令和元年度 仙台市地域活動団体交流会

これからの
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～次の一歩を踏み出すために～
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「将来を見据えた備えを
今からはじめよう！
これからの時代に不可欠な
住民自治のカタチ」
つ き さ ら

都岐沙羅パートナーズセンター
さいとう

理事・事務局長

第
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ちから

斎藤 主税 氏

活動事例発表
13:50~

仙台市内で、特色ある取り組みを行ってい
る地域団体に活動事例を発表いただき、
学び合いの機会としました。
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発表団体
①片平地区まちづくり会（青葉区）
②わいわいハッピー劇団（宮城野区）
③遠見塚北親会（若林区）
④八木山南地区社会福祉協議会（太白区）
⑤鶴が丘はあとネット（泉区）

第

3部

ワークショップ
15:00~

事例発表への質疑応答のほか、これから
の地域づくりに向けた参加者同士の情報・
意見交換等を行いました。

催：仙台市（市民局地域政策課）
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話題提供
将来を見据えた備えを今からはじめよう！
これからの時代に不可欠な住民自治のカタチ
特定非営利活動法人
つ

き

さ

ら

都 岐 沙 羅 パートナーズセンター
理事・事務局長
さ い

と う

斎藤

ち

か

ら

主税 氏

1971 年、新潟市生まれ。新潟大学大学院工学研究科
修士課程修了後、（株）計画技術研究所に入社。2001
年に新潟にＵターンし、新潟県内を主なフィールドに
幅広い分野・領域の地域づくり事業のコーディネート
活動を開始。2004 年に同社を退社後、NPO の立場
から多様な地域づくり事業のプランニング・コーディ
ネート・プロデュース活動に従事。

人口減少と高齢化を受け入れたうえで今後を考える
日本の人口は、このまま何もしなければ、今後 100 年間
で明治時代の水準（約 4,000 万人）まで急激に減少すると言
われています。さらに、高齢化率で世界トップを走っている
日本の今後を、他の国は高い関心を持って見守っています。
よく少子高齢化の解決策の一つに「子供を増やす」ことが
挙げられますが、これには即効性がないという課題がありま
す。時間がかかるのであれば、
「当面、人口減少は避けられな
い」という現実は受け入れなくてはなりません。そのうえで、
私たちは地域でどうすれば良いかを考える必要があります。
このように、高齢化が深刻な問題を引き起こしそうだと
分かっていても、今はあまり実感が湧かない。その理由は、
65 ～ 74 歳の前期高齢者の方がとてもお元気で、地域を支え
てくださっているからなのです。
しかし、人口減少や少子高齢化が進むと、これまで個人で
賄ってきた領域、例えば買い物や車での移動、雪かき、空き
家の管理などができなくなり、今まで困っていなかったこと
が地域の課題になってしまいます。
さらに、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、
仙台市では今年以降から後期高齢者（75 歳以上）の割合が
前期高齢者（65 ～ 74 歳）の割合よりも多くなります。つまり、
地域を支える元気な方より、支えが必要な方が多くなるので
す。また、同推計によると、後期高齢者は、現状では 10 人
に 1 人ですが、20 年後には 5 人に 1 人になり、加えて 4.4
軒に 1 軒の家が高齢者のみの世帯になるだろうとも予想され
ています。これらは、地域の防犯や防災が今までのやり方で
大丈夫なのかということにも関連してきます。

求められる住民自治の再構築
今後は少子化による税収減と高齢化による社会保障費増、
さらにインフラの更新のタイミングが重なり、行政には支出
増がのしかかります。そこで、今後は行政に言って終わり、
あるいは行政に言われたからやるではなく、自分たちで考え、

決め、実行する住民自治の再構築が地域に求められます。
ポイントは、①活動ではなく事業化（収入を得る）、②経
済を含めた自治の仕組み作り、③分野横断による複数機能の
３つです。これからどんどん人が減っていく中で、地域でお
金を循環させ、複数の役割をまとめてやるという「小規模多
機能自治」の仕組みが必要になってくるでしょう。とても大
事なことですが、重要性に気付いてすぐ行動に移す方はあま
りいません。今そこまで困っていないので実感が湧かないの
です。そこで「我が事」とするために、自分の地域単位での
現状を可視化し、将来を見通すことが大切です。
今後、高齢者の方々には元気に活躍していただくことがま
すます大事になります。活躍の場も必要です。そのうえで、
今後少数派となり埋没しがちになる、若者の意向を丁寧に聞
きましょう。私は、住民アンケートを、中学生以上の全住民
を対象にして行うことをお勧めしています。世帯ごとのアン
ケートとすると、実際には世帯主の方の意見しか聞けないか
らです。

小さな実験を起こし、歩きながら考える
地域活動は、似たもの同士を「足し算」すると負担だけが
増えがちです。ですので、これまで接点がないと思われてい
た分野・領域同士を「掛け算」し、どう新しい価値を生み出
していくかがポイントです。そのアイデアの多くは、普段の
何気ない会話やつぶやきから生まれます。ですから、お茶
飲みや飲み会などでの世間話はとても大切な仕事だったり
します。
こうして生まれた、たとえば 100 の「妄想」の中から実
現可能な 2,3 の「構想」を見つけたら、まずは小さな実験と
して実行してみましょう。失敗しても良い程度の小さな実験
をしてみて、本格的な計画・準備に移る。これが前例のない
状況で、誰も正解が分からない中、物事を進めるために必要
なことです。「歩きながら考える」ことが、これからの地域
づくりには大変重要なことなのです。

活動事例発表
仙台市内の各区において、特色あ
る地域づくりの取り組みを実践する
５つの団体が事例発表を行いました。
参加者は、気付いたことや質問を付
箋に記入し、テーブルごとに共有し
ました。

青 葉 区

安全・安心に暮らせる活力あるコミュニティをつくる

片平地区まちづくり会
会長

今野

均氏

当会は、町内会をはじめ地域の様々
な団体が参加するまちづくり組織で
す。その設立は、2007 年に「片平地
区平成風土記」の編集がきっかけでした。地域住民から広く編
集委員を募集し地域史誌づくりを進めたことが、地域づくりの機
運醸 成につながりました。編集メンバーを中心に準備委員会を
立ち上げ、2013 年に片平地区まちづくり計画が完成し当会が発
足しました。作成したまちづくり計画をもとに、6 つのプロジェ
クト方式で活動を展開し、地域課題解決と地域連携強化を目指
しています。
活動では、様々な意見を柔軟に取り入れる姿勢によって、若者
や外国人、子供たちの参画につなげることができました。現在、

宮城野区

Q&A
Q1
A1
Q2
A2

外国人との関わりについて、どのように取り組んでいますか？
外国人による自治組織づくりを促すなど、対話を進めていこ
うと考えています。そのために、外国人に地域イベントへの参
加を呼び掛け、日頃からの交流を深めているところです。
若手への世代交代はどう取り組んでいますか？
活動に参加する 20 〜 50 代の人材候補はたくさんいます。また
事務局内に若手メンバーによる
「プレ会議」の組織があったり、
片平子どもまちづくり隊が結成されたりするなどさらに次の
世代につながる動きもあります。

演劇で認知症への理解・関心アップ！

わいわいハッピー劇団
団長

第二期片平地区まちづくり計画を策定中で、福祉分野の実践や台
風・大雨に対する防災など新たなニーズや課題に対応し、若手へ
の世代交代を見据えながら持続可能な体制づくりを進めています。

飯塚

定男 氏

当地域では、民生委員・児童委員
が地区社会福祉協議会の福祉委員と
しても所属しています。民生委員・児
童委員だけでは認知症の早期発見は困難なことから、子供から
大人まで幅広い地域住民に対し、認知症への関心・理解を高め
る必要性を感じました。そこで、関係者の意見交換会等で検討
を重ね、演劇を通して伝えようという結論に至り、３か月間の準
備期間を経て 2013 年 9 月に劇団を旗揚げしました。幸町地区
の民生委員・児童委員が劇を演じ、地域包括支援センターが脚
本を担当して、これまで地区内外で 100 講演以上行いました。
コミカルな演劇を通して、認知症への否定的なイメージを払拭
し、地域住民が親しみを持って理解することができました。今

後も活動を継続し、認知症になっても笑顔でハッピー（幸町）に
暮らせるまちを目指していきたいと思います。

Q&A
Q1
A1

これまでほかの地区では、どのくらい講演していますか？
のべ 30 回程度です。ほとんどが地域包括支援センターを通
じた依頼ですので、講演依頼は、最寄りのセンターに相談し
てください。

Q2

題材のヒアリングはどのように行っていますか？
その際に本人や家族とのトラブルはありませんでしたか？

A2

民生委員・児童委員や地域包括支援センターのスタッフが認
知症の方や家族から聞いていた事例をもとに脚本を作成しま
した。特にトラブルはありません。

若 林 区
遠見塚北親会
会長

町内会で学区民盆踊りを盛り上げる

太田

進氏

当地 域では、毎年８月に「遠見 塚
学区 民 盆 踊り」を開 催しています。
会場となる小学校の改修工事と震災
の影響で 2009 年から中断していましたが、2014 年に再開し、
当町内会は、会場警備として役員全員が初めて参加しました。
その後の役員会で、踊り手の高齢化、地域住民の関心が薄いこ
と、盛り上がりに欠けていたことが話題に上がり、皆が同じよ
うに感じていました。そこで、踊りの参加者を増やしイベントを
盛り上げようと、翌年から当町内会が先頭に立ち、踊りの事前
練習会を開くことにしました。
練習会を継続したことで、地域内の地域団体等の協力も得ら
れるなどの連携が生まれ、参加者の輪が広がっていきました。

太 白 区

阿部

利美 氏

2007 年 に 若 い 世 代 を 中 心 に 地
域コミュニティ活性化のためのプロ
ジェクトチームを設 立しました。声
を掛けて集めたメンバーと 1 年半で 30 回の検討会を重ね、地
域課題の洗い出しと具体的な活動計画を決定しました。プロジェ
クトチームは、子供から高齢者まで幅広い年齢層の住民が参加
できる様々な地域イベントを企画し、当協議会は意見の押し付
けや口出しはせずに若者に任せる姿勢を取りました。その結果、
イベント参加者や運営協力者が増加し、さらには地域に世代間
交流が生まれ地域活動の重要性が浸透してきたことで町内会役
員がスムーズに決まるようになりました。
「若い人は現役で 忙しいから」という諦めの声を聞きます。

泉

区

Q1
A1

Q2
A2

練習会の場所と時間について教えてください。
当町内会のみで練習会を行っていた際は、老人つどいの家「好
日庵」で実施していました。現在は体育振興会主催で学区全
体の練習会となり、小学校の体育館で実施しています。練習
時間は 1 時間程度です。
練習会の費用面での苦労はありませんでしたか？
練習会場の使用料負担は無く、参加者の飲み物も体育振興
会が用意するため、当町内会の直接的な負担はありません。
当町内会のみで練習会を行っていた際も参加者が各自で飲
み物を持ち寄っていたため、負担はありませんでした。

しかし、どの地域にも協力してくれる優秀な若者が必ずいるは
ずです。みなさんもその発想力と実行力を信じて任せてみてく
ださい。

Q&A
Q1
A1

若い世代のキーパーソンをどのように見つけ、口説いていけ
ば良いのでしょうか？
私は地域の小中学校で長年 PTA 会長を務めていたことから、
その時の人脈を生かしました。みなさんも、歴代の PTA 関
係者をあたってみてはいかがでしょうか。

Q2

若い世代が町内会活動に参加してみたくなるために、町内会
がすべきことは何ですか？

A2

若い人に任せて、認めて、ほめてあげましょう。自信や楽し
みにつながれば仲間は自然と増えていきます。

地域感謝券を活用した支え合い活動でまちを元気に

鶴が丘はあとネット
代表

Q&A

若手住民が活躍！ 地域コミュニティ活性化を目指す

八木山南地区社会福祉協議会
会長

盆踊り本番の踊り手も増え、大いに盛り上がりを見せました。
そして、自分たち発信で「何かできるかも」と思わせる地域の先
行事例となりました。

油井

了氏

分譲から 40 年以上が経過した住
宅団地にある鶴が丘一丁目町内会で
は、生 活に不 便 を感じる高 齢 者 世
帯が多いことが課題でした。2014 年、当町内会の全世帯を対
象としたアンケート調査から実態を把握し、支え合い組織の立
ち上げと地域通貨を活用した地域振興について検討しました。
町内会で 2 年間の検討を重ねましたがまとまらなかったため、
役員を含めた有志で活動を開始しました。
当団体は、困っている人と手伝ってくれる人をつなぐ事務局と、
地域感謝券「ツールカード」の管理を担っています。ツールカー
ドは、お手伝いをした方が謝礼として受け取るもので、地域の
店舗で買い物をする際に利用できます。事務局の運営は、役割

分担を明確にすることでメンバーの負担を抑えるとともに、デー
タベースを活用することで、どこでも情報が共有できる仕組み
を構築しています。

Q&A
Q1
A1

データベース化にあたり、個人情報の取り扱いや管理体制は
どうしていますか？
個人情報保護の観点から、情報のやり取りはクラウド上の
データベースで行っています。パスワードがないと閲覧でき
ないようにしており、運用には団体独自の規定もあります。

Q2

助け合い活動で自動車を利用する際の自動車保険はどのよ
うに対応していますか？

A2

事故の際は、車保有者の自動車保険で対応する旨をご理解
いただいた上で協力をお願いしています。

ワークショップ
ワークショップでは、約 70 人の参加者が 10 の
テーブルごとに意見を交換しました。地域課題解決
への一歩を踏み出すための、具体的な行動目標を持
ち帰ることをゴールに、課題とその要因を挙げ、解
決のために自分たちができることについて話し合い
ました。結果は各テーブルのファシリテーターが発
表し、全体で情報を共有しました。
ここでは、多くの意見が出た３つの話題について
ご紹介します。
このほか、「中学生以上の住民全員へのアンケー
トは良い考えだ」「活動事例発表にあったような活
動を自分の地域でもしてみたい」など、話題提供や
事例発表の内容を参考とした声も多く聞かれ、時に
は笑いも交えながら、活発な意見交換が行われました。

1

役員の担い手について

現
状
●地域活動をすることや役員になることは負担が多いとい
うイメージが強い。
●特に若い世代の人には当事者意識が生まれにくい。
●複数の団体の役職が重なることで負担が増えがちである。
行動目標
●活動の参加者に対し、
丁寧な説明や声掛けを地道に続ける。
●地域にある様々な団体との連携・情報共有を図り、幅広
いネットワークの中から人材を見つける。
●会議の回数を減らす、時間を短縮する工夫。また、会合
に出られなくても負い目を感じないような、参加しやす
い雰囲気づくりをする。
●今の役員自身が活動を楽しめるような環境・体制を作る。
●引継ぎ後も旧役員がバックアップする体制を整える。
など

2

地域活動の参加者について

3

情報の共有や発信について

現
状
●アパート・マンションの住民をはじめとした住民同士の
コミュニケーションが不足しがちである。

現
状
●地域活動の内容そのものを知らない人も多い。

●男性にとって地域の人と関わることや話をする機会が少ない。

●情報発信に必要なパソコン操作等に詳しい人材がなかな
か見つからない。

●防災訓練など特に地域住民の関心が低い行事がある。
行動目標
●広報紙などで定期的に活動を発信し、楽しさを伝える。

●地域の現状や課題を地域内で共有できていない。

●長く務めている役員たちの決まったやり方があり、情報
共有ができない。

●若い世代の方を含め、地域住民が気軽に活動に顔を出せ
る場や雰囲気づくり。また、活動に参加できない人を非
難しない。

行動目標
●地域活動の目的や、何を目指しているのかということを、
具体的に、丁寧に説明する。

●児童館などと連携し、子供とその保護者世代も一緒に巻
き込む。

●地域の状況やニーズ、課題を把握するためのアンケート
を実施する。

●男性には具体的な役割をお願いして、活動に顔を出して
もらう。

●参加したくなる魅力あるイベントを企画して、多くの住民と
接する機会を増やし、つながりを作ることから始める。

●防災訓練を芋煮会などの楽しいイベントと合わせて実施
する。 など

●工夫して行った活動は、役員同士や連合町内会に報告し、
成果や情報を共有する。 など

さ い と う

ち

か

ら

斎 藤 主 税 氏 総括
若い世代の声を拾う時は、「やる側」に回ってもらうため

生み出す場を解放してあげるだけで活動資金を稼ぐことがで

の仕掛けが必要です。ですから、若い世代から要望を聞いて

きます。さらにこの地域では、夏祭りへの参加がきっかけで、

はダメで、ニーズを把握することが大切。要望を聞くと「誰

若者の地域活動への参画意識や、課題意識が高まりました。

かがやってくれる」と他人任せになってしまいます。

ここで大事なことは、若者が「やりたい」と思っているこ

また、地域活動は個人の力ではなくチームで行うことが大

とに、今の役員が地域に必要な機能を上手く掛け合わせてあ

切で、役割の細分化が重要です。どんな活動を実行するのか

げることです。これからは、この手法がとても大事になるの

を考える「プロデューサー」、それを監督する「コーディネー

で、寛大な気持ちで若者を見守り、実験的な取り組みをして

ター」、実行する「プレイヤー」、ピンポイントで手伝う「サポー

いただきたいですね。今の仕組みに当てはめようとすると難

ター」というように、若い人たちには、役割を明確にしてお

しいので、「組織の継承」ではなく、「機能の継承」という考

願いすると反応が変わることを覚えていただきたい。

え方を持って、できるところから始めましょう。

「活動するお金がない」という声がありましたが、これか

実は、若者は地域活動に無関心なのではなく、今のやり方

らは、どのように活動資金を生み出すか、稼ぐかという感覚

や時間が合わないだけなので、これから「小さな実験」を繰

が重要です。新潟県のある集落では、夏祭りの会場で若者に

り返して積み重ねていってほしいと思います。今回、非常に

屋台の独占営業権を与えました。この売上が青年会の活動資

有意義な意見が交わされていたので、是非みなさんの地域に

金になることから、地域の方も「これは若者のために飲んで

持ち帰って活用してほしいと思っています。ありがとうござ

いる」とお金を使ってくれます。このように、地域でお金を

いました。

参加者のご意見・ご感想
〈話題提供について〉

●将来を見据えた考え方がストンと落ちました。／●「小さな実験」で既成事実化→私もやってみる気になった。

〈活動事例発表について〉

●発表された地域のみなさんがキーパーソンとなり活躍されているのがよく判った。／●活動に反映できるヒントが多かった。

〈ワークショップについて〉

●様々な町内の方と交流することができた。アイデアももらえて参考になった。／●ファシリテーターの方の進め方も良かった。／
●地域での実際の活動状況をたくさん聞けて大変有意義だった。

アンケート （回答者：65 名）
交流会全体の満足度はいかがでしたか？
あまり満足できなかった 2%

全く満足できなかった 0%

無回答

ある程度満足できた

13%

3%

非常に
満足できた

37%
満足できた

45%

お問い合わせ

今後の地域活動のヒントや参考になりましたか？

■参加できてよかっ
た。他の役員さん
にも出てほしい。
■各団体の前向き
な取り組みがよ
くわかった。

全く参考にならない 0%
ある程度参考になる

10%

■話題提供→事例
発表→質疑→
ワークショップ
の流れがとても
よかった。

あまり参考にならない 2%
無回答

3%

非常に
参考になる
参考になる

45%

40%

■自分の地域に持
ち帰ることがで
きるものがあり
ました。
■単位町内会だけ
でなく地域の連
携がヒントにな
りました。
■多くの情報や活
動を知ることが
できました。

仙台市市民局 協働まちづくり推進部 地域政策課
TEL.022-214-6129

FAX.022-214-6140

E-mail.sim004070@city.sendai.jp

交流会に関する情報や当日の活動事例発表資料はホームページからご覧いただけます。
URL

https://www.city.sendai.jp/chiikisesaku-kikaku/event/r020118_chiikikatsudou_kouryukai.html

