
第5回　まちづくり委員会　事項書

1．会長あいさつ

2．前回のふりかえりと今日の進め方について

平成27年5月27日（水）午後7時～

小山田地区市民センター会議室

【時間配分の目安】

〔5分〕

〔5分〕

3．『資源マップ』『課題マップ』の作成－『施設・土地利用・交通』分野　　　〔20分〕

○　大切にしたい「資源」や、取り組んでいくべき「課題」を小山田地区みんなで共有するため

に、『資源マップ』『課題マップ』を作成しましょう！

グループでの作業となります

4．グループ討議－『施設・土地利用・交通』分野

1）小山田地区の「守っていきたい」「生かしていきたい」「変えていきたい」ものについて、ど

んな取り組みをしていくとよいか、考えてみましょう！

2）グループ討議の振り返り

5．グループ討議の発表

再び、全体会となります

6．その他（今後の進め方、連絡事項など）

〔55分〕

〔5分）

〔10分〕

〔5分〕

【今後の予定】　次回の役員会（準備会）　平成27年6月15日（月）午前9時30分～

次回のまちづくり委員会　平成27年6月24日（水）午後7時～



第4回まちづくり委員会　グループ討議『文化・人』分野用記入シート
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文化財・伝統行事を 守りたい �獅子舞を続けていきたい �t｝ �後継者をいかに育てるか　　画像にして残す　　マニュアルを作成する �� 

神社を守りたい �● �「歴史を調べる　広報（PR）していく �� 

仏像等を守りたい �◆ �」 �� 

文化財・伝統行事を 活かしたい �地区全体の祭りに育てたい �・ナ �各町の祭りを地区全体で盛り上げる �� 

年間行事をPRして集客したい �● �イベントカレンダーを作成する �� 

昌話付きの散歩マップを作りたい �・｝ �収集する　　「がもじが来る」このあたりのことば �� 

地域活動を守って いきたい �団体活動を続けていきたい �◆ � � � 

運動会を続けていきたい �● � �積極的に参加する　魅力のある活動にしていきたい � 

文化祭を続けていきたい �● � � � 

ふれあいフェスティバルを続けていきたい �● � � � 

ふれあい音頭を続けていきたい �◆ � �� 

地域活動を育てたい �文化・スポーツ行事を育てたい �・◆ �地区全体で支鱒体制を作る’ �� 

小山田学校を活用したい �◆ �PRしていく　　参加者が減っている　　興味のある内容にする �� 

集まる場所を作りたい �・｝ �小学校を地区で活用する　　各町で空き家を活用する �� 

郷土料理講書会を行いたい �・｝ �郷土料理（味こはん、がら）　お年寄から若い人に料理を伝える �� 

人のつながりを大切 にしたい �近所つきあいを続けていきたい �・｝ � �� 

見守り活動を続けていきたい �◆ �高齢者も取り込んで活動する �� 

地域くるみの子育てを続けていきたい �・｝ � �あいさつを！！大人から子どもへ． � 

世代間交流を続けていきたい �・｝ � � � 

盆踊りを続けていきたい �す �集客方法を考える（景品など） �� 

人の力を活かしたい �老人パワー（老人会）を活用したい �す � �� 

近隣での助け合いを活用したい �・｝ � �� 



第4回まちづくり委員会　グループ討議『文化・人』分野用記入シート
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文化財・伝統行事を 守りたい �獅子舞を続けていきたい �◆ �文化祭や運動会等で発表（ひろう）してい＜ �� 

神社を守りたい �・｝ �1史跡マップをつくる �� 

仏像等を守りたい �◆ �」 �� 

文化財・伝統行事を 活かしたい �地区全体の祭りに育てたい �◆ �小山田地区連合の盆踊りをする �� 

年間行事をPRして集客したい �● � �� 

菖話付きの散歩マップを作りたい �・◆ � �� 

地域活動を守って いきたい �団体活動を続けていきたい �● � �� 

運動会を続けていきたい �● � �� 

文化祭を続けていきたい �● � �� 

ふれあいフェスティバルを続けていきたい �● � �� 

ふれあい音頭を続けていきたい �・｝ �小山田ふれあい音頭をつくりたい　　こ当地リンク（歌詞の中に名所旧跡などをもり込む） �� 

地域活動を育てたい �文化・スポーツ行事を育てたい �⇒ �「ふ。つけ（みん駅おとる）　　　　十 �� 

小山田学校を活用したい �◆ �し盆踊。、文化祭、運動会‥・行事ごとにおとる」 �� 

集まる場所を作りたい �◆ � �� 

郷土料理講習会を行いたい �・｝ � �� 

人のつながりを大切 にしたい �近所つきあいを続けていきたい �◆ �あいさつ、声かけの実践 �� 

見守り活動を続けていきたい �・｝ �「1人暮しの高齢者の見守。1 �� 

地域くるみの子育てを続けていきたい �◆ �し防犯　　　　　」 �� 

世代間交流を続けていきたい �・｝ � �� 

盆踊りを続けていきたい■ �・◆ � �� 

人の力を活かしたい �老人パワー（老人会）を活用したい �す � �� 

近隣での助け合いを活用したい �す � �� 



第4回まちづくり委員会　グループ討議『文化・人』分野用記入シート
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文化財・伝統行事を 守りたい �獅子舞を続けていきたい �● �六名町で愛好会（24～25人）を立ちあげ、H27～　　　　※巫女舞（山田、小山） � 

神社を守りたい �す �継続　　町内氏子単位　　　　　　　小山田神社（みくわ作り） � 

仏像等を守りたい �・｝ �継続・町内寺世話 � 

文化財・伝統行事を 活かしたい �地区全体の祭りに育てたい �・｝ �六名町住民の万の思いは？（小山田全体に広げる？） � 

年間行事をPRして集客したい �す �小山田地区内の年間（文化）行事PR（もっと知る） � 

昔話付きの散歩マップを作りたい �す � � 

地域活動を守って いきたい �団体活動を続けていきたい �● �役員中心 � 

運動会を続けていきたい �・｝ �役員と子供 � 

文化祭を続けていきたい �す � � 

ふれあいフェスティバルを続けていきたい �● � � 

ふれあい音頭を続けていきたい �一｝ �ふれあい音頭を作りたい　　　募集 � 

地域活動を育てたい �文化・スポーツ行事を育てたい �・｝ � � 

小山田学校を活用したい �● �もっと参加して活用を � 

集まる場所を作りたい �・｝ �和熊田ふれあい　　　　山田、堂ヶ山　しめ縄作り � 

郷土料理講習会を行いたい �● �市民センターで開催　　鶏飯　ガラ　　地区民が講師になる � 

人のつながりを大切 にしたい �近所つきあいを続けていきたい �・◆ � � 

見守り活動を続けていきたい �・◆ �1老人会／叩－の活用　町内放送が可能になる様希望 � 

地域くるみの子育てを続けていきたい �・｝ �」 � 

世代間交流を続けていきたい �・｝ �学童保育に老人も参加して交流 � 

盆踊りを続けていきたい �・｝ �保存会（鹿間）　　　小山 � 

人の力を活かしたい �老人パワー（老人会）を活用したい �◆ �＋若いパワーを支援、協力する � 

近隣での助け合いを活用したい �す � � 



小山田地区まちづくり構想　策定の流れ（改訂版）

大まかな流れ 当面の進め方

検討テーマごとの検討に続く


