
冊子デザインテンプレート
B5 1P (182 mm×257 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

まちの談活
事例集

～談話から生まれる地域の可能性～
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はじめに

「まちの談活」は、八幡市と八幡市社会福祉協議会が住民のみなさん

とともに策定した、第２次八幡市地域福祉推進計画の重点プロジェクト

である「『わたしたちの談活』プロジェクト」の一つです。

自治会や民生児童委員、福祉委員、老人クラブ、地域住民などの地域

で活動する方が集まり、身近な地域の課題について語り合うことができ

る機会づくりを進めてきました。

次ページから、これまでに「まちの談活」を実施した４地区の取組事

例をご紹介します。

－１－
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私たちの地域 こんなところ

男山A地区は、男山団地の中で一番最初にできた賃貸団地で、棟の間には木々が
植えられ緑豊かなところです。自治会が発足して約50年、活動者の高齢化が進
んでいますが、若い世代にも参加してもらえるように努めています。

●談活実施期間
平成30年10月～令和元年11月

●談活の主な参加団体
自治会役員・民生児童委員・自治会福祉部（福祉委員）・老人クラブ

・地域行事の参加者が減っているもの
や、参加者が固定化しているものも
ある。

・気軽に集まれる場を考えたいが、新
しいことをするのは負担にも感じる。

こんな話をしました

地域の輪を広げたいという想いと無理な
く続けられることを大事にし、これまで実
施してきたラジオ体操の開催方法を少し工
夫して、参加者を増やすことを目標に取り
組みました。
ラジオ体操終了後は、みなさんとお茶を

飲みながら世間話をし、楽しい時間を過ご
しています。

こんな取組が生まれました

参加者同士が誘い合い、人が自然と集まるようになりました。
何気ない会話から相談も聞くようになり、情報提供をするなど
もしています。
また、コロナ禍では外出を控えざるをえない状況が続いていま
すが、できるだけ物理的な距離を取り体操を続けることで健康
維持にもつながっていると思います。

男山A地区～ラジオ体操を通じての居場所づくり～

－２－

自治会役員

活動を経てどんな変化がありましたか？
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この取組から見えてきたこと

社協職員

『誰もが気軽にあつまれる場所』に取り組む

－３－

談活をしてみてどうでしたか？

参加の呼びかけをするためにどんな工夫をしましたか？

民生児童委員

参加者を増やす工夫の一つとして、同じ地域の他の活
動と開催時間をずらすようにしました。同じ敷地内で
活動されていた他団体の方にも参加してもらいやすく
なり、さらに地域の輪が広がりました。

日頃、顔を合わせてはいるけれど、一つのことに
ついてじっくり話し合う機会はありませんでした。
堅苦しくなく、自由に意見を言い合える場が大切
だと思いました。

⚫ 新たな取組をはじめるだけでなく、既存の取組を
リニューアルさせることも一つです。みなさんの
活動でも、「少し工夫するだけで効果が変わる」
と思う取組があるかもしれません。

⚫ 特別なイベントをするのではなく、日常生活に溶
け込んだ取組だからこそ、長く続けられる秘訣な
のかもしれません。

福祉委員
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長町・樋ノ口地区～こまった時の相談先一覧表の作成～

－４－

福祉委員

長町・樋ノ口地区は大きく３つの地区に分かれています。木津川を挟み京都市、
久御山町に面した飛び地の地域です。地域の小中学生は京都市の学校に通い、
地域活動者は京都市の団体と連携しています。

●談活実施期間
平成30年12月～令和元年12月

●談活の主な参加団体
自治会役員・民生児童委員・福祉委員・老人クラブ・自主防災隊・防犯推進委員

・近隣住民から相談を受けることもある
が、自分たちも困った時に誰に相談す
ればよいかわからないことがある。

・相談窓口が数多くあるが、認知されて
いないこともある。

まず、市内にある相談窓口などの整理をしました。
その中から、長町・樋ノ口地区で生活する方が知っ
ていると便利な情報や関心度の高いと思われる情報
を選び、オリジナルの「こまった時の相談先一覧
表」を作成し、全戸配布をしました。

配布した一覧表を活用したと
の声も聞きました。
また、新しく引っ越しをされ
てきた方にお渡ししたり、見
守りが必要な方に持って行く
など、つながるきっかけにも
なりました。

活動を経てどんな変化が
ありましたか？

こんな話をしました
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社協職員

⚫ 相談窓口が多くあると、助かることもありますが、
一方でどこに相談すればいいかわからないことも
あります。私たちが知りたい情報や特に必要とな
る情報を取捨選択しながら一覧表を作ることで、
実用性の高いものになっていきます。

⚫ 「住民が実際に活用しているのか？」「どう思っ
ているのか？」などの反応を知るために、地域行
事に併せて街頭調査をすることで、声を聞くこと
ができます。

『誰に相談すればいいかわからない』に取り組む

－５－

談活をしてみてどうでしたか？

自治会役員

自主防災隊

地域で活動する方が集まることで、団体同士の連携にも
つながっています。それぞれの活動を通じて聞く住民の
声を共有することで、地域の共通課題へ一緒に取り組む
ための関係性ができたと思います。

住民の認知度を知るためにどんな工夫をしましたか？

実際に地域の住民が活用しているのかを知るために、
餅つき大会で街頭アンケートを行いました。多くの
住民が保存し、活用してくれた住民もいることがわ
かりました。
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欽明台西地区～農園から生まれる住民交流～

－６－

自治会役員

八幡市の南部に位置し、まちが生まれてから約20年になる比較的新しい地域
です。近隣には小学校や保育園、子育て支援センターなどがあり、子育てに
充実した環境が整っています。

●談活実施期間
令和２年2月～令和３年10月

●談活の主な参加団体
自治会役員・民生児童委員・福祉委員

・これから高齢化が進んでいく中で、
シニア世代の居場所づくりをしたい。

・空地を活用して農園づくりをすれば、
家庭菜園に関心のある方の参加を促す
ことができるのではないか。

「住民の居場所をつくりたい」という

思いから、農園プロジェクトが生まれま
した。地域には農業経験者がいないため、
知り合いの経験者からアドバイスを受け、
必要な農機具や肥料などを揃え、試行錯
誤を繰り返し楽しみながらさまざまな農
作物に挑戦しました。
若い世代でも農作業に関心を持たれ参

加された方もいるなど、多世代交流にも
つながりました。

農園プロジェクトの参加を住民に呼びかけたところ、幅広
い年代の方が参加してくれました。
ふだんあまり話す機会のなかった方も参加され、地域の輪
がより一層広がったと思います。

こんな話をしました
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この取組から見えてきたこと

社協職員

⚫ 地域には、多彩な趣味や特技をもっている方がた
くさんおられます。このような方と出会うことで、
活躍の場をつくることができ、地域の活動に取り
組む方の増加にもつながります。

⚫ 空地や公園などの屋外で取り組むことは、活動の
様子が周囲から見えるので、興味をもってもらえ
るかもしれません。

『趣味を活かした場所』に取り組む

－７－

談活をしてみてどうでしたか？

農園プロジェクトを知ってもらうためにどんな工夫を
しましたか？

福祉委員

民生児童委員

収穫祭を開催し、農園でできた作物を振る舞うことで、
農園プロジェクトに参加されていない住民のみなさんに
も活動を知ってもらい、交流を深めました。

企画や実現に向けたアイデアは、何気ない会話の
中から生まれることが多いです。自由な発想で企
画を立ち上げて、色々と面白そうなことを試して
みる事が大切だと思いました。
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こんなアイデアが生まれました

男山E地区～子どもとつながるきっかけづくり～

－８－

福祉委員

男山E地区は男山地域の雄徳にあり、閑静で緑の多い分譲団地です。近くには、
市内でも比較的大きい公園であるさつき近隣公園があり、いつも楽しく遊ぶ子
どもたちの声が聞こえてきます。

●談活実施期間
令和元年11月～令和４年1月

●談活の主な参加団体
管理組合役員・民生児童委員・福祉委員・老人クラブ・活性化ボランティア

・地域活動者も高齢化し、今後も活動
を継続するためには、これからの担
い手をどのように考えるべきか。

・これからの地域の担い手にもなる子
どもたちとつながる機会が必要では
ないか。

・公園などで音楽演奏など趣味や特技を
披露できるイベントをしてはどうか。

・公園や集会所で映画上映会をしては
どうか。

・これまで取り組んでいた「歩こう会」
にネイチャーゲームを取り入れて、
子どもや親子が参加できるようにして
はどうか。

コロナ禍で当初の予定どおり談活や取組を進めることが
できませんでした。
しかし、課題に向き合いながら、地域や子育て世代の実
態を理解しようとするなど、具体的なアイデアを出し合
うことで、次の一歩につながりました。

活動を経てどんな変化がありましたか？

こんな話をしました
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この取組から見えてきたこと

社協職員

⚫ 普段行っている活動に、子どもや親子が参加で
きる工夫を組み込むことで、これまで地域との
かかわりがなかった若い世代にも関心をもって
もらう機会につながります。

⚫ 地域の課題や「地域をどのようにしていきたい
のか」を考える時に、改めて地域の現状を整理
し、住民の声を聞くことも大切なことです。

『将来を見据えた担い手づくり』に取り組む

－９－

談活をしてみてどうでしたか？

民生児童委員

同じ地域で活動する団体でも、お互いの活動をよく知
らないことがありましたが、集まって話すことで、活
動内容や想いなどを共有できる機会になりました。

（11ページに別掲）

管理組合役員

自分たちの地域を整理するために、地区概要シートの
作成や子育て世代の気持ちを知るために、子育てをし
ている保護者に「あったらいいな」と思う、子どもを
中心とした活動に関するアンケートを実施しました。

考えやアイデアを出し合うためにどんな工夫をしましたか？
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このように談活を進めてきました

－１０－

談活を進めるにあたり、談活Lab（八幡市・八幡市社会福祉協議会・学識
経験者等）が進行など開催のサポートをしました。
さまざまな取組やアイデアが生まれたまちの談活ですが、ここではどのよ

うに談活を進めてきたか、一例を紹介します。

地域の現状や
各団体の取組状況の共有

・世帯数や団体の取組、年間
行事などから地域の現状を
把握し、共有する

・地区概要シート（Ｐ11）を
活用する

段階的なアイデア出し

・自由な発想で課題解決に向け
たアイデアを出し合う

・出てきたアイデアの共通点を
見つけたり集約する

・実現可能なアイデアをまとめ
ていく

具体的な企画作成・実施

・実行までのスケジュールを
考える

・負担のない役割分担を考える

ふりかえり

・実施して気づいたこと、感じ
たことを共有する

・実施主体者だけでなく、参加
者や対象者の声も聞いてみる

小さな変化に着目してみましょう。積み重ねることで大きな
変化や結果につながることもあります。

ラボ
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地区概要シートの活用

－１１－

世 帯 数：〇〇世帯
人 口：〇〇名

（65歳以上〇名）
自治会員数：〇〇名

自治会：〇名（役員）
福祉委員会：〇名（委員）サロン

見守り
老人クラブ：〇名（会員）輪投げ
民生児童委員：〇名 見守り
主任児童委員：〇名 見守り

【自治会】夏祭り
（約200名）

【自治会】総会

【福祉委員会】
ふれあいサロン
月1回（15名）

【老人クラブ】
わなげ月1回
（10名）

【自治会】バス旅行（50名）

地域で盛り上がるが
運営側が高齢化

新しい参加者が
増えない

地区概要シート

人口（世帯数など）

活動団体（人数／主な活動）

社会資源（場所／施設／連携先）

地域の取組

年1回などの行事・会議等 定期開催

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

【主催】取組名（参加者数）
赤字…課題・気になること

地域の実態を「見える化」することで、新しい発見があったり談活が弾むか
もしれません。そんなアイテムが『地区概要シート』です！

【自治会】年末パトロール（15名）

記入する数は、正確なものでなくても問題ありません。地域の
概要を改めて共有してみましょう。

シートを埋めることが目的ではありません。お互いに知っている
ことを確認してみましょう。

上記は参考例です。大切な情報や話題に上がったことも積極的に
追記してみましょう。

※『作成してみたい』と思われたら、社会福祉協議会までご連絡ください。

〇〇集会所
〇〇公園
〇〇小学校

【福祉委員会】寒中見舞い訪問（40名）
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コロナ禍で工夫した取組の紹介

－１２－

趣味や特技の作品を集会所で
展示鑑賞

レクリエーショングッズを活用
して遊びながら健康づくり

◆飲食がなくても楽しめる交流の場

公園でガーデニング作業

◆屋外での活動

◆訪問や郵送・電話の活用

往復はがきを活用して
高齢者と情報交換

お家でできるぬり絵
などを配布・回収

公園での運動や遊び

談活の取組以外にも市内ではコロナ禍で工夫された活動がありますので、
その一部をご紹介します。
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おわりに

－１３－

４つの地区の談活に共通することは、「話し合うこと」が次への一歩

につながったということです。

取組内容は地域によってさまざまですが、まずは、「今の地域、今の

私たち」をふりかえり、話し合いながら進めてきました。そして、それ

ぞれが思い描く地域像に向けて、「私たちがどうしたいのか」「何がで

きるのか」を考えてきました。

まちの談活では、それぞれが抱いている思いや考えを話し合います。

「共感できること」「自分とは異なること」それぞれの声に耳を傾け、

理解し合うことで自分や地域の可能性の発見につながったと思います。

「地域を良くしていきたい」「できるところからやっていこう」とい

う思いがあっても、どう実現していけばよいのかわからない、難しいと

感じる方も多いと思います。

最初から解決策を考えようとせずに、まずはお互いや地域を知ること

が大切であると事例から学びました。

社会福祉協議会では、地域担当者を中学校圏域ごとに１名配
置しています。
地域担当者は、地域の困りごとや地域課題を一緒に考えるほ

か、地域団体やその他機関との連携促進に向けたサポートをし
ています。
地域のことで「なんとかしたい」「こんなことしてみたい」

と思うことがありましたら、一度ご相談ください。
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【作 成】
八幡市福祉総務課・八幡市社会福祉協議会
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【問合せ先】
八幡市社会福祉協議会 TEL 075-983-4450 / FAX 075-983-5798


