芥見南地域まちづくりビジョン

データでみる芥見南地区
■自治会の加入率（％）と高齢化率 （％）

■地域の将来人口 （人）

45

4,000
3,500
3,000

3,478

3,4403,501
3,265
3,258
3,110
3,076 2,971

40
2,812

2,500
2,000
1,500

高齢化率（％） 【左目盛り】
85.1
85.4
87 86.5 86 85.6 85.3
85.183.9 84 81.9
33.91

35
2,623
2,434 2,276
2,128

31.64
27.2

30
25

19.86

20 18.37

推計値

1,000

15

500

10

0

5

23.27
25.37

30.46
28.98

31.93

36.73 39.23
39.93
37.55
36.04

34.66

78.9 76.6
76.5
78.6 76.2
80.1

90
80

70
60
50
40

21.3

30

20

自治会加入率（％） 【右目盛り】

0

2015 年までは国勢調査
2020 年からは推計値 （国立社会保障人口問題研究所の推計方法を準拠）
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自治会加入率＝加入世帯数（自治会より）／総世帯数（4 月１日の住民基本台帳より）
高齢化率＝６５歳以上の人口／総人口 （４月 1 日の住民基本台帳より）

芥見南まちづくり委員会は、設立後１４年が経過し、自治会連合会が各種団体と連携しながら、
数々の活動を行っています。しかし、少子化高齢化は急激に進行する中で、まちづくりの担い手
不足、自治会から脱会する人の増加など様々な問題を抱えており、これから先のまちづくりを考
えることが必要になっております。
そこで今年度、今後１０年を見据えたまちづくり活動を展開するために、アンケート、ワーク
ショップ、パブリックコメントなどにより地域の方々のまちづくりについての意見やアイデアを
お伺いして「芥見南地域まちづくりビジョン」を策定しました。
今後とも、各種団体をはじめ、地域の皆様のご協力をお願いいたします。
芥見南まちづくり委員会会長 清水達郎
地域の現状 （ワークショップ結果より ：令和元年９月２８日）
■生活環境

■自然環境・文化歴史

■コミュニティ・行事

（１）生活インフラが整っている

（１）自然が豊かで環境が良い

（１）コミュニティの行事が活発

●医療機関が多い
●スーパー、コンビニが近くにある

●天然記念物「シデコブシ」群

●みんなが協力的である

●権現山など美しい里山

●福祉介護施設が多い

●山田川に蛍など多彩な生き

（２）治安が良い
●防犯パトロール活動

●自然災害が少ない

●夏まつり盆踊り

●草刈隊によリ地域がきれい

●みんなのまつり
●焼き芋大会

ワークショップの様子

●グランドゴルフ大会など

（３）子育て環境が良い

回答者 173 人／配布 270 人）

■問１７（優先して取り組むこと）ﾍﾞｽﾄ 10
設問
4
1
12
9
2
3
5
10

高齢者への支援
地域の防犯・交通安全活動
住民同士の親睦・交流
空き家対策
防災活動・災害時の対応準備
健康づくり
障がい者への支援
自治会や各種団体の活性化、
組織化
6 子育て支援

件数
79
67
48
41
36
34
31
30
28

●子供の見守り活動が充実している

活動の経過
１．まちづくりワークショップの開催
令和元年９月 28 日（日）
（芥見南公民館）
２．市民意識アンケートの実施
令和元年８/１～８/３１
（回答者数１７３件/配布２７０件）
３．まちづくりビジョン（案）の作成
令和元年 11 月から令和 2 年 1 月まで 6 回
ほど正副会長を中心に作成
４．パブリックコメント （地域の方の意見を聞く）
令和 2 年２月 7 日（金）～２月２８日（金）
（芥見南公民館および回覧 結果：２通 ２件）

■問１８（１０年後の地域の将来像）

地域が抱える課題（ワークショップ結果より：令和元年９月２８日）
■生活環境

■自然環境

■コミュニティ、担い手など

（１）市内へのアクセスが悪い

（１）空き家の管理
（２）高齢化が進み若い人
や子供が少ない
（３）自宅の維持管理

（１）地域の人材不足
●若い世代が子育て・仕事で自治会
活動が負担になる
●役員・自治会長の負担が大きい

●岐阜バスの料金が高い
●高校への通学が不便
（定期代が高い）

●自治会活動が理解されていない

（２）災害時の体制

●高齢化による自治会退会者がいる

●災害時の対応や安否確認
●避難所が高台にある
●街灯が少ない
（３）高齢者の見守り体制

○年代を問わず住みやすい街づくり

●高齢者の見守り体制が不十分

■福祉・地域の交流

○公共交通が便利であってほしい

●高齢者の健康維持、草刈など困難

（1）高齢者への支援
●少子高齢化

○大洞西のアパートに若い人が入居できる事

●高齢者の見守り体制

○空き家に対する改造資金の貸し付

●高齢者の健康維持

○誰とも挨拶でき気楽に挨拶できる街

（2）地域の交流

○地元を愛する子供達に育ってほしい

●人のつながりが希薄

○高齢化が進む中、町内会の維持が困難に

●隣家とのトラブル

○心身ともに健康な人の多い街でありたい
○あいさつ・交流のあるまち

（２）行事・イベントが盛ん
●シデコブシの花見会

物がいる

●見守り活動が良くできている

令和元年 8/10～9/末

●助け合い､絆のある街
●行事が多く盛んである

落がある

●買い物がしやすい
●コミバスが走っている

住民の意見 （芥見南地区まちづくりアンケート結果より ：

2020 年 3 月作成

防災訓練の風景

みどりっこバス

●健康な高齢者の交流の場がない

シデコブシ花見会

まちづくりアンケートと、ワークショップの結果を
踏まえて、
継続、見直し、新規の各事業を整理しました。
.

１０年後の地域の将来像

芥見南は子供達の健全な育成と高齢者の健康と安全を見守るまちづくりを目指します！

（目標年次 2030 年）

■本地区の将来の人口

継続する活動 （協力・支援する活動）

基本理念

【人づくり】
支え、支えられ、
支えあうまち

【暮らしづくり】
親切で、
優しいまち

予測

①コミュニティ部会の活動（継続）
活動目的：地域の住民が参加して絆を深める
活動内容
①－1 夏まつり盆踊り大会
①－2 みんなのまつり
①－3 健幸ウオーク
①－4 焼き芋大会

⑤三世代グランドゴルフ（見直し）

明るく
美しいまち

⑧自治会への加入促進

・
改善内容：高齢化に伴いプレー数などを変更する
（午前 2 回、午後 1 回を午前 2 回へ）
➆自治会懇談会（見直し）

⑬若い世帯の転入推進

活動目的：地域住民にまちづくりへの参画を促す

長期

具体的活動：アパートの入居条件などの見直
しを働きかける

➈子ども達の育成活動（新規） 短期
活動目的 ：将来の地域を担う子ども達が安心
して成長できる環境を作る
具体的活動：地域の経験豊かな高齢者により若
いお母さんの子育てを応援する

福
③厚生部会の活動（継続）
祉
活動目的：地域住民が安心し安全に暮らすこと
・
健
康活動内容
部③－1 青パトによるパトロール
会③－2 見守り隊による登下校の見守り
③－3 青少年育成市民会議による
夏休み、冬休みの夜間パトロール
③－4 防災出前講座
③－5 防災訓練

⑩高齢者の見守り

(新規)

中期

活動目的 ：高齢者の健康と安全を見守る
具体的活動 1：岐阜清流高等特別支援学校と提
携して、お弁当を届け、お年寄り
の、健康と安全を確認する
具体的活動 2：各種団体と協力し、見守り活動
を強化する。
:

⑭企業の清掃活動（新規） 短期
活動目的：ｸﾘｰﾝｼﾃｨぎふ、ごみゼロ運動へ参画
し地域との交流を深める

活動内容
④－1 山田川の左岸の草刈
④－2 天然記念物シデコブシの整備（毎月）
④－3 岡本グラウンドの整備清掃(毎月)
④－4 クリーンシティ・ごみゼロ活動
地④－5 資源分別回収
域
振③－6 ふれあい花壇

ふるさと良くし隊

(新規)

活動目的 ：若い世帯の居住を促進する

教
②文化部会の活動（継続）
育
活動目的：地域文化の継承発展をめざす
・
文
化活動内容
部②－1 天然記念物シデコブシの花見会
会
②－2 文化講演会
②－3 広報の発行
②－4 イベント・催し等の広報活動

⑤－1

短期

具体的活動：役割の簡素化により「役員は大変」
を払拭し加入促進を図る

改善内容：「まちづくり懇談会」に名称を変更し、
広く意見を聴取する場とする

興
／
広
報
⑤その他の活動（継続）
部
会活動内容

(新規)

活動目的 ：自治会の退会者を減らし、新規加
入者を増やす

活動目的：三世代でプレーし、世帯間の交流を図る

環
境
美
④環境部会の活動（継続）
化
部活動目的：地域の草刈、清掃、資源回収
会

【環境づくり】

新規の活動

見直しする活動

具体的活動：個々の企業に文書等で依頼

⑪高校進学者への支援

(新規)

長期

活動目的：高校進学者の経済的負担を減らし、
通学しやすい地域にする。
具体的活動：交通費の個人負担を減らすよう
各方面に働きかける。

⑥コミバスの乗り入れ（見直し）

⑫公民館を平地に建設

(新規)

長期

活動目的：南山 1 丁目にコミバスを乗り入れる

活動目的：高台にある公民館では、不便で又
避難所としても不向きである

改善内容：南山 1 丁目の高齢者の外出が容易に
出来る様にする

具体的活動：大洞西プレハブ住宅跡地に公民
館兼福祉施設の建設を働きかける

