
東中学校区

地域活動の見直し
～みんなでささえ合う とは？～

横内小学校区
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⑤総括 （考察）
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①地域の現状（横内小学校区） 観察

ＰＴＡ・自治会組織は熟成し、活発に活動している。

気になる点

・人口減少

・独居老人増加

・地域で活動する環境が増えている

・連合自治会長多忙

・日曜日働く割合が増加

困りごと

・民生委員・子ども会 担い手不足

・地域活動に関し、子どもや子育て世代の 関心が薄い（時代背景）

・自治会とＰＴＡ、互いに望む事を伝える機会がない（地区社協会議へは参加）

・現在は成熟しているが、将来地域活動の担い手は確実に減る。

高齢者と子育て世代との繋がりが減っている



①地域の現状（横内小学校区） 観察
1995 2005 2015

総人口 30,959 30,115 30,248

世帯数 10,902 11,631 12,371

独居高齢者世帯数
616 1,098 1,438

独居高齢者世帯率
5.7% 9.4% 11.6%

子ども同居世帯率
30.3% 24.8% 23.8%

1・2018年度 横内学区自治会連合会 会長 活動状況

・会議参加 年100回 出動 ・募金活動 8～10団体

2・連合自治会を取り巻く組織は10ほどあり！

3・日曜日働く割合 40％ほど

4・高齢者 働く割合増加

連合自治会長は多忙！



② 予想される未来 推論

人口推移 2010～2035 東中学校区 （横内小・千代田小）

29,395 

30,248 

30,059 

29,679 

29,197 

28,684 

24.0%

25.8%

26.6% 26.7%

27.3%
28.1%

3.1%
4.2%

5.0% 5.3% 5.5% 6.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

27,500

28,000

28,500

29,000

29,500

30,000

30,500

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

【2010年～2015年の動態が継続】

コーホート変化率法

人口 高齢化率（65歳以上率） 85歳以上率

85歳以上を65歳以上でささえる割合

2010年は7.7人
2020年は5.3人
2035年で4.7人で支える事になる

小学生生徒数 2010～2035 東中学校区 （横内小・千代田小）



③ 推論からの改善策 （仮説）

地域活動見直し

1・ 連合自治会長や地区社協会長の話を子育て世代が聞く場を設ける

2・ アンケートによるデータ分析

3・ 高齢者との交流

4・ 高齢者・子育て世代に状況を知ってもらう（報告会）

④ 活動報告 （実験）

実施活動

① 10月27日 連合自治会長・地区社協会長を知る

② 10月27日 アンケートによるデータ分析

③ 11月10日 高齢者との交流 （グラウンドゴルフ大会開催）

報告会 2019～2020・02 報告会開催機会があれば随時実施

① 11月22日 横内学区各種団体役員研修会にて報告会（60名）

② 12月11日 横内小ＰＴＡ役員会にて報告会（27名）

③ 1月下旬 自治会三役会にて報告会 （10名）

④ 1月31日 市Ｐ連第2ブロック定例会にて報告会（15名）

⑤ 2月3日 横内学区地区社協定例会にて報告会 （12名）

・地域で課題意識を高めることで（地域活動を見直す）子育て世代の関心を高める。



10月27日 （日）東中学校体育館 参加者225名

健全育成大会時 自治連合会長2名 と 地区社協1名

子育て世代への要望や地域の現状について説明

報告① 連合自治会長を知る 報告② 青少年健全育成大会 アンケート実施

防災訓練は自治会活動の目玉事業！

行事の改善が必要！

学区レク・区民総体・高齢者向け事業は関心が低い。



報告③ 高齢者との交流

11月10日 参加者27名

・グラウンドゴルフ大会開催

報告④ 横内学区各種団体役員研修会にて報告会

11月22日 参加者60名 （横内小自治会活動に関わる方々）

・クーポール会館

高齢者と子育て世代のマッチングは難しいと実感

報告⑤ 横内小ＰＴＡ運営委員会にて報告会

12月11日 参加者27名 （横内小ＰＴＡ役員）

・横内小会議室 横内小学区の保護者は教育熱心今後期待大！



⑤ 総括 （考察）

課題分析力・伝える力を高め、行動につなげる

仲間を増やすことが重要。

⑥ 課題解決方法の提案 2020年度（改善）

・地域が子育て世代を巻き込むのではなく、

まちづくりに関心を持つ 子育て世代を増やす

提案

① 新規 地域デザインカレッジに参加 【事業見直し・課題分析を学ぶ】

② 新規 継承者育成（ファシリテータ講座） 【伝え方を学ぶ】

③ 新規 自治会・子育て世代とのワークショップ開催

---------------------------------------------------------------

① 継続 青少年健全育成会との連携 （東中健全育成大会時実施）

② 継続 アンケートによるデータ分析 （東中健全育成大会時実施）

③ 継続 高齢者との交流 （横内小にてグラウンドゴルフ大会等）

課題分析・価値観創造を推進する人材育成

・課題をつくる力

・多様な人々を招き入れる力

・行動につなげる力

ファシリテーター育
成講座実施

・地域活動に関わる情報を子育て世代へ伝える場は必要。

・アンケートを実施し、意識調査を行う。

・防災訓練を活用し、地域の困りごとを伝えたい。

・既存イベントの必要性を再考する必要性がある。

・子育て世代の関心を高めないと担い手不足となる。

・地域の既存のイベントを活用し、高齢者との交流が必要。

・地域の現状や困りごとを毎年伝え、話し合う場が必要。

・課題分析をデータで示す習慣と、継承者育成が重要。

講演会参加

地域への関心を高める

地域見直し

ワークショップ開催

ささえる人材を増やし

みんなでささえる

地域の実現！



・デザインカレッジ基礎編 実践編 参加 （目的・課題分析方法）

・ファシリテーター講座 （伝える手法）

・自治会・ＰＴＡとのワークショップ （深化した見直し）

子育て世代 ＰＴＡ・学校関連にフィードバック

地域内で活躍（既存団体）

・自治会活動 ・体育振興会

・子ども会

・消防団 ・保護司

・学校応援団 ・スポーツ指導者

高齢者 地域内で活躍

・自治会

・地区社協関連

・民生委員

・安全パトロール

・地域内地縁団体

培った知識を地域へフィードバック することでボトムアップ

千
代
田
小
学
区
・
竜
南
小
学
区
へ
も
拡
大

東
中
学
校
区
青
少
年
健
全
育
成
会

み
ん
な
で
さ
さ
え
る見直し・課題

分析を伝える
力を育む

・地域行事見直し ・健全育成大会活用 ・アンケート ・高齢者との交流

横内小学校区 地域住民

ビジョン
手法を学ぶ

ミッション
地域見直し

自治会と
の連携

地域外で活躍（既存団体）

・ボランティア協会

・子ども食堂

・静岡まつり実行委員会

・大道芸Ｗ杯実行委員会

・他社会貢献団体 ・ＬＣ


