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６ みずき野地区 

地域福祉理念： 自然環境を大切にして誰もが安全で安心な暮らしが   

できる                                       

活動のモットー：  「市民が協調して活動する」ことです。                   
 その背景は，第 1に私たちの地区の特性にあります。 
●１９８２年から開発，分譲された約２０００世帯の成熟した住宅地域   
である。                                         

●町内会加入率が９９％を超えている。                      
●居住者年齢構成で５５歳以上が約５０％である。                       
 第２は，私たちの地区の市民力（コミュニティの力）にあります。 
●町内会組織（班長組織）が確立されている。                    
●老人会，娯楽や趣味の会，ボランティア等の各種の団体がある。          
このことは，地域福祉に関する市民意識調査結果にも現れています。 

●地域・ボランティア活動が活発です（４９．３％）は市平均（４０．２％）
より高い割合である。                             

●子どもの遊び場や公園等が充実していると思っている割合（７０．６％）
で６地区中最高の割合である。                         
それに，こんな地域自慢も数多くあるのです。 

●地域内には１０か所の緑地公園があり全体が静かな住環境である。            
●町内会事務所には市民サービスのための常駐事務員をおき，洋室，和   
室，調理室を備えた２か所の集会所がある。                            

  
＜ みずき野 地区の福祉問題を整理し対応策を検討してみました。＞ 
 
１）子育て支援（母子・児童福祉）は 
●地域で子育てをすることが必要である。 
●子どもの安全を確保することが必要である。 
●子どもの遊び場を整備することが必要である。 
このような問題があります。 
対策は 
●地域推進リーダーを育成する。      
●大人と子どもの交流を促進する。 
●場所，遊具を整備する。 



 - 88 -

が必要です。 
２）高齢者福祉は   
●元気な高齢者をつくることが必要である。                    
●サポートの必要な人をいかにサポートするかの検討が必要である。 
このような問題があります。 
対策は 
●コミュニケーションの場をつくり，またサークル活動等への参加を促す
こと。 
●サポートを必要としている人の把握とサポートする人の育成を行うこ
と。 

●向こう三軒両隣的な交流を活発にする。 
が必要です。 
３）障がい者（児）福祉は   
●現状把握と支援のあり方が大切である。    
●バリアフリーなど，福祉インフラの整備が必要である。 
このような問題があります。 
対策は 
●向う三軒両隣的助け合い精神を構築する。    
●ボランティアを育成する。 
●バリアフリー対策を進める。         
が必要です。 
４）健康づくりは   
●地域ぐるみで運動することが必要である。 
●個々人に合った健康法が必要である。 
このような問題があります。 
対策は 
●朝のラジオ体操的な朗らか運動を推進する。 
●リーダーを育成する。 
が必要です。 
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５）地域づくりの問題点と対応策 
 
これらの福祉問題に対応するためには，地域において市民・事業者・行

政が協働で対応する体制「地域づくり」が重要です。「地域づくり」がで
きることにより，その地域で様々な福祉問題に対応することができるよう
になります。 
「地域づくり」の問題点と「対応策」は次のとおりです。 

問 題 点 対 応 策

１ 近所意識が希薄化してきている。 ・連絡網の整備を図る。
 （町内会や各種団体が連携協力する）
・あいさつの励行を勧める。
・向う三軒両隣の交流を模索する。

２ 居場所や交流する場所が少ない。 ・コミュニティの場の活用促進を図る。
（集会所，元気サロン，公民館等）   
        

３ 地域全体が高齢化社会に向かっ
 ている。
 （高齢者世帯，ひとり暮らし世帯
  が増加している。）

・高齢者支援ネットワーク（高齢者安否確
認システム）及び要援護者支援組織の構
築を図る。
・具体的に防犯，防災組織を再構築する。
・生涯学習を推進する

４ 地域において，子供を育てる若い
世代の人口が少なくなってきてい
るため，子どもの数も少なくなっ
てきている。

 （幼児，児童数が少ない。郷州小
  におけるみずき野児童は全体の
  半数以下）

＜地域で安心して子育てできる環境づく
り＞
・地域福祉推進リーダーを養成する。
・地域ぐるみで子育て支援する。
・遊び場を確保する。
・通学の安全を確保(青パトなど)する。

５ 買い物弱者を解消する。 ・声かけあいの買い物，集団購入を推進す
る。

６ 交通手段を充実する。 ・地域間交流バスを活性化する。



＜市民提案による６地区別福祉施策の方向性＞

●地域づくり（問題点）       市民の提案
・近所意識が希薄化している。       ・あいさつの励行を勧める。

・向う三軒両隣の交流の場を模索する。
・居場所や交流する場所が少ない。     ・コミュニティの場の活用促進を図る。
・地域全体が高齢化に向かっている。    ・高齢者支援ネットワークの構築を図る。
・子供を育てる若い世代が少くなってき  ・地域で安心して子育てできる環境づくり 
ているため子どもも少なくなっている。  を進める。

・買物弱者を解消することが必要である。  ・声かけあいの買物，集団購入を推進する。 
・交通手段を充実することが必要である。  ・地域間交流バスを活性化する。
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●地域特性
・住宅団地の開発時期
 １９８２年～１９９５年に分譲
・高齢者数（６５歳以上）
 ９０５名（１５．５％）
・自然が多く，開発当初から建築協
定（現在は市の地区計画へ移行）
で守られた統一感のある街並みが
特徴の閑静な住宅街。

●自自慢
・１０か所の緑地公園があり，静か
な住環境。           

・町内会事務所には，常駐の事務員
がおり,洋室,和室，調理室がある集
会所が２か所ある。       

・自分達の手で街を造るという意識
が高い。             

活動のモットー

市民が協調して活動する

●コミュニティの力
・民生委員数       ８名
・社協の会員及び協力世帯数 

１，９６２世帯(９９％)
・町内会加入率 

１，９５５世帯(９９％)
・お祭り「みずき野夏祭り」

●アンケート調査結果
・地域，ボランティア活動は活発で
ある（４９．３％）は市平均

（４０．２％）より高い割合である。

・子どもの遊び場や公園等が充実し
ていると思っている割合は
７０．６％で６地区中最高の割合
である。

● 高齢者福祉（問題点）
・元気な高齢者をつくることが必
要である。

・サポートの必要な人をいかにサ
ポートするかの検討が必要であ
る。

・生涯学習を推進することが必要
 である。

●障がい者(児)福祉（問題点）
・地域にどのような障がい者（児）
がいるか現状を把握することが
必要である。

・障がい者（児）を理解すること
が必要である。

・バリアフリーなど福祉インフラ
整備が必要である。

・地域での支援を行うことが必要
 である。

●子育て支援（母子・児童福祉）
（問題点）
・地域で子育てをすることが必要
 である。

・子どもの安全を確保することが
必要である。

・子どもの遊び場を整備すること
が必要である。

市民の提案
・地域福祉推進リーダーを作る。
・地域の孫として見守る。
・乳幼児の親と交流を促進する。
・問題を抱えている親を支援をする。
・大人と子どもの交流を促進する。
・環境美化の日に親子で参加する。
・夜の防犯パトロールに親子で参加する。
・犬の散歩を子どもの登下校時に行う。
・公園などの遊具を整備する。

市民の提案
・どんな障がいなのか，どんな支援が必要か，
理解し現状を把握する。

・向こう３軒両隣の関係を大切にする。
・ボランティアを育成する。
・障がい者（児）に関する講習会を開催する。
・バリアフリー対策を進める。  
・ちょっとしたお手伝いを励行する。
・買い物を代行する。

実現するために
●子育て支援（母子・児童福祉）
・地域福祉を推進するリーダー的役割の人を支
部社協，町内会，行政が協力し，地域の中か
ら作る。

・集会所を活用し，高齢者と児童の交流を深め，
地域全体で子育てする意識を持つ。

・子育て中の母親の相談窓口の充実を図る。
・地域の行事に，親子で積極的に参加する。
・地域での母親同士の集い，イベント，勉強会，
定期的訪問などにより交流を図る。
・公園に健康遊具と子どもが遊べる遊具を設置
すれば世代間交流が図れる。

●高齢者福祉
・行政や自治会が募集をかけるなどして，仲の
良い人達の輪を広げる。

・気軽に集まれる交流の場をつくる。
・町内会の班長以外の役割を作り，地域の仕事を
分担してもらう。

・サロンや様々な講座等を通して，生涯学習を推
進する。
・民生委員・児童委員を通して，要援護者を見
守ると同時に，地域での支え合いも心掛ける。

・行政，社協のボランティア養成講座を利用して，

高齢者をサポートする人材を育成する。

●障がい者（児）福祉

・地域にどのような障がい者（児）がいるか，現状

把握し，買い物の代行やちょっとしたお手伝いを

する。

・向こう３軒両隣の関係を大切にし，地域で障がい

者（児）を助ける関係づくりをする。

・守谷市に就労施設，グループホームの設置を進め

る。

・街全体のバリアフリー化を図る。

●地域づくり
・ああいさつを励行（あいさつが基本）する。
・居場所の確保。そこが，交流の場所になる。
・買物弱者を解消するために，声かけあいの買
物，集団購入を推進をする。

・みずき野地区はバスが重要な交通手段となる
ため，地域間交流バスを活性化する。

市民の提案
・仲間作りをする。
・仲間作りの募集のかけ方を工夫する。
・コミュニケーションの場をつくる。
・自治会，町内会の班長以外の役割をつくる。
・サポートする人（ボランティア）の把握とサ
ポートする人の育成を行う。

・向う３軒両隣の交流を活発にする。
・みずき野地区の班編成の見直しをする。
・生涯学習を推進する。
・げんきサロンに誘う。
・要援護者を把握する。
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