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高知市では、つながりのある地域づくりを目指して、まちづくりに関する情報や地域の取り組みの様子を
お届けするとともに、市民の皆さんと一緒に協働のまちづくりを考えていくために、この広報紙を発行して
います。まちづくりにちょっと役立つ情報も掲載していますので、ぜひご覧ください。

第30回浦戸湾・七河川一斉清掃を実施しました！
浦戸湾・七河川一斉清掃は、平成元年に高知市制100周
年を記念して実施されたもので、今年で30回目を迎えまし
た。高知市民憲章推進協議会・県・市・市教育委員会で共
催し、多くの関係機関の皆さんに後援・協賛をいただいて
おります。
一斉清掃の目的は、浦戸湾と浦戸湾に流れ込む鏡川・江
ノ口川・久万川・舟入川・国分川・下田川・長浜川の清掃
を行い、水質の浄化・親水・美化意識の高揚を図ること、
そして近隣住民同士のつながりを育んでいくことにありま
す。

▲鏡川本部の開始式に、多くの市民や企業の
皆さんにご参加いただきました。

今年は西日本豪雨の影響で日程を延期し、７月22日(日)
に実施しました。暑い中での作業と
なりましたが、5,700人もの多くの市
民 の 皆 さ ん に ご 参 加 い た だ き、可
燃・不燃ごみを合わせて約67トンを
回収することができました。
ご参加・ご協力をいただきました
市民・関係機関の皆さんには、心よ
りお礼申し上げます。
▲岡﨑市長も潮江地区の清掃に参加しました。

▲高知地区建設業協会・高知県建設業協会高知支部・高
知市許可環境事業協同組合の皆さんに、ボランティアで
ごみを収集していただきました。

▲皆さんのご協力により，浦戸湾・七河川が
きれいになりました。
１

地域情報に関するお知らせ

市内の各地域で活動している団体
の取り組みをお知らせします。

①よこせとコミュニティ計画ができました！
市では、平成５年からおおむね小学校区を単位として、地域の将来像と
それを実現するための事業をまとめた「コミュニティ計画」を策定し、市
民と行政のパートナーシップによるまちづくりを進めてきました。しかし
現在、少子化・高齢化の影響によって、地域でのつながりの希薄化や地域
活動の担い手不足など、新たな課題が生じてきました。
そこで、これらの課題に対応するために、横浜瀬戸（よこせと）地域に
関わる団体が参加して設立された「よこせと連携協議会」を検討の場と
し、平成29年６月からよこせと地域での新たなコミュニティ計画案の検討
に取り組みました。そして平成30年８月、よこせと地域の皆さんが自分達
の住む地域をより良くするために、今後５年間で取り組む内容をまとめた
『よこせとコミュニティ計画』が出来上がりました。
この計画は、これまでのコミュニティ計画に基づく取り組みを通じて醸
成された地域力や協働の意識を土台として、「住民主導のこれからのまち
づくり」へ新たなステップを踏み出すための道しるべとなるものです。
【横浜瀬戸地域におけるコミュニティ計画の流れ】
計画推進

計画推進

平成６年～

平成９年３月

平成29年６月～

平成30年８月

「横浜瀬戸コミュニ
ティ計画策定市民会
議」による検討

「横浜瀬戸コミュ
ニティ計画」策定

よこせと連携協
議会による計画
更新の検討開始

リニューアルした
「よこせとコミュ
ニティ計画」策定

【よこせとコミュニティ計画の体系】

よ ろこびいっぱい
（将 来 像） 元気で明るい笑顔あふれるまち
こ ころあったか
（基本目標） ① 安全に安心して暮らせる住み心地の良いまち
せ だいをこえて
② 地域の宝を活かした豊かなまち
と もにあゆむ
③ 地域がつながる楽しいまち
（テ ー マ） 防災、道路・交通、つながり、子育て環境、自然・
環境、にぎわい、活性化、若い世代の活躍、情報発信・収集

②久重地域の取り組み
現行のコミュニティ計画未策定のモデル地
域として、平成28年10月から29年７月までの
間、新コミュニティ計画『久重のまちづくり
計画』の策定に取り組みました。
計画案報告会では、検討の場となった「久
重地域連携協議会」の林会長と久重小学校の
当 時 ６ 年 生 か ら、市 長へ 計 画 案 の 提 出 を 行
い、多 様な世代 が関わる
行政計画として策定され
ました。
計画策定 後は、地域の
方を巻き込みながら事業
を実施しています。
２

▲計画登載事業（七草フェスタ）の様子。

▶幅広い世代の意見を反
映させ、より魅力的な計
画にするために、計画策
定会議で地域の子ども達
からも意見をもらいまし
た。

こんなよこせとに
なるといいな！

●計画策定に携わった地域活動応援隊のコメントをご紹介します！
【地域活動応援隊とは？】
市では、地域と行政の協働による地域づくりの“つなぎ”役として、専任ではなく
通常業務と兼務した「地域活動応援隊」を地域内連携協議会に配置し、地域への支
援を行っています。
【地域活動応援隊からのコメント】
計画策定会議のグループワークでは、進行役として地域の方の意見を引き出せるように努めました。
また、挨拶等の声掛けをしたり、会議以外のイベント等にもできるだけ参加して、自分の存在を覚えて
もらえるよう心掛けました。今回の策定作業によって、地域での課題やその課題に対する解決方法につ
いて、地域の方々と検討することができました。「地域計画の策定」という、自分の職種ではまず経験
することができない内容に関わることができ、市職員としての経験値アップにもなりました。

③潮江・江陽・鴨田小学校区に地域内連携協議会ができました！
市では、地域内での連携・協力による地域課題
の解決を目指して、おおむね小学校区ごとに各種
団体の連携組織「地域内連携協議会」の設立を提
案しています。
この度、平成30年６月に潮江小学校区を活動区
域とする「潮江小校区連絡協議会」、７月には江
陽小学校区を活動区域とする「こうようネット
ワーク」と、鴨田小学校区を活動区域とする「鴨
田小学校区地域内連携協議会」が、新しく設立さ
れました。
平成30年10月現在、市では23の小学校区（地
域）で地域内連携協議会が設立され、地域の実情
に沿った様々な活動に取り組んでいます。

▲設立総会（こうようネットワーク）の様子。
３

まちづくりを学び、人材育成を行って
いる未来塾の活動をご紹介します。

高知市まちづくり未来塾

平成30年度（第６回）「未来塾の塾」が始まりました！
まちづくり活動への参加者が増えることを願って開催している
「未来塾の塾」ですが、今回は、20代の学生から60代のシニア世
代まで、10名が参加されました。入塾式では、自分を「漢字一文
字」で例えて、自己紹介していただきました。

義

門田さん

弥右衛門ふれあいセンター施設長。

店舗や住宅のデザイン、リフォームや太

楠瀬さん

未来塾の塾へ
ようこそ！

嶋崎さん

高知情報ビジネス＆
フード専門学校在学中。今まで

青

志

高知情報ビジネス＆フード専門学
人生の中で様々な事を学んで
陽光関係の仕事に長年携わっていた。
吉田さん
校在学中。あだ名にも青が入ってま
馬渕さん
生きているので、これから
「直」という漢字はある人にイメ
すが、空や海の包容力や、冷静に物事
名前は、立志です。
専門は土砂災害で、
も学ぶことを忘れずに、
ージとして選んで
を見れるといったイメージでシンプル
中央公園の石碑に立
東日本大震災等に調査
生きたいと思って
いただいた。
に好きな「青」にしました。
志社とありますが、読
団として参加し、最近は中
います。
み方は「たつし」で、昔
山間の研究をしています。色々
から志だけは忘れずに
な方に手引きしてくれた方がいた
心に持っています。
ので、「義」を大切にしています。

直

学

育

佐々木さん

生

朝倉っ子。高知工科
盛田さん
上村さん
大学に入ってイベン
「未来塾」と聞き、閃く
未来塾に再度
トを企画し、色々経験してい
山中さん 今年高知大学を卒業。
ものがあり、残された
入塾。８年ぶりに
る中でゼミに入り、まちづ
市役所への就職を目指しています。
人生で何ができるかなと思
小笠原さん
くり未来塾を知って、
保育士に復帰してい
大学時代にアルバイトをしたりサー った時に、とりあえず自分
高知工科大学在学中。旅行
ます。地域のお祭りが
参加しました。
クルは軽音楽部にゼミは歴史を学ん のできる事にチャレンジ
や色々な地域に行くことが好き
10回目になりますが、
だりと、前向きに進んでいくこと
してみようと思い参加
で、その時にそこでしか感じられな
そのお祭りのあとに続く人を
が大事と思っています。
しました。
いことを体験することが好きです。
育てていきたい。

感

経

進

高知市民憲章よさこい踊り子隊を編成しました！
市民憲章運動の一環として、よさこい祭り連続44回目の出場
となる「市民憲章よさこい踊り子隊」を編成しました。
当日飛び入り参加できるチームとして、毎年多くの市民や観
光客の方々によさこい祭りを楽しんでいただいており、今年は
８月10・11日の２日間で延べ約800名の方々にご参加いただき
ました。赤ちゃんから90歳代まで幅広い年代の方々が参加して
くださり、県外や海外からの観光客の方もいらっしゃいまし
た。帯屋町演舞場や中央公園競演場では、観客の皆様も次々と
飛び入りで踊っていただき、大変盛り上がりました！
今後とも市民憲章運動へのご理解・ご協力をよろしくお願い
いたします。
▲よさこい祭り当日の様子。

まちづくり“一緒にやろうや！”通信 （発行：平成30年10月）
高知市市民協働部 地域コミュニティ推進課

こちらのＱＲコードをご利用

〒780-8571 高知市鷹匠町２丁目１－４３ たかじょう庁舎２階

いただくとスムーズにアクセス

ＴＥＬ： 088-823-9080 ＦＡＸ ：088-824-9794

いただけます。

E-Mail ：kc-102000@city.kochi.lg.jp
HPアドレス ： http://www.city.kochi.kochi.jpsoshiki/21/
４
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