
千歳市の町内会を元気にしよう！
～幅広い住民が参加する町内会へ～

9月29日（土） 北ガス文化ホール （千歳市民文化センター）
４階大会議室
（千歳市北栄 2 丁目 2 番 11 号）　

プログラム （予定）
1. 開会
2. 講義　「町内会活性化に向けて～課題解決のヒント」
  　講師 ： 株式会社 KITABA 代表取締役会長　酒本 宏

3. ワークショップ

4. 閉会

町内会の課題や解決に向けた取組のヒントについて講義後、
チェックシート等を用いて町内会のタイプ診断を行います。

それぞれの町内会の現状と課題を共有し、 解決に向けた
アイディアを考えます。

※お申込みいただいた内容については、 個人情報を含め、 本事業にのみ使用します。

代表者
氏名 町内会名 参加

人数

ご連絡先
TEL
FAX

〒

フリガナ

名

TEL ： 011-522-5070 / FAX ： 011-522-5870
Mail ： community@kitaba.co.jp
事務局 （受託業者） 株式会社 KITABA　担当 ： 松田、 小川

日時日時

20182018

10 ： 00 ～ 12 ： 3010 ： 00 ～ 12 ： 30
場所

お申込み
お問合せ先

わたしの町内会って
どんなタイプ？

現状と課題を共有

町内会タイプ診断

アイディアを
出し合いましょう

１ STEP

２ STEP

参加をご希望の方は、 下記の項目を FAX ・ 電話 ・ メールなどでお申し込み先までお知らせ
ください。 同封のアンケート用紙とともにご返送いただいても構いません。

主催 ： 千歳市町内会連合会

あなたの町内会を元気にするアイディアを見つけましょう！
　千歳市の町内会では、 加入率の低下や役員の担い手不足をはじめとするさまざまな
課題がある中で、 地域一体となって住みよいまちづくりを進めていくために町内会の活性化が
求められています。
　本セミナーは、 千歳市内の町内会の現状や特性、 課題を参加者のみなさまに再認識
していただき、 町内会の特性ごとの活性化のアイデアを持ち帰っていただくことを目的に開催
します。

参加費
無料 定員

200名様

女性の方も
お気軽にどうぞ！

千歳市町内会活性化セミナー

お 申 込 み 方 法 お申込み締切
８月10日（金）













テーマ ： アフターコロナとこれからの地域コミュニティとは？テーマ ： アフターコロナとこれからの地域コミュニティとは？
プログラム

（予定）

※お申込みいただいた内容については、個人情報を含め、本事業にのみ使用します。

代表者
氏名 町内会名 参加

人数

ご連絡先
TEL
FAX

〒

フリガナ

名

・希望する
・希望しない

※いずれかに〇を付けてください

オンライン
参加

パスワード連絡用
メールアドレス

お申込み
お問合せ先

下記の項目をFAX・電話・メールなどでお申し込み先までお知らせください。
オンラインでの参加を希望される方は、後日事務局よりパスワードをお伝えします
ので、必ずメールアドレスをご記入の上お申込みください。

主催 ： 千歳市町内会連合会

お 申 込 み 方 法
お申込み締切

8月 19日 （水）

テーマ ： アフターコロナで変わる人々の暮らし
講師  ： 酒本 宏 （株） KITABA  取締役会長
　　                           （株） GLOCAL DESIGN 代表取締役
・コロナウイルスで変わる人々の暮らし
・アフターコロナの地域コミュニティのあり方
・市民アンケートの調査結果

①情報提供 ②全体トーク

・セミナー参加者からアフターコロナにおける
町内会活動の不安や関心事を挙げてもらい、
会場全体で意見交換を行います。

新型コロナウイルスにより、自宅や地域で過ごす時間が増えるなど人々の暮らしが大きく変
わり、地域コミュニティに求められることが変化することが予想されます。本セミナーで、
情報提供と意見交換を通し、「新しい生活様式」における町内会活動や、アフターコロナでの
町内会のあり方を含めたこれからの町内会運営について考えてみましょう。

※参加においてはマスクの着用、消毒の徹底をお願いします。また、座席は距離を取って座って
いただき、こまめに換気を行うことで新型コロナウイルス感染拡大を防止に努めます。

Facebook ページ
千歳市町内会連合会

町内会活性化に役立つ
情報発信中！

フォローしてくださいね

8月22 日（土）

中心街コミュニティセンター 大会議室
（千歳市幸町 4 丁目 30　千歳タウンプラザ３F）　

日時日時 10 ： 00 ～ 12 ： 3010 ： 00 ～ 12 ： 30

場所

 定員
50名様

オンライン （zoom)
での参加も OK ！

参加費
無料

TEL ： 011-522-5070 / FAX ： 011-522-5870
Mail ： community@kitaba.co.jp
事務局 （受託業者） 株式会社 KITABA　担当 ： 松田、 遠藤

テーマ ： アフターコロナの地域コミュニティのあり方

ちとせ町内会活性化セミナー
令和２年度 町内会活性化事業



テーマ ： 多様な主体がつながる地域コミュニティに向けてテーマ ： 多様な主体がつながる地域コミュニティに向けて
プログラム

（予定）

※お申込みいただいた内容については、個人情報を含め、本事業にのみ使用します。

代表者
氏名 町内会名 参加

人数

ご連絡先
TEL
FAX

〒

フリガナ

名

・希望する
・希望しない

※いずれかに〇を付けてください

オンライン
参加

パスワード連絡用
メールアドレス

お申込み
お問合せ先

下記の項目をFAX・電話・メールなどでお申し込み先までお知らせください。
オンラインでの参加を希望される方は、後日事務局よりパスワードをお伝えします
ので、必ずメールアドレスをご記入の上お申込みください。

主催 ： 千歳市町内会連合会

お 申 込 み 方 法
お申込み締切

12 月 2 日 （水）

テーマ ： 多様な主体がつながる地域コミュニティに向けて
講師  ：酒本 宏（株）KITABA  取締役会長／ （株）GLOCAL DESIGN 代表取締役

①情報提供

②パネルディスカッション ③テーブルトーク

・町内会役員の方とちとせの輪のメンバーに
よるパネルディスカッションを行います。

・ 多様な視点からみた町内会運営について意
見交換を行います。

・これからの地域コミュ
ニティに求められるも
のについて各テーブル
で自由に話してみま
しょう！

　これからの町内会運営は、町内会のみならず多様な主体と一緒に地域コミュニティづくりに
取り組んでいくことが大切です。本セミナーでは、千歳市の若い世代が町内会と連携してこれ
からの地域コミュニティに向けて取組む組織である「ちとせの輪」メンバーと一緒に、これか
らの町内会について意見交換を行います。※「ちとせの輪」についての詳細は裏面をご覧ください！

※プログラムは変更する場合がございます、ご了承ください。
※参加においてはマスクの着用、消毒の徹底をお願いします。また、座席は距離を取って座って
いただき、こまめに換気を行うことで、新型コロナウイルス感染拡大の防止に努めます。

Facebook ページ
千歳市町内会連合会

町内会活性化に役立つ
情報発信中！

フォローしてくださいね

12 月5 日（土）
花園コミュニティセンター　体育室
（千歳市花園 4 丁目 2-5）　

日時日時 10 ： 00 ～ 12 ： 3010 ： 00 ～ 12 ： 30

場所

 定員
30名様

オンライン （zoom)
での参加も OK ！

参加費
無料

TEL ： 011-522-5070 / FAX ： 011-522-5870
Mail ： community@kitaba.co.jp
事務局 （受託業者） 株式会社 KITABA　担当 ： 松田、 荒谷

テーマ ： これからの地域コミュニティに必要なこととは？

ちとせコミュニティ活性化セミナー

令和２年度 町内会活性化事業



マッチング
町内会の「やってほしいこと」と
若い世代の方の「やりたいこと」

をマッチングします！

令和元年度
ワークショップの開催

（学生向け・社会人向け）

令和２年度
「　　　　　　」発足！
オンラインミーティングを実施

第 1回
「コロナによる生活の
不安と変化について」

第２回
「千歳市や地域のため
にやってみたいこと」

第３回
「千歳市の取組と
若い世代の役割」

町内会
「若い人に町内会に
参加してほしい」
「町内会役員の
担い手がほしい」

「若い人のスキルを借りたい」

ちとせの輪
「自分たちのやりたい

ことを町内会で
　実現したい」

「地域を盛り上げたい」

マッチングの例こんな町内会にはぜひ！

昨今、町内会は役員の高齢化による担い手不
足が大きな課題となっています。また、 千歳
市においては加入率の低下が目立っており、
若い世代を含む多くの方の参加・参画が必要
になっています。 

　昨年度開催した学生・社会人向けワーク 
ショップでは、町内会に興味はあるものの、 
参加するきっかけがない、情報が入ってこな
い、一人では参加しづらいなどの理由から若
い世代が活動に参加できないことがあるとわ
かりました。 

　そこで、若い世代同士のつながりをつくり、
地域活動への若い世代の参加・参画の機会を
つくっていくため、千歳市・市町連は千歳市
の若い世代の新たなコミュニティ「ちとせの
輪」を発足しました。現在は、千歳市のまち
づくりや地域活性化などに興味のある方が、
それぞれの職業・趣味、特技などを活かして、
できること、 やりたいことを探しています。 

　今後、「ちとせの輪」と町内会がマッチ ン
グし、一緒に地域の課題解決に取り組ん でみ
ることを想定しています。これからの 千歳市
の地域コミュニティづくりに向けて、若い世
代の考えや力を取り入れてみませんか。

●担い手不足に悩んでいる
●若い人に参加・参画してほしい
●若い人の力（スキルやマンパワー）を
必要としている

●現在の活動に、若い人の意見を取り入
れたい

●現在の取組のレベルアップ！

●新しい活動に取り組む！

●イベント開催の不安
●オンラインイベントの増加
●リモートワークによる家族との時間の

増加
●人とのつながりの大切さを学んだ

など
●支笏湖や千歳川など、千歳の水を生か

した取組（給水所やマイボトルの作成、
支笏湖ごみ拾いツアーなど）

●環境問題について学ぶワークショップ
の開催（地域のお祭等で開催）

●町内会の取組や目的について実はあま
り知らない　など

●支笏湖では大学教授や学生と連携した
環境教育に関する取組が行われている

●若い世代は、千歳市の外から来た人と
もともと住んでいる人同士をつなぐ役
割を担っているのではないか　など

若い世代の地域コミュニティネットワーク
「ちとせの輪」 が動き出しています！
若い世代の地域コミュニティネットワーク
「ちとせの輪」 が動き出しています！

これまでの取組これまでの取組

現在20名以上
の若い世代が
参加中！

今ある地域の清掃活動＋まちあるき！
➡子どもから大人まで楽しめる清掃活動へ！　など

LINEや Facebookなどを使った町内会の情報発信！
➡若い世代にも町内会情報が伝わる！　など

➡今後は、 町内会の現状 ・ 課題についての勉強会を開催し、
セミナーでの町内会の方との意見交換を経て、 地域のために
若い世代ができること ・ やりたいことを実践していく予定です。



プログラム
（予定）

※お申込みいただいた内容については、個人情報を含め、本事業にのみ使用します。

代表者
氏名 町内会名 参加

人数

ご連絡先
TEL
FAX

〒

フリガナ

名

・希望する
・希望しない

※いずれかに〇を付けてください

オンライン
参加

パスワード連絡用
メールアドレス

お申込み
お問合せ先

下記の項目をFAX・電話・メールなどでお申し込み先までお知らせください。
オンラインでの参加を希望される方は、後日事務局よりパスワードをお伝えします
ので、必ずメールアドレスをご記入の上お申込みください。

主催 ： 千歳市町内会連合会

お 申 込 み 方 法 お申込み締切
2月3日 （水）

テーマ ： 千歳市の町内会活性化の取組とこれから
講師  ：酒本 宏（株）KITABA  取締役会長／ （株）GLOCAL DESIGN 代表取締役

①話題提供

②パネルディスカッション

・参加者からの意見・質問を募り、モデル町内会やちとせの輪などの
今までの千歳市の町内会活性化の取組や今後の事業の発展について
登壇者による意見交換を行います。

　平成 30 年度から始まった町内会活性化事業の総括するセミナーとなります。３カ年での千
歳市内のモデル町内会の取組、ちとせの輪などのこれからの地域コミュニティを考える取組の
成果などを話題提供し、これからの千歳市らしい地域コミュニティのあり方を考えます。

※参加においてはマスクの着用、消毒の徹底をお願いします。また、座席は距離を取って座って
いただき、こまめに換気を行うことで、新型コロナウイルス感染拡大の防止に努めます。

Facebook ページ
千歳市町内会連合会

町内会活性化に役立つ
情報発信中！

フォローしてくださいね

2 月6 日（土）
中心街コミュニティセンター　大会議室
（千歳市幸町 4 丁目 30　千歳タウンプラザ３F）　

日時日時 10 ： 00 ～ 12 ： 0010 ： 00 ～ 12 ： 00

場所

 定員
30名様

オンライン （zoom)
での参加も OK ！

参加費
無料

TEL ： 011-522-5070 / FAX ： 011-522-5870
Mail ： community@kitaba.co.jp
事務局 （受託業者） 株式会社 KITABA　担当 ： 松田、 荒谷

テーマ ： 千歳らしいこれからの地域コミュニティのあり方

ちとせコミュニティ活性化セミナー

令和２年度 町内会活性化事業

テーマ ： 千歳らしいこれからの地域コミュニティのあり方テーマ ： 千歳らしいこれからの地域コミュニティのあり方
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