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・現在行われている地域の活動を「見える化」しよう

【鶴城地区】

子供が 若者が 大人が シルバー世代が

子供に

若者に

大人に ・お茶会

【謹教地区】

子供が 若者が 大人が シルバー世代が

子供に

若者に

大人に

その他 ・湯川、古川の草刈り作業空き家、川原の除草ボランティア　・ごみ拾い活動
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　　　　　　　主体が
　　　　　　　　(誰が)
　対象
　　(誰に)

・子供会育成関連が少ない

・三校（鶴城・東山・二中）
PTAで、各学校の
意見交換をしている

・学校で野菜を作って販売
・地域の皆様と一緒に運動会

・芋煮会
・納涼BBQまつり

・町内組織の充実
・新年会(町内会館)
・ダルマ売り
・鶴ヶ城ウォーキング昼食会
・早朝ウォーキング(月初)
※一斉清掃後
・多年層の統合の場えお検討中

シルバー
世代に

・桜の季節ボンボリ
・町内希望者「旅行会」

・防災活動
・連合会と歳の神
除雪の充実に努めている
・町内会が高齢所帯の
サポートを検討している
・・町内会が防災活動を
具現化して、実施を進めている

・老人会の集まり
・いきいき百歳体操
(町内会館)毎週木曜日50分

　　　　　　　主体が
　　　　　　　　(誰が)
　対象
　　(誰に)

・子供会　クリスマス会
天文台の掃除

・登校の見守り
・小学校地区合同運動会
・小中学校登校の見守り
・盆踊り
・地区運動会

・謹教地区スポーツクラブ
・天文台や山鹿素行碑の
保存活動

シルバー
世代に

・除雪ボランティア
・サロン活動
・いきいきふれあいサロン
・いきいき百歳体操
・老人会
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【城北地区】

子供が 若者が 大人が シルバー世代が

子供に ・七日町の歩行者天国

若者に ・東明幼稚園夏祭り ・登下校見守り

大人に

【日新地区】

子供が 若者が 大人が シルバー世代が

子供に

若者に

大人に

　　　　　　　主体が
　　　　　　　　(誰が)
　対象
　　(誰に)

・才の神
・花火大会

・お祭り出店を町内から出す
・大人が子供にあいさつ運動
・城北地区大運動会
・ラジオ体操
・登下校見守り

・神社を中心に草取り(年2回)

・スポーツ少年団指導
(野球・サッカー)

・駅前公園の清掃運動
・朝のあいさつ運動

・子供にハロウィン
・城北小鼓笛パレード(秋祭り時)

・商店がお茶出し
・屋台店
・卓球大会
・会津まつり警備
・中央公園清掃活動
・交通安全運動パレード参加
・アメシロ除去作業
・蚕養神社祭礼参加

シルバー
世代に

・高齢者(一人暮らし)
安否確認等訪問
・通りで絵ろうそくまつり
・大人が害鳥追払い
・大人が通りの清掃　

・町内イベント参加
・日帰り温泉入浴

　　　　　　　主体が
　　　　　　　　(誰が)
　対象
　　(誰に)

・日新小児童による
絵ろうそくまつり
・通学路の集団登校による
安全確保

・御姥尊祭礼
・町内年3回一斉清掃
・毎月の区長会
・回収作業(エコキャップ)
・養食用油回収　3ケ月に1回
・小学校での宿泊体験
・子供みこし八日町
・七日町商店街みこし祭り

・登校児童見守り活動
・小学校前での朝あいさつ運動

・盆踊り　大人から子供まで
・他町内の才の神への参加

・親パト(地域の見守り活動)
・ドンド焼き　歳の神
→八日町、五月町
・日新コミセン文化サークル
・県道三島線の歩道除雪

シルバー
世代に

・高齢者に対し除雪作業を
している　※ワンシーズン

・芋煮会シルバー世代主催　
※町内会
・いきいき百歳体操
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【城西地区】

子供が 若者が 大人が シルバー世代が

子供に ・ゲーム大会

若者に

大人に ・ハロウィン→子供が家々を周る ・新しいイベントを考える

その他 ・神社祭り　・芋煮会　・地区の芋煮会兼ねた、ウォーキング大会

　　　　　　　主体が
　　　　　　　　(誰が)
　対象
　　(誰に)

・夏祭りの開催
子供会参加協力＋高齢者と交流
・子供会はいひん回収

・小供おはやし
・町内の掃除(親子で行う)
・神社祭り(模擬店)

・世代混合の運動会

・組ごとに年1回総会
・町内アメシロ(年2回)

・シルバー世代のお茶会
(年に3，4回)

シルバー
世代に

・城西小合唱部生徒と
高齢者の昼食交流会

・高齢者世帯への
除雪ボランティア
・間口除雪の実施

・区長会各種行事　
西若松駅　夏祭り等
・町内会サロン
(一人暮らし高齢者とゲーム等)

・一人暮らし高齢者の
見守り、声かけ
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・将来に向け、残したい活動、足りない活動、必要な取組

【鶴城地区】

残したい活動 足りない活動 必要な取組

・学校で野菜を作って販売 ・子供会育成関連が少ない ・若い世代との交流

・鶴ヶ城ウォーキング昼食会 ・多年層の統合の場のつくりを検討中 ・町内組織の充実

・連合会　歳の神
町内会→町内会員

・除雪

・桜の季節ボンボリ

・除雪の充実に努力している ・町内会が防災活動を具現化して、

各学校の意見交換をしている 実施を進めている

・町内会が高齢所帯のサポートを検討している ・防災活動

※見守り、除雪など…
・活動に参加されない高齢者に呼びかけ

・芋煮会

・ダルマ売り
・町内希望者【旅行会】

・早朝ウォーキング←月初一斉清掃後 ・地域の皆様と一緒に運動会

・サロンの集まり

・老人会の集まり

・お茶会　町内会→会員

【謹教地区】

残したい活動 足りない活動 必要な取組

・小中学校登校の見守り ・除雪ボランティア ・町内会の合併とか…

・小学校地区合同運動会 ・老人会
その中で、子供会を設置する

・サロン活動 ・湯川、古川の草刈り作業 ・高齢の一人暮らしの方への近所支援

・ふれあい会 ・空き家、川原の除草ボランティア

・いきいき百歳体操 ・個人ボランティア※ごみ拾い活動など ↓

・謹教地区スポーツクラブ 募集しても来ない※大変だから、忙しいなど

・天文台や山鹿素行碑の保存活動 ↓

地域活動への参加は出勤扱いなどの提案

・回覧板やっても見ない　どうしたら見る？

↓

・あいさつ運動　※行事があるときにも

・小中校の父兄へ

↓

学校を通じて活動参加を呼び掛けたい

12月19日(土)未来デザインワークショップ成果報告【中央公民館エリア】ワークシート②

(なくなったら困る、伝承したいこと) (新たに始めたいこと) (実現に向け、地域でやること)

・子供への声かけ(公園の活用) ・空き家対策(若者に安く提供など)

・三校（鶴城・東山・二中）PTAで、

・新年会(町内会館)

・茶話会(月1回)

・町内一斉清掃※4～10月 月初めの日曜日

AM 7:00～

・いきいき百歳体操(町内会館)毎週木曜日50分 ・納涼BBQまつり

(なくなったら困る、伝承したいこと) (新たに始めたいこと) (実現に向け、地域でやること)

・30～50代若者の参加(無関心)

PR　・広報回覧板デザイン
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【城北地区】

残したい活動 足りない活動 必要な取組

・ラジオ体操 ・卓球大会 ・お祭り出店を町内会から出す ・アメシロ除去作業

・日帰り温泉入浴
・敬老会

・町内の危険物廃品回収分別作業 ・各町内でのサロン活動 ・交通安全運動パレード参加

・会津まつり警備 ・町内夏祭り屋台店 ・蚕養神社祭礼参加

・大人が害鳥追い払い

・七日町の歩行者天国 ・シルバー世代が資源物回収 ・中央公園清掃活動

・東明幼稚園夏祭り ・町内イベント参加 ・子供の集まる機会を増やす

・朝のあいさつ運動 ・各町内単位でいろいろな催し※カラオケなど

・絵ろうそく祭り ・登下校見守り ・花火大会 ・商店がお茶出し

・通りの清掃

・城北地区大運動会 ・子供会活動

・町内祭礼 ・才の神 ・歳の神

・駅前公園の清掃運動

【日新地区】

残したい活動 足りない活動 必要な取組

・御姥尊祭礼 ・子供みこし八日町 ・避難訓練の実施 ・県道三島線の歩道除雪

・若者の意見を聞け ・高齢者に対し除雪作業をしている　ワンシーズン

・日新小児童による絵ろうそく祭り ・通学路の集団登校による安全確保

・日新コミセン文化サークル ・子供を産め ・毎月の区長会

・他町内の才の神への参加 ・住みたいまちにする ・いきいき百歳体操

・日新地区運動会 ・気軽に集まれるカフェなど

・盆踊り　大人から子供まで
・空き家をレストランなどに

八日町、西七日町、玉月町
・親子が楽しめる企画の実施

・芋煮会シルバー世代主催　町内会 ・登校児童見守り活動

・小学校での宿泊体験 ・小学校前での朝あいさつ運動

・ドンド焼き　歳の神→八日町、五月町

【城西地区】

残したい活動 足りない活動 必要な取組

・地区の芋煮会兼ねた、ウォーキング大会

・新しいイベントを考える会を行う
※お菓子の予算は事前に集める

・世代混合の運動会

・城西小合唱部生徒と高齢者の昼食交流会 ・空き家を集会所にする

・小供おはやし ※町内会の協力

・一人暮らし高齢者の見守り、声かけ

・高齢者世帯への除雪ボランティア ・間口除雪の実施

・夏祭りの開催＋子供たちの参加協力

＋高齢者との交流

・子供会、はいひん回収

・区長会各種行事　西若松駅　夏祭り等

各種団体の協力

(なくなったら困る、伝承したいこと) (新たに始めたいこと) (実現に向け、地域でやること)

・スポーツ少年団指導(野球・サッカー)

・城北小鼓笛パレード(秋祭り時) ・高齢者(一人暮らし)安否確認等訪問

・週1回ヨガ

・神社を中心に草取り(年2回)

(なくなったら困る、伝承したいこと) (新たに始めたいこと) (実現に向け、地域でやること)

・七日町商店街みこし祭り(子供会)

・若者が集まる機会(説明会等)

・回収作業(エコキャップ)

・養食用油回収　3ケ月に1回

・町内年3回一斉清掃

(子供を餌に親を釣る)

・親パト(地域の見守り活動)

(なくなったら困る、伝承したいこと) (新たに始めたいこと) (実現に向け、地域でやること)

・町内の掃除(親子で行う)
・ハロウィン
(子供たちが家々を周り、お菓子をもらう)

・神社祭り(模擬店)

・シルバー世代のお茶会(年に3，4回) ・ゲーム大会(ボードゲームなど)

・町内会サロン(一人暮らし高齢者とゲーム等)

・町内アメシロ(年2回)

・組ごとに年1回総会
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①現状の「見える化」 ②未来を考える ③共感する

～～共通プロジェクト～～

清掃 空き家の活用等 除雪

・除雪ボランティア

・中央公園清掃活動 ・湯川、古川の草刈り作業 ・高齢者世帯の除雪ボランティア

・町内の清掃を親子で行う ・空き家、川原の除草ボランティア ・間口の除雪

・空き家をレストランカフェ

・空き家の家具を格安に

・空き家を集会所に

防災 小中学生見守り活動

・防災活動 ・登校の見守り活動

・避難訓練の実施 ・小中学校登校見守り活動

活動 ・登下校見守り

・イキイキ百歳体操

子ども対象イベント ・町内会サロン活動

・ふれあい会 若者との交流

・子供会育成に関連が少ない ・西米町いきいきクラブ

・子供の集まる機会を増やす ・シルバー世代お茶会 ・若い世代との交流

・若者が集まる機会

・子供会活動レクリエーション ・若者の意見を聞く

・子供会はいひん回収

～～地域プロジェクト～～

・連合会　歳の神 ・小学校地区合同運動会 ・花火大会

・天文台や山鹿素行碑の保存活動

・鶴ヶ城ウォーキング昼食会

・子供みこし祭り ・小学校での宿泊体験 ・芋煮会

↑八日町、七日町 ・毎月の区長会　

・御姥尊祭礼

12月19日(土)未来デザインワークショップ成果報告【中央公民館エリア】ワークシート

意見交換WS

Work
Step

・ゲーム大会(ボードゲーム) (年3，4回)

A.鶴城地区 B.謹教地区 C.城北地区

・納涼BBQまつり ・高齢者(一人暮らし)
の安否確認

D.日新地区 E.城西地区
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