
第2期岩倉市地域福祉計画　住民活動計画　いわくら福祉市民会議　実績報告書（平成30年度～）

岩倉北小学校区　
〇：検討した項目　◎：具体的に取り組んだ項目 R3.7.19現在

具体的活動内容 具体的行動
取組
状況

具体的取組内容 把握している地域の取組

気軽に相談できる機会
（場所）を設置する

自宅開放や公会堂を利用
した茶話会を開催する

〇
【R1】
校区内サロンの実施状況の確認。

サロン活動（西市町、鈴井町、中
本町）

健康に関する遊びや行事
を企画する

神社仏閣を活用した交流
会をする

〇

【Ｈ30】
「神社仏閣を活用した賑わいづくり」について、
検討を進め、H31年度以降のメインテーマの一つと
して採択した。

校区内で集まれる交流会
などを開催する

自宅開放や公会堂などを
利用した茶話会を開催す
る

〇
【R1】
校区内サロンの実施状況の確認。（再掲）

サロン活動（西市町、鈴井町、中
本町）

神社仏閣を活用した交流
会をする

〇

【Ｈ30】
「神社仏閣を活用した賑わいづくり」について、
検討を進め、H31年度以降のメインテーマの一つと
して採択した。（再掲）

環境
子どもが安全に登下校で
きるような体制をつくり
ましょう

・狭い道や、交通量の多
い道の見守りについて考
えていきます。
・通学時間帯の子どもの
見守り体制を見直します

通学路の再考を検討する
近隣を始め地域での見守
り体制を強化する

◎

【Ｈ30】
「登下校の見守りと学校との連携」について検討
を進め、H31年度以降のメインテーマの一つとして
採択した。
【R1】
各地区の通学時の危険状況を把握するため、「通
学路危険箇所マップ」を作成。
学校と内容確認し、PTA役員会に報告済。
児童に配付、地域に回覧。

スクールガード、ゆうわ会、PTA等
による見守り

防災
災害時の要配慮者の避難
について備えを行ってい
きましょう

・災害時に慌てず避難で
きるようにします

要支援者の確認をする
近隣を始め地域での見守
り体制を強化する

〇

【Ｈ30】
「登下校の見守りと学校との連携」について検討
を進め、H31年度以降のメインテーマの一つとして
採択した。（再掲）

気軽に相談できる機会
（場所）を設置する

自宅開放や公会堂を利用
した茶話会を開催する

〇
【R1】
校区内サロンの実施状況の確認。（再掲）

サロン活動（西市町、鈴井町、中
本町）

健康に関する遊びや行事
を企画する

神社仏閣を活用した交流
会をする

〇

【Ｈ30】
神社仏閣を活用した賑わいづくりについて、検討
を進め、H31年度以降のメインテーマの一つとして
採択した。（再掲）

・健康に関する情報を得
られる場をお知らせしま
す
・健康増進活動ができる
場所を設ける検討をしま
す

健康を保つための知識を
持ち、身体を動かしたり
活動できる場所を増やし
ましょう

健康

住民が取り組むべき項目

校区内で集まれる交流会
などを開催する

認知症の方が利用しやす
い活動を考えていきます

認知症の方が安心して外
出や活動ができるところ
を増やしましょう

介護

・独居の方々が孤立しな
いような校区をめざしま
す
・高齢者が外出したい場
所づくりをします

家に閉じこもりになりや
すい高齢者の外出しやす
い環境をつくりましょう

生活

資料２－２



第2期岩倉市地域福祉計画　住民活動計画　いわくら福祉市民会議　実績報告書（平成30年度～）

岩倉南小学校区 〇検討した項目

◎具体的に取り組んだ項目 R3.7.19現在

住民が取り組むべき項目 具体的活動内容 具体的行動 取組状況 具体的な取組内容 把握している地域の取組

気軽に相談できる機会
（場所）を設置する

未就学児の母親交流会を
開催する

〇
【R1】
つながりづくりのための環境づくりとして、地域
で取り組めるアイデアを検討

市単位でサロンなどがある

校区内で集まれる交流会
などを開催する

子ども会と協力する 〇
【R1】
つながりづくりのための環境づくりとして、地域
で取り組めるアイデアを検討（再掲）

気軽に相談できる機会
（場所）を設置する

安否確認のために、回覧
板などを手渡しする

〇
【R1】
つながりづくりのための環境づくりとして、地域
で取り組めるアイデアを検討（再掲）

校区内で集まれる交流会
などを開催する

介護者ができる活動をす
る

〇
【R1】
つながりづくりのための環境づくりとして、地域
で取り組めるアイデアを検討（再掲）

環境
ごみ出しのマナーを守り
ましょう

・収集日以外に集積場に
ごみがないようします

ごみ出しのルールの周知
方法を検討する

マナーを守ることを促す
看板などを設置する

防災
災害時の要配慮者の対応
について考えておきま
しょう

・避難に手助けが必要な
方について把握していき
ます
・日ごろからのコミュニ
ケーションを大事にし有
事に備えます

校区内の要支援者の確認
をする

町内の高齢者とコミュニ
ケーションを図る

◎

【Ｈ30】
「防災訓練の取組等」について検討を進め、H31年
度以降のメインテーマとして採択した。
【R1】
各自主防災会の取組状況を把握するため情報交換
を実施。災害時要支援者の安否確認について検
討。
校区防災訓練に対し提案を実施。

各自主防災会でそれぞれ実施。
校区防災訓練に参加。

生活で実践できるような
健康に関する勉強会を行
う

〇
【R1】
つながりづくりのための環境づくりとして、地域
で取り組めるアイデアを検討（再掲）

健康づくりに関心がある
人どうしが集まれる機会
をつくる

〇
【R1】
つながりづくりのための環境づくりとして、地域
で取り組めるアイデアを検討（再掲）

サロン活動（北島町、南新町）

健康
健康増進のための情報に
ついて共有できるように
しましょう

・栄養や運動についての
知識をお知らせします。
・睡眠についての情報を
発信していきます。

健康に関する遊びや行事
を企画する

生活
子育て世代が地域で孤立
しないような環境をつく
りましょう

・就学前の子どもを持つ
世代の交流を検討します
・多世代交流により住民
が互いに知り合う機会を
作ります

介護
老老介護やひとり暮らし
の要介護高齢者や介護者
を見守っていきましょう

・介護者が介護以外で外
出できるような場所につ
いて検討します
・顔が見える関係をつく
り、声がかけあえる校区
づくりをします

資料２－２



第2期岩倉市地域福祉計画　住民活動計画　いわくら福祉市民会議　実績報告書（平成30年度～）

岩倉東小学校区 〇検討した項目

◎具体的に取り組んだ項目 R3.7.19現在
住民が取り組むべき項目 具体的活動内容 具体的行動 取組状況 具体的な取組内容 把握している地域の取組

気軽に相談できる機会（場所）
を設置する

広報などを通じて外国籍
の人に呼び掛ける

ポルトガル語での掲示

校区内で集まれる交流会などを
開催する

外国人と日本人が一緒に
できることをやる

○
【Ｈ30】
外国人との共生について検討した。

気軽に相談できる機会（場所）
を設置する

校区内のお助け隊のよう
な組織を考える

団地自治会の取組として、ごみ出
し支援等のお助け隊を実施中。

校区内で集まれる交流会などを
開催する

老人会、民生委員、自治
体などの組織で検討する

ほっとステーションなごみの開始
準備

気軽に相談できる機会（場所）
を設置する

校区の回覧板などで相談
場所について案内する

校区内で集まれる交流会などを
開催する

公民館などを利用する サロン活動（岩倉団地、中本町）

環境
ごみ出しのマナーが守れる校区
をつくりましょう

・収集日以外に集積場にごみが
ないようにします

ごみ出しのルールの周知方法を
検討する

校区の回覧板などでルー
ルについて周知する

○
【Ｈ30】
・コミュニケーションをとることでの環境改善を
検討した。

自治会により実施（お助け隊）

校区内の要支援者を把握する
防災訓練に参加するよう
に働きかける

校区ごとの防災訓練を実施。

避難する際に必要なものを確認
する

◎

【R1】
学校の協力を得て、スクールガードとPTA役員とと
もに「通学路見守りマップ」を作成。
警察を招き、危険箇所の規制やパトロール等につ
いて意見交換会を開催。
3月に交通安全街頭キャンペーンを実施予定。→新
型コロナにより未実施

防災
災害時の避難所で暮らすことに
ついて知識を得ておきましょう

・災害時の避難について知識を
増やします

・地域の相談窓口を住民に広め
ます

介護が必要になった時の相談場
所について周知していきましょ
う

介護

生活
外国籍の住民とのコミュニケー
ションを豊かにしていきましょ
う

・気軽に相談できる機会（場
所）を設置する
・校区内で集まれる交流会など
を開催する

生活
ちょっとした生活上の困りごと
がお互いに解決しあえる校区に
しましょう

・ご近所で気軽に声掛けができ
るようにします

資料２－２



第2期岩倉市地域福祉計画　住民活動計画　いわくら福祉市民会議　実績報告書（平成30年度～）

五条川小学校区 〇検討した項目

◎具体的に取り組んだ項目 R3.7.19現在

住民が取り組むべき項目 具体的活動内容 具体的行動 取組状況 具体的な取組内容 把握している地域の取組

公民館などを利用する
サロン活動（石仏町、神野町、八
剱町）

多世代が同時に楽しめる
イベントを行う

・コミュニティで親子ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ、
盆踊りを開催

交流会など楽しめるイベ
ントを開催する

○

【R1】
校区内の関係団体（PTA、子ども会、ゆうわ会等）
に声掛けし、幅広く地域課題を議論できる体制づ
くりをした。

・コミュニティで親子ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ、
盆踊りを開催

町内会に入りやすいよう
個別に声を掛けていく

気軽に相談できる機会
（場所）を設置する

マナーを守ることを促す
看板などを設置する

校区内で集まれる交流会
などを開催する

公民館などを利用する ◎

【Ｈ30】
八剱町において、地域サロン「笑わ亭」が立ち上
がった。月2回実施。

サロン活動（石仏町、神野町、八
剱町）

校区の通学路を再検討す
る

小・中学校と協力してい
く

危険な個所を確認する
通学路マップなどを作り
配付する

◎

【R1】
区役員、民生委員、ゆうわ会、子ども会、PTAとと
もに「通学時の児童の見守り」について検討。
「通学路見守りマップ」を2月に作成→新型コロナ
により作成したものの共有には至っていない

神野町、井上町で見守り組織。
PTA（子ども会含む）にて週1回見
守り実施。

自主防災のあり方を検討
する

防災マップを活用し地区
ごとの避難場所について
細かく考える

校区内の要支援者を確認
する

サロンづくりなどを通し
て近所との交流を深めて
いく

◎
【Ｈ30】
八剱町において、地域サロン「笑わ亭」が立ち上
がった。月2回実施。（再掲）

石仏町で認知症サロンが開催され
ている。

通学路の交通マナーにつ
いて検討し、子どもの安
全を守りましょう

環境

防災
災害時の避難などについ
て、日頃から備えておき
ましょう

・災害時に慌てず、避難
することができるように
します

・通学路に危険があると
ころを確認して、安全な
校区をめざしていきます

校区内で集まれる交流会
などを開催する

校区内で集まれる交流会
などを開催する

・地域の相談窓口を住民
に広めます

高齢期に認知症や介護が
必要になったときの相談
場所について情報を共有
しましょう

介護

生活
地域の行事が継承できる
ような体制づくりをしま
しょう

・校区のいろいろな立場
の人や年齢の人が集まれ
る機会を通して、行事の
継続をしていきます

生活
地域住民が交流しやすい
環境を整えていきましょ
う

・住民どうしの交流の場
を増やします

資料２－２



第2期岩倉市地域福祉計画　住民活動計画　いわくら福祉市民会議　実績報告書（平成30年度～）

曽野小学校区 〇検討した項目

◎具体的に取り組んだ項目 R3.7.19現在

住民が取り組むべき項目 具体的活動内容 具体的行動 取組状況 具体的な取組内容 把握している地域の取組

公民館などを利用する ○
【R1】
サロン活動について情報交換した。

多世代が同時に楽しめる
イベントを行う

◎
【R1】
Ｆacebook曽野小学校区いわくら福祉市民会議を作
成した。

交流会など楽しめるイベ
ントを開催する

〇
【Ｈ30】
大山寺町で開催された芋煮会を見学し、校区での
実施を検討した。

町内会に入りやすいよう
個別に声を掛けていく

気軽に相談できる機会
（場所）を設置する

校区の回覧板などで情報
を共有する

〇

【Ｈ30】
「誰もが参加できるつながりづくり」について検
討を進め、H31年度以降のメインテーマとして採択
した。

校区内で集まれる交流会
などを開催する

公民館などを利用する ○
【R1】
サロン活動について情報交換した。（再掲）

サロン活動（下本町、稲荷町）※
曽野R1～

環境
ごみ出しのマナーを守り
きれいな校区をつくりま
しょう

・収集日以外に集積場に
ごみがないようにします

ごみ出しルールの周知方
法を検討する

可燃ごみが飛び散らない
ような工夫をする

校区内の要支援者を確認
する

組ごとに要支援者避難計
画を作成し周知する

校区内で集まれる交流会
などを開催する

公民館などを活用する 〇
【R1】
各区の防災倉庫や自主防災活動について情報交換
を実施。

サロン活動（下本町、稲荷町）※
曽野R1～
大市場町婦人防火クラブ（会員70
名）

防災
災害時の要配慮者の避難
について考えておきま
しょう

・災害時に慌てず、避難
することができるように
します

校区内で集まれる交流会
などを開催する

生活上の困りごとを抱え
ている人を把握する

生活

ごみが出せないなど、生
活上の困りごとを地域で
解決できるようにしてい
きましょう

・お互いさまの気持ちを
地域に広めていきます

生活

転入居があっても住民ど
うしが知り合えるきっか
けがある校区をつくりま
しょう

・住民どうしの交流の場
を増やします

・なんでも気軽に相談で
きるような地域づくりを
しましょう

家族介護について話がで
きる環境を整えていきま
しょう

介護

資料２－２


