
～白山市市民協働で創るまちづくり～地域づくり交流会 

千代野地区 

組織名称 千代野まちづくりネット 

地区の概要 

※令和３年 12 月末

住民基本台帳 

集落数 16 人 口 5,443 人 

高齢化率 40.2％ 
人口増減率 

(H17→R３の 16 年間) 
▲16.0％ 

組織の状況 

①役 員 

会 長：元町内会連合会役員（現公民館長） 

副会長：前町内会連合会会長、防犯協会会長 

 監 事：民生委員児童委員、老人会 

 事務局：町内会連合会（現役・OB）、公民館長 

②参画団体 

 町内会連合会、防犯協会、交通安全協会、消防分団、防災委  

 員会、体育協会、地区社協、民生委員児童委員、計１８団体 

③実行体制（プロジェクト制） 

 広報、人材発掘、事業検討→防災、人材発掘、事業検討 

令和３年度の活動 

R3  ４月 

５～７月 

７月 

８月 

９月 

R４ １月 

９～２月     

令和３年度総会、広報第１号発行 

中学生以上全住民アンケートの集計・分析 

プロジェクトチーム説明会 

広報第２号発行（アンケート報告書） 

プロジェクト全体会議 

広報第３号発行 

広報プロジェクト２回、人材発掘プロジェクト３回、 

事業検討プロジェクト４回開催 

令和４年度の活動 

（予定） 

R４  ４月 

６月 

   ８月 

   ９月 

10 月 

11 月 

R５ １月 

   ２月 

令和４年度総会 

広報第４号発行 

個別避難計画作成説明会 

広報第５号発行、個別避難計画作成着手 

親子防災イベント 

行事見直し案の策定、第１回ワークショップ 

広報第６号発行 

第２回ワークショップ 

組織運営・活動の

成 果 

・参画した団体の情報共有、意見交換の場として機能しつつある。 

・中学生以上全住民アンケートにより、地域の住民の考え方や傾向に

ついて一定の理解が得られ、さまざまな会議の場でアンケート結果

が活用されている。 

組織運営・活動の

課 題 

・プロジェクト制を採用したため、参画団体の地域コミュニティ組織

への参加意識が薄い。 

・三役、事務局メンバーが他の団体役員との掛け持ちで多忙なため、地

域コミュニティ組織の運営に苦慮している。 

・高齢化の進展とコロナ禍により、地域活動が停滞しており、活動への

参加者確保が困難である。 
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令和４年度千代野まちづくりネット総会が４月２３日（土）に千代野公民館本館で開催されましたので、

総会結果の概要をお知らせします。

○令和３年度事業報告

１．会議

◇総会：１回（４月） ◇役員会：３回 ◇運営会議：７回

◇その他 ・プロジェクトチーム説明会：１回（７月）

・金大との協議：１回 連携について（９月）

・町内会連合会との協議：１回

盆踊りについて（１月）

２．プロジェクトチームの活動について

①広報プロジェクト

◇会議２回 ◇ちよにてぃ発行（２回） ◇公民館だよりへの報告記事掲載

◇ホームページ更新 閲覧件数：4,046件（337件/月）

②人材発掘プロジェクト

◇会議３回 ◇アンケート ◇人材発掘のための新規事業案検討（親子防災イベント計画立案）

③事業検討プロジェクト

◇会議４回 ◇地区の行事の見直し検討の方向性（案）策定

○令和４年度事業計画について

１．プロジェクト

①人材発掘プロジェクト（継続）

◇親子防災イベントの実施

・日 時 令和４年１０月１６日（日）10時～12時（日程が変更されました。）

・場 所 千代野小学校グラウンド（雨天・ピロティ）及び千代野分署

・内 容 ・AED講習 ・消防車、救急車等見学、放水体験

・防災工作コーナー（段ボールベッド、簡易トイレ等）

・防災スポーツ（水消火器的当て、毛布で担架タイムトライアルなど）

②事業検討プロジェクト（継続） 地域の行事見直し案の策定

③防災プロジェクト（新規）

◇個別避難計画の策定

災害時に避難行動要支援者の避難支援が円滑にできるよう、あらかじめ一人ひとりについて

誰が支援して、どこの避難場所にどうやって避難させるか計画するもの

２．研修

◇まちづくりワークショップの開催 ２回

○役員名簿

代議員
区分 No 氏名 所属 備考 No 氏名 備考

1 宮下　　晃 東１丁目町内会 新 9 小嶋　志のぶ 新
2 相原　慎一 東２丁目町内会 新 10 竹鼻　達夫
3 鷺森　茂樹 東３丁目町内会 新 11 中條　健蔵 新
4 高島　一世 東４丁目町内会 新 12 澤瀬　　諭 兼役員
5 三輪　敏男 東５丁目町内会 兼役員 13 河野　孝洋 新
6 津川　久孝 東６丁目町内会 新 14 久保　弘昭 新
7 江尻　泰郎 西１丁目町内会 新 15 高下　孝治 新
8 達本　信一 西２丁目町内会 16 川原　弘明 新

区分 No 氏名 住所 備考
17 田中　　茂 東５
18 牛島　　覚 西３
19 舘　　慎也 東１ 兼役員
20 辰巳　昌彦 西３
21 島　　清徳 東６ 兼役員
22 宮田　一成 西１
23 鴻丸　　勲 東１ 兼役員
24 三国　外喜男 西７
25 新橋　勝年 東５ 新
26 池田　政江 東４
27 緑　　洋子 東５ 兼役員
28 田中　和美 東３
29 中山　 公一 西１
30 濱井　富枝 西６ 兼役員
31 松下　浩一 校長
32 森田　直子 南２ 兼役員
33 上田　智美 東２ 兼役員　新
34 上島　静夫 西５ 兼役員

北星中学校PTA
千代野校下こども会
千代野GGOの会

各
種
団
体
推
薦

所属
西３丁目町内会
西４丁目町内会
西５丁目町内会
西６丁目町内会
西７丁目町内会

千代野ボランティア枝の会
千代野彩め会　配食ボランティア
千代野文化協会
千代野まつり保存会
千代野音頭保存会
千代野小学校PTA

所　　　　　　　　属
防犯協会千代野支部
交通安全協会千代野支部
白山市北消防団北星分団
千代野防災支援アマチュア無線クラブ・ダンディパパ
千代野地区防災委員会
千代野体育協会
千代野地区社会福祉協議会・千代野はいかい対策委員会
千代野地区民生委員児童委員協議会
千代野あじさい会

町
内
会
代
表

西８丁目町内会
南１丁目町内会
南２丁目町内会

役員
No 役職 氏名 所属 住所 備考
1 会長 宮本　伸一 千代野公民館館長 南２
2 副会長 北出　達也 前千代野町内会連合会会長 西３
3 〃 村上　昇吉 防犯協会千代野支部 南１
4 会計 加藤　俊光 元千代野町内会連合会 東３
5 理事 澤瀬　　諭 千代野町内会連合会会長 西６
6 〃 三輪　敏男 千代野町内会連合会 東５
7 〃 海道　健一郎 交通安全協会千代野支部 西６
8 〃 舘　　慎也 白山市北消防団北星分団 東１
9 〃 太田　尚樹 千代野防災支援アマチュア無線クラブ・ダンディパパ 南２
10 〃 島　　清徳 千代野地区防災委員会 東６
11 〃 小谷内　由彦 千代野体育協会 南２
12 〃 鴻丸　　勲 千代野地区社会福祉協議会・はいかい対策委員会 東１
13 〃 俵　　有為乃 千代野ボランティア枝の会 西７
14 〃 緑　　洋子 千代野彩め会　配食ボランティア 東５
15 〃 栃折　　正 千代野文化協会 西３
16 〃 赤池　　了 千代野まつり保存会 西６
17 〃 濱井　富枝 千代野音頭保存会 西６
18 〃 中野　　祥 千代野小学校PTA 東２ 新
19 〃 森田　直子 北星中学校PTA 南２
20 〃 上田　智美 千代野校下こども会 東２ 新
21 〃 上島　静夫 千代野GGOの会 西５
22 監事 橋本　博良 千代野あじさい会 西８
23 〃 宮田　春美 千代野地区民生委員児童委員協議会 東１

事務局
No 役職 氏名 所属 住所
1 事務局長 松本　秋広 元千代野町内会連合会 南１
2 事務局員 森　　久樹 元千代野町内会連合会 西８
3 〃 松田　一朗 西８ 新



事業者名
連絡先

提供サービス
対象区域

取扱い
商品

金額 宅配種類 配達先 　備考

１１０円
（税込）

コープ宅配 自宅

※商品お届けが無い週は
税込み５５円
※１回（１企画）ごとの利用
金額（ご注文時の金額）に
応じて宅配料減額のサービ
スあり

すくすく便 自宅
家族に妊娠中の方、小学
校入学前までのお子さんが
いらっしゃるご家庭

おもいやり便 自宅
家族全員が６５歳以上の方
だけでお住まいの世帯等、
他条件あり

２名以上で班（グループ）を
結成、決められた１カ所に
まとめて商品を届ける。

※決められた曜日・場所
（施設）に商品を届ける。

アルビス（株）
とくし丸
連絡先
移動販売者：朝本
０９０-３２９４-６５２４

移動販売
注文販売
現在、千代野地区
を個人宅も含めて
７箇所回っていま
す。

食料品
全般、
その他
アルビス
で扱って
いる商
品

１回の注文可能金額は
７００円（税抜）以上、
１５万円（税抜）以下

カウンターピックアップ・
ドライブピックアップ

白山市長寿介護課
生活支援サポーター
０７６-２７４-９５２９

買物代行、店内同
行
注文・発注の支援
白山市内全域

－

千代野地区買い物支援一覧

週１回・月曜日・午後に移動販売車でご自宅やご指定場所などへ行
く。移動販売車に無いものでもアルビスの店舗で販売しているもの
は次回に届ける。
◆商品は１つにつき、販売価格に１０円上乗せです。

イオンリテール（株）
イオンスタイル白山
サポートセンター
０１２０-５８６-６１０
（９：００～２１：００）

インターネットによ
る注文配達
「イオンネットスー
パー」（おうちでイ
オン）
松任・美川全域

食料・日
用品など

※配送料はお届け先やお届け日時、キャンペーンにより異なる場
合があります。

◆イオンネットスーパー会員登録必要（入会金・年会費無料）
【配達料金】

１５０～１，０００円（税抜き）

無料

生活協同組合
コープいしかわ
☏コールセンター
０１２０-７５９-８５３
【月～金曜日】
８：３０～２０：００
【土曜日】
８：３０～１４：００

①注文販売
松任・美川地域

②移動販売
松任・美川地域の
一部のみ
千代野東２丁目へ
の移動販売あり
（毎週月曜日、組
合員でなくても購入
可）

食品、衣
料、雑貨

・夕食宅配（緊急連絡先登録有り）
※弁当のコースを選択し、月曜から金曜日にご自宅に届ける。
※移動販売は毎週月曜日に各エリアに訪問

備考

０円

班（グループ）配達

宅配ステーション

地域のボランティアが、生活のちょっとした困りごとの支援を行いま
す。
（※車の同乗不可。ボランティアとの調整を行い、対応が可能となっ
た場合に利用できます。）
【対象者】在宅の概ね６５歳以上の一人暮らしや高齢者のみの世帯
の方で生活の支援が必要な方（現在、千代野地区では利用者なし）

●千代野地区の高齢化について

６５歳以上の割合が白山市平均２８％に対し、千代野地区は４１％と高い比率になっており、

４０年以上経過した住宅団地であることから急激に高齢化が進んでいます。

町内会別に見ると、６５歳以上の割合（高齢化率）が高い町内会は４９％（東３）、

低い町内会は３３％（南１）となっています。千代野地区の中でも、分譲の時期の違いから、

町内会によって高齢化率には大きな差が見られます。

このような実態を踏まえた地域のあり方や互助・サポート体制について検討していく必要があ

ると考えています。

●買い物支援サービスあります！

「福祉ちよの」の５月号でも紹介されましたが、現在、千代野地区で利用可能な移

動販売や注文販売事業者について少し内容を追加してお知らせします。（白山市

長寿介護課発行の「買い物支援一覧表」から抜粋、修正したものです。）

（社会福祉協議会提供データ(令和4年３月末）による）

白山市立千代野公民館内 ホームページ

TEL（０７６）２７６－２２０４ FAX（０７６）２７４ー７８６６ ｃhiyonity.com


