
公民館 担当教員
地域の問題点など

活動目的に至った議論（内容）
活動目的 問題解決の方法

活動内容
（何をしたか？）

活動成果
（どうだったか？）

活動に対する自己評価
SDGｓ

何番の活動？
写真の許可
（確認）

1 安田 菊井
人口減少と高齢化にともない、地
域の活気が失われつつある。

安田地区を元気にしよ
う

安田公民館での活動イベントに
参加

竹灯篭づくり
公民館のリフォーム
梨狩り（地域の人と）
ピザ作り（保育園）

コロナ禍で縮小された中で、最大限イ
ベントができたように思う。公民館は
今でも利用されている。

公民館の方にとてもお世話になり、良
い人間関係も築けた。企画、実行等反
省点もあったが、よく出来たように思
う

3，11 確認済み

2 種 高原
高齢化と過疎の問題に対し、人の

交流が減っている
テーマ
未来の種をまこう！

高齢者との活動を一緒にする。
地域の食材を用いてピザ作り。

グランドゴルフ
ピザ窯を用いて、ピザ窯づくり

高齢者の方々がとても喜んでくれた。
ナポイの方に協力してもらい、ピザが
作れた。

公民館の方と協力して、良い活動が出
来たように思う。特に、グランドゴルフ
はよかった。

3,11 確認済み

3 鎌手 竹本
少子高齢化のため、交流活動が

減っている
交流活動を増やそう

情報収集
交流会の実施

児童たちとの海水浴
鎌手サロンの方々との交流会

児童も生き生きし、生徒も責任感が養
えた。
目上の方との交流で、教わることの大
切さを理解することができた。

責任を持つことの大切さ、多くの方と
の協力する力を養うことができた。

3,10,16,11 確認済み

4 二川 山根
二川地区は、高齢化にともない人
との交流が少なくなってきている

地域に住む高齢者の方
に元気になってもらう

触れ合うイベントなどを企画し
実行する

地域の食材を用いて、昼食サロン会
地域の方と同じ時間を共有し、料理等
を作成するなかで、人とのかかわりの
大切さを学ぶ事ができた。

学校生活では、おとなしく人と関りが
少ない生徒も積極的に関わることが
出来たように思う

3,11 確認済み

5 真砂 虫谷
真砂地区はとても広く、イベントを
行っても高齢者の参加が難しい

独居老人の方と交流を
深める

各地区での企画を考える
出張カフェ
七夕活動

準備不足もあり、公民館の先生方にも
迷惑をかけたが、２回目からは反省を
活かしてきちんと準備し、運営出来た
ようにおもう。

地域の人はたくさん参加してくれた。
何かイベントを企画する際は、細心の
注意をはらい、予測をしておく必要が
あることを学ぶことができた。また、
班員で分担する必要性を勘太。

3,11 確認済み

6 都茂 田中
都茂地区は、高齢化率も高くコロ
ナ禍でもあり、人との交流が少な

くなってきている

コロナ禍でもできる交
流活動をしよう

地域のイベント等を企画するな
どして、少しでも人とのふれあ
いを増やす。

さんちゃろう祭りの企画・運営
中学校訪問

地域の人と活動をともにすることによ
り、たくさんの方々に喜んでもらえた
ようにおもう。

準備規格の段階である程度見通しを
もっておく必要があるように感じた。
また、普段学校でもおとなしい子も積
極的に関りをもっているように思え
た。

3,11 確認済み

7 益田 平野
地元の人と高校生の交流が無く、
地元の産業などを情報発信して欲
しい

地元の産業を盛り上げ
よう
小学生と交流しよう

地元の人と交流をし、益田地区
を盛り上げる、ベンガラ染めで
何かを作る

・小学生と昼休みに鬼ごっごや警ドロをし
た。
・ベンガラ染めで暖簾を作る

・小学生が笑顔になり、色紙をもらった
・ベンガラ染めの取材をうけ、地元新
聞に取り上げられた

最初の話し合いでつまづき、活動時間
が短くなった。もう少し準備をしっか
りすれば、活動を増やせた

11 確認済み

8 吉田 川﨑

住民同士のつながりの希薄化
若者の街づくり活動への参加
福祉（高齢者とのつながり）

環境整備

地域の現状について学
び、吉田地区の情報発
信や高齢者の方々との
交流、地域内の美化を
通して地域の活性化を
図る

・SNSによる情報発信
・高齢者が参加するイベントへ
参加しレクリエーションを発案
する。
・観光施設の活性化のための方
法を考える
・公園の美化

・吉田公民館の公式Instagramで吉田地域
の飲食店の情報を発信
・健康教室に参加、ボッチャクイズなどを企
画した
・雪舟里記念館に因したイラストボードを作
成し設置して頂いた。
・上吉田公園の滑り台のペンキを塗り直した

・活動ごとに２～３店舗の情報発信が
できた
・参加された高齢者とレクリエーション
を行った
・記念館だけでなく公民館でも設置す
るなど広く雪舟について情報発信が出
来た
・綺麗な滑り台に塗りなおすことがで

・企画発案の段階では中々良い案が
出せず、時間がかかった事が準備の重
要性を感じることが出来た
・当初予定より減ってしまったが色々
な活動が出来た。

3,11,12,17 確認済み

9 中西 坂根

地元の人と小学生、高校生の交流
が少なく、世代間の交流の場を作
りたい。
地元の人が豊かに住み続けられる
街づくりに貢献してほしい

世代間の交流を通し
て、住み続けられる街
づくりと、地域の方々の
健康と福祉に貢献する

・中西の地域や課題を知り、世
代間の交流会を計画実施する
・大道山に登山用の休憩所を作
りたい。
・地元の朝市の活性化して欲し
い（地元の方と交流）

・中西の高齢者と中西小学生、明誠高校生で
グラウンドゴルフを通して交流会を行う
・大道山頂上に机１つ、椅子２つを作り設置
（地元の大工さんと協力する）
・公民館主催の朝市に参加

・体を動かし、世代間での会話と交流
が出来た。
・予定通り設置できた。
・朝市の準備から片付けまで全ての活
動に参加できた。

・コロナ流行のもと、交流会を通して、
人と人とのつながりを感じることが
出来た。また、体を動かし、心身の健
康増進につなげるこてが出来た。
・地元が愛する大道山に机・椅子を設
置することが出来た。
・地元の方々と交流を通して中西を知
ることが出来た。

３、１１ 確認済み

10 匹見下 多久和
世代間の交流が少なく、若者が地
域の魅力に触れる機会が少ない

世代間の交流を通し
て、住み続けられる街
づくりと、地域の方々の
健康と福祉に貢献す
る。また、自然豊かな匹
見に触れ、ふるさとの
良さを再発見させる

・匹見の地域や課題を知り、世
代間の交流会を計画実施する
・各種の行事やイベントに参加
し、地元住民との交流を図る

・匹見の高齢者と明誠高校生でグランドゴル
フを通じて交流を行う
・匹見小中学生との交流を図る（授業、休憩
時間交流、マラソン大会等）
・公民館主催のイベントに参加（”とちの実”
交流会）

・グランドゴルフでは、体を動かし、世
代間での会話と交流が出来た。
・マラソン大会に参加して交流をおこ
なった
・”とちの実”交流会に参加し楽しく交
流した。どの活動も記憶に残る素晴ら
しい体験ができた。

だれもが積極的に地域住民と交流を
図った

3,11 確認済み

11 匹見上 多久和
世代間の交流が少なく、若者が地
域の魅力に触れる機会が少ない

世代間の交流を通し
て、住み続けられる街
づくりと、地域の方々の
健康と福祉に貢献す
る。また、自然豊かな匹
見に触れ、ふるさとの
良さを再発見させる

・匹見の地域や課題を知り、世
代間の交流会を計画実施する
・各種の行事やイベントに参加
し、地元住民との交流を図る

・匹見の高齢者と明誠高校生でグランドゴル
フを通じて交流を行う
・匹見小中学生との交流を図る（授業、休憩
時間交流、マラソン大会等）
・公民館主催のイベントに参加（”とちの実”
交流会）

・グランドゴルフでは、体を動かし、世
代間での会話と交流が出来た。
・マラソン大会に参加して交流をおこ
なった
・”とちの実”交流会に参加し楽しく交
流した。どの活動も記憶に残る素晴ら
しい体験ができた。

だれもが積極的に地域住民と交流を
図った

3,11 確認済み

12 道川 勝
地域に若者が少なくなり交流が少

なくなっている

地域を盛り上げること、
高校生と触れ合うこと
で活性化し、魅力を発
信したい。

交流を増やすことで地域の事を
知り、課題や問題を一緒に探し
た。地域の方と多く交流させて
いただき困っている方などの手
伝いをする。

・地域の方と公民館で交流会
・カカシ作り（道の駅に設置）
・農作業の手伝い①（しいたけ）
・農作業の手伝い②（芋ほりなど）
・チラシ配り

盛り上げるまでにはいかなかったかも
しれないが、地域の方に顔や名前を覚
えてもらい一緒に活動したので、人の
ありがたみや温かさを実感した。

なかなか自分たちのいけんや考えを
話すことが出来なかったが、時間が経
つにつれてコミュニケーションがとれ
るようになり、今後に活かせると思っ
た。

3，8，9，11，
12，15

確認済み

13 高津 長嶧

・過疎化が進み、人口の減少。
・子供と地域とのかかわりをふや
したい。
・自転車が走りやすい街だと知っ
てほしい。

地域の活性化が目的 アオハルライドの開催
・アイルランドの自転車のパラリンピック選
手との交流
・アオハルライドの実施

・高校生や地元の方など幅広い年齢の
人たちが参加した。
・他校生や小学生との連携ができた。
・自転車が走りやすい街だと多くの人
に知ってもらうことができた。

自転車を通して人を繋ぎ、地域を繋
ぎ、国境をも超えた交流を今後も続け
ていきたいと思う。

11,17 確認済み

14 小野 市川
人口減少と高齢化率のアップによ
り、地域の活気が失われつつあ

る。
地域の活性化が目的

・高齢者がいつまでも元気で暮
らせる地域
・子どもたちが故郷に愛着の持
てる地域

・高齢者とのふれあいの企画をする（地区民
スポーツ大会の企画）
・インスタ映えするスポットを作る（椅子を作
成し、戸田柿本神社に設置）
・小野地区のロゴを作成
・インスタフォローアップ

・地域の中高年者がたくさん集まり、卓
球大会等を行った。来年度の続けて企
画して都市糸の声があがった。
・2023念5月に戸田柿本神社の大祭
（25年に１回）があり、良い物を設置し
てくれたと喜ばれた。何年後かに地域
の子供たちが見に来てくれることを願
う。

・地域の通高年者と関わることが出
来、小野公民館の恒例行事になるよう
な構想もあり、地域の活性化に貢献で
きたと思う。
・椅子については、良い物を作成し設
置してくれたと地域の方に喜ばれた。
今後地域の子供たちや他の地域の方
たちが訪れてくれると嬉しい。その他
可愛いいロゴも作成出来たし、インス
タフォローアップ目標も達成でき、今
回の活動で地域課題解決にお役にた
てたと思う。

３、１１ 確認済み

15 二条 宮川

人口490名、世帯数257
高齢化率53.4％

中山間地域の魅力を地域内外に
周知し、活力につなげたい。

地域の活性化
・地域の食材を知る
・公民館さんからのアドバイス
・食育改さんとのコラボ

地元食材で新レシピ考案

・十分な活動であった
・今年はよかった（公民館さんより）
・パンフレットの作製
・新レシピ作製し、関係者に贈呈

二条をアピールする事が出来るパン
フレットが出来たので、今後も外部へ
魅力を発信するものが良いと思う

１１,15 確認済み

16 美濃 澤江

子どもたちの遊ぶ場所がない
竹がたくさんある（竹林問題）

老人会、小学生との交流の場が欲
しい

地域の活性化 地域の方との触れあう

・ラダーゲッター
・竹灯籠作り
・半日キャンプin美濃公民館（ゲーム・バーベ
キュー・ティピーテント絵描・竹灯籠展示）
・公民館壁画制作
・芋掘り

地域の方と交流できた。協力していた
だき想像以上のものもできた。
美濃の良さを知ることができた。運営
の難しさに気づいた。

地域との交流し、地域活動の魅力を知
ることが出来た。

11
生徒以外は確認

済み

17 東仙道 立小川

四ッ山城跡の看板の整備を進めた
い

地域に子供たちが少なくなってい
るので、かかわりが少なくなって

いる

四ッ山城跡を中心とし
て地域の活性化を図る

地域交流
地域の整備
地域の特産品活用

・イチゴ、ゆずロールケーキ
・四ッ山城跡の看板の（順路）の整備

コロナの影響で中止になった企画も
あった。

生徒が考え、企画準備できたことが一
番の成果だと感じている。本人たちが
苦手と感じている面も実際やってみ
ると褒められたりして自信も持てた生
徒もいた。

11 確認済み

18 北仙道 中田
少子高齢化、人口減少の中、地域
の魅力を市民に知ってもらいたい

地域の活性化
少子高齢化、人口減少
の中、地域の魅力を市
民に知ってもらい地域
活性化のきっかけにな
る

地域の拠点地である公民館の
下段や、休憩場所の整備をし、
地域の皆さんが気持ち良く過ご
していただく環境づくりをす
る。地域のスポーツ大会、バ
ザーのお手伝い、保育所訪問、
牧場の整備など皆さんの日常
に参加し、地域の様子を知る。

・公民館の椅子作り
・花壇の看板作り
・運動場のタイヤの整備
・バザーのお手伝い
・地域のグランドゴルフ大会への参加
・保育園児のおやつ作りと交流
・牧場の整備

地域に入り込み、活動を続けていくう
ちに、公民館活動や、地域活動参加へ
の敷居が低く感じられてきた。

自分たちが所属する地域活動に参加
できるきっかけとなったと思われる。

11 確認済み


