
平成 30 年度港南区元気な地域づくりフォーラム 開催報告 

1 開催概要                                         

  （1） 日 時 平成 31 年 3 月 2 日（土） 13 時 30 分～15 時 30 分 

  （2） 会 場 港南区民文化センター ひまわりの郷 

  （3） 主 催 港南区連合町内会長連絡協議会 港南区社会福祉協議会 港南区役所 

  （4） 参加者 325 名（29 年度：302 名 28 年度：380 名 27 年度：406 名） 

 

2 開催プログラム                                      

   ◆30 年度の「協働による地域づくり」について 

                港南区連合町内会長連絡協議会 藤田 誠治 会長 

 

   ◆港南ひまわりプランについて 

 

   ◆地域の取組発表 

   （1）自治会町内会など地域の取組＜前半＞ 

     ◇七色カフェでのコミュニケーション（美晴台自治会 渡邊 正一 会長） 

     ◇ぷちカフェ（大久保最戸地区社会福祉協議会 横川 朱實 会長） 

   （2）中学生によるグループ発表 

     ◇高齢者を対象とした詐欺について（横浜市立南高等学校附属中学校） 

   （3）より良い地域づくりに取り組む事業者紹介 

     ◇ファミリー・ホール港南台斎場（安藤 佳之 様） 

     ◇指圧・マッサージセンター港南台（板倉 将人 様） 

     ◇YOU SHOP マルヤス港南（丸山台いちょう坂商店会 本間 泰輔 会長） 

   （4）自治会町内会など地域の取組＜後半＞ 

     ◇日野南カレー屋（世代間交流を進める会 杉山 静枝 様、脇田 和郎 様） 

     ◇あいさつ運動（日下地区あいさつ運動推進チーム 難波 明子 様、鈴木 叶男 様） 

 

   ◆31 年度の取組の方向性について 

                港南区連合町内会長連絡協議会 藤田 誠治 会長 

フォーラムの様子                                             

◎30 年度の「協働による地域づくり」について ◎港南ひまわりプランについて 

 

 

 

 

藤田会長が 

今年度の活動を    しゃべっ Ciao♪の報告など 

振り返りました     プラン３年間の取組を紹介しました 

 

◎自治会町内会など地域の取組＜前半＞       ◎ちょこっと体操 

 

 

 

地域で居場所づくりをしているお 2 人のお話を深掘り！   座ったままできる体操、みんなでグーパー！ 

 

◎中学生によるグループ発表             ◎より良い地域づくりに取り組む事業者紹介 

 

 

 

 

寸劇を交えた詐欺対策は、とてもためになりました  地域の事業者もゆるやかな見守りに協力しています 

 

◎自治会町内会など地域の取組＜後半＞               

 

 

 

 

 

 

 

地域活動の熱い思いを伺いました           裏面あり 



3 アンケート結果                                          

（1）回答数／回収率   129 件／40％ （㉙142 件／47％ ㉘142 件／44％ ㉗105 件／26％） 

（2）項目別回答状況 

  ➀ 満足度 

    

 

 

 

 

 

  ② 開催時間の長さについて 

  短い  ：１（0.8％）     やや短い：７（5.4％）     ちょうど良い：91（70.5％） 

    やや長い：25（19.4％）    長い  ：３（2.3％）     未回答   ：２（1.6％） 

 

③ 「協働による地域づくり」を充実させていくために、重要だと思うこと（3 つまで選択） 

 ※【 】内は昨年度の順位 

1 位 地域住民の理解と協力      １０６【１位】 ４位 行政職員等の理解と協力 36【４位】 

２位 地域活動の担い手（役員等）の確保 １０５【２位】 ５位 活動場所の確保     23【６位】 

３位 各種団体間の連携協力      ５０ 【３位】 ６位 活動資金の確保     18【５位】 

 

④ 今後、フォーラムで聞いてみたい地域での取組事例のテーマ（３つまで選択） 

 ※【 】内は昨年度の順位 

1 位 防災・減災       52【３位】  ８位 助けあい活動（福祉ﾈｯﾄﾜｰｸなど） 19【新設】 

２位 見守り・支えあい活動  48【２位】  ９位 災害時の要援護者に関する取組  18【８位】 

３位 地域活動の担い手確保  45【１位】 １０位 地域住民と障がい児・者との交流 16【８位】 

４位 地域の活性化・イベント 34【６位】 １１位 防犯活動            11【１１位】 

５位 高齢者の居場所づくり  29【４位】 １１位 青少年育成・居場所づくり    11【６位】 

６位 多世代交流活動     28【５位】 １３位 子育て支援           10【１２位】 

７位 健康づくり       22【１０位】 

 

⑤ 印象に残ったこと、感想やご意見など（抜粋） 

 〇充実した企画でとてもわかりやすく、どの部門の発表も大変良かったです。 

 〇皆さんが楽しく取り組んでいる姿が印象に残りました。地域活動の原点ですね。 

 〇発表していただいた地域の方も世代を超えた地域づくりに取り組んでいることが分かった。若い人を 

巻き込むのは大変ですが、やはり若い人の力は必要だと思いました。 

 〇様々な地区の活動を聞き、社協や民生委員の活動目的に同じ部分があるように思いました。これら団 

体の横のつながりができればもっと良い活動ができるのではと思いました。 

   〇中学生の活動に感心いたしました。熱心に活動されている方々の想いを知り、自分には何ができるの 

かを考えていきたいです。 

〇中学生の寸劇が楽しく、また休憩前の体操もあり疲れず見ることができました。 

 〇見守り協力事業者自身が協力者を広げる活動をされていることが印象に残りました。 

 

4 31 年度の取組の方向性について                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

藤田会長が 31 年度の方向性    区長による前半の振り返り       ロビーでの展示 

         を共有しました 

 満足 やや満足 やや不満 不満 未回答 

30 年度 54（41.9％） 67（51.9％） 3（2.3％） 0（0％） 5（3.9％） 

29 年度 72（50.7％） 58（40.8％） 4（2.8％） 0（0％） 8（5.6％） 

28 年度 62（43.7％） 66（46.5％） 9（6.3％） 0（0％） 5（3.5％） 

27 年度 60（57.1％） 36（34.3％） 3（2.9％） 0（0％） 6（5.7％） 

 地域で取り組む主なテーマ 

 ➀防災・減災 ➁見守り・支えあい ➂地域の魅力づくりと担い手確保 ➃健康づくり 

 

地域でつながりを強めるための取組方針 

区制５０周年を機に、「愛あふれる❤ふるさと港南に」をテーマに、さまざまな取組を通じて地域の

つながりを深め、未来を担うこどもたちに「ふるさと港南」をつないでいきましょう！ 
① 地域活動者どうしのコミュニケーションを充実させましょう！ 
 ◆地区ごとに自治会町内会を中心に様々な地域活動者が集い、それぞれの取組や課題について、 

意見や情報を交換する場を年１回以上開催し、地域の様々な取組をより一層充実させます。 

 ◆地区定例会に活動団体の代表者が参加するなど団体間の協力・連携を促進します。 
 ◆住民の理解と協力を促すための PR や誰もが気軽に参加できる工夫を行っていきます。 
② 一人ひとりができる範囲で参加し、向こう三軒両隣に「お互いさま」の関係を築き、 
 身近な地域での取組を進めていきましょう！ 
 ◆「港南ひまわりプラン」をそれぞれの地区で前進させ、これからの地域をより良くする活動を 
  さらに進めます。 
 ◆超高齢社会を支えるため、地区連合町内会と地区社会福祉協議会などが連携を深め、一人ひとり 

の困りごとの解決に取り組む助け合いの活動(福祉ネットワークなど)を広げていきます。 
 ◆小学生が安全に登下校できるよう「港南ひまわり８３運動」を進めるほか、「あいさつ」や 
  「声かけ」など、見守り・支えあいの輪を広げていきます。 
 ◆防災・減災や見守り・支えあいの取組を通じて、単位自治会町内会を基盤とした協力・連携を 

進め、一人ひとりが自助・共助の大切さを共有・実践し、地域の特性を生かした災害時の 
  要援護者支援や安否確認の取組など「災害から地域を守る仕組みづくり」を継続して進めます。 
 ◆各家庭で防災・減災について考え・話し合い、備えることができるよう「防災５箇条」の周知を 

徹底し、あわせて「携帯トイレパック」の普及を行います。 
 ◆次の世代を担う子どもたちに豊かなふるさとを引き継ぐため、廃食用油のリサイクルや河川 
  のクリーンアップなど、できることから環境活動に取り組んでいきます。 
③ 地域と行政などが一緒になってそれぞれの役割を考え共に取り組みましょう！ 
 ◆地域、区役所、区社協、地域ケアプラザなどがともに地域について学び合う場『学び舎ひまわり』 
  を充実させ、連携を強化します。 
 ◆区全体で地域づくりに関係する様々な団体の代表者が集い、それぞれの活動情報などを共有する場 

「協働による地域づくり推進協議会」を充実させ、さらなる協働による取組を進めていきます。 


