意見を

取り入れたイベント作りが大切である。「自分の意見が地域に反映された」と

いう喜びや経験を小学生くらいから育てていきたい。 

今の中学生は忙しく、地域でお祭りをやるからといっても参加しない。小学

生のころから地域と交流をしてほしい。 

〇具体的には、地域の子供祭りや世代を超えたスポーツイベントを大人と一緒

に企画するようなことを積み上げていきたい。 

●この会議に参加している世代は、自分たちの子供が大きくなっており、孫も

遠くにいて接点を持つことができない。どのようにしたら、子供の意見や希

望を聞くことができるか教えてほしい。 

〇中学校の校長を務めているが、学校にどんどん来てほしいと思っている。子

供を地域に出すことも大事だが、地域の大人が子供の集まる学校に来て、授

業参観や放課後の部活動に参加してもらうのも方法である。 

〇今の子供は直接コミュニケーションをとらず、スマホやＳＮＳで繋がってい

る。そのため、「地域活動に参加しよう」といってもなかなか難しい。 

●そのような情報を知らなかった。もっと周知できれば、学校へ行く機会もで

きそうである。 

  ■これからの未来を担う子供たちに、大人たちが色々な場を提供していければ

と思う。例えば、教育格差の解消に無料塾を行っている地域もある。集まる

きっかけを作ることで、世代の交流も始まるのではないか。 

  ■ＳＤＧｓは大人より子供たちがよく知っている。ＳＤＧｓをツールとして集

まるきっかけを作ったり、企業や団体の力を借りて子供の時代から接点を作

ったりできればと考える。 

（５）各班への投票 

   一人２枚のシールを使い、良かったと思える発表に投票していただいた。 

   （自分の班へは１枚のみ投票可というルール） 

   結果、４班の発表が一番票を集めた。 

 

４ 閉会 



（１）丹波会長より挨拶 

  今年度はＳＤＧｓをテーマに掲げて、みなさまと話し合いをしてきた。さがみ

はらＳＤＧｓパートナーにも登録させていただいたので、来年度は近隣の企業と

も何らかの形で協力していきたい。 

  我々もここで話し合ってばかりではなく、外に出ていこうと思う。例えば、公

園で毎週お祭りのようなことを行えば、集まるきっかけにもなる。地域活性化事

業交付金を使い、地域の人を引っ張り込むような形にしたい。 

  行政を追いかけるのではなく、地域づくりで先に進んでいきたい。 

（２）事務局より事務連絡 

  次の事項について、連絡を行った。 

 ・令和４年度のまちづくり委員推薦 

 ・令和４年度地域活性化事業交付金 

 ・令和３年度のまちづくり会議についてアンケート 

（３）大山副会長より閉会の挨拶 

  地域の課題について、話し合うことができたのではないか。 

来年度もまた一緒にまちづくりについて検討していければと思う。 

 

以 上 

 

 

 

 

グループワークの状況写真 



第４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 欠席 

11 嶋田 千代子 清新公民館 青少年部 欠席 

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 欠席 

16 勝西 栄 小山中学校ＰＴＡ 会長 欠席 

17 山中 森勝 有識者   出席 

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 

 


