北

平成 30 年度 北小学校区

第１回地域コミュニティ連絡会のまとめ
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７日（木）に開催された「平成 30 年度北小学校区第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 30 年 6 月 7 日（木）19:00～20:45

会 場

市民体育館
一番町町内会

北幼稚園

北中学校支援地域本部

文教町１丁目町内会

北幼稚園 PTA

体育振興会

合同宿舎文教住宅自治会

北小学校

民生委員・児童委員

参加団体

大宮町１丁目自治会

北小学校 PTA

ぎおんクラブ

（27 名）

加茂川町２区自治会

北中学校

地域包括支援センター

シャルマンコーポ町内会

北中学校 PTA

保護司会

壱町田１丁目自治会

三島市子ども会連合会

三島市社会福祉協議会

東壱町田町内会

北小学校支援地域本部

■次第■
開会・市長あいさつ
１「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「現在の状況を確認しよう」
４「地域でできることを考えよう」
５「話し合いの内容発表」
６「アンケート記入」
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「地域の情報を共有しよう」のまとめ
各団体間の情報やお願いしたいことなどを共有しました。
■主な情報交換の内容
団体

情報の概要

シャルマンコーポ

・昨年からシャルマンカフェを第２・４の日曜日 10:00～16:00 に実施し

町内会

ています。10 名が飲み物出しや話相手のボランティアをしてくれていま
す。体操で汗を流して飲み物で水分補給をしています。
・平成 26 年から中高生に防災訓練に参加してもらっています。ジュニア防
災リーダーの体制を強化しており、小学 3 年生以上を対象として活動して
います。近日中に参加協力依頼の世帯アンケートを実施予定なので、協力
をお願いします。北小９名、北中 11 名が登録いただいています。

地域包括支援セン
ター
東壱町田町内会

・高齢者の総合的な相談窓口として対応しています。見守りシールを広めて
いるので、協力していただきたいです。
・下半期には防災訓練をします。11 月 10 日の防災訓練に起震車を呼ぶの
で是非参加してほしいです。

民生委員・児童委
員

・最近、災害時要支援者を調査しました。自分が地区を回っても月に１回程
度なので、隣のお年寄りを助けたいと思う人を増やしていくことが大切だ
と思っています。ご協力をお願いします。

体育振興会

・10/7 に市民運動会があるので、参加してほしいです。

北中学校

・様々な学校活動の支援をしています。支援者を募っているので協力をお願

支援地域本部
文教町１丁目町内
会

いしたいです。
・町内には子ども会も老人会もありません。防災訓練での顔合わせが大切な
機会と考えています。
・敬老会、運動会にもたくさん参加してもらえるようにしたいと思います。

北小学校

・6 月 30 日参観会で命の学習の日を予定しているので、地域の皆さんにも
ご覧いただきたいと思います。

北中学校

・中学生が地域で居場所があるようにしてあげたいと考えています。お祭り
の出店の運営や防災訓練のスタッフとして活躍の場をもらっており、あり
がたいと思っています。
・小学校からは、いざカエルキャラバンのスタッフ依頼も頂いています。
・中学生が地域を愛してほしいと思っています。卒業したら戻ってきて、地
域の活動をしてほしいです。土日でも中学生に要請してほしいです。

北幼稚園

・スケジュールには地域とつながっている行事を入れています。
・子育て支援拠点施設として 6/6 に 17 組の地域の親子が２時間程度遊び
に来てくれました。未就園児のプログラムも利用してほしいです。
・遊ぼう会にも参加してほしいです。
・北小学校のプールや家庭科室も利用させて頂いています。
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団体
北幼稚園 PTA

情報の概要
・地域の園芸ボランティアの方と園児で草取りや花のお世話をしています。
今後も地域の方とのつながりを大切にしたいと思います。

三島市
子ども会連合会

・7/1 に体育館で三島カップのドッチボール大会が開催されます。大勢の方
に応援に来てほしいと思います。
・北小学校ＰＴＡと子ども会連合会は連携していますが、ＰＴＡでサポート
しても加入率は 50％です。子ども会に入ればいろいろ勉強できるので、
加入に協力してほしいです。

北中学校ＰＴＡ

・子育て中ですが、十分な家庭教育ができていないと感じています。地域の
方の力を借りたいと思っています。

大宮町１丁目自治
会

・子ども会と老人会がなくなりました。一方、若い夫婦や子どもは増えてい
るので、他自治会のしゃぎりへの参加など、活動を増やしていきたいと考
えています。

保護司

・７月になると社会を明るくする運動が始まります。

壱町田１丁目自治

・9/29、30 に八幡神社の祭典があります。子ども会の子ども神輿や模擬

会
ぎおんクラブ

店を出すので、来てほしいです。できれば、オヒネリもお願いします。
・北小学校区には 21 町内ありますが老人会は２つしかありません。自治会
として老人会を立ち上げる活動をお願いしたいと考えています。

加茂川町２区自治
会

・空き家に困っています。130 世帯中 6 軒が空き家で、2 軒は危険な状態
です。他自治会でもあると思います。市役所の建築住宅課に相談していま
す。

一番町町内会

・子ども会は８人しかいませんが、ドッチボールは優勝できました。
・また、保存会ＯＢで、５年前から“おやじしゃぎり”を立ち上げて活動し
ています。中高生がしゃぎりをするグループもあります。
・高齢者は 170 人いますが、老人会はないので、立ち上げたいと考えてい
ます。

北小学校
支援地域本部

・草取りボランティアを拡大して、積極的な花壇ボランティアとすることが
できました。
・読み聞かせボランティアを拡大して、図書館清掃ボランティアとすること
ができました。
・登下校時の見守りと校内清掃に約 80 人が登録してくれています。
11,000 人のうち 0.8％ですが、更に協力者を募っていきたいと思いま
す。支援本部に参加すれば、学校を愛せるようになります。子どもの記憶
に残る活動をしましょう。

北小学校ＰＴＡ

・11/17 に、
「いざカエルキャラバン」を開催します。地域の方とつながっ
ていきたいと思います。
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「地域でできることを考えよう！」のまとめ
今回の連絡会のテーマである「居場所づくり（高齢者と子どもの交流等）
」と「地域で子どもを育
てる」のうち、各参加者が希望するテーマを１つ選択し、各テーマに分かれて意見交換しました。

居場所づくり（高齢者と子どもの交流等）
地域で子どもを育てる

意見交換の結果の概要は次ページ以降に掲載しています。
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■グループ別意見交換のまとめ
グループＡ

居場所づくり（高齢者と子どもの交流等）

校区内での活動状況
●シャルマンコーポで居場所づくりがある
•シャルマンコーポ娯楽室を開放している
•シャルマンでは子ども達も参加可能
•10 人の有志がボランティアとして手伝って
いる

●マンションはｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが少ない
・出会いの場の提供として開放中
•キッカケづくりの場として使っている

活動の拡大・新たな取り組み
課題・問題点

取り組んでみたいこと

■老人会の会長のなり手がいない

〇月 1 回の定例会作り

■集う場所が無い
⇒町内の中に集う場所があれば参加者はあ
る
⇒晴れていれば屋外で行うが雨天は NG

■集いに入る勇気が無い人がいる
・来る人が固定化するのが心配
・自治会毎に温度差がある
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•輪投げ、手芸、料理をしている。
・らっきょう作りも始める
•少しずつで良いから積み重ねを！

〇皆が気楽に入れる雰囲気作り？
•高齢者自らが高齢者をサポートしあえる
居場所があるとよい
⇒2 回／月程度の見守り

グループＢ

地域で子どもを育てる

校区内での活動状況
■地域で子育てに取り組んでいる
•マンションの集会室を午後に開放して利用して
いる
•あそび、教室→居場所になっている
•防災ジュニアレスキュー隊シャルマンを結成し
ている

■リーダーの育成をする
・子ども会の対象を拡大している
・市子連では、ジュニアリーダー育成を行ってい
る
・子どもが卒業した父兄の協力を得ている

活動の拡大・新たな取り組み
〇幼稚園で子育てアドバイス
・子育て支援の拠点としてワンポイントアド
バイス、遊びの場
・参観会→見るのみ、参加会→一緒に取り組
む

〇自治会などの枠を外して取り組む
•単独の自治会では厳しい
•子ども会行事に自治会、
“近所の人”がサポ
ーしてくれたらうれしい！！
•青年部主体の地引網イベント、青年会しゃ
ぎり
•飛び入り OK

■単身者の参加は難しい
•単身者地域の活動は参加難しい。
•転居して来た者は地域の活動がよくわからない

■北幼稚園の取組み
・幼稚園で参加会（参観会）をしている
•幼稚園から小学校でも続く読みきかせをしてい
る
・小、中、高が近いので関わりを多く持てる
•北幼・北小で読みきかせができる活動できる場
所があるので、子ども達が小さいころから続け
てきました。顔を覚えてもらうことができ嬉し
いです
・堰堤開放

〇子どもだけで遊べる自主性が大切
•子ども会自主性がない（大人が決めてい
る）
•子どもが外で遊べる場所がほしい
•共働き：子ども帰宅
⇒大人がいない好き勝手にすごす。地域で居
場所あれば！
•子どもが放課後など集まれる場所
•地域で子ども達が自由に行ける居場所づく
り
•子どもたちの活躍できる場を設ける
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〇小－中学生に縦のつながりをつくる
•球技大会ボランティア中学生
•中学生に地域のボランティアへ参加
•中学生ボランティア→小さい子のあこがれ
に！
•縦の繋がり小―中
•子ども会活動 PR、入ってもらう為の取り
組み
•6 年生を送る会で呼びかけ
•子ども会会員増やす→子ども、大人幅を広
げて
•子どもが少ない。町内のくくりではなくも
っと大きなくくりで活動できればよいので
は
•中・高校生がリーダーとなる“子ども会”
づくり※子どもの活動へ
•中学生に地域で活躍できる場を増やす

〇中学生、高校生が活躍できる地域のイベ
ント開催
•小：やってもらってうれしい→中：やるこ
とがうれしい
•6 年間のきずなが後々大事
•お祭り、しゃぎり
•大人の負担が減る
•大人の負担減→子どもの自主性
•大きな募集→学校が協力

