
八坂地区計画書

令和4年度～令和8年度

八坂地区住民自治協議会

住み続けたい八坂 参加して楽しいまちづくり
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1）住民自治協議会とは？

住民全員からなる自治組織

地域全体の課題を解決するため住民全員で活動を行い、
住みやすい地域を自ら作る組織です。
（平成22年に市の推奨を受け設立、11年間活動しています！）

２）計画書とは？

5年間の活動計画を具体的に示し、

今後の地域づくりの指標となるものです。

３）計画書作成で大事にしたこと

手伝いたくなる、環境維持できる、八坂地区住民向け

1

1．計画書って何？

住民アンケートを参考に、
八坂地区の課題や将来像を検討しました。
八坂地区を住みよい地域にするために、
組織編成、運営方法、活動内容等を
策定委員会で話し合ってきました。

住民の方々に、活動
に参加してほしい！ 八坂地区の自然・生活

・住環境を守りたい！

自治協のことを
知ってもらう！



2．アンケート結果

１）自治協の活動として、何を期待する？

アンケートへのご協力ありがとうございました。
ここではその一部を紹介します。

【アンケート回答者数：1,848名/令和2年2月実施】
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「防犯対策」が男女ともに最も期待されています。
世代別で見ると、70代以上は「公共交通の充実」に関心
を寄せていることが分かりました。

「高齢者の見守り」が男女ともに最も期待されています。
そして、「健康づくりの推進」「子ども見守り支援対策」
「子育て支援対策」が続いています。

全世代男女ともに「趣味の講座」に関心が集まっています。
その他にも、「女性・高齢者のための教養講座」は特に、
女性から期待されていることが分かりました。

地域づくり

地域福祉

生涯学習



２）こんな活動に参加しています！
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10～20代 八小まつり 17.5%

30～40代 八小まつり 21.4%

50～60代 八小まつり 10.9%

70代以上 オータムコンサート 9.5%

八小まつりは特に30～40代が

多く参加しています！

他にも子どもを見守る交通安全指導や、
趣味となるようなグラウンドゴルフなどの
活動も実施しています！

【世代ごとの参加率1位】

【活動ごとの参加率】



３）この活動なら協力できます！

【協力できる活動】

あなたも自治協の活動に参加してみませんか？
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皆さんにご自身が参加・協力できる

活動について、聞いてみました！
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４）住民の皆さんからこんな声が届いています！

防災活動や自然環
境の保全は積極的
に実施してほしい。

高齢者の安否確認が
簡単にできる何かを
実施してほしい。自治協の広報を

実施してほしい。

公園など、子ども
達が集まって遊べ
る場所がほしい。

土手がウォーキ
ングできるよう
になればと思っ
ています。

情報発信は
これから必
要不可欠だ
と思います。

防災マップを
全家庭に配布。

生きがいづくり
の創出。

取り組みが
見えてこな
い。

多くのご意見をいただき、
ありがとうございました！

ページの都合上一部のみ紹介します。
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自治協の組織が生まれ変わります！

3．組織図

専 門 部

総 務 部

総 会

役 員 会

検証委員会

・民生児童委員
・体育協会
・福祉委員
・健康づくり推進委員

・各部員
・八坂地区有志

・八坂小PTA会長・副会長
・八坂小教頭
・八坂幼PTA会長
・主任児童委員

・八坂地区有志

・消防団
・防災士
・交通安全協会

・八坂15地区区長

育 成 部安 全 部

広 報 部

（計画書策定委員）

福 祉 部

地域づくり部

（役員、専門部員、顧問、監事）

（会長、副会長（専門部部長）、会計、専門部副部長、事務局長）
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主な変更点は6つです！

各部で活動する人が他の役職と兼任して活動する当て職だけで
なく、活動できる人を増やすために推薦制も導入します！
女性や若い世代の皆さんも大歓迎です！

1

2
八坂地区の広域的な課題等に対応するため、
全地区の区長で構成する総務部を新たに創設します！

3

各部の構成員を追加します！
・福祉部：福祉委員と健康づくり推進委員
・安全部：消防団

4

各部の名称を変更します！
・防災･安全･環境部 → 安全部
・健康福祉部 → 福祉部
・健全育成部 → 育成部
・地域振興部 → 地域づくり部

5
広報部の構成員として各部から1名ずつ選抜し、
八坂地区の皆さんからも公募します！

6
検証用の組織である検証委員会を
役員会の諮問機関として設置します！



4．5年間でやりたいこと

1）安全部（旧：防災･安全･環境部）

①防災講習会（年1回）

【目的】
・八坂地区全体の災害対策、防災訓練

【活動内容】
・自治協、防災士協議会八坂支部、危機管理課との共催です
・講師による「防災学習会」を開催します
・行政区毎の避難訓練で住民による現状把握をします
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参加者数：88名*（4.8％）

活動に協力できると答えてくれた方は90名*（4.9％）

→参加者よりも協力してくれる人が多い！

皆さんのご協力をお待ちしています！

～現部長からのことば～

住民の安全を最優先に活動方針を定めました。
これからも杵築市の関係者を巻き込んで、
皆さんと一緒に産声を上げていきたいと思います。

岡嶋 康一さん

これから5年間でやりたいことを部ごとに紹介しています！

継続して取り組む活動は水色、新しく取り組む活動は黄色で記載しています。

＊各活動で示している参加者数・協力者数は、令和2年2月実施の
「八坂地区地域計画策定のためのアンケート調査」をもとに
記載しており、実際の参加者数とは異なります。



③交通安全活動

【目的】
・地域内の交通安全
・校区内の事故防止

【活動内容】
・自治協部員と大分県交通安全協会杵築支部や警察と協力して、街頭

交通安全指導や交通安全教室を実施します
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参加者数：116名*（6.3％）

活動に協力できると答えてくれた方は99名*（5.4％）

→100名以上の方が参加できると回答！

皆さんの参加とご協力をお待ちしています！

②八坂地区美化運動

【目的】
・自然、環境の保全
・環境美化

【活動内容】
・遊歩道の整備をします（4月～）
・地域道路の美化活動をします（8月）
・花いっぱい運動のサポートをします（2月～3月）

アンケートで要望の高かった自然の保全・環境美化に

取り組んでいきます！



①独居のつどい

【目的】
・障がいのある方、高齢者の方の生活見守り
・一人暮らしの方の日常生活の見守り

【活動内容】
・健康増進や親睦を深める活動をします
・民生委員が担当地区の対象者を見守ります
・八坂地区コミュニティセンター（公民館）にて実施します

２）福祉部（旧：健康福祉部）

②八坂地区グラウンドゴルフ大会・ナイターソフトボール大会
・軽スポーツ大会

【目的】
・健康づくりの推進
・世代間交流を深める

【活動内容】
・グラウンドゴルフとナイターソフトは健康福祉センターで実施します
・子どもから高齢者までどなたでも参加できます
・軽スポーツ大会は室内で行える、だれでも参加できる競技です
・体育協会と共催の事業です
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参加者数：40名*（2.2％）

活動に協力できると答えてくれた方は53名*（2.9％）

皆さんの参加をお待ちしています！



③高齢者お宅訪問

【目的】
・高齢者の見守り
・地域防災に役立てる

【活動内容】
・災害時に備えて、地区の民生委員や福祉委員、自治協部員が、名簿

を利用して日常的な安全確認をおこないます
・民生委員と福祉委員が、自治協部員と情報共有し、災害時の避難に

つなげていきます

④八坂ウォーキング（春）

【目的】
・住民の健康促進
・遊歩道の有効活用

【活動内容】
・八坂川えん堤の遊歩道でウォーキングを行います
・複数の部と共催で行います
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～現部長からのことば～

「人生100年時代」を迎え、高齢化・無縁社会等の諸課題に、裾野を
広げ支援活動を推進し、「住み続けたい八坂」をつくりましょう。

中野 房夫さん

軽スポーツ大会及び八坂ウォーキングは、八坂地区の皆さんの健

康維持・増進と、世代間の交流を深めることを目的に新しく取り

組みたい活動です！

ぜひ、お家の皆さんでたのしく参加してください！



３）育成部（旧：健全育成部）

②花いっぱい運動（毎年2～3月頃）

【目的】
・子どもたちと地域の人が一緒に取り組

む地域美化活動
・花いっぱいにすることで､笑顔あふれる

明るい八坂地区にする

【活動内容】
・幼稚園児と小学生､地域の方々が参加して､プランターに花を植えます
・プランターに植えた花は地域の皆さんに配布したり、小学校の卒業式

や入学式に利用します

12

①八小まつり（毎年12月）

【目的】
・地域住民と児童の交流

【活動内容】
・八小まつりは児童の学習発表の場であり、児童、保護者、地域の人が

一同に会し、子どもたちの成長を見守ります

・地域住民と児童の交流を主とした活動を行います

参加者数：90名*（4.9％）

活動に協力できると答えてくれた方は127名*（6.9％）

皆さんのご協力をお待ちしています！

参加者数：297名*（16.1％） 八坂地区で1番高い参加率！

協力できると答えてくれた方は127名*（6.9％）

八坂小学校の活動ではありますが、子どもからお年寄りまで、

多くの方が参加する行事です！



③三世代交流事業（毎年10月）

【目的】
・心豊かな子どもをはぐくむとともに、

高齢者の生きがいを推進する

【活動内容】
・小学４年生の親子と、地域の方々が参加します
・竹とんぼづくりなど様々な企画を、小学校体育館で実施します

④子ども連絡所設置事業

【目的】
・子ども見守り支援対策

【活動内容】
・PTA安全部の活動に協力して実施します
・子どもの安全確保のために連絡所の協力をお願いします
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～現部長からのことば～

今年はPTA会長らしいことはほとんどできていませんが、
これからまた自治協の活動と合わせて頑張っていきます！
これからの八坂地区の計画書、ぜひ目を通してみてください。

東 竜申さん

参加者数：103名*（5.6％）

活動に協力できると答えてくれた方は46名*（2.5％）

八坂地区の皆さんの積極的な参加をお願いします！

子ども連絡所設置事業は、八坂地区の子どもの見守りのために

令和３年度から新しく取り組んだ活動です！



４）地域づくり部（旧：地域振興部）

①オータムコンサート（毎年10月）

【目的】
・児童と地域の皆さんに音楽に

親しんでもらう

【活動内容】
・地元の中高生に楽器の生演奏をしてもらいます
・八坂小学校体育館で実施します

②地域親睦グラウンドゴルフ大会（毎年9月）

【目的】
・地域の方々に交流の場を提供する
・参加者にグラウンドゴルフを楽しんでもらう

【活動内容】
・健康福祉センターでグラウンドゴルフ大会を開催します

※福祉部の八坂地区グラウンドゴルフ大会とは異なる活動です！
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参加者数：218名*（11.8％） 八坂地区で2番目に高い参加率！

活動に協力できると答えてくれた方は111名*（6.0％）

これからもたくさんの参加とご協力をお願いします！

参加者数：60名*（3.3％）

活動に協力できると答えてくれた方は59名*（3.2％）

賞品の他、全員に参加賞を用意していますので

たくさんの参加とご協力をお待ちしています！



③八坂地区元気応援事業（年1回）

【目的】
・元気な八坂地区の創造
・住みよい地域づくり

【活動内容】
・八坂地区を住みよくするための活動を実施します

④自走式草刈機の活用と管理

【目的】
・八坂地区の美化促進
・草刈機の有効活用

【活動内容】
・八坂川堤防や農地等の保全、美化のための整備を行います
・自走式草刈機のメンテナンスや、地区内の団体への貸し出しの

管理を行います
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～現部長からのことば～

学校を中心として多彩なイベントを企画しています。
自治協の会員は皆さんとても協力的です。

工藤 壮一郎さん

これまでの活動

・八坂バス停の改装 ・自走式草刈機購入の一部助成

・八坂小学校の応援団優勝旗寄贈 ・八坂地区LEDイルミネーション設置

・交通安全飛び出し禁止看板の設置（８か所） など

自走式草刈機の活用と管理は、八坂地区美化の

ために新しく取り組みたい活動です！



５）総務部
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地域の課題解決に取り組みます！

【活動内容】
・年間の個別事業は担当せず、八坂地区に

おける諸課題に対して、総務部で対応を
協議し解決に向けて取り組みます

・具体的には、現地調査や関係団体（杵築市、大分県、JR、地元の
企業団体、その他）に対する働きかけを想定しています



広報紙作成「八坂地区住民自治協だより」（年数回）

【目的】
・自治協の活動を地域住民の皆さんにお知らせする
・紙面を通じて地域の問題をみんなで共有する

【活動内容】
・八坂自治協の活動を記事にして載せます
・自治協の今後の活動をお知らせします

自治協の活動に
興味がある！

６）広報部

広報部員募集中！

八坂地区住民自治協議会 事務局
TEL : 0978-63-6859
Mail：swatasue@s.email.ne.jp（綿末）
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いっしょに作ってみらん⁉
広報紙「自治協だより」、
いろいろ知れて、面白れえでぇ～⤴
気軽に、何でん聞いちょくれ‼

身体を動かすのは苦手だけど
活動に参加してみたい！

アンケートでは広報活動に協力できると答えてくれた方が28名いました！
あなたも活動に参加してみませんか？

パソコンを
扱える！

イラストを
描ける！

写真を撮るのが好き！
漫画を

描いてる！



5．活動をより良いものにするためのチェック

1）検証委員会について

自治協でのチェック機能を担う組織として、

新たに検証委員会を設置します！

メンバーは策定委員を中心に役員会で決定する予定です。

2）活動をより良いものにするって何？？

計画書に合った活動ができているかを確認します！

例えば…

・活動の現状を検証委員会が調査

・出来ていなければ各部で原因を見つけ、目標が達成できる解決策の検討

・部内だけの解決が困難であれば、役員会によるサポート

3）策定委員会で決定したこと

決定事項は検証委員会を設けること、検証する頻度、検証委員の選任です。

開始時期 ：活動1年目から
検証の頻度 ：毎年
検証委員会委員：策定委員を中心に役員会で決定
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4）検証の流れ

活動の参加者等に
アンケートで調査し、
結果を数値化して把握

達成できなかった
原因を探し、

解決策をもとに修正
（役員会・各部）

目標達成できるように
各部で活動を実践

各部が参加や
満足度の数値目標を

立てる

1.目標設定

3.達成度の振り返り4.原因を探し解決策を
踏まえたうえで修正

2.実際に活動を行う

活動の主体

青：各部
赤：検証委員会
緑：役員会

活動のチェックの具体例（安全部の交通安全指導の場合）
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1. 安全部で交通安全指導の参加者数や充実度の数値目標を立てる。

2. 数値目標をもとに安全部で交通安全指導の活動を行う。

3. 検証委員会が小学生の保護者や交通安全指導の協力者、部員にアンケート
をとり、目標達成できているかを把握する。目標を数値で見れるように
レーダーチャートを使用する。

4. 目標達成していない場合、役員会や各部が達成できなかった原因を探し、
目標達成できるような解決策を見つける。目標達成できるよう役員会が
サポートしながら、次年度の交通安全指導の活動を安全部が行う。



7．策定委員の皆さん

6．会長あいさつ
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阿部 光徳 有田 定光 板尾 達憲 伊藤 淳一

伊藤 裕一郎 岡嶋 康一 岡田 政信 尾畠 香織

尾畠 慧星 片岡 正子 河野 邦房 工藤 壮一郎

工藤 裕子 後藤 節子 下平 弘昭 髙橋 良之介

中野 房夫 中山 哲志 荷宮 廣万 原田 國正

東 竜申 古川 正幸 堀 典義 三浦 康弘

森實 由美子 矢野 雄一郎 山﨑 千春 綿末 しのぶ

渡邊 正美

（敬称略 50音順）

長い八坂地区の歴史と伝統の中で、今日ほど

あらゆる分野で急速な変化に対し、住民の団結

が求められている時代はないと考えています。

今回の住民アンケート調査の集約、そして進

むべき指針作成へと指導していただいた大分大

学山浦ゼミの皆さん、計画書策定委員の皆さん、

市職員の担当者の方々、世界的なコロナ対策で

困難な時に大変ありがとうございました。

八坂地区の皆さんへ「力・知恵・財源」の三

点を少しずつ持ち寄っていただきたいと思って

います。この『まちづくり計画書』を通して、

八坂地区の未来に夢のあるストーリーを地区住

民全員の手で描いてまいりましょう。

原田 國正力：活動を動かす人の力

知恵：アイデアを出す力

財源：活動を行うための十分な資金



・スケジュール案検討

・策定スケジュール検討
・住民アンケート結果共有

・部員による現状分析
（現在の部の活動、組織運営の

振り返り）

・地域内の各種組織団体ヒアリング
（八坂地区内の団体で5年間一緒に

活動できること）

・地域内の各種組織団体ヒアリング
（八坂地区内の団体で5年間一緒に

活動できること）

・部制の在り方検討
・部員確保の仕組み検討
・役員等、部以外の組織見直し案

・組織図の検討・規約の見直し
・各行政区総会で進捗の説明

・新メンバーの顔合わせ
・5年間の活動計画検討

・5年間の活動決定、検証方法確定
・コンセプト決定

・目次構成の検討
・スローガンの決定

・目次決定
・マップ、レイアウト確認

・最終チェック

・完成
・八坂自治協臨時総会、市長へ報告
・八坂地区住民へ全戸配布

策定委員会 スケジュール
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9月28日

10月25日

11月22日

12月20日

1月24日

2月28日

3月22日

4月25日

6月27日

7月25日

10月17日

11月21日

12月

令和２年

令和３年



8．山浦ゼミ生からのメッセージ
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皆さんの地域を大切にする想い
に触れ、たくさん学ばせていた
だきました！これからも八坂地
区をさらに素敵な地域にしてい
ってほしいです！

山浦 陽一（大分大学経済学部准教授） 熊谷 篤人 波多野 千晶

羽田野 裕貴 北原 颯大 佐藤 華純 三宅 喜子 片野 孝祐

中原 瑞貴 西川 昂佑 藤本 果歩 江山 翔太 藤本 斉弥

森山 遥加 赤峰 大城 織戸 海里 日野 虎太郎 平山 功大

山本 渚 今市 美琴 蕪 詩織 椿 稜人 山形 ひかり

今回の計画書策定に関わってきた、
大分大学経済学部山浦ゼミ生からのメッセージです。

八坂地区をより良い地域にして
いくための計画書、その作成と
いう貴重な経験をさせていただ
き、ありがとうございました！

八坂地区の計画書が完成してと
ても嬉しいです。
ありがとうございました！

計画書完成に関わることができ、
光栄でした。
八坂地区の益々の発展を陰なが
ら応援しています！

地域がどのように運営されてい
るのかを知ることができ、勉強
になりました。

1年半お世話になりました！
計画書作成までの過程が自身の
成長にも繋げることができまし
た。今後の八坂地区の発展を応
援しています！

計画書を通して、さらに魅力あ
ふれる八坂地区になることを楽
しみにしています！
ありがとうございました。

計画書策定を通して多くのこと
を学ばせていただきました。
ますます八坂地区が活気溢れる
地域となることをお祈りしてお
ります。

短い間でしたがありがとうござ
いました。
貴重な経験になりました！

地区内の活動に参加させていた
だき、八坂地区の魅力を感じる
ことができました。
これからもよりよい地域活動さ
れていってください！



● 発行年月日 令和3年12月

● 制作・発行 八坂地区住民自治協議会

● 表紙題字 安倍敬二さん

● マップ 東竜申さん

● イラスト 八坂幼稚園園児の皆さん

● 編集 大分大学経済学部山浦ゼミ(※)

八坂地区計画書
令和4年度～令和8年度

※ 大分大学経済学部山浦陽一准教授ゼミとは

ゼミ生は「田舎で輝き隊！」として

①農山村でのフィールドワーク
②体験･交流でなく地域課題解決
③学生主体、かつ上級生が下級生を指導

という3つをコンセプトとし、大分県内の様々な地域で
活動しています。八坂地区では令和2年7月から山浦ゼ
ミの学生が八坂地区住民自治協議会の計画書策定委員会
に参加させていただいていました。



八坂地区住民自治協議会

住 所：〒873-0015

杵築市大字八坂1941-1
（八坂地区コミュニティセンター）

連絡先：0978-63-6859


