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２回目 ７／１４ 横のつながりの強化

２回目では、お互いの活動内容をより深く理解すべく、
グループ単位で、途中で席替えを行いながら、
各自の活動内容の紹介と意見交換を行いました。
この２回目がきっかけで、各自の企画にコラボする話が
出てくるようになりました。



【横のつながり】※7.14 ２回目

17

【グループ発表・意見交換から出た意見・コメント】
・事業者間の横のつながりがない→情報が無いので身近に感じられない
・“商工会協議会”などがあると町役場が参加しやすい
・フェイスブックでつながることで、町外の知り合いを通じて広がる
・「村」での関係（縦社会）と、若い３０代以下（ネット世代）との溝を埋める
・若い世代を、年長者に会わせる
・人材の発掘と広報、ネットワークができれば、島本町に住むことが、より楽しいと思う
・島本センターとみなせ名店街の横の連携

・月２回は町内のどこかでイベントを行うネットワーク作り。町外の協力者も集う（株式
会社長井工務店）



【情報発信】※7.14 ２回目
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【グループ発表・意見交換から出た意見・コメント】
・直接的な支援は難しいが、広報等のPR媒体は有しています。効果的なＰＲ方法の提
案はできると考えています。（島本町都市創造部にぎわい創造課）

・“しま通”という地域新聞を発行し、新しく居住された方と今までの住人を“つなぐ”試
みを行っています。仕事の合間に作成しているため、内容の拡大が難しい。新規配布
先のお願い。データから印刷と配布をお願いしたい。企画・運営・記事入力・録音の文
字起こしが課題。島本町のすばらしさを町外の方、新しく住み始めた方に知っていた
だき、各種コミュニティへの参加やイベントの参加をうながしもっと島本町に盛り上がっ
てもらいます！（野村不動産株式会社）
・イベントを商工会、役場、参加団体等のホームページ・Ｆａｃｅｂｏｏｋで公開する



【観光】※7.14 ２回目
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【グループ発表・意見交換から出た意見・コメント】
・楠公さん関係のイベント開催等
・グルメマップ作成
・父子の会→６８０年祭 (父子の会)

楠公→６００年 人間将棋大会(将棋連盟)→外から人を呼ぶ
淀川河川敷（竹製みなせ駒，兜制作等）→２７年５月
竹製のこまを作成 みなせ駒に見立てる
ボランティア５０周年来年１０周年事業(資金面が課題)

・レンゲ畑
・尺代漁業協同組合。尺代の環境を活かした取り組み

・観光グッズ・コンテンツ作り。例：「和」Ｔシャツ、「桜」手形アートの町（株式会社長井工
務店）



【交流・イベント開催】※ 7.14 ２回目①
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【グループ発表・意見交換から出た意見・コメント】
・手作り市（商工会女性部）

今までとちがって、商工会女性部外から出店を募ることとしたことがよかった
集めなくても希望者から参加申し込みがあった
フリーマーケットと一緒にすると若い人に来店してもらえる
空き店舗活用だけでなく更なる活性化へ
(将来フリーマーケットとの連携はどうなるのか？)

島本センターにて手作り市参加者等に店舗、島本センターの
チャレンジ制度を活用してもらう
手作り市でも人手が不足
企業からの地域貢献
若い方で、手作りされている方、職人さん、作家さん、商売人
などどんどん出店してほしい、

・一箱古本市
たのしくてとてもよかった催しである
一箱古本市、手作り市に出店して感じたこと
→来客の年齢層が平均して高いと思った。若い方や子供連れの方などに
楽しんでいただける出品や広報が今後の課題



【交流・イベント開催】※ 7.14 ２回目②

21

【グループ発表・意見交換から出た意見・コメント】
・木琴手作りワークショップ

親子で参加できるよい場であった
一生大切に持ち続けることのできる世界でただ一つの楽器をつくられた

・「正岡子規」を島本町で語る
「和」の活動として開催 6/21 小林酒店にて住民、住民ゆかりの
方をさがしていけば、職人さんや企業家、歴代の家系のある方など、
まだまだ、在住しておられるのではないか。

・婚活
婚活マッチング(青年部)

ふれあいセンターの活用法→ふれあいセンターは、素敵な設計なので、建物ごと
住民の方々のウェディングにも使用できるのでは？（住民婚活）→住民人口の増
加、元住民の再入居、子供数の増加。

・町民スポーツ祭
偏りがあるのでは？広い範囲ごとにしてみては？
従来と違うかたちをつくらなければ？

・農業祭

・イベント等への町内商店などの出店を希望するが、個別事業者への支援等は困難
であるため、商工回等の団体を通じての出店が望まれます。（役所は平等が原則であ
るため） （島本町都市創造部にぎわい創造課）



【交流・イベント開催】※ 7.14 ２回目③
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【グループ発表・意見交換から出た意見・コメント】

・イベントはその存在をアピールする良い機会とは思いますが、まずイベントありきで
はないと思います。イベントそのもの本来のイベントそれぞれの意味や歴史をふまえ
たうえで不必要なもの過剰なものは省いていく時期だと思っています。

・運営していく上では売上も増やしていかなければならないので、色んなイベントに積
極的に参加したいと思っているが、事業所が月～土開所のため日曜日のイベントが続
くと利用者さんに疲れが出てくる。純粋に売上だけを追求しにくい。プリンやスープ
ペーストなど販路を拡大するために島本以外でも販売することがある。その中で名水
や歴史など、島本の宣伝もしていきたい。（福祉事業所すばる）

・入場者が減少している。各場の入場者が少ない。島本町住民が少ない。駐車場が離
れている。釣り場の近くに設けたい。自然環境を保全しながら、入場客に楽しんで頂く
ファミリー向けの遊びをつくりたい。（尺代漁業協同組合）



【商店街・空き店舗】※ 7.14 ２回目
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【グループ発表・意見交換から出た意見・コメント】
・対面販売をいかして対話し調理方法等レシピの配布サービス
・空き家の有効利用を促進

企業を呼び込む。企業名で活動するのではなく、
「和」という名称を使う（親子の共同作業）

・センターについて
→店舗が閉店した後のシャッターの利用
→通路をたくさんの住民が利用しているので、
シャッターに広告（手作り市開催など）してもよかったように思う
センター街がさみしい。経済だけでなく文化で知ってもらいたい
空き店舗対策が課題（島本センター）
空き店舗対策として、チャレンジ店舗（テナント料減額）を企画している

・商店街は、多くの商店の連合体なので意思決定がむつかしい

・シャッターをあえて開けておき、空き店舗に情報交換コーナーを設置してみてはどう
か。



【その他】※ 7.14 ２回目
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・人口を増やす方法に
新婚家庭に家賃補助など補助金をだしてもらう
子育て世代が入ってくる町→地域活性
保育所不安
昼間に若い人が歩いていない（ベットタウン昼間人口減少）

・遊休農地の活用
・各々事業所がプライドを持って活躍できる環境の町になればと思います。
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イベント年間カレンダー

参加者の持ち寄った活動案内・チラシ、
島本町商工会で把握している内容から
イベント年間カレンダーが成果物としてできました。
まだ情報は不十分ですが、インターネット等で
こういったものを発信することができれば、
島本町のにぎわいの一助になると思われます。



【イベント年間カレンダー】 １月～３月

26

月 イベント名 主催

１月 消防出初式
成人祭
御頭祭
どんど焼き
とんど祭
大茶盛

消防本部消防団関係
成人祭実行委員会（島本町
尺代
桜井レンゲの里
若山神社
水無瀬神宮

２月 水無瀬川あまご釣り大会 2月末 尺代漁業協同組合

３月 「手形」アートショップ2014.3.30 一小地域応援団 和（なごみ）



【イベント年間カレンダー】 ４月～６月
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月 イベント名 主催

４月 YYワールド
隣保館さくらバザー
若山神社さくら祭
がんばろう若山台 フリマ
町指定文化財第5号 速報展
2014.4.26～6.15
菜の花摘み取り園
レンゲ畑

島本町都市創造部にぎわい創造課

隣保館
若山神社
若山台自治会
町立歴史文化資料館

桜井レンゲの里
桜井レンゲの里

５月 消費者まつり・ふれあいマーケット 島本町都市創造部にぎわい創造課

６月 一箱古本市
『正岡子規』を島本町で語る

福祉事業所すばる
一小地域応援団 和（なごみ）



【イベント年間カレンダー】 ７月～９月

28

月 イベント名 主催

７月 しまもと手づくりコミュニティ市
2014.7.6
水無瀬川ウオッチング
夏休みちびっこ工作教室2014.7.20
手づくり市2014.7.27
島本センター大売出し

島本町商工会

島本町
株式会社長井工務店
株式会社長井工務店
島本町商業協同組合島本センター

８月 夏祭り2014.8.2
かぐや姫の夕べ2014.8.23
第一小学校アートフェスタ2014.8.22

島本町商工会青年部
島本竹工房
株式会社長井工務店

９月 福祉大会

ふれあい夜店と人権文化まつり
2014.9.6
サントリーウイスキー山崎 ＴＶコマー
シャルの舞台を訪ねて2014.9.27

島本町都市創造部にぎわい創造課
ふれあい夜店実行委員会

島本町都市創造部にぎわい創造課



【イベント年間カレンダー】 １０月～１２月
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月 イベント名 主催

１０月 町民スポーツ祭
水無瀬神宮秋祭り26/10/19
人権フェスティバル
水無瀬川釣り・バーベキュー（10月中
旬～翌年5月連休明け）
コスモス‣ヒマワリ園

島本町都市創造部にぎわい創造課
水無瀬神宮

尺代漁業協同組合

桜井レンゲの里

１１月 島本町文化祭
農林業祭2014.11.16

島本町都市創造部にぎわい創造課
島本町都市創造部にぎわい創造課

１２月 島本町イルミネーション12/7
しまもと１００円商店街12/6
しまもと手づくりコミュニティ市12/6
島本センター大売出し
福祉バザール

島本町イルミネーション実行委員会
島本町商工会
島本町商工会

島本町商業協同組合島本センター



【イベント年間カレンダー】その他
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月 イベント名 主催

毎月 朝市会（火、木歴史資料館前庭、土、
役場駐輪場）
地域新聞“しま通”

島本町農業振興団体協議会（朝市
部会）
野村不動産株式会社

随時 空き店舗貸し出し
しまもと無料ガイドツアー

島本町商業協同組合島本センター
ふるさと島本案内ボランティア


