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１．地域の現状                     

 

①大山口小学校区基礎データ（令和３年４月１日現在） 

【人口・世帯】 

  男 4,635 人 女 4,423 人 合計 8,788 人（市全体 62,951 人） 

65 歳以上  2,174 人  高齢化率     24.7％（市全体 27.2％） 

  15 歳～64 歳 5,377 人  生産年齢人口比率 61.2％（市全体 59.2％） 

15 歳未満  1,237 人  年少人口比率   14.1％（市全体 13.6％） 

3,554 世帯（市全体 26,247 世帯） 

 

 【自治会】 

  自治連合会加入自治会数 ７自治会（市全体 89 自治会） 

 

【学校】 

  白井市立大山口小学校 児童数 554 人（21 クラス） 

  白井市立大山口中学校 生徒数 665 人（22 クラス） 

 

②地域の宝 

第 1 回まちづくり協議会設立準備会におけるワークショップ「大山口小学校区の

宝さがし」より（令和元年 8月 25 日実施） 

 

【ハード系】（施設・建物・店） 

●お気に入りの施設 

・教育施設（小中学校が小学校区域内にある） 

・西白井コミュニティプラザの建設に期待 

・図書館、複合センター(本が読みやすい環境) ・ニュータウンの歩道、緑道 

・中木戸公園（ボールが使える） ・西白井コミュニティプラザの建設に期待 

●誇れる施設 

・コンビニが充実している ・商店が充実している ・風紀を乱す施設がない 

・小学校に空き教室がない ・医療施設が充実している 

・集会所が充実している  ・保育所の数が多い 

●誇れるインフラ 

・区画が整理されている ・住環境が良い（敷地が広い）  

・道路環境が良い（国道１６号など） ・調整池が整備されている  

・水はけが良い ・上下水道などのインフラ整備がされている 



●誇れる公共交通 

・鉄道で様々な場所に行ける ・空港へのアクセスが良い 

・様々なバスが通っている ・駅が近い ・地元以外の車の往来が少ない 

●安全なまち 

・災害（地震、水害等）に強い ・がけ地が少ない 

 

【ソフト系】（ひと・イベント） 

●人（ボランティア） 

・放課後こども教室の高齢者ボランティア ・青パトによるパトロール 

・防犯パトロール ・ごみ拾いなどボランティア活動 

●人（特徴・交流） 

・地域の人が協力して子ども達を見守り 

・学校への美化作業等の協力 ・高齢者が子ども達を見守り 

・子どもからあいさつしてくれる ・話し合えるような市民が多い 

・若い人も誘うと飲み会に参加する ・父親同士のつながりがある 

・子ども達が誘い合って参加している ・子どもが楽しめる行事が多い 

・子ども達の学力が高い ・コミュニケーションツールが多い 

・子どもから大人まで参加 ・ボランティア活動をやれる人が沢山いる 

・芸能人が多い ・地域の年齢のバランスが良い 

●地域 

・治安が良く住みやすい ・立地条件が良い 

・大山口小区の地域社会が一番良い 

●イベント（地区全体） 

・夏祭り 

●イベント（自治会主催） 

・もちつき ・クリスマス会 ・夏祭り 

 

【環境系】 

●自然環境  

・大山口中学校の近くの金山落としにきれいなヤマフジがある 

・北総線沿いの桜がきれい ・梨、イチゴ狩りもある 

●生活環境 

・道路がきれい ・道路が広い ・遊歩道がある ・公園が多い 

・工場がなく空気がきれい 

・高齢者が買い物しやすいコンビニエンスストアや１００均ショップがある 



・スーパーやお店が多い ・都会に出やすい ・交通の便利が良い 

・都会と田舎の両方楽しめる ・都心に近いのに土地が安い 

・人間を感じられる環境がある ・住環境が良くて癒される ・静か 

・（小学校区全体で考えると）人口の地域バランスが良い 

・高い建物がなくて良い ・マンションが少ない 

・地域の人の集まれる拠点がある 

●子育て環境 

・通学路が整備されている ・子どもを見る目が温かい 

●安全・防犯 

・水害のリスクが低い ・地震にも強い 

・地域の方により地域の安全が守られている 

 

③地域団体の活動 

※団体活動棚卸しヒアリング調査より（令和元年 7～9月実施） 

【１】自治連合会大山口小学校区支部 

組織概要 
7 自治会で構成 

支部長、副支部長、会計、監事、書記、等 

強み・自慢・売り 
・経験豊富な高齢・シニア層とエネルギーと体力がある若い

層が両方いる 

主な事業 
■大山口小学校区合同夏祭り 

■防災訓練 

 

【２】大山口小学校区地区社会福祉協議会 

組織概要 

推進委員 41 人 

（個人・民児協・自治会・小学校ＰＴＡ、小学校、社協・高

齢者クラブ） 50 歳代～70 歳代が中心 

ボランティア 73 人 

会長 1名、副会長 2名、会計、庶務、広報、ほか 

活動体制…定例推進委員会（年 7回） イベント毎に事業運

営グループをつくり、企画・推進 

強み・自慢・売り 
・組織がしっかりしており、一人ひとりできる人が集まって

いる 

主な事業 

■お元気ですかコール 

■ふれあい・支え合い食事会 

■ほのぼの会 

■ふれあいスポーツ 



■メンズクッキングタイム 

 

【３】西部地区民生委員児童委員連絡協議会 

組織概要 

西部地区全体で定数 25 人 

大小区定数 10 人 

［内訳］民生委員 9人、主任児童委員１人で 1 名欠員 

任期：3年 

次期から大小区定数 12 名に増 

強み・自慢・売り ・みんな協力を惜しまず頑張って活動してくれる 

主な事業 

■地域への訪問（見守り）活動 

■心配事相談の相談員（年 3～4回程度） 

■学校訪問 

■米寿のお祝い品の配達 

■地区社会福祉協議会、各種地域活動・イベントへの参加 

 

【４】青少年相談員連絡協議会 

組織概要 

31 人（第 20 期青少年相談員）のうち、大山口小学校区は４

名 任期：3 年間 

年齢層 20 歳代～50 歳代 

強み・自慢・売り 
・メンバーが持っているものを活かし、長年継続して実施し

てきた活動実績 

主な事業 ■西白井地区通学合宿 

 

【５】大山口小学校ＰＴＡ 

組織概要 

492（世帯数+教職員） 

会長、副会長、会計、会計監査 

本部役員会の下に、学級委員会、校外委員会、選考委員会、

サポート委員会、運動会委員会があり、地域との接点は校外

委員会が中心 

強み・自慢・売り 
・子どもを持つ集まりという共通項 

・子どもの卒業とともに会員が循環していく 

主な事業 

■危険個所マップアンケート 

■夏季パトロール 

■子ども 110 番・パトロールシート配布 

 

 



【６】大山口中学校ＰＴＡ 

組織概要 

662（世帯数+教職員） 

本部役員会の下に、学級部会、環境整備部会、校外指導部会、

役員選考部会があり、地域との接点は校外指導部会（16 人）

が中心 

強み・自慢・売り ・若さと活気、本部役員のコミュニケーション 

主な事業 

■大山口中学校区通学路状況観察 

■大山口中学校区三校合同パトロール 

■大山口中学校区こども 110 番会議 

■夏期パトロール集計 

 

【７】高齢者クラブ大松長寿会 

組織概要 

会員：61 人（微増傾向） 

70～90 歳代中心 男 24 人、女 37 人 

役員：会長 1 人、副会長 3 人の他会計、監査 

全体で 4班体制、役員が各班の班長兼務 

班長の役割は回覧、参加者の取りまとめ 

強み・自慢・売り ・会員同士は友好的、協力的 

主な事業 ■定例親睦会 

 

【８】高齢者クラブ大山口大寿会 

組織概要 

会員：72 人 

80 歳以上が多い 

役員：会長、副会長、会計、会計監査、幹事 

強み・自慢・売り ・ざっくばらんな関係と雰囲気 

主な事業 ■月例会 

 

【９】ふれあい大松 

組織概要 

会員：15 人（減少傾向） 

70 歳代中心、男 2人、女 13 人 団体創設から 8 年 

役員：会長、副会長 1人ずつ 任期はなし 

強み・自慢・売り 
・頼めば来てくれる、やってくれる協力的な関係（スタッフ

及び参加者を含め） 

主な事業 
■ふれあい大松サロン 

■ふれあい大松健康体操教室 

 



【１０】ＮＰＯ法人まちづくり西白井 

組織概要 
会員：14 名 

役員：7名 理事長 1名、副理事長 1 名、監事 1 名 ほか 

強み・自慢・売り 
・メンバーそれぞれに専門性や多彩な経験・技能を持ち合わ

せている 

主な事業 

■清掃活動 

■交通安全活動 

■ラジオ体操 

 

 

④アンケート調査結果 

【アンケートの実施概要】 

名  称 大山口小学校区まちづくりアンケート 

目  的 大山口小学校区の暮らし、地域活動、地域課題、これからのまち

づくり等への意見、意向を把握し、これから市民が主体になって

取り組む「小学校区単位のまちづくり」を検討する基礎資料とし

て活用する。 

対  象 大山口小学校区在住の 18 歳以上の男女 800 人 

調査期間 令和元年 8月 21 日（水）～9月 9 日（月）の 20 日間 

方  法 郵送配布・郵送回収 

回 収 率 38.0％（有効回答数 304 件） 

 

※まちづくりアンケート調査結果については、次ページ以降みんなでまちづくり通

信第２号・第３号紙面（一部抜粋）にて報告します。 

 

  



まちづくり通信第２号・第３号（PDF 4 ページ挿入）  



２．地域の課題（分野ごとの課題、地域団体の課題）    

 

①分野ごとの課題 

※第１回みんなでまちづくりトークにおけるワークショップ「大山口小学校区の

魅力と地域課題」より（令和元年 10 月 26 日実施） 

【１】防犯（魅力：犯罪が少ない） 

地域課題キーワード 地域課題の具体的内容 

❶防犯カメラ 設置なし 

❷街路灯・防犯灯 暗い、少ない 

 

【２】交通安全（魅力：子どもの見守り活動が活発） 

地域課題キーワード 地域課題の具体的内容 

❶車 
右側通行のごみ収集車、生活道路でスピード出しすぎ、

車が多く危ない所あり、中木戸公園の違法駐車 

❷自転車 歩道が狭い、自転車通学の子ども 

 

【３】防災（魅力：災害が少ない、災害に強い） 

地域課題キーワード 地域課題の具体的内容 

❶防災意識 低い 

❷地域防災 

弱い、訓練参加者が少ない、災害時の対応方法が不明

確、要支援者リストがない、統一組織がない、高齢者が

心配 

❸インフラ 災害時に心配（電気・ガス・水道） 

 

【４】子育て・青少年の育成（魅力：子どもが明るく元気） 

地域課題キーワード 地域課題の具体的内容 

❶遊び 
遊び場不足、道路での遊び危険、ボール遊び場所なし、

外で遊ばない 

❷健全育成 夜間の出歩き、未成年バイクの危険運転 

❸小中学校 
小学校との連携不足、挨拶できない先生、通学区域の

分断 

❹保育・教育施設 
保育園が徒歩圏にない、いい高校がない、進学校が遠

い 

➎子ども・若者 子ども・若者が少ない 

 



【５】福祉・健康づくり（魅力：元気な高齢者・シニアが多い） 

地域課題キーワード 地域課題の具体的内容 

❶高齢化の進行 
対策不十分、活力低下、ひとり暮らし増加、コミュニケ

ーションが困難 

❷健康づくり・疾病予防 
講習会の参加者が少ない、備え（予防）が不十分、健康

サークルが少ない 

 

【６】環境（魅力：自然が豊か・緑が多い、公園が多い、静かな環境） 

地域課題キーワード 地域課題の具体的内容 

❶街路樹・植栽 手入れ不十分、街路灯をさえぎっている 

❷ゴミ 
公園へのごみ捨て、ごみゼロ運動少ない、ゴミステー

ションがない 

❸草の管理 見通し悪く危険、不在宅の草ぼうぼう 

❹野良猫 野良猫の増 

 

【７】地域の交流・活性化（魅力：地域のサークル・ボランティア・コミュニティ

活動が活発） 

地域課題キーワード 地域課題の具体的内容 

❶自治会活動 低い 

❷交流機会・場 
自治会をこえた地域交流少ない、若い親の交流の場が

少ない、冬場の交流少ない 

❸つながり・助け合い 

近所付き合い希薄化、30～40 歳代のつながり希薄、各

地区のつながり希薄化、助け合いの仕組み不足、挨拶

しない人 

 

【８】地域活動の参加者担い手（魅力：－） 

地域課題キーワード 地域課題の具体的内容 

❶地域活動への参加者 

若い世代の参加少、地域活動の参加者少、自治会活動

の参加者少、働き世代は参加難、高齢化で活動者少、無

関心者、担い手不足、民生委員いない地区あり 

❷若い人の福祉・ボラン

ティア参加 
若い人の関心低く、参加少ない 

 

  



②地域団体の課題 

※団体活動棚卸しヒアリング調査より（令和元年 7～9月実施） 

【１】自治連合会大山口小学校区支部 

主な事業 

(課題・将来展望) 

■大山口小学校区合同夏祭り 

（全自治会の参加に至っていない（2自治会は独自に祭り開

催）） 

■防災訓練 

（参加者の減少） 

団体の課題 

❶人  ❷もの 

❸お金 ❹その他

❶１年交代が多く活動が積みあがらない、引継ぎが不十分 

❹小学校区内の地域差が大きく二極化しておりうまく融合

できていない 

団体活動を通して

感じる地域課題 

・行動力のある若いリーダーがいない 

・地域活動で効率的・効果的な会議が不十分 

 

【２】大山口小学校区地区社会福祉協議会 

主な事業 

(課題・将来展望) 

■お元気ですかコール 

■ふれあい・支え合い食事会 

（これ以上参加者が増えると運営困難になるが、参加したい

人が参加できる会にしたい。） 

■ほのぼの会 

（地域内の類似サロンとの住み分けや連携） 

■ふれあいスポーツ 

（高齢者より子どもの参加割合が増加） 

■メンズクッキングタイム 

団体の課題 

❶人  ❷もの 

❸お金 ❹その他

❷拠点施設の拡大 

団体活動を通して

感じる地域課題 
・高齢化による空き家の増加 

 

【３】西部地区民生委員児童委員連絡協議会 

主な事業 

(課題・将来展望) 

■地域への訪問（見守り）活動 

■心配事相談の相談員（年 3～4回程度） 

■学校訪問 

（大小、大中、第三小から子どもの情報を得る） 

■米寿のお祝い品の配達 



■地区社会福祉協議会、各種地域活動・イベントへの参加 

（他の団体との関わりをどうつくっていくか（高齢者クラ

ブ、コラボ白井、自主防災会等）） 

団体の課題 

❶人  ❷もの 

❸お金 ❹その他

❶なり手がいない 

❶若い人に存在を知ってもらいなってもらいたい 

❶必要な人に声をかけてもらいやすい存在になれればいい 

団体活動を通して

感じる地域課題 

・高齢化 ・外で遊ぶ子どもが少ない 

・子ども達の情報が把握しづらい 

 

【４】青少年相談員連絡協議会 

主な事業 

(課題・将来展望) 

■西白井地区通学合宿 

（運営・協力ボランティアの確保、参加者の確保、人材を確

保し継続的に安定した事業を展開したい） 

団体の課題 

❶人  ❷もの 

❸お金 ❹その他

❶人材の確保 

❶仕事等が多忙で会議や活動に参加できない相談員が多く、

若くて子ども・世話好きな人がほしい 

❶ボランティアは毎回個人のネットワークで協力要請して

いるが、安定的に確保したい 

❹参加者が増えない傾向がある 

団体活動を通して

感じる地域課題 

子どもたちのコミュニケーション力の不足 

➡挨拶の習慣づけが必要 

 

【５】大山口小学校ＰＴＡ 

主な事業 

(課題・将来展望) 

■危険個所マップアンケート 

■夏季パトロール 

（・住宅開発、交通量の増加などにより、車の抜け道が増え

つつある 

・見守り実施状況の詳細は未把握 

・以前は町内会（自治会）毎に校外委員を選抜していたが、

クラス毎の選抜に変更したため、校外委員会の地区バランス

が崩れ、地区密着度が低下している） 

■子ども 110 番・パトロールシート配布 

（協力者の維持・確保） 

団体の課題 

❶人  ❷もの 

❸お金 ❹その他

❶なり手の確保（生活スタイルが多様で難しい） 



団体活動を通して

感じる地域課題 

・地域間の温度差が大きい（生活スタイル、考え方） 

・地域が変化するスピードにまちづくりが対応できていな

い、リーダーが必要 

 

【６】大山口中学校ＰＴＡ 

主な事業 

(課題・将来展望) 

■大山口中学校区通学路状況観察 

■大山口中学校区三校合同パトロール 

■大山口中学校区こども 110 番会議 

■夏期パトロール集計 

団体の課題 

❶人  ❷もの 

❸お金 ❹その他

❶未加入者をなくす、活動の担い手の確保 

団体活動を通して

感じる地域課題 

・子どもの健全育成を阻害する目に見えない、親が知らない

危険が増えている 

 

【７】高齢者クラブ大松長寿会 

主な事業 

(課題・将来展望) 

■定例親睦会 

（全会員の参加が難しい（理由：病院、他サークルへの参加）

が、全員参加でバス等にて外出したい） 

団体の課題 

❶人  ❷もの 

❸お金 ❹その他

❷参加者増で会場が手狭になる 

団体活動を通して

感じる地域課題 

・高齢化が進行し、同じ高齢者でも元気に参加する人、参加

しない人と差がある 

 

【８】高齢者クラブ大山口大寿会 

主な事業 

(課題・将来展望) 

■月例会 

（70 歳代の新規会員の勧誘） 

団体の課題 

❶人  ❷もの 

❸お金 ❹その他

❶70 歳代の新規会員の勧誘 

（積極的に呼び込むか？自治会で迎え入れるか？） 

団体活動を通して

感じる地域課題 
・高齢化が進行し頑固な人が増える傾向がある 

 

 

 



【９】ふれあい大松 

主な事業 

(課題・将来展望) 

■ふれあい大松サロン 

（企画のマンネリ化、参加者の固定化の傾向があり、人材（PC

操作、会計、ネットワークがある人など）の確保、若い人た

ちの参加を得たい） 

■ふれあい大松健康体操教室 

（大松住民の参加が半数強のため、地区内の参加者を増やし

たい） 

団体の課題 

❶人  ❷もの 

❸お金 ❹その他

❶スタッフの高齢化・若返り、参加者の固定化 

団体活動を通して

感じる地域課題 

・高齢者が自分を高齢者と自覚していないためか、参加者が

増えない、活動に関心を持ってもらえない 

 

【１０】ＮＰＯ法人まちづくり西白井 

主な事業 

(課題・将来展望) 

■清掃活動 

（清掃活動の拡大（西白井駅くらいまでのエリアの公園）が

今後の検討課題） 

■交通安全活動 

■ラジオ体操 

団体の課題 

❶人  ❷もの 

❸お金 ❹その他

❹地域への法人の認知度の向上 

団体活動を通して

感じる地域課題 
・西白井地区の地域内のつながりが弱い（特に男性） 

 

 

  



３．大山口小学校区まちづくりの将来像（キャッチフレーズ） 

 

 

私たちが暮らす大山口小学校区には 8900 人余りが住まい、西白井、大山口、大

松、根、富塚の様々な地域で暮らしを営んでいます。 

これから私たちが住みよいまちをつくっていくためには、地域で生まれ育った人、

昭和 54 年から始まったニュータウン開発とともに移り住んできた人、西白井ベリ

ーフィールド等の新たな住宅開発で移り住んできた人、こうした様々な人たちが、

知り合い、つながり、若い世代から高齢者まで世代をこえ、地域が一体となって共

に助け・支え合っていくことが大切だと考えます。 

互いに助け・支え合う活動や暮らしの中で、地域に笑顔があふれ、みんなが楽し

く過ごせるまちが築かれていく。そして、笑顔は私たちの健康を生み出し、より豊

かな暮らしへとつながっていくものと思います。 

このような私たちの想いや願いを込め、ここに大山口小学校区のまちづくりの将

来像（キャッチフレーズ）を掲げます。 

 

 

 

世代をこえて⽀え合う 
笑顔あふれるまち 

 

 

 

令和元年 12 月 7 日に開催された第 5 回大山口小学校区まちづくり協議会設立準

備会にて、私たちが目指す地域の将来像（姿）について意見を交わし、思いを集め、み

んなで大山口小学校区のまちづくりの将来像（キャッチフレーズ）を１つ決定しました。

 

 

  



４．取り組み分野、事業目標、事業名、実施内容など（PDF  9

ページ挿入） 

 

  



５．大山口小学校区まちづくり協議会組織図（PDF 1 ページ挿入） 

 

 

 

 

  



６．大山口小学校区まちづくり協議会設立までの歩み    

 

①設立準備会の立ち上げからまちづくり協議会設立までの取り組み 

№ 時期 内容・目的など 

１ 令和元年 

６月２３日（日） 
●大山口小学校区みんなでまちづくりセミナー 

１．講演：みんなが主役の小学校区単位のまちづくり 

講師：千葉大学大学院社会科学研究院 

 教授 関谷昇 氏 

２．質疑応答 

３．大山口小学校区まちづくり協議会設立準備会委員・

小学校区まちづくり支援職員等の紹介 

２ ７月６日（土） ●第１回準備会設立会議 

【主な内容】 

１．準備会から協議会設立までの取組みについて 

２．住民アンケート調査について 

３．準備会運営に関する重要事項について 

３ ７月２１（日） ●第２回準備会設立会議 

【主な内容】 

１．住民アンケート調査（最終案）について 

２．準備会運営に関する重要事項について 

３．団体活動棚卸しヒアリング調査について 

４ ７月～９月 ●団体活動棚卸しヒアリング調査 

【目的】準備会構成団体の地域活動の現状・成果・課題等を

見える化し、準備会内にて共有・理解し、小学校区の現状と

課題、今後の取り組み等を検討する資料とする。 

【ヒアリング項目】 

①強み・自慢・売り ②組織 ③収支 ④主な事業（事

業名称、目的・内容等、参加者、運営・協力体制、課題・

将来展望） ⑤団体の課題 ⑥団体の将来展望 ⑦団体

活動を通して感じる地域課題 

５ 8 月２5 日（日） ●第１回設立準備会 

【主な内容】 

１．グループワーク「小学校区の宝さがし」 

２．団体活動の発表 



№ 時期 内容・目的など 

６ 令和元年 

8月 21日（水） 

～9月 9日（月） 

●まちづくりアンケート調査 

【対象】 

小学校区内在住の１８歳以上 ８００人 

【調査項目】 

①小学校区での暮らし ②日頃の関わりや地域活動 

③地域課題 ④これからの住みよいまちづくり など 

７ 9 月 23 日（祝） ●第２回設立準備会 

【主な内容】 

１．団体活動の発表 

２．団体活動にみる「共通点と特色」 

３．小学校区の人口構成の現状と今後の推移予測 

８ １0 月 26 日（土） 

 

●第３回設立準備会 

【主な内容】 

第1回みんなでまちづくりトーク 

対象：小学校区在住者 

①小学校区まちづくりアンケートの集計結果の報告 

②ワークショップ「小学校区の魅力と地域課題」 

９ １1月１7日（日） ●第４回設立準備会 

【主な内容】 

１．小学校区の地域課題の整理・集約（グループワーク） 

１０ 12 月 7 日（土） ●第５回設立準備会 

【主な内容】 

１．小学校区が目指すまちづくりの将来像（キャッチ 

フレーズの決定）（グループワーク） 

⇒「世代をこえて支え合う笑顔あふれるまち」に決定 

２．小学校区まちづくり協議会への市の財政支援（案）

 



№ 時期 内容・目的など 

１１ 令和 2年 

1 月 19 日（日） 
●第６回設立準備会 

【主な内容】 

第２回みんなでまちづくりトーク 

対象：小学校区在住者 

①これまでの検討内容と小学校区まちづくりアンケー

トの集計結果の報告 

②ワークショップ「地域の課題解決・魅力づくりに取り

組むアイディア」 

 

１２ ２月２日（日） ●第７回設立準備会 

【主な内容】 

１．小学校区まちづくり計画の策定について 

２．地域の課題解決と魅力づくりの取り組みアイディア

の優先度の検討 

 

１３ 2 月 23 日（日） ●第８回設立準備会 

【主な内容】 

１．地域の課題解決と魅力づくりの取り組みアイディア

の優先度の検討 

 

緊急事態宣言（新型コロナウイルス感染症の拡大）による延期 

１４ ７月１１日（土） ●第９回設立準備会 

【主な内容】 

１．新型コロナウイルス感染症防止に係る今後の公共施

設の利用について 

２．前年度の取り組みや協議の振り返りについて 

新型コロナウイルス感染症の拡大による延期 

１５ 10 月 11 日（日） ●第１０回設立準備会 

【主な内容】 

１．今後の設立準備会の進め方について 

№ 時期 内容・目的など 



１６ 令和２年 

11 月 1 日（日） 

●第１１回設立準備会 

【主な内容】 

１．グループワークの進め方についての検討 

 

１７ 11 月 22 日（日） ●第 12 回設立準備会 

【主な内容】 

１．グループワークについて 

２．コロナ禍における影響について 

３．今後の進め方の変更について 

 

１８ 12 月 13 日（日） ●第 13 回設立準備会 

【主な内容】 

１．グループワーク（取り組み項目の絞り込み） 

２．全体共有（取り込み項目の決定） 

 

緊急事態宣言（新型コロナウイルス感染症の拡大）による延期 

１９ 令和 3年 

3 月 27 日（土） 

●第 14 回設立準備会 

【主な内容】 

１．検討方法の変更についての提案 

２．担い手の検討についての提案 

 

２０ ４月 2４日（土） ●第 1５回設立準備会 

【主な内容】 

１．ワーキンググループでの作業と運営方法について 

２．ワーキンググループの決定に向けて 

 

２１ ５月 2２日（土） ●第 1６回設立準備会 

【主な内容】 

１．ワーキンググループ作業説明 

２．防災分野についての検討（模擬的検討） 

３．ワーキンググループでの検討結果発表・意見交換 

 

 

№ 時期 内容・目的など 



２２ 令和 3年 

５月２２日（土） 

～６月２０日（日） 

●ワーキンググループ活動 

※まちづくり計画策定にあたり、３つのワーキンググル

ープに分かれて話し合いを行った。 

【主な内容】 

８分野について、３グループに分かれ取組項目の精査

とまちづくり計画（案）の作成を行った（「防災」につい

ては、模擬的に防災担当以外のグループでも検討した）。

①生活環境ＷＧ 

開催日：５月２２日、６月５日、６月１９日 

②地域活性化ＷＧ 

開催日：５月２２日、６月１２日 

③安心安全ＷＧ 

開催日：６月５日、６月２０日 

２３ ７月１０日（土） ●第 1７回設立準備会 

【主な内容】 

１．ワーキンググループ検討結果の発表・質疑 

２．今後決定するべき３項目とその検討方法について  

２４ ７月３１日（土） 

～８月７日（土） 

●まちづくり計画検討会議 

※まちづくり計画を取りまとめるにあたり、各ワーキン

ググループから委員を選出し、検討チームを組織して話

し合いを行った。 

【主な内容】 

８分野と組織運営費について、予算配分を行った。 

第１回会議：７月３１日（土） 

第２回会議：８月７日（土）※一部オンライン参加 

緊急事態宣言（新型コロナウイルス感染症の拡大）による延期 

２５ １０月２４日（日） 

 

●第 1８回設立準備会 

【主な内容】 

１．まちづくり計画について 

２．規約と組織について 

 

 

 

№ 時期 内容・目的など 



２６ 令和 3年 

１１月２８日（日） 

●第 1９回設立準備会 

【主な内容】 

１．設立総会までにやるべきことについて 

２．本日決定すべき事項について 

３．規約と組織の修正内容について 

４．まちづくり計画について 

２７ １２月１８日（土） ●第２０回設立準備会 

【主な内容】 

１．協議会参加意向及び参加部会について 

２．役員候補（案）について 

３．議案内容のについて 

４．設立総会の運営について 

２８ 令和４年 

１月２２日（土） 

●第２１回設立準備会 

【主な内容】 

１．議案の最終確認について 

２．設立総会の運営について 

２９ ２月２７日（日） ●大山口小学校区まちづくり協議会設立総会 

【議題】 

１．規約（案） 

２．役員（案） 

３．まちづくり計画（案） 

４．令和３年度事業計画（案）及び収支予算（案） 

 

 

  



②大山口小学校区まちづくり協議会設立準備会委員（設立総会時） 

番号 所属団体 氏  名 

1 自治連合会大山口小学校区支部 支部長 鈴木 清孝 

2 自治連合会大山口小学校区支部 野水 俊夫 

3 大山口小学校区地区社会福祉協議会 会長 成田 秀雄 

4 大山口小学校区地区社会福祉協議会 福原 里美 

5 西部地区民生委員児童委員連絡協議会  会長 山下 昌江 

6 西部地区民生委員児童委員連絡協議会 石本 由美 

7 （前）西部地区民生委員児童委員連絡協議会 副会長 豊田  稔 

8 青少年相談員連絡協議会 会長 加藤 秀明 

9 大山口小学校 PTA 会長 中谷 俊哉 

10 大山口中学校 PTA 会長 長沼 美穂 

11 大山口小学校 校長 小泉 淳一 

12 高齢者クラブ 大松長寿会 会長 伊藤  徹 

13 高齢者クラブ 大山口大寿会 会長 岩田 明子 

14 ふれあい大松 会長 洞内 久子 

15 NPO 法人まちづくり西白井 端本 尚基 

16 公募委員 相川 盛勇 

17 公募委員 宇田川清美 

18 公募委員 岡本 友子 

19 公募委員 加藤 雅之 

20 公募委員 早川 智彦 

 

■大山口小学校区まちづくり支援チーム（設立総会時） 

番号 所属部署 役  割 氏  名 

1 総務部 総務課 課長 リーダー 髙山 博亘 

2 教育部 教育総務課 課長 サブリーダー 金井 早苗 

3 健康子ども部 健康課 主任保健師 サブリーダー 戸田亜紀子 

4 市民環境経済部 市民活動支援課 主事補 チーム員 高橋 昂希 

 

■市民活動支援課（設立総会時） 

番号 担当 役  職 氏  名 

1   課長 松岡 正純 

2 大山口小学校区単位のまちづくり 主担当 主査 中原 康雄 

3 大山口小学校区単位のまちづくり 副担当 主事補 高橋 昂希 

 


