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アクションプランのイメージ作成に係るアンケート【まとめ】 

項
目
番
号 

回
答
者 

１ あなたの属する地域・団体
が、解決に取り組むべき「課題」
を御記入ください。 
 

２ １であげた課題を解決するた
めに、あなたの属する地域・団体
で、現在取り組んでいる活動があ
れば御記入ください。 

３ １であげた課題を解
決するために、あなた
の属する地域・団体
で、今後取り組みたい
活動があれば御記入く
ださい。 

４ 活動を実施・継続・充
実させるため、あなたの
属する地域・団体が、積
極的に取り組む必要が
あると考えられることを御
記入ください。 

５ ２で記入された活動を、実
施・継続・充実させるため、行
政の支援について期待するこ
とを御記入ください。 

アクションプランへの 

反映（案） 
６ 区民や各種団体が、自発的に行うまちづくりに資する活動
について、御意見があれば御記入ください。 

１ 

A 

①訪問型日常生活支援活動 ①地区社協の事業計画に揚げと
りあえず予算化した。福祉のまち
づくり２次プランに入れた。 

①各町内会の取り纏め
役は決定している。ボ
ランティアを公募する
段階。 

①７月の市の公募に間
に合うように検討する。 

①手続きの簡素化 事業が具体化した時点で掲載
を検討 
【2-(4) 地域共生社会の実現に
向けた取組】 

①訪問型日常生活支援・子ども食堂と学習支援と子供の居場
所創り・若い女性への支援に真面目に地域が取り組んでいる
姿勢が町民に伝われば、町民が皆健康で、家庭円満であれば
子どもは逞しく成長し、仕事も順調に行きまちの風向きは変わ
って来ると思う。地域の課題①、②、③は連動している。 
高齢者のためのサロン、100才体操は補助金が出て、健康に
良いと思うが、最後は体力が落ち死に至る。そのプロセルにお
いて医療介護は欠かせない、団塊の世代とそのジュニアが高
齢化し 20～40年は医療・介護の人手が不足し、また近い将来
年金が減額される時が来ると思うので、訪問型日常生活支援
事業がさらに進化し簡単な介護サービスの担い手になれば、
住み慣れた地域で割安な在宅医療介護の充実の可能性が現
実味を帯びてくる。ここに行政の支援を投入して頂きたい。在
宅医療介護か特別養護老人ホームの２つの選択肢が決定す
れば、高齢者も現役世代も老後に対する不安が解消され、老
後資金は市中に出てくると思う。これが何よりも今最優先して取
り組むべき「まちづくり」の課題ではないだろうか。 

２ 

②子ども食堂 ②アンケートによると要望はある
が中核になる人材と財源が決ま
っていない。 

②反対する人が多い
が、賛同者はいる。財
源が問題。 

②子どもどもの学習を見
る高齢者または退職教
職員はいると思うので方
針決定後人選を行う予
定、および財源探し。 

②財源の確保 事業が具体化した時点で掲載
を検討 
【2-(3) 地域ぐるみの子育て支
援】 

３ 

③若い女性を対象にした女性
特有の病気に関する専門医師
による講演会 

③区厚生部に相談している段
階。 

③担当医師が決まれ
ば、若い女性対象に
PR活動、スケジュール
を決めたい。 

③母親の病気は子供の
学習・成長に関わってく
るので、未然に防止する
必要があると思うので、
講師が決まれば軌道に
乗ると思う。 

③講師の選任 以下の取組の中で具体化を検
討 
【2-(5) 地域で取り組む生活習
慣病予防】 
【3-(4) 大学との地域連携によ
るまちづくり】 

４ 

B 

おもてなし、活力ある東区の創
出。二葉山トンネル開通時に
（恐らく催されるであろう）歩行
者の通行前に、参加者を募って
マラソンを行う。前記を契機に
二葉の里通り（仮称）又は東区
スポーツセンターを会場とした
スポーツ競技を企画する。 

        広島高速道路公社と協議し、
事業の具体化が確認できれば
掲載 

  

５ 

・二葉の里通り（仮称）：二葉の
里歴史の町ウォークラリー（ス
タンプラリー）（既実施の利
用？） 

    以下の取組の中で具体化を検
討 
【4-(1)-(ア) 陸の玄関口である
JR 広島駅新幹線周辺地区口
（エキキタ）のにぎわいづくり】 

６ 

・東区スポーツセンター：スポー
ツセンター祭りの充実。障がい
者種目の体験を現在実施して
いるが、レク種目・ニュースポー
ツなども取り入れる。 

    掲載 
【3-(5)-(イ) スポーツを通じた
区民の連帯感の醸成】 

７ C 

各団体の加入率の低下 この地で昔から続いている伝統
行事の伝承、参加、呼びかけ、手
伝いをしてもらう。桜の頃には集
会所で“花より団子”の花見の会
をする。一日中おしゃべりに暮れ
る。地域の幼稚園の依頼で、もち
つきをする。若いお父さん、お母
さん達と交流をする。 

見守り、声かけ、ごみ
出し支援、買いものな
ど生活支援。急な坂
道、一人暮らしの人が
急増。元気なうちは支
える側に廻る。 

日頃の付き合い：あの人
最近見かけないね、と気
づける見守り。日常的に
信頼関係を築くことが大
切。おせっかいおばさん
に徹して「いつも見てい
るよ」 

先進事例の紹介 掲載 
【1-(3) 地区社協や町内会など
の地域コミュニティの活性化】 

地域社会はそこに住む人たちが自分達のこととして、真剣に考
えること。第一線で頑張ってきた人達が地元に帰ってきて、若
い人達を支援しながら、新たな流れを作ってくれるのではない
か。“ああして欲しい、こうして欲しい”ではなく、地域にあるもの
を生かして、次の世代を築いてゆく。元気な高齢者は地域全体
を支えてゆく。 

８ D 

介護予防、仲間意識作り ・高
齢化が進む中、退職しても地域
になじめず、知り合いも少なく
孤立する高齢者が増加してお
り、一方仲間意識が希薄化す
る状況にあり、団体への参加勧
誘の推進。・高齢化の中、活動
の足となる自動車を手放すな
ど、活動域が狭まり、出にくい
状況の解決。 

年間を通じたスポーツ（グラウン
ド・ゴルフ、ペタンク、クップ、フロ
アカーリング、クロリティーなど）・
文化活動（芸能大会、手品教室、
カラオケ大会、囲碁大会など）、
健康教室などを開催。 ・意識的
にスポーツ、文化活動を組み入
れ、その都度会議等を利用して
地域に依頼内容を発信し、参加
を促している。 

健康麻雀教室の開催 健康づくり、特に認知症
予防対策として、健康麻
雀教室の開催に取り組
み、誰もが参加できる体
制と、世代間交流、仲間
意識、生きがいづくりに
努める。・いきいき百歳
体操、いきいきサロンな
どの未実施の老人クラブ
において実施を支援。 

健康麻雀指導者育成を兼ね
ての開催、道具の充実、交通
費の助成。 ・未実施の老人ク
ラブについていきいきサロン、
百歳体操を立ち上げる際の
支援。 

掲載 
【2-(2) 高齢者の健康づくり、介
護予防の推進】 
【2-(4) 地域共生社会の実現に
向けた取組】 
【3-(5)-(イ) スポーツを通じた
区民の連帯感の醸成】 

活動に参加できる足の確保。 ・参加したいと思わせる活動内
容を具体的な絵解説（イラスト等）を用いて広報活動の充実を
図る。 
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アクションプランのイメージ作成に係るアンケート【まとめ】 

項
目
番
号 

回
答
者 

１ あなたの属する地域・団体
が、解決に取り組むべき「課題」
を御記入ください。 
 

２ １であげた課題を解決するた
めに、あなたの属する地域・団体
で、現在取り組んでいる活動があ
れば御記入ください。 

３ １であげた課題を解
決するために、あなた
の属する地域・団体
で、今後取り組みたい
活動があれば御記入く
ださい。 

４ 活動を実施・継続・充
実させるため、あなたの
属する地域・団体が、積
極的に取り組む必要が
あると考えられることを御
記入ください。 

５ ２で記入された活動を、実
施・継続・充実させるため、行
政の支援について期待するこ
とを御記入ください。 

アクションプランへの 

反映（案） 

６ 区民や各種団体が、自発的に行うまちづくりに資する活動に
ついて、御意見があれば御記入ください。 

９ E 

障がい者団体だが、どこに障害
のある方がいらっしゃるか把握
が難しい。 

早稲田地域で、障害を持つ子の
母親同志が集う場"キャトルセゾ
ン”を民生委員さんが公民館をと
ってくださり（主に場所の提供）、
３～４か月に一度開催している。
同じ地域に住む母親同志の交流
としている。年に一度は食事会を
し、皆楽しみにしている。 

小１、中１にあがった障
害児の学校から、民生
委員や障害者団体の
人間に情報をあげても
らいたい。（もちろんイ
ヤならなしで） 

  早稲田地域でかなりよい感じ
にがんばっていて、参加され
た障害児・者のお母さんから
も評判が良い。東区の他の地
域でも早稲田モデルにとりく
めば、障害児・者をかかえ、し
んどい思いをしているお母さ
ん（お父さん）も安心できるか
もしれない。また、身体障害の
方のお母さん達から聞くが、
障害者用トイレはあるが、座位
がとれる方のみの作り方だそう
である。ねたきりになっている
人にも対応できる障害者用ト
イレを増やしてほしい。 

掲載 

【2-(4) 地域共生社会の実現に

向けた取組】 

【3-(5)-(イ) スポーツを通じた

区民の連帯感の醸成】 

地域には小さい子どもからお年寄りがいるのは皆頭にあるが、障
害者もその中にあたり前に存在できるような取組みがほしい。５
でもあげたが、トイレひとつでもなかなか難しい。新しい施設は誰
でも利用しやすい“ユニバーサルデザイン”を活用してほしい。 

１０ 

 

F 

①二葉の里和奏光夜エキキタ・
ウォークの魅力発信 

「東区緑のボランティアの会」は、
発足してから２０年を迎えようとし
ている。東区の地域資源を活かし
ながら、区民ハイキング（自然観
察会）・モリアオガエルの観察会・
小学校の学習支援・公民館のい
きいき大学支援等、豊富な活動
を展開している。 

「東区緑のボランティア
の会」では、日本一の
群生地を占める二葉山
（シリブカガシ）を全国
に広めていきた。その
為には、開催事項の内
容をより深める等の手
立てを講じていく。その
ためには、市民へのア
ンケート配布や生の声
を参考に、より身近なも
のに展開していくことが
大切だと思っている。 

四季を通じて、団体（会）
や個人でハイキングコー
ス等を歩いている。より
積極的に活動するため
には、誰でもが参加でき
る室内での活動を考える
必要がある。その一例と
して、子供向けの紙芝居
作りやドングリ工作、学
習支援の位置づけとなる
ビデオ紹介等である。地
域資源を生かしたまちの
魅力の向上に資するた
めにも、モリアオガエル
のビデオ製作や、シリブ
カガシのぬいぐるみを作
る新たな活力を生み出し
たい。 

①二葉の里和奏光夜エキキ
タ・ウォークの魅力発信 
 
 

掲載 

【4-(1)-(オ) 陸の玄関口である

JR 広島駅新幹線口周辺地区

（エキキタ）のにぎわいづくり】 

以前の様に「東区民まつり」を復活すべきである。区民が実行委
員となり、各種団体参加型での祭典となるように、新しい魅力を
生みだしたい。[・もてなしのまちづくり ・地域資源を活かしたま
ちづくり ・みんなで支え合う地域づくり ・安全・安心なまちづく
り]→東区民まつりの目標 

１１ 

②夏の夜、祈りと平和の夕べ ②夏の夜、祈りと平和の夕べ：
「平和への願い」を世界中に
広げるまちづくりとして、行政
と区民が一体化となり、魅力
発信隊（公募）を編成し、より
広報に力を入れていくことが
重要である。外国人の観光客
を呼び込むための手段でもあ
る。「平和への願い」を世界中
に広げるまちづくりとして・・・。 

掲載 

【3-(1)-(イ) 二葉の里歴史の散

歩道の活用】 

【4-(1)-(エ) 陸の玄関口である

JR 広島駅新幹線口周辺地区

（エキキタ）のにぎわいづくり】 

１２ 
③シリブカガシの群生地コース  掲載 

【3-(2)-(ア) 都心の近くにある

自然とのふれあいの促進】 

１３ G 

広島の歴史を網羅する「二葉の
里歴史の散歩道」を広島市内
外に、特に地域の子どもに伝え
る。８月５日「祈りと平和の夕
べ」を広める。 

案内がマンネリ化しないように、
年に２回程度特別コースを企画
し、ふたばの日に実施。（元年度
は浅野氏ゆかりの墓所めぐり、ヒ
ロシマのばらコース）・牛田小３
年、尾長小６年の地域支えあい
課の学習支援には先生と事前の
打ち合わせ。（尾長小６年生は壁
新聞を作り、各社寺で掲載されて
いる。）・「祈りと平和の夕べ」通訳
ボランティアを探すのに苦戦。 

７月２８日「被爆の痕跡
をめぐる」 めぐりの後
半で被爆体験者、伝承
者の話を聞く機会をも
ちたい。 

参加者が来てよかったと
思えるような、新しい企
画やまだ知られていない
地域の掘り起こしに取り
組んでいきたい。 

「祈りと平和の夕べ」 ボランテ
ィア外国語通訳者を募集して
いただくと助かります。 

掲載 

【3-(1) 二葉の里歴史の散歩道

などの活用】 

【4-(1)-(ウ～エ) 陸の玄関口で

ある JR 広島駅新幹線口周辺

地区（エキキタ）のにぎわいづく

り】 

二葉の里緑地帯がいつも草刈りがされ、見違えるほどきれいに
なり、ゴミもほとんど見なくなりました。地域の住民、会社の方々、
またそれを支える団体の方々のご努力のたまものと感謝していま
す。沿道の桜が立派な桜並木に育つように、管理されることを願
っています。 

１４ H 

東区の農業生産者後継者等不
足及び環境改善 

特別なものは無いですが、関係
生産者や関係団体に農業参入
者（若者）への声掛け 

魅力ある農業 PRで、
各イベント会場へ参
加、また消費者とのコミ
ュニケーションによる情
報収集。 

後継者促進の為に、農
業参入者に関わる情報
収集と、魅力ある農業と
して整備環境改善の促
進。 

農業関連業務をするにあた
り、作りやすい販売しやすい
環境として改善。農業関連で
の市街化調整地域規制緩
和。作付けされている農地を
更なる固定資産税優遇対策
など。 

掲載 

【3-(6) 都心に近い農業地域の

活力向上】 

【4-(2) 産直市などによる交流

の場の創出】 

地味ではあるが、コツコツとしたイベントト会場への参加による
PR。専用アカウントによるネット活用し、イベント内容や活動情報
及び事業参加の呼びかけなど。 
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