作成：三島市役所 地域協働・安全課 きずなづくり推進室（TEL：055-983-2708）

6 月 5 日（月）に開催された「平成 29 年度山田小学校区第１回地域コミュニティ連絡会」にご出席
いただきまして、誠にありがとうございました。当日の発言や意見をまとめた資料ができましたので、
送付いたします。
（三島市のホームページにも掲載しています）
■開催概要■
日

時

平成 29 年 6 月 5 日（月）19:00～20:45

会

場

市民体育館

参加団体

（31 名）

若松町自治会

旭ヶ丘幼稚園 PTA

旭ヶ丘子ども会

加茂町内会

山田小学校

三恵台子ども会

西旭ヶ丘町内会

山田小学校 PTA

山田小学校支援地域本部

青葉台自治会

山田中学校

山田中学校支援地域本部

旭ヶ丘町内会

山田中学校 PTA

エコリーダー

初音台町内会

スクールガード

保健委員会

三恵台自治会

子ども会連合会

民生委員・児童委員

交通安全母の会

子ども会山田学区長

錦田地区地域包括支援センター

加茂保育園

加茂子ども会

三島市社会福祉協議会

旭ヶ丘幼稚園
■次第■
開会・市長あいさつ
１「地域コミュニティ連絡会について」
２「地域の情報を共有しよう」
３「計画案で実践できることを考えよう！」
４「アンケート記入」
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今回の「地域の情報共有」では、小学校区の年間スケジュール表や各団体から出された情報を参考に
しながら、各団体間の情報を共有しました。
○「小学校区の年間スケジュール表」について
小学校区内で活動する団体の行事や活動等を各団体と共有し、日程調整等のために活用していただくことを目
的に、本年度から小学校区内の団体等の予定を合わせた年間スケジュール表を作成しています。

■主な情報交換の内容
団体
三恵台自治会

情報の概要
・市有地を借りて地域の花壇づくりをしています。
・子どもの思い出づくりのため、子ども会と協力してキッズ花壇を作りました。
・花壇を通じたきずなづくりとともに、昨年から餅つき大会を行っています。
・4/30（日）に全世帯の台帳を更新しました。
・8/5（土）に三恵台夏祭りを開催します。

三恵台子ども会

・6 年前は会費あり、自由参加でしたが、現在は会費なし、全員参加、赤ちゃ
んから参加という形に変更しました。
・子ども達が主体的に運営していますが、高齢者が協力的で助かっています。

西旭ヶ丘町内会

・昨年子ども会が解散してしまったので、今度何かやりたいと思っています。
・世帯台帳が 10 年前のものなので、データを更新したいです。

加茂町内会

・空き家の庭木が繁茂してしまい、困っています。
・8/5（土）に夏祭りを開催します。昔は夏祭りや運動会で盛り上がりました
が、今は高齢者が多くて「つらい」という声を聞きます。

加茂子ども会

・会員 98 人、役員 7 人で活動しています。
・毎月第 4 土曜の 8 時から廃品回収をしていますので、ご協力ください。
・町内会から夏祭りで苦労している話を聞いたので、子ども会で夏祭り（自治
会主催）の手伝いをできたらよいと思っています。

青葉台自治会

・子どもがあいさつしてくれるとうれしいです。

旭ヶ丘自治会

・昔の村の雰囲気を取り戻したいと思います。

若松町自治会

・6/25（日）に町内一斉清掃を行います。
・7/22（土）に若松町夏祭りを開催します。
（予備日 23 日）

加茂保育園

・地域や小中学校と協力して防災訓練をしたいと考えています。

旭ヶ丘幼稚園

・平成 30 年度から 3 歳児保育を開始します。
・今年から小学校と協力して合同引渡し訓練をやれることになりました。

旭ヶ丘幼稚園 PTA

・毎月廃品回収をやっています。必要に応じて受け取りにも伺います。

山田小学校

・6/3（土）に運動会を開催しました。
・10 月に開校 40 周年記念行事を行います。

山田小学校 PTA

・防犯に関する取り組みをしたいと考えています。
・10/21（土）に楽しみながら防災について学ぶ「イザカエルキャラバン」
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団体

情報の概要
を開催します。

山田小学校

・花壇・学習支援ボランティア、イザカエルキャラバンのボランティア、スク

地域支援本部

ールガードを募集中です。ぜひご協力をお願いします！

山田中学校

・生徒数が開校時から減少しています。
・ボイスキュー（ラジオ）で「学校においでよ！」という番組をやっているの
で聴いて下さい！
・廃品回収コーナーを常時設置しています。ご活用ください！
・9/24（日）に文化祭（青峰祭 文化の部）を開催します。ぜひ、地域の方
も来てください！

山田中学校 PTA

・6/18（日）に PTA 奉仕作業を行います。

山田中学校

・読み聞かせ、花壇整備、草刈りなどのボランティアを募集しています。ぜひ

支援地域本部

ご協力をお願いします。

スクールガード

・子どもがあいさつしてくれるとエネルギーをもらえます。

市子ども会連合会

・7/2（日）に三島中央カップ（ドッジボール大会）を開催します。運営ボラ
ンティア等に協力してください。

子ども会

・山田小学校区からは、三島中央カップ（ドッジボール大会）に加茂子ども会

山田学区長

しか出場しない状況です。

エコリーダー

・自然観察（山田川など）
、地域の歴史学習、山田小の総合学習の手伝いなど、
主に子どもを対象とした取組みをしています。
・メンバーの高齢化が課題です。関心のある方はまずイベントにご参加くださ
い。

錦田地区地域包括

・認知症サポーターキャラバンを受講したい人はお問合わせください。

支援センター
三島市

・三島市から受託し、「生活支援コーディネーター」の役割を担っています。

社会福祉協議会

・高齢者のサロン等の“居場所”づくりに力を入れています。
・地域の困りごとの相談も受け付けますので、お気軽にご相談ください。

■小学校区の年間スケジュール表の追加・修正内容
日にち

団体名

6/22（木） 旭ヶ丘幼稚園

行事・活動等
■合同訓練
・今年から小学校と合同引き渡し訓練を実施できることになりました。

8/5（土）

加茂町内会

■夏祭り

8/26（土） 若松町自治会

■流しそうめん（※日時変更）

10 月

■開校 40 周年記念行事

山田小学校
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■旗揚げアンケートの結果
きずながつくる協働の取組み計画案に掲載されている取組みのうち、昨年度第 2 回連絡会で投票数
の多かった取組みに絞り、話し合いたいテーマとしてふさわしいものを旗揚げアンケート方式で把握
しました。
家庭、学校、地域であいさつや声かけに取り組む。

14

幼稚園、小学校、中学校の合同引き渡し訓練の実施を検討する。

6

通学路の安全を再点検して整備や見直しをする。

9

その後、選択したテーマごとにグループを作り、グループ別に意見交換を行いました。

■グループ別意見交換のまとめ
グループＡ

幼稚園、小学校、中学校の合同引き渡し訓練の実施を検討する。

●目的（何のため？）

●実施に向けた課題は？

・子どもの安全。安否確認

・親が引取りに来れない場合は学校に留まる。

・子ども達の安全確認
・親が子どもを引取りに来れない場合も有り、
代理で引き取ることの確認。

・実施するならば、朝送って来られた時間し
かない。
・小中は 2 日間分、幼稚園は 3 日分の食糧を

●現在の状況（確認）

備蓄している。引渡し者を明らかにした取

＜幼稚園＞

決めを親と取り交わしている。防災要員と

・保育園は保護者への引き渡し訓練は難しい。

して中学生に支援してもらうのは親の反

・幼稚園児にとっては保護者が迎えに来てく

対が多い。

れるまでが不安である。引き渡し訓練をす

●取組みアイデア

ることで、歩いて迎えに来る時間を知って

＜命を考える日＞

おくことができ、安心できる。

・
「命を考える日」を設定し、1 年おきに小中
の合同訓練と幼小の合同訓練を実施する。
同時に DIG、あぶトレ、スモークハウス、
道徳等の授業公開を行う。
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グループＢ

通学路の安全（交通・防犯）を再点検して整備や見直しをする。

●目的（何のため？）

●クリアすべき課題は？

・三恵台から下の陸橋の下を女子が通ってい

＜地域には危険な所がある＞

る⇒キケンを確認する

・農免から加茂ハイツのところが危ない（下

●再点検のやり方は？

りてくる車）

＜どんな方法で？＞

・三恵台－初音台間は夜暗い→街灯がない、

・家族で通学路を話し合って欲しい。

民家もない（高校生や中学生の部活で遅く

・親が危険箇所を知らない。

なった時）
・三恵台から出たところ。陸橋の P なくして

・歩道が途中からなくなっている。危険な所
を確認する？

ほしい

＜どんな視点で？＞

・三恵台、初音台の間が暗い

・歩道が左に行ったり右に行ったり点検が必

●再点検に向けてまずやること

要か？

・お金をかけないで良くなる方法は？
・
（防犯カメラの）設置場所の検討。1 コずつ
でもいい
●整備・見直しに向けて
・旗を持っている人が車にお礼を言う
→マナー向上
・防犯のカメラには効果がある。設置は出来
ないか
・街灯が切れていると暗くて危険（明るさ、
スベル）
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グループＣ

家庭、学校、地域であいさつや声かけに取り組む。

●目的（何のため？）

・「子どもの友達にも」→「その知り合いに

＜顔見知りになる・つながりを深める＞

も」と広がっていく。

・見守り体制の構築。顔の見える地域

・人に会えば必ずあいさつをする。

・地域の人達の顔が見える

＜家庭できちんとあいさつしている＞

・世代間の交流

・起床後と朝登校時のあいさつが、1 日の明

・世代を越えたつながりを強める

るい始まりになっている。

・顔見知りになる

・家庭では必ずあいさつする。（我が家のル

＜コミュニケーションをとる＞

ール）

・お互いのコミュニケーション

・家族は当然「おはよう」から「おやすみ」

・三恵台会長としての基本の取組。コミュニ

まであいさつする。

ケーション作り

・家庭で朝と寝る前に必ずあいさつしている。

・心を開く

＜下を向いて歩いていると挨拶しにくい＞

＜社会生活を営む上での基本＞

・大人から声をかけようとしているが、下を

・生きている事の証

向いて歩いている子にはかけにくいです。

・相手の事を知る

上を向いて歩こう運動をしたらどうか？

・街が明るくなる

＜大人があいさつできない＞

・人間として当たり前のルール

・道で声をかけて返事があるのは小中学生。
返事が少ないのが 40～50 代。

●あいさつや声掛けの現状は？

・自分が急いでいる時はできていない。

＜子どもにあいさつしている＞
・通学路に近いので通学している子どもに

●家庭、学校、地域であいさつや声かけに取り

「おはよう」「いってらっしゃい」と声を

組むには、どんな方法がよいか？

かけると、子どもからも必ず返ってくる。

＜家庭でできること＞

＜学校で呼びかけている＞

・親がまずお手本になる！

・山田中では、「自分から、相手を見て、聞

・赤ちゃんの時からあいさつをする習慣を覚

こえるあいさつをしよう」と呼びかけてい

えさせる。

る。だいぶあいさつをできるようになって

・あいさつをするは“結果”です。何故あい

いると思うが、中 1 は努力が必要かな？

さつしないか心に問題があるのでは？メ

＜あいさつが返ってくる＞

ンタルヘルスの活用を。

・山田中のテニス部は良いあいさつができる。
・基本的にあいさつすれば誰でも返してくれ

・おはよう、いってらっしゃい、いただきま
すなど、あいさつする。

る。

・あたりまえのこと。

＜知り合いなどにあいさつしている＞

＜学校でできること＞

・知り合いに会った時にはあいさつしている。

・良い所があったらほめてやる。

・道で会った時にあいさつをしている。

・根気よく声（あいさつ）をかけていく。

・家の前ですれ違った子どもや高齢者の方に

・学校であいさつの大切さを話していく。

あいさつをする。

・各門でのあいさつ運動
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＜地域でできること＞

●クリアすべき課題

・人に会ったときに必ずあいさつすれば、防

＜まずは仲良くなる＞

犯にもつながる。

・中学生に対しては共通の話題等から入る。

・町内会長の施政方針の第 1 番「顔を合わせ

・話しやすい雰囲気を作る。

たらあいさつすること」と文書で町内に通

・隣近所にどんな人が住んでいるか、関心を

知したらどうか。

持つようにする。

・顔見知りになるように地域の集まりに参加

・絆作り。

するようにする。

＜近所から＞

・ラジオ体操など、必然的にあいさつができ

・まず近隣の人々とのあいさつから始める

る場所をつくる。

（子どもから老人まで）

・歩いている時にすれ違ったらあいさつをす

＜根気強く＞

る。

・折れない。あきらめない。無視されてもあ

・大きな声で自分から挨拶する。

いさつする。

・自ら進んであいさつ（声を出して）

＜同じ目線で＞

・いつでもどこでも笑顔であいさつする。声

・平等な立場（同じ目線）で接する。

がなくても伝わる。

・押し付けない。

・家から 1 歩外に出たら会った人にはあいさ

●次回までにやること

つ、声掛けをする習慣をつける。

＜まずは自分たちから＞

・夕方散歩の時あいさつをする（地域）

・クリアすべき課題を意識し、可能な範囲で
実施する。
・防犯につなげる。
・向こう 3 軒両隣から始める。
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