８、広報活動について
（問８（２）（３））
たものにしていく必要があります。
しかし他の活動についても内容等
についてさらに検討するなど、今後
より良いものとし皆様に親しまれる
ように心がける必要があります。
「継続実施をあまり望まない活動」
については上記データのとおりです。
参加希望が少ないからといって当該
活動を中止することは簡単ですが、
まち協活動は出来うる限り多くの方
の参加が重要であり、このため常に
窓口を広げておくことも大切だと考
えております。今後はよりＰＲする
とともに住民の皆様の意向にマッチ
したものにして多くの方が参加され
るよう常に努力していく必要があり
ます。
・今後の活動について

、今後の「八上校区
まちづくり協議会」に
求めるものは（問 ）
11

①災害・水害・火災等防
災対策の強化

②健康維持や介護予防の
強化

③高齢者や障害者の支援
活動の充実

④防犯活動・対策の強化

⑤子育て支援活動の充実

⑥自然環境の整備

⑦地域産業の活性化

⑧田園風景・集落の街並
み・景観等の保全

⑨集落の美化強化

⑩祭イベントの強化

⑪子供・高齢者・障害者
等の交流活動の強化

⑫文化活動の強化

⑬地域の歴史を生かした
まちづくりの強化

⑭スポーツ事業の充実

⑮住民学習の充実

⑯広報活動の強化

・今後の八上校区まちづくり協議
会の活動について何が重要です
か？

50

１ 「災害・水害・火災等
防災対策の強化」

今後のまち協活動が求められてい
るものの上位5活動は「災害・水
害・火災等防災対策の強化」「健康
維持や介護予防の強化」「高齢者や
障害者の支援活動の充実」「防犯活
動・対策の強化」「子育て支援活動
の充実」となっています。
求められている上位５活動と、現
在の実施している活動を照らし合わ
せてみますと

100

が増えるとともにまち協に対する広
報活動の幅が広がることが期待され
ます。

⑬青パト 防犯パ トロ ール
⑫ふれあ い夏祭 り
⑪八上校 区文化 祭
⑩八上校 区敬老 会
⑨八上城 跡クリ ーン 作戦
⑧認知症 講座
⑦三世代 交流「 しめ 縄作り」
⑥八上ふ るさと 塾
⑤高城山 登山
④親と子 の考古 学体 験学習
③親睦運 動会
②三世代 グラン ドゴ ルフ大会

150

９、現在実施している「八上校
区まちづくり協議会」の
活動について（問 ）

①ふれあい夏祭り

②親睦運動会

③八上校区敬老会

④青パト防犯パトロール

⑤八上校区文化祭

⑥八上城跡クリーン作戦

⑦認知症講座

⑧高城山登山

⑨八上ふるさと塾

⑩三世代グランドゴルフ大会

⑪人権同和教育研究大会

⑫三世代交流「しめ縄作り」

⑬親と子の考古学体験学習

・継続実施を望む活動

50

・継続実施をあまり望まない活動

150

・広報誌「やかみ高城」

・ホームページ「やかみ高城
コミュニティサイト」

80

編

集

後

記

の活動にいくらかの負担はやむを得
３ 「高齢者や障害者の
支援活動の充実」 な い と 考 え て お ら れ る 方 が 大 半
（ ％）であり負担についてご理解
←
八上校区敬老会、認知症講座、 が 得 ら れ て い る と も 思 わ れ ま す が 、
「それ以外のご意見」では、「まち
三世代交流「しめ縄作り」、
協の活動は予算の範囲内で実施する
三世代交流グランドゴルフ
のが相当で、予算が足りない場合は
市等行政に負担を依頼すべきである」
４ 「防犯活動・対策の強化」
との意見や、「まち協の活動の中に
←
は利益が出ている活動があることか
青パト防犯パトロール
ら、全体で予算を検討することによ
り住民に負担を要請することなく実
５ 「子育て支援活動の充実」
施が可能ではないか」との意見もあ
←
ります。
親と子の考古学体験学習、
これらは少数意見ですが、まち協
三世代交流「しめ縄作り」、
の今後の活動のあり方等について検
三世代交流グランドゴルフ、
討すべき課題を提起されたことから
ふれあい夏祭り、親睦運動会
今後十分な議論が必要であります。
貴重なご意見をお寄せ戴きました
ことに心からお礼申しあげます。今
後はこの結果を参考にしてまち協事
業を推進していく所存でありますの
で、よろしくお願いいたします。
以上

となり、十分とは言えませんが、皆
様から求められている活動の一端は
担っているように感じられます。し
かし、現在の活動の中心が「祭・イ
ベント・文化・スポーツ等」であり、
今後は住民から求められる活動「災
害・水害・火災等防災対策の強化」
等についても考えていく必要があり
ます。

、「八上校区まちづくり
協議会」運営費用
負担について（問 ）

・いくらまでならご負担いただけ
ますか？

88

本号は、特別号としてアンケート
集約結果を掲載いたしました。
次号では、これまでの内容を少し
ずつ充実させ、さらに新しい企画等
を検討しながら皆様のお役にたちた
いと編集者一同考えております。
今後も八上校区をよりよくするた
め に 、 皆 様 の ご 意 見・ ご 提 案 をお 待
ちしております。
篠山に春を告げるＡＢＣマラソン
が終わった3月6日、鳥取県鳥取市
河原町から八上輝きの里づくり協議
会の林会長他4名が八上まち協に来
られました。
平成 年、八上という地名のルー
ツを探ろうと、柴田勲会長ほか 名
が河原町を訪ねたことが縁となり、
交流を行いました。
大国主命と八上姫の神話伝説の里
との交流が芽生えそうです。
メールアドレス

12

③ほとんど読
まない
15%
③時々開く
15%

10

①人権同 和教育 研究 大会

200

←
特になし

12

このグラフによりますと、まち協

①500円／年
51%

100
40

①時々読む
44%
①開いたこ
とがない
58%

10

250

２ 「健康維持や介護予防の強化」
←
八上校区敬老会、認知症講座、
親睦運動会、高城山登山

（ yakami-machikyo@gaia.eonet.ne.jp
）
ホームページ（ＵＲＬ）
（ http://www.yakami-takashiro.jp
）
八上校区まちづくり協議会
〒六六九‐二四三七
篠山市糯ヶ坪甲八十三番地一
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今後の活動

今後の活動については「現状でよ
い」が ％で「活動項目を減少し少
し重点化する」が ％と拮抗した状
況となっていることから、今後どの
ように活動を進めていくか難しい判
断が求められています。
そこで、現在の活動に対して評価
されている方が ％あるということ
で少し安堵していますが、活動項目
の重点化を求める方が ％あること
から、今後の活動については活動項
目を増やすことよりも減少してでも
より充実した内容について検討する
必要があります。

③それ以外
12%

0

250

「継続実施を望む活動」における
上位５活動は「ふれあい夏祭り」
「親睦運動会」「八上校区敬老会」
「青パト防犯パトロール」「八上校
区文化祭」となっております。今後
もこの５活動についてはより充実し

②1,000円／年
30%

②活動項目を減
少し重点化する
46%

46

200
80

広報誌
④読んだこと
がない
5%

ホームページ
④良く開き
読む
4%

広報活動の中心となっている広報
誌「やかみ高城」は「よく読んでい
る、時々読む（計 ％）」となって
おり、大半の方に読まれている傾向
が読み取られます。
しかし、記載内容について「少し
堅苦しい」等の意見があり、これら
を十分考慮して「ほとんど読まない、
読んだことがない（計 ％）」の方
を含めより多くの方に読まれるよう
内容を充実させた「やかみ高城」を
目指していくことが今後の課題であ
ります。
また、ホームページについては
ホームページを知らなかった方、又
は高齢者でありパソコンに不慣れな
方が多く、「よく開き読む、時々開
く」等利用される方は ％程度と大
変少なかったと言えます。
今後は、この度のアンケートで周
知されたことから、若者等への活用

⑤その他
1%

④700円／年
6%

①現状でよい
47%

46

47

11

費用負担額

④その他
3%
③活動項目を
増やし、より充
実する
4%

47

300
120

②よく読んで
いる
36%
②ほとんど
開かない
23%

20

19

0
0

八上校区まちづくり協議会広報誌（２）

