
　

　課題テーマ：コミュニティ活性化に向けた地域づくり委員会の

新たなモデル事業 

課題テーマの概要 　コミュニティの希薄化や市民ニーズが多様化していることを背景

に、市民公益活動団体や市が連携しながら地域の様々な課題に対応

していく協働モデル事業として、地域づくり委員会があり、北会津、

河東地域において取り組んでおり、新たな地域づくりの展開に期待

が寄せられています。このような取組の新たなモデル地域として、

地域の運営や持続可能な仕組みづくり、コミュニティの活性化方策

を市と協働で検討、実践するものです。

提案への期待 　地域とは、歴史や文化などでのつながりのある行政区単位とし、

市民公益活動団体が連携して自主事業が活発に行われており、さら

なる人と人とのつながりや団体間の連携強化、継続した取組を模索

している地域の団体などから、地域を活性化し、持続的に運営して

いく仕組みなどの具体的な提案を期待しています。

※上記のような期待を提示し、企画事業を募集した結果、次の事業が採択されました。

行政提案型協働モデル事業

取組事業例　3

○提案概要

門田地区では、地区団体が協働して連携がとれて

いるという強みを生かし、イベントだけではなく

様々な地域課題に対してさらに地域がまとまりを

もって解決していける仕組みの構築を目指す。

○ 事業内容

・地域づくり組織の検討

　⇒各種団体連絡協議会を母体とした組織の検討

・地区の現状把握と課題の抽出

・実践事業の実施

　①地区の情報共有の仕組みづくり

　②人材育成事業

　③既存事業の強化

　④自主防災組織の検討

平成 27年度事業

◆提案内容 ◆提案団体紹介

≪ 門田地区各種連絡協議会≫

○代表者　会長 井関　弘雄

○主な活動内容

門田地区の区長会をはじめとし、

保健委員会や環境美化推進協議会、

体育連盟、子供会育成会連絡協議会

など、12の活動団体によって組織

される連絡協議会。門田地区は区長

会が中心となり、住民が一体となっ

て地区を盛り上げようとする素地が

あり、協力して各種催しを行ってい

る。

事業名：「門田地区独自の住民・行政・事業者連携型   

      地域づくりシステム構築事業」

      ≪ 提案団体 × 市担当課：門田地区各種団体連絡協議会 × 市地域づくり課≫
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◆事業実践

■地区の情報共有の仕組みづくり

✿地区の人材・備品バンクの作成、情報伝達の手法を検討

• 各種団体の一定の合意を得ることが出来、委員会事務

局の立ち上げまでを実施できました。

■人材育成事業

✿地域課題を話し合う会議、ワークショップを運用できる地域人材の育成

• 山形県川西町の「きらりよしじま」によるワークショップ・研修会（３回）を開催し、地区の現

状把握と課題抽出ができました。 今後は、細部にわたる各種団体等横断的なワークショッ

プの開催が必要という課題も把握できました。

■既存事業の強化

✿文化祭や鶴ケ城ハーフマラソン大会で提供する地区の特産品を使用した料理の開発（伝

統野菜等）

・今年度から、地区の事業に「会津冬まつり」が加わりました。

・伝統野菜の小菊かぼちゃを使ったスープの振舞いを実施しました。

■自主防災組織の検討

✿門田地区内の町内会をモデルとした、防犯灯・危険箇所・要支援者の状況の把握、危険

箇所の修繕やマップ作り、自主防災組織の検討など

・飯寺地区で話し合いを実施し、現状把握、課題の抽出を行うことができましたが、本事業

では、実践事業には着手できませんでした。

・情報共有の仕組み、自主防災組織の検討を更に進めていきます。

○提案者が担う役割

地区内での各種調整

・意見の取りまとめ

・会議等の場所の確保

・参加者集めや情報伝達等

◆役割分担と事業効果

　○担当課が担う役割

・地区と協働での事業の進行管理と総合マネジメント

・外部や庁内の連絡調整

○主な事業効果

・地域課題に積極的に携わる人材育成

・地域イベントの主催による地域特産品の活用や工夫

・災害に強いまちづくり　　

門田地区が目指す地域づくり組織

行政提案型協働モデル事業取組事業例　3
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 ◆取組の様子

《事業の振り返り》（提案団体＆担当課）

＊事業の成果や課題＊

　・これまで行ってきたイベント型の実行委員会方式による事業については、地区の強み
であり、実践の中で地域の特産品の活用など、関係機関と共有することができた。

　・ワークショップなどを通して、従来のイベント型の実行委員会方式の強みを生かして
地域課題の解決を図るためには、新たな事務局体制をつくり、住民の意見を聴き、整
理し、計画を作り公表し実行するという進め方を学ぶことができ、方向性が見えた。

　・新たな組織づくりについては、事務局内部の意思統一に時間がかかり、十分な検討が
できなかった。

＊協働事業としての評価＊

・作業の遅れや活動回数を確保できなかったことなどから、当初に予定した役割を果
たせない部分もあった。
・事業を通して今後の方向性と課題解決のための手段を明らかにすることができた。
・この事業では、参加者を巻き込むことができなかったことが課題であり、また内容
が多種多様であるためやりきれなかった部分もあった。しかし、方向性ややるべきこ
とがはっきりしたことから、今後は、モデル事業ではない中で協働を継続していきた
い。

＊鶴ヶ城ハーフマラソン大会で

約6,000人分の伝統料理「こ

づゆ」を提供したり、伝統野菜

の小菊かぼちゃを使ったスープ

の開発に取り組んだりと、既存

事業の強化に取り組みました

＊地域をさらに住み

良いまちにしていく

ため、組織や仕組み

について真剣に検討

を行ったワーク

ショップ

行政提案型協働モデル事業取組事業例　3
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課題テーマ：フリースペース活用に向けた方策検討

課題テーマの概要 　ＪＲ只見線と会津鉄道会津線が発着する西若松駅は、路線バス７

路線が乗り入れる公共交通の結節点であるとともに、公共交通機関

利用者や地域住民はもとより、多様な人々が集い交流する空間とし

て様々な可能性を持つエリアでもあります。そこで、駅と周辺地域

のさらなる活性化を図るため、西若松駅周辺のフリースペースを活

用し、人的交流を促進する仕組みを検討するものです。

提案への期待 　西若松駅の交流拠点としての機能を拡充するために、地元住民や

交通事業者との連携に加えて、提案者が主体的に関わりながら、よ

り多様な人々が活用できる空間や継続的な運営の仕組みを作ってい

くための提案を期待しています。　

※上記のような期待を提示し、企画事業を募集した結果、次の事業が採択されました。

行政提案型協働モデル事業

取組事業例　4

○若者が集まるフリースペースの整備方法と運営

方法の検討

　⇒　西若松駅西口にバスケットボールの3×3　　　

　ができるコートとフェンスを設置したいと考えて　

　います。

○利活用のためのハード整備

　⇒　整備のために、市民や企業等に協賛や寄付の　

　　協力を依頼し、資金を集めます。

　　　会員と交流のある地元企業を回り、協賛を依頼

　　するとともに、3×3の普及に力を入れている県内

　　大手のスポーツ店にも協力を依頼します。

○完成イベントの開催

　⇒　定例化している地域イベントと連携し、西若　

　　松フリースペースを中心としたバスケットボー　

　　ル、ダンス、音楽などの地域イベントを開催しま

　　す。

　　県内大手のスポーツ店と連携し、地域の子ども

　　たちを対象にしたバスケットボール教室を開催し

　　ます。

平成 27年度

・ 28年度事業

◆提案内容

≪Like会津実行委員会≫

○代表者　会長 丑木　亮吉

○発足　　平成27年1月

○主な活動内容

会津若松を中心とした若い世代の

有志が軸となり、将来の地元の活性

化へ向けた地域づくりに様々な形で

取り組んでいくため、コミュニティ

の形成、イベントの開催、次期リー

ダーの育成等に取り組んでいる

～平成27年度の活動実績～

★RunwayCollection

★Like会津夏の陣～夏の終わ

りのカーニバル～

★Like会津秋の陣～街バルで

盛り上がらNight～

★リーダー育成研修会

◆提案団体紹介

事業名：「フリースペース整備による若者交流促進事業」
≪ 提案団体 × 市担当課： Like 会津実行委員会 × 市地域づくり課≫
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◆事業実践　（平成27年度）

■フリースペースを整備する城西地区の地元組織「西若松を愛する会」との協議を 2 回実施

✿参加者…西若松を愛する会、Like 会津実行委員会、地域づくり課

✿協議内容…

・ 1 回目は、整備したいフリースペースのイメージと取組内容を説明した上で、地元にも協力

を依頼、2 回目は、整備図面を示し、検討状況の中間報告と整備イベントの説明を行いまし

た。若者が地区を盛り上げてくれることは嬉しいことなのでできる限りの協力をしたいなどの

意見をいただきました。

■利活用のためのハード整備

・整備費用の調達のため、市民や企業に対して協賛や寄付の協力を依頼しました。

・県と市で協定を締結し、西若松駅西口の高架下スペースを活用するための占用許可を受けま

した。

・整備のための図面を作成し、資材を購入しました。

■フリースペース整備イベントを開催

✿開催日…平成 27 年 10 月 25 日（日）

✿参加者…Like 会津実行委員会を中心とした若者約 20 名、福島ホープス会津リトルシニアの中

学生約 15 名、監督やコーチ、保護者など約 10 名、市職員 3 名

✿内　容…フリースペース整備場所を県道高架下スペースとすることを福島県から了承を得たた

め、整備に向けて、草刈り、砂運び、地ならしを約 1 時間行い、城西コミュニティセンター

で手作りの豚汁を食べながら懇親を深めました。

◆役割分担

○提案者が担う役割

地元住民への提案、建設業者との

調整、整備のための人集め、完成

イベントの企画・講師依頼

○担当課が担う役割

地元住民との協議の場の設定、交

通事業者との協議、整備場所の占

用のための県との協議、各種広報

、地元団体等への協力依頼

○共に担う役割

　地元住民との協議、寄付金や協賛金依頼のための企業訪問、整備作業、完成

イベントの開催、フリースペースの運営方法や維持管理等の検討、定期的な

美化・清掃

行政提案型協働モデル事業取組事業例　4
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◆事業実践　（平成28年度）

■フリースペース整備に向けた作業

企業等 99 団体、個人 13 人から 172 万円の協賛金をいた

だきました。それらを活用し、フリースペースの整備工事等を

発注。工事完了後に、Like 会津実行委員会を中心とした若者

たちと市の担当課職員で、バスケットゴールの運搬、組み立

て、防球ネット設置、協賛企業看板設置などを行い、フリース

ペースが完成しました。

■「會 LIKE　ふれあい広場」オープニングセレモニー

正式に「會 LIKE　ふれあい広場」と命名し、市長によるバ

スケットボールの始球式や西若松駅周辺で練習を行っている

ダンスチームにダンスパフォーマンスを披露してもらうイベン

トを開催しました。（7 月 31 日（日））

■中学生対象の 3×3 大会

✿「Like 会津×会津鉄道　杯」を開催

市内を中心に男子 12 チーム、女子 5 チームが参加して

熱戦を繰り広げました。（10 月 15 日（土））

＊参加者みんなが汗をかき、協力し合いながら、予定地の整備を行いました

＊ゴールの設置もみんなで！

＊白熱した試合を展開！

行政提案型協働モデル事業取組事業例　4
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《事業の振り返り》（提案団体＆担当課）

＊事業の成果と課題＊

　・地元との協議の中で、さまざまな意見やアドバイスをいただき、協力体制を構築する
ことができた。地域の担い手が高齢化しているので、若者の活動に協力したいといっ
た声のほか、安全対策や防犯上の課題やマナーに関する声などもあった。

　・整備イベントの実施により、若者や地元住民にその取組を広く周知することができた。

　・地元で地域活動をされている方々は高齢の方が多く、もっと若者を巻き込んで行く必
要があると感じた。今回の活動を通じ、つながりができたので、地区の若い人も巻き
込んでいくことができればと思う。

・ハード整備という目標達成のためには、金額面での制約がかなり大きかった。

＊協働事業としての評価＊

　・頻繁に打合せを行うとともに、電話やコミュニティアプリなどでの密な連絡により、
目的や情報を共有でき、信頼感を持って取り組むことができた。

　・整備場所の占用のための県との協議は行政しか担えない役割であり、また、イベント
の企画や集客については提案団体ならではの柔軟な発想と交流関係という強みにより
達成できた。

　・提案団体は、仕事を持つ若者の集団であり、公益的活動と仕事を両立し、継続的に行
うことの難しさを感じた。

　・特性の異なる団体と一緒に事業を開始するに当たっては、市が単独で行うより難し
かったのは事実である。しかし、困難を伴いながらも協働することで、結果、これま
でにない価値や地域活動のあり方などを形にできたと感じた。

・協働で事業を実施するばあいには、役割分担が押し付けにならず、それぞれが主体的
に取り組むことが重要であり、それができたと思う。

行政提案型協働モデル事業取組事業例　4
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　課題テーマ：シニア世代等の活力活用に向けた

情報提供や仕組みづくりの方策検討

 

課題テーマの概要 　4人に1人が65歳以上の高齢者という高齢社会を迎えている本市

において、シニア世代等が積極的に地域貢献活動等に参加し、現役

時代に培った知識や経験などを活かしながら市民協働の一翼を担う

ことは地域にとって大きな力になるため、市民公益活動団体のノウ

ハウを活かし、シニア世代等が抱く社会貢献意識を実践活動に結び

付けるための情報提供のあり方や仕掛けなどについて、市と協働で

検討し実践するものです。

提案への期待 　市民公益活動団体ならではの視点で、社会貢献への意欲を持ちな

がらもなかなか実践活動に踏み切れないでいるシニア世代等の背中

を押してあげられるような、高齢者にも分かりやすいアプローチの

手法や仕組みなどの具体的な提案を期待しています。

※上記のような期待を提示し、企画事業を募集した結果、次の事業が採択されました。

行政提案型協働モデル事業

取組事業例　5

　○「シニア世代の活力活用に向けた情報提供  

  や仕組みづくりの方策」検討委員会の発足

　⇒ どのような情報提供等を行えば積極的に 

   　地域貢献活動等に参加することができるの

　　かをシニアの目線で話し合い、意見をまと

　　め実践します。

28 年度は「シニア世代の活力活用検討

委員会」と改称し、地域課題の解決につな

がる「輝きサロン『ビタミンあいづ』」な

どの事業を展開

○ ソーシャルベンチャーの支援

　⇒ シニア世代やリタイアした方々にソー　

　　シャルベンチャーの団体運営に参画しても

　　らうために、シニア世代（シニアサポー　

　　ター）と支援を受けたい団体（ NPO や市

　　民団体）をマッチング

平成 27・ 28
年度事業

◆提案内容

　≪特定非営利活動法人

　　　　　 環境地域文化エナジー≫

○代表者　理事長 有賀　隆

○発足　　平成20年11月

○主な活動内容

中心市街地を活性化するために､

街なかに魅力を創り､賑わいを取り

戻し､街を作り上げていく人材の育

成を行っている。中心市街地に誰も

が立ち寄れる市民の居場所「コミュ

ニティステーションteco（テコ）

の運営も行っている。

◆提案団体紹介

※ソーシャルベンチャーとは

…

　社会貢献や社会的問題の

解決を主な目的として､ ビジ

ネスを通じて解決を図るため

に起業したベンチャー企業や

プロジェクト

事業名：「シニア世代の人材発掘・情報共有事業」　　

≪ 提案団体 × 市担当課：特定非営利活動法人環境地域文化エナジー × 市協働・男女参画室≫

00052543
テキストボックス
２０



◆事業実践（平成27年度）

■「シニア世代の活力活用に向けた情報提供や仕組みづくりの方策」検討委員会の開

催（5 回）

✿ワークショップ形式での話し合い

・「会津に住むシニア世代には、今、何が必要か？」をテーマに、検討委員 11 名の皆さん

とワークショップ形式で話し合いを重ねました。

≪得られた意見≫

・シニア世代が求めていること

⇒コミュニティスペースのようなふらっと来て、いたい時間だけいて帰ることができる場、

趣味の発表の場、非日常の体験、地域の「オアシス」の構築　など

・「どのような『仕組み』が必要か」

⇒空家など安い維持費で借りられて自分達で管理できるような場所、会津のよさを語

れる会津の知恵ばあちゃんを育てる、ラジオ体操で仲間作り、コーディネーター（調整

役）が必要　など

✿シニア世代のシニア世代によるシニア世代のための

交流サロン輝きサロン『ビタミンあいづ! ! 』を開催

・12 月 17 日（木）、18 日（金）

≪内容≫シニア世代のためのタブレット講座、「甲冑」を

着て、武将になろう！やさしいおりがみ教室など

◆役割分担

　○提案者が担う役割

　・事業周知のための資料作成、告知、参加者募集

　・説明会、具体的な事例に基づいた講演会、ソー　

　　シャルベンチャー支援活動セミナーの開催

　・検討委員会の開催

　・「地域を元気にしたい人（シニアサポーター）」

　　と「支援を受けたい団体」のマッチング

　・「地域を元気にしたい人」の情報集約、データ　

　　ベース化　等

○担当課が担う役割

・事業周知のための資料作成・告知・

　　参加者募集

・説明会、講演会、セミナー、検討委

　　員会開催への協力　等

シニア世代のためのタブレット講座

行政提案型協働モデル事業取組事業例　5
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■ソーシャルベンチャー支援

✿シニア世代のための地域づくり講演会（10 月 22 日(木)）

・テーマ『元気あふれるシニア世代のセカンドライフ』

いわき市の NPO 法人シニア人財倶楽部の活動事例を

通して、楽しく『地域活動』に参加できるヒントを学びました。

✿N P O ･市民活動におけるシニア人材マッチング事業

・シニアサポーター募集説明会（12 月 25 日（金））

豊かな経験・技術や知識をお持ちのシニア世代の方々に、各団体のサポーターを検討して

もらう機会を提供しました。

■成果報告会の実施

✿成果報告発表（事業の趣旨説明と活動紹介・報告等)（1 月 21 日（木））

・事業の振り返り：講演会や輝きサロン、シニアサポーター説明会で良かった所や今後も続け

てほしいこと、反省点や改善点等について意見交換を行いました。

◆事業実践（平成 28年度）

■シニア世代の活力活用検討委員会を6回開催

 ✿検討委員会の役割について確認

・事業の相談、意見、アドバイス、参加、検証、報告（感想など）

✿シニア世代の活力活用に向けた情報提供や仕組みづくりの

方策として SNSの活用を検討。勉強会を開催し、検討委員への連絡に facebookを活用しました。

■facebookを使った「シニア世代の力」を活用する事業を実施

✿facebookに団体やイベントの紹介のページを作成

・シニアサポーターと支援を受けたい NPO や市民活動団体を

随時募集する仕組みをつくりました。

✿シニアサポーター募集説明会の実施

・豊かな経験や技術・知識等を持つシニア世代と、その

ようなシニア世代の力を団体活動に活かしたいと考える

ＮＰＯ法人等を直接結び付ける機会を設けました。

＊地域づくり講演会の様子

＊シニア世代と団体のマッチングの

ための説明会

＊活発な議論がされた検討委員会

（ 11 月 21 日（月））
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■成果報告会の実施

✿成果報告発表（2年間の事業内容と成果報告等)（1 月 19日（木））

・参加者から事業に参加しての感想や意見、アドバイスなどをいただきました。

《事業の振り返り》（提案団体＆担当課）

＊事業の成果と課題＊

・27年度の反省として、既に活動を積極的に行っている方だけでなく、そうでない方

に参加してもらえる仕掛けや伝わりやすいPR・周知方法の工夫が必要だと感じた。

・2年間の取組を通して、検討委員各自が「シニア目線で携わっている」という自覚

を持ち、積極的な姿勢で参加する様子が見られた。

・課題テーマである「シニア世代等の活力活用に向けた情報提供や仕組みづくりの方

策」として取り組んだSNS（facebookなど）を積極的に利用する委員も現れ、有

効な手段であることを確認できた。

・シニアサポーターとしてNPOや市民活動団体（ソーシャルベンチャー）の団体運営

に参画することで、活動の強化、より効果的・効率的で精度の高い事業、地域に密

着した事業が行えた。また、シニア人材の発掘や活躍の場を創出できた。

＊協働事業としての評価＊

・事業開始前に、提案者と市と双方で課題認識と目的、事業の意味についてしっかり

と共有するとともに、疑問点や懸案事項についてはその都度協議し、事業の進捗状

況や情報を共有することができた。

・お互いに主体的に事業に取り組む姿勢を持ち、お互いの得意とする分野を理解しな

がら取組を⾏うことができた。

・本事業は、民間団体や市が単独では目的の達成が難しい取組であったが、市が関わ

ることによる安心感や、NPO法人の柔軟性、機動性を合わせることにより、具体的

なニーズや課題を掘り起こすことができた。

・こうした事業は、すぐに効果がでるものではないので、培ったノウハウを生かしな

がら事業を継続していきたい。
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　課題テーマ：市街地における鳥害対策

課題テーマの概要 　近年、市街地でカラスやムクドリによるふんや鳴き声に対する苦

情が多く寄せられており、その対応に苦慮しています。市の対策と

して、電線への鳥害防止器設置の要望や、地域住民に音やライトに

よる追い払いなどの助言を行っていますが、効果が一時的で根本的

な解決策を見いだせずにいます。より効果的な対策の確立に向けて、

市と協働で検討、実践するものです。

提案への期待 　駅前地区のムクドリと中心市街地のカラスを市街地の外に誘導・

追い払うのに有効な方法を一緒に考えていただける団体を募集しま

す。鳥について知識のある方はもちろん、全くの専門外でも、我々

が思いつかないような発想からすばらしいアイデアが出るかもしれ

ません。鳥に詳しい方を紹介することも可能ですので、是非知恵を

貸してください。

※上記のような期待を提示し、企画事業を募集した結果、次の事業が採択されました。

行政提案型協働モデル事業

取組事業例　6

○提案概要

カラスやムクドリによるフンや鳴き声の苦情への

助言等は行っているが、効果は一時的で根本的な解

決に至っていない。一方でカラスやムクドリも生態

系の一部であり、害虫を食べる益鳥の面もあること

から、人と鳥の共生への理解が図られる鳥害対策と

したい。

≪28 年度事業内容≫

・カラスとムクドリの行動調査

・専門家による講演会とムクドリ追い払いの実施

・駅前地区ムクドリねぐらの追い払い

・学鳳中高校カラスねぐらの追い払い

≪29 年度事業内容≫

・カラスの行動調査と街中カラス鳥害マップの更新

・カラスの専門家による講演会

・駅前地区ムクドリねぐらの追い払い

・学鳳中高校カラスねぐらの追い払い

・カラスの餌場 ( ゴミ集積所等 ) 対策

・高圧洗浄機による鳥のフン清掃試験

平成 28・ 29
年度事業

◆提案内容

≪ 環境保全会議あいづ≫

○代表者　佐々木　篤信

○発足　　平成6年

○会津大学教員、市民、事業者の

有志が集まり団体を設立。平成

18年にNPO法人となるが、平成

29年にNPOを解散し、任意団体

として環境保全活動を継続。

≪中心となる三つの活動≫

１）環境の保全を図る活動

２）社会教育の推進を図る活動

３）まちづくりの推進を図る活動

◆提案団体紹介

事業名：「みんなで考えよう！「街と鳥害」対策事業」

≪ 提案団体 × 市担当課：環境保全会議あいづ × 市環境生活課≫
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 ◆役割分担

◆事業実践（平成28年度）

■みんなで考えよう！「街と鳥害」対策事業キックオフミーティングに始まり、全 3 回

の会議を開催

これまでのムクドリの鳥害や苦情の状況、対策、課題等、について、東北電力会津若松支

社と市環境生活課より報告があり、参加者との情報共有を行うとともに、今後の取組の方向

性について確認を行いました。また、カラスの追い払いについても、対策等のための会議を開

催。地域の代表者や、野鳥の会など、多様な人材が集まり、それぞれの立場での課題認識等

についての熱心な意見交換を行うことができました。

■講演会とムクドリの追い払い実践

✿中村浩志信州大学名誉教授によ

る講演会（8月 20日（土））

・長野市や浜松市で行った追い払いの

成功事例、ムクドリ、カラスの習性やム

クドリ、カラスが市街地をねぐらとするよ

うになった原因、追い払いのポイントな

どについて説明を受けました。

✿駅前をねぐらとするムクドリの追い払い

の実践（8月 20日（土）、21日（日））

・フクロウとオオタカのはく製を駅前の大通りに設置し、それらの鳴き声を流したり、提案団

体と市、地域住民の方々と一緒に７箇所に設置したロケット花火を打ち上げたりするなどし

て追い払いを実施しました。

○ 提案者が担う役割

　・事業全体の運営管理

　・会議や講演会の開催

　・調査と対策の実施と運営管理（必要な

機材の調達、人員の割り振り、調査と対

策の実施等）

　・事業会計の管理

　・事業成果のまとめと成果発表

○ 担当課が担う役割

　・地域団体、自然保護団体、市関係部

署等への協力要請と連絡

　・地区関係者や住民等への連絡調整

　・会議や講演会の会場確保と広報

　・調査と対策への協力依頼（地域住民

等への周知と協力要請、専門家との調

査方法の検討、調査と対策の実施等）

　・市役所所有の機材・資材等の貸出

　・市ホームページ等での情報発信

＊ムクドリを森へ帰すための

方策を専門家から学びました
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■カラスの追い払い

✿会津学鳳中高校周辺のカラスの追い払いを実践

・ムクドリと同様に音と光（スタータピストル、LEDライト、レーザーポインタ）を用い、11月 7

日、8日の2日にわたって追い払いを実施しました。3日目以降は駅周辺に移動したので、

ピストルとハヤブサの鳴き声を使って2名が追い払いを実施。結局、5日目以降、カラスは

また学校周辺に集まり、大塚山を含めその周辺にいたものと考えられます。（教師の方た

ちはその後も追い払いを継続）

◆事業実践（平成29年度）

■みんなで考えよう！「街と鳥害」対策事業キックオフミーティングに始まり全 3 回の

会議を開催

7月 6日（木）に昨年度の追い払いの結果とその後の

カラスの目撃情報等について情報共有を行うキックオフ

ミーティングを行いました。今年度はカラスの追い払いに

活動の中心を置くことや事業の進め方について確認。

地域の代表者や野鳥の会、東北電力会津若松支社職

員、市の関係課職員など多様な人材が集まり、地域の

現状や解決策等について熱心な意見交換を行いました。

3回目の会議では、2年間の取組の成果と来年以降も自

立した協働事業として継続していくことを確認しました。

■会津若松駅前のムクドリの追い払いを実施

7月 11日～13日、9月11日～13日の期間で、スタータピストルなどを用いてムクドリの追

い払いを実施しました。

■講演会「賢いカラスに負けない撃退法を考える」を開催

✿宇都宮大学農学部　杉田昭栄教授による講演（9月30日（土））

・カラスに対しては、「追い払いだけでなく、エサを断つ事で市街地や周辺地域にエサになる

ものがあまり無いことをカラスに継続して学習させることが減らす事につながる」など、山梨、

富山、東京などの取り組み例の紹介なども交えて説明を受けました。

■カラスの追い払い

10月 17日、18日の両日、スターターピス

トル、レーザーポインター、拍子木など、音と

光を用いて追い払いを実施。最終的に、カラ

スは大塚山の方に移動したようでした。

＊情報共有や意見交換のために何度も

開催した、「みんなで考えよう！『街

と鳥害』会議」の様子

＊関係団体や町内会等からも多くの方が参画されました
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《事業の振り返り》（提案団体＆市担当課）

 ＊事業の成果と課題＊

・平成 28 年度の追い払いでは、実施前に約 9,000 羽いた駅前地区のムクドリがまった
くいなくなり、追い払いは成功した。しかし、学鳳中高校付近のカラスの追い払いで
は、実施前に約 1,000 羽いたカラスが実施後に数羽になったものの、市街地各所を移
動していた。

・平成 29 年度の追い払いでは、実施前の駅前地区のムクドリ約 1,000 羽⇒実施後 0 羽、
実施前の学鳳中高校付近のカラス約 800 羽⇒実施後、蚕養神社付近で約 500 羽、そ
の周辺地域で約 300 羽とねぐらを移動、再追い払い実施後もねぐらを移動しており、
カラスに関しては、ムクドリと異なり、さらに広範囲での追い払いや、追い払いの継
続が必要であることが推測された。

 ・28 年度の「ムクドリ・カラスよ森へ帰れ」、29 年度の「賢いカラスに負けない撃退
法を考える」の専門家による講演会には多くの参加者が来場され、鳥の習性や鳥害対
策等への理解を深められた。

・講演会を参考に手軽な拍子木を作るとともに、区長会から強力な LED ライトやコン
パクトメガホン、レーザーポインターなどの機材の寄付をいただき、追い払い道具を
充実させることができた。

 ＊協働事業としての評価＊

・事業実施に当たっては、その都度、提案者と市との事前の打合せを行うとともに、追
い払い実施前には、関係団体や町内会等の地域の方たちを含め、調査資料を元に会議
を実施し、課題や目的に対する共通認識を持ちながら協働することができた。

・各種団体への協力要請や会議等の開催に関する事務手続きは市が、講演会等の司会進
行やプレゼン資料作成等は提案団体が、それぞれの得意分野を生かして役割を分担し
ながら事業を進めることができた。

・市が躊躇してしまうようなことにも、市民団体は積極的に挑戦する姿勢があり、一
緒にやることで積極的に事業に取り組むことができ、市民への鳥害対策事業の周知・
理解が図られた。

・鳥害対策から鳥との共生への考え方で、市民有志等による観察会、追い払い、誘導な
どの協働の継続⇒街と鳥の共生推進会議（仮）の設立の方向でまとまった。
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