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Ⅳ－５．活動へのひと工夫（ノウハウ・ヒント） 
 

ここでは、ネットワークの活動や運営に関する基本的な事項について、Ｑ＆Ａ形式

でご紹介します。 

 
 

Q 仲間集めはどうすればいいのですか？  
 
 

A 地域のイベントや行事を利用して、参加者のなかから仲間づくりを 

呼びかけてみましょう。 

電子町内会なども利用して、活動をアピールしていきましょう。 

地域社会の少子高齢化がすすむなか、仲間づくりや人材の確保は、活動における

大きな課題で、仲間づくりに苦労していないという団体のほうがむしろ珍しいかも

知れません。 

そんななか、イベントや行事などの地域の人たちがたくさん集まる機会を捉えて

参加を呼びかけたり、電子町内会をうまく活用したりする事例がみられます。 

また、人が集まるさまざまな機会にクチコミによって参加を呼びかけるなど、事

前の活動情報が、活動参加へむすびつけるための効果的な手段となります。 

 
イベントや行事の参加呼びかけ…地域活動に参加

したいと思っている人も多いはずです。運動会や

お祭りなどのたくさんの人たちが参加する行事は、

活動の周知や参加を呼びかけるチャンスです。 
（写真は、花尻町内会ホームページより） 

 
 
 
 

 
 

電子町内会の有効活用…電子町内会を普段あまり

見ない人も、自分が参加した行事の写真が掲載さ

れているとアクセスしてくれます。 
（写真は、花尻町内会ホームページより） 
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Q 活動の広報はどうすればいいですか？ 

 
 

A 広報は「目立つ」「わかりやすい」がポイントです。 

簡単なチラシやポスターを作成し、地域への回覧や電子町内会の 

活用など、さまざまな手段で広報活動を進めましょう。 

また、仲間集めと同様に、広報としてもクチコミは効果的です。 

活動を周知広報することには、3つの大きな意味合いがあります。ひとつは、参加

者（人材）の募集を目的とするもの、もうひとつは、活動の意義やスタンスや活動

の効果を表明して、受け手側の理解を深めることです。そしてもうひとつは、他の

ネットワーク活動を活性化させる「触発力」です。 

簡単なチラシやポスターの作成、町内会新聞の発行、電子町内会の活用など、さ

まざまな手段で広報活動を行うことが必要です。特にチラシやポスターは、「ひと目

でわかる」、「目立つ」ことが重要です。 

また、仲間づくりと同様に、クチコミによる情報の発信、イベントや行事の機会

を利用して活動の周知や啓発を行っていくことも大切になります。 

 
パソコンの得意な人がいれば、こうしたチラシも簡単に

作成できます。（平井コミュニティ協議会婦人部） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定期的に広報紙を発行している町内会もあります。 
（大元学区連合町内会） 

 

コラム：クチコミによるコミュニケーションの効果 

クチコミは人間にとって も基本的なコミュニケーション手段であり、何より

も「知っている人が関わっている」という も信頼できる情報です。こうした信

頼に基づく情報伝達力は、活動への参加を後押ししたり、動機づけをしたりとい

った効果が期待できます。 

近年では、クチコミ情報が電子メディア化することによって、インターネット上では、

その量や伝達スピード、専門性などはかつてと比較にならないほど高まっています。 
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Q 活動が停滞してしまったら、どうすればいいですか？ 

 
 

A 活動が停滞してしまった場合でも、まずは活動を「継続する」こと 

を心がけましょう。そのためには、個人の都合にあわせて参加でき 

るなど、無理なく続けられる活動のしくみも大切です。 

積極的だった代表者が代替わりしてしまった、いつも同じような活動で飽きてし

まった、等々。活動の停滞は、どこの団体でもみられる悩みのひとつです。 

しかしながら、活動が停滞しないよう事前に取り組むことはできます。例えば、

活動に対してあまり制限や決まりごとをつくらず、個人の都合にあわせて参加でき

るようにするなど、誰もが無理なく続けられる活動のしくみをつくっておくことが

大切です。 

また、活動の成果を参加者が把握していることも大事です。活発な活動が継続し

ているところは、「我々の活動が地域に必要とされている」という気持ちが強いモチ

ベーションでつながっています。 

そのほか、他団体の事例を参考にしたり、連携したりすることも活動継続のキー

ワードです。もし、活動の停滞の原因が人材不足なのであれば、ネットワーク内の

他団体と一緒に活動するなどして、活動を継続することが大切です。活動が継続さ

えしていれば、巻き返しのチャンスは必ず巡ってきます。 

 
できる時間に設定、負担がかからないようにす

る…防犯活動などでは、メンバーの都合にあわ

せて活動時間が設定されています。 
（写真は、庄内学区連合町内会ホームページよ

り、自家用車による青パト活動） 
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Q 必要な備品や資機材はどうやって揃えたらいいですか？ 
 
 

A 必要な備品や資機材の購入は計画的に行いましょう。 

災害時に必要な物資や資機材などは、市の補助事業を活用したり、 

民間事業者と応援協定を結ぶといった方法もあります。 

基本的には町内会費や団体会費からの支出で購入していくことになりますが、ボ

ランティアで参加している以上、多くの支出は望めません。ですから、一度に購入

するのではなく、年度ごとに計画的に揃えていきましょう。 

また、さまざまな支援制度を利用するため広く情報収集に努めることも大切です。 

地道な活動が評価されれば、国等の行政側からモデル地区に指定され、支援を受

けられる場合もあります。 

そのほか、地元企業や民間事業者とふだんから協力関係を築いておくことで、寄

附金や物的支援などが得られることも考えられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防犯パトロールに必要な準備品。原則は自己

負担ですが、警察や行政からの支援をうまく

活用している団体も多く見られます。 
（写真は、大分県日出町・しまやま会の防犯

グッズ） 
 
 
 

 
市民と行政をつなぐ情報紙・くらしの便利帳 

（おかやまし市民生活ガイド） 
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Q 財源の確保に向けて、何かよい方法はありますか？ 

 
 

A バザーやリサイクル可能な資源の回収による収益（財源）などが考え 

られます。 

ただし、活動者や地域への周知が必要です。 

組織としてある程度の活動資金の確保について工夫することが必要です。また、

資金確保のための活動そのものを通して、地域の安全・安心への理解を深め関心を

高めることも考えられます。 

例えば、バザーや地域行事での物産の販売による収益を活動の財源に充てたり、

リサイクル事業者から、学区・地区内のリサイクル可能な資源（空き缶、空き瓶、

古布、雑誌など）の受け入れの見積りをとり、 も有利な業者に回収してもらい、

財源とする方法もあります。ただし、その際は安全・安心ネットワーク活動に必要

な物資を購入する等「明確な目的」を設定し、それを地域の方に周知させておく必

要があります。 

当該目的を地域の方々が共有することで、資源提供（リサイクル）に伴う収入の

蓄積（業者からの買取り料金の蓄積）が進むようです。 

 
 

コラム：安全･安心の“知恵の輪”をつくろう 

本レポートでは、安全・安心ネットワークにおける、組織や活動など、市内の

先進的な学区・地区での活動状況や意見をもとに、他の参考となる知識を掲載し

てきました。 

しかしながら、地域の課題はさまざまありますし、学区・地区によって、その

取り組み方も違います。 

皆さんの地域活動のなかにも、さまざまな思いやアイデアが詰まっています。 

こうした知識を蓄積し、市内の安全・安心ネットワーク全体で共有することで、

地域の安全・安心な暮らしを互いに支え合う市内全体の大きな“知識の輪”をつ

くりだすことにつながります。 

今後、ＩＣＴを利活用してインターネット上に安全・安心ネットワーク活動の

知識を収集し、保存し、デジタル化して、保存することで資料を単なる文書管理

のみとするのではなく、誰でもが活用できる知識となるしくみ（ナレッジデータ

ベース）として構築する予定です。 

みなさんの持つさまざまな知識をこのデータベースに蓄積し、活用しながら、

よりよい地域課題の解決方法を見出し、さらなる安全・安心ネットワークの活動

を展開していきましょう。 
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Ⅳ－６．先進活動事例の紹介 
 

ここにあげる地域活動の事例は、他市町村で取り組まれている活動の一例です。 

新しく活動を始めようとするとき、また現在の活動に行きづまったり、困ったりし

たときのヒントが事例のなかにあるはずです。良い事例がみつかったら、積極的に「ま

ね」をしてみてください。 

 

１．防犯活動 

◎ 無理をせずできることから 安心して暮らせる地域づくり 

（ＰＴＡと連携しながら無理せず続ける防犯パトロール：茨城県 牛久市） 

都市部の住宅団地では、サラリーマン世帯が多く、日中人が少ないことから、空き

巣など治安の悪化が心配されています。この地域も例外ではなく、数年前から空き巣

や車上狙いなどの犯罪が発生するようになり、防犯対策が求められていました。 

そこで、地域の女性数人が始めた試みを、自治会が自主的にバックアップするかた

ちで防犯パトロールが始まりました。およそ１か月半の募集で、初回には女性を中心

に約 60 名の自治会員が防犯パトロールに参加しました。 

自主的な活動なので、長く続けるためには無理があってはいけません。そこで、原

則として数人でひとつの班になること、各班は少なくとも月１回都合のよい時間帯に

パトロールを行うことなどを、全員参加の会議で決定しました。全員参加でルールづ

くりや打合せを行ったことで、パトロール参加者同士の考えが確かめられ、意欲が高

まりました。また自治会の防犯パトロールと同時期に、地域の小学校のＰＴＡが中心

となってウォーキングパトロール（散歩を兼ねて登下校時の児童の安全を守るパトロ

ール活動）も始まりました。ウォーキングパトロールがＰＴＡだけでなく地域に住む

人々の参加を求めていることを知り、一緒に活動することにしました。今では両方の

活動に参加する人も出てきて連携が深まり、昼間のパトロールが強化されました。 
 
 

◎ 高齢者の振り込め詐欺被害を未然に防ぐ取り組み 

（振り込め詐欺防止のための地域や事業所の連携：富山県 黒部市） 

富山県の黒部市 生地地区では、防犯活動として、「振り込め詐欺」による被害を防

ぐため、市や警察署、地区内の金融機関と連携し、注意喚起を行うほか、高齢者等の

高額の振込みがある場合には、窓口で未然に振込みを防ぐよう協力を要請し、効果を

あげています。 
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２．防災活動 

◎ 楽しく防災の輪を広げる活動 

（幅広い世代の参加をめざす防災活動事例：兵庫県 加古川市） 

兵庫県の加古川市では、阪神・淡路大震災以降、多彩なアイデアを出し合いながら

「マンションの災害対策」に取り組んでいます。 

すべての人に防災意識を持ってもらうため、「グリーンだより」（広報誌）及び「グ

リーンネット」（マンション運営情報及び緊急情報伝達システム）、「ニューメディア

システム」（テレビの空きチャンネルを利用したコミュニティ放送）、「命のライセン

ス」（災害発生時の行動指針を示した小冊子）等を利用し、情報提供設備の充実を図り

ました。 

また災害時に主に成人を対象とした「助けることができる人」、主に高齢者等の災害

時要援護者を対象とした「助けてもらいたい人」の登録制度、「子どもたちとの合同の

町内夜回り」、世代間交流を目的とした「餅つき大会」等、すべての世代が防災活動に

参加できる行事を実践しています。 
 
 

◎ 身近な家庭内安全策への取組み 

（家具転倒防止策事例：岐阜県 恵那市） 

恵那市では、「恵那市家具転倒防止実行委員会」を立ち上げ、高齢者に対して家具の

転倒防止のために、家具の固定を行っています。 

平成 16 年に行った第 1 回ボランティア作戦では、まず一人暮らし高齢者に対して、

家具転倒防止に関する意向調査を行って防止対策申請者を募りました。同時に、ボラ

ンティアを募集し、参加者に対して、「家具転倒防止の必要性・重要性」の講演や家具

の取り付け方法などの講習会を数回行いました。作戦当日には、各種団体総勢約 900

人が参加し、142 人の申請者宅へおもむき、寝室や居間等の家具の固定を実施しました。 

平成 16 年以降も自治会等からの申請を受け、市の取組みとして継続的に行っていま

したが、平成 19 年度には第 2回ボランティア作戦を実行しています。 
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３．環境美化活動 

◎ 落書き消しではぐくむ地域の輪 鴻巣ひばり落書き消し隊 

（落書き消しから始まった地域の交流・環境保全活動事例：茨城県 友部町） 

地域の跨線橋の壁面に、油性スプレーで悪口などを書いた落書きがあり、景観を損

ねるだけでなく、子どもへの悪影響や治安の悪化が心配されていました。これまでは

消すための材料を買う資金がない、作業をする暇がないなどの理由で放置されたまま

でしたが、線路を挟んで隣り合う 2 つの子ども会が協力しあって「鴻巣ひばり落書き

消し隊」を結成し、落書き消しを協力して行うことになりました。 

落書き消し活動には、子どもたち、保護者、高齢者クラブの人たち、地域の人たち

などが総勢 120 人も集まり、落書き消しは大成功。住民自らが落書き消しの作業をし

たので、「きれいな状態のままであってほしい」との気持ちが芽生え、自分たちで管理

するようになりました。 

この結果、下校時の見守りが行われるようになるなど、落書き消しが、新たな活動

や地域での人間関係づくりのきっかけともなっています。 
 
 

◎ 環境活動を契機とした防災活動の展開 

（環境活動を兼ねた防災活動事例：富山県 氷見市） 

平成 12 年 2 月に「悪質商法追放モデル地区」に指定されたことを機に、住民が自

主的に地区内を巡回し、道路に不法投棄された廃棄物の回収も行っていましたが、

こうした活動を組織的・効率的に実施するため、「八代環境パトロール隊」を結成し、

その後、防災活動も実施しています。 
 
 

◎ 買い物袋持参運動と連携した環境学習の展開 

（日常生活のなかでの環境活動事例：広島県 広島市） 

広島県 広島市では、毎月 1日を「広島市買い物袋持参デー」として制定。買い物

袋持参デー店頭キャンペーンを開始し、教育委員会、学校に呼びかけ、社会科の授

業の一環として、店舗の近隣小学校も参加する活動へ発展しています。 
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４．地域福祉活動 

◎ 地域のなかの“現代の寺子屋”地域ぐるみの青少年健全育成 

（地域における新たなコミュニケーション・交流機会づくり事例：茨城県 鹿嶋市） 

子どもたちの健全育成のためには、学校や家庭だけでなく、地域を舞台とした体験

学習や、地域の人々が子どもたちを見守り育てる環境づくりが重要です。しかし、実

際は、学校や家庭のほかに子どもたちの居場所がなく、また、 近はお父さんたちと

の交流も減り、地域のなかでいろいろなことを学ぶ機会が失われつつあります。 

そこで、子どもたちが同じ小学校に通っていたのをきっかけに、「父親の参加」と「地

域の子どもたちは、地域の手で育てる」をモットーに地域の有志 7 人が集まり、鉢形

（はちかた）小学校児童支援の会「はちっこサポーター」を発足し、学習サポートと

体験学習を一体化した「はちっこ寺子屋」を、地区公民館で月に一度、土曜日の午前

中に開催しています。 

活動を始めて半年ほどは 7 人のサポーターで切り盛りし、活動に参加する子どもた

ちの安全確保に気を配りながらの取り組みは、大変なものでしたが、地元の祭りで活

動記録を広報したことにより、活動が広く認知され、地域の人々の協力を得ることが

できました。今ではサポーターの数も 23 人に増えています。 
 
 

◎ 「見守りステッカー」を活用した高齢者への見守り活動 

（ひとり暮らし高齢者への見守り･声かけ運動：北海道 札幌市 東区） 

北海道札幌市東区にある北栄地区福祉のまち推進センターでは、町内会役員・民生

児童委員が核になり、ひとり暮らし高齢者の方々などを、地域ぐるみで支援していく

ネットワークづくりを進めています。 

「震災等の災害時の救援」「見守り・声かけ運動」等を近隣の方々に協力をいただき、

活動を支える協力員になられた方には、「見守りステッカー」を玄関先に貼ってもらい、

心ふれあう優しいまちづくりをめざしています。 
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５．健康づくり 

◎ 「さわやかウォーキング」で健康に 

（ウォーキングによる健康づくり活動事例:宮城県 伊具郡 丸森町） 

人口約 19,000 人の丸森町は、福島県との県境に接した山間の町です。高齢化率は全

国平均をはるかに超え、ひとり暮らしや寝たきりのお年寄りは350人を超えています。 

そこで、町では「寝たきりにしない、させない、ならない」を合い言葉に、高齢者

の健康増進に力を入れています。 

歩くことの少なかった町民に歩くことの大切さを伝えるため、平成 4 年から町保健セ

ンターや教育委員会などが中心となって「さわやかウォーキング運動」を始めました。 

大の障害は『参加者＝老人』という意識をどうすれば取り除くことができるかで

あったが、そのためにウォーキングを呼びかける看板を作製したり、さらに年 3 回の

ウォーキング大会等、各地域の人々が交流できるよう、阿武隈川の河原など風光明媚

な場所を選ぶなど工夫しました。 

また、参加者に具体的な目標を持ってもらい、歩くことを習慣にしてもらうため、

「ウォーキング手帳」を配布。参加者は、1日 5,000 歩以上を歩くと手帳の中にある 1

マスを塗りつぶす。それが 100 日に達すると、万歩計が町から贈呈されます。 

参加者も年々増え続け、今ではすっかり定着しています。 初のころ参加するのは

高齢者ばかりでしたが、 近は若い人もどんどん参加するようになり、ウォーキング

を通じての交流も生まれています。 
 
 

◎ 寝たきり予防で、元気なお年寄りを増やす 

（保健師と連携した健康づくり活動事例: 熊本県 天草町） 

健康づくり推進員と保健師が連携し、閉じこもりや認知症予防を目的とした「シル

バースクール事業」を開催。食生活改善推進協議会も各種の栄養教室を開くなど、多

彩な活動を続けています。 
 
 

◎ 高齢者が同乗して防犯パトロール 

（高齢者の閉じこもり防止と防犯活動の連携事例: 北海道 上富良野町） 

高齢者の閉じこもりを防ぐために、高齢者の方にパトロール車両に同乗していただ

き、ともに地域を見守る「目」となってもらう等、防災･防犯での活動を通じて、これ

まで地域の見守りや声かけといった福祉的な側面を持つ活動との連携も活発に行われ

ています。 

 
 


