
まちづくりの
目標

町内会や自治会の活動に
参加している市民の割合

平成32年度
目標値 50.0%

平成27年度
目標値 40.0%

平成22年度
現状値 36.1%
将来の姿：住民相互への意識が高まり、地域での活動に参加する市民が増え、地域活動が活発化し、助け合いの輪が広がっています。

蛭間地区
コミュニティ推進協議会

広報紙の発行や盆踊り、体
力測定などを実施しています。
今後、地区コミュニティは災
害時の前線基地になると予
測されるため、自主防災の意
識を高めていきたいです。

できることから
確実に

高台寺小学校区
コミュニティ推進協議会

小学校の美化運動（除草作
業）や、夏祭りなどを実施して
います。今後も、地域の皆さん
がコミュニティを十分に理解
し、活動が軌道に乗せられる
よう取り組みます。

コミュニティへの
理解を第一に

神島田小学校区
コミュニティ推進協議会

三世代ふれあいフェスティバ
ルや防災訓練・防犯パトロー
ルなどの活動を通じて、住民
相互の信頼を深め、笑い声
の絶えない、犯罪のないまち
づくりに取り組んでいます。

人と人との
ふれあいが大切

神守小学校区
コミュニティ推進協議会

協働のまちづくりには、いち早
い伝達と住民が協力し合える
組織づくりが大切です。校区
内の誰もがつながり合えるよ
うな拠点づくりを行い、活性
化していきたいと思います。

地域の皆さんで
協力しています

北小学校区
コミュニティ推進協議会

活動の実施にあたっては、住
民の皆さんで企画を立案し、
実行しています。行政の力を
借りながら方向性を生み出し
ていくことが、理想的な協働
のまちづくりだと考えています。

住民参加型の
活動を実施

東小学校区
コミュニティ推進協議会

伝統文化を実演・鑑賞する春
の文化レクリエーションや、児
童の交通教室、警察を招いた
防犯教室など、コミュニティ事
業計画活動に沿って、多様な
イベントを実施しています。

地域の皆さんと
絆を深めています

南小学校区
コミュニティ推進協議会

8地区の中では最も新しいコ
ミュニティで、地区の皆さんの
要望や希望を集めています。
先進コミュニティの活動を参
考にしながら、目標に向かって
進んでいきたいと思います。

地域住民の
笑顔を増やしたい

西小学校区
コミュニティ推進協議会

世代を越えた交流活動の他、
コミュニティ紙の発行で地域
情報を提供しています。安心・
安全な暮らしと地域全体での
協力が、協働のまちづくりに
活気を与えると考えています。

智恵を出し合い
つながっていく

委員会は学識経験者や市民活動団体などで構成され、協働のまちづくり推進の基本
的な考え方や、市民活動の推進施策について検討しました。

Committee for Tsushima City Community Development Policy Planning
津島市協働のまちづくり基本方針策定委員会

重点戦略

笑顔が広がる
協働のまちづくり
Working together to develop a Happy City

１

島市では、地域住民の力がまちづくりの原動力になって
います。全８小学校の校区ごとに設立されたコミュニティ

推進協議会には、町内会の代表者をはじめ、交通安全協会や
防犯協会、自主防災会など、さまざまな団体が参加。
　お祭りや美化運動、交通安全や防災・防犯教室の実施など、
そのほとんどが住民自らによって企画立案され、活発化してい
ます。「自分たちのまちは自分たちでよくしていこう」という目的
のもと、地域のふれあいや連帯によって絆の輪が広がり、地域
の課題解決に向けて活動が進んでいます。
　住民主体のまちづくりに行政の後押しが加わり、協働のまち
づくりの実現をめざしています。

Community is the driving force behind the development of Tsushima City. In 
particular, the Community Promotion Council provides opportunities for citizen 
involvement in activities and initiatives to resolve issues within the 
communities related to organizing local festivals, running cleanup campaigns, 
and offering traffic safety and disaster and crime prevention classes. Citizen-led 
community development is supported by the government; together we strive 
to achieve cooperative community development.

市職員が市内の会場に出向き、市役所
の業務やまちづくり、自治体経営などに
ついて市民に説明しています。

Traveling Speakers:
Tsushima City Traveling Speakers

出前講座「津島市どこでも出張所」

一人暮らしの高齢者宅にお弁当を届
け、安否確認の声かけを行っています。

Volunteer meals on wheels
配食ボランティア

津

地域コミュニティとともに
笑顔の“わ”をつくるまち

委員会は学識経験者や市民活動団体などで構成され、協働
的な考え方や、市民活動の推進施策について検討しました。
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市民と行政の
信頼とともに

西小学校区

北小学
校区

東小学校区

南小学校区

蛭間小学校区

神守小学校区

高台寺
小学校区

神島田
小学校区
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重点戦略

「みんなで取り組む地域医療づくり」として開催し、地域医療を守り育
てるための活動の「輪」を広げ、地域全体の活動につなげています。

Conference to ensure community medical care and good health
地域医療と健康生活を守るためのシンポジウム

まちづくりの
目標

地域の医療体制に
満足している市民の割合

平成32年度
目標値 70.0%

平成27年度
目標値 50.0%

平成22年度
現状値 26.8%
将来の姿：市民は、身近な場所で安心して医療を受けています。

The city has been promoting welfare, medical care, and crime and disaster 
prevention initiatives in order to build a safe, peaceful community. Tsushima 
City Hospital plays a particularly significant role in providing community-wide 
medical care and strives to enhance its citizen-oriented medical care services. 
The city has undertaken specific initiatives to prevent lifestyle related 
diseases, including diabetes and metabolic syndrome, in its effort to build a city 
where all generations can achieve good health.

２

齢者世帯の増加、地震や犯罪への不安など、安心して
暮らせる安全なまちづくりに対する市民の関心が高まっ

ている中、福祉や医療、災害・防犯対策などの推進に取り組
んでいます。
　とくに基幹病院である津島市民病院は、地域医療の一翼を
担い、市民に密着した医療体制の充実を図っています。
　また、市民一人ひとりが健康に関心を持ち、健康づくりのきっ
かけとなるよう、糖尿病対策を中心とした生活習慣病対策を進
め、ウォーキング教室の実施や、メタボ健診の啓発などを充実
し、「あらゆる世代が健康で暮らせるまち」をめざしています。

高

地域医療とともに
「健康つしま」の実現に向けて

すべての人にやさしいまち

カンファレンス（話し合い）を重
ね、患者やその家族を支援。何
をすべきか、何ができるかを一
緒に考え、助け合いの地域医療
を育んでいます。

Conferences held with
families in attendance

家族も参加して行う
カンファレンス

地域の診療所との連携を強化し、住
み慣れた地域や自宅で安心して過
ごせる医療の体制を整えています。

Home medical care
在宅医療 日頃からの災害への備えや災害時の避難など、自主防

災活動の充実を図っています。また、市民の防犯意識を
高め、地域住民によるパトロール活動を進めています。

Building a disaster resilient and crime
free community

災害に強く、犯罪のないまちに

国内でも数少ないサイバー
ナイフ、MRI装置など最新の
医療機器を導入しています。
待ち時間の短縮の他、救急診
療や日常診療、開業医との連
携など、地域医療にますます
貢献。市民が安心できる体制
を整えています。

Tsushima City Hospital
津島市民病院

Walking classes
ウォーキング教室

市民の糖尿病予防・重症化防止のために市が主催する大学。
市や市民病院が主催する講座等を選んで受講します。必須と
選択科目を取得することで修了証が授与されます。

Diabetes University
糖尿病大学

市民と行政が一体となって、健康づ
くり・福祉・医療などを地域全体で
守り育てていくキャッチフレーズ。8
つのキーワードで実践しています。

Healthy city Tsushima
健康つしま

飯田 博さん
子どもに意見されてタバコをやめて20年。体重が10kg増え、健康診
断では中性脂肪が多いとの結果が…。少しでも減量したいと思い、
ウォーキング講座に参加しました。生活習慣病予防として、ご飯や焼
き魚に酢をかけて食べる、毎日たとえ５～６分でも歩く、ウォーミング
体操を必ずする…ということを心がけています。あと、気が付いたとき
に体重を計ることですね。現在は、自主的に運動を行う「三日会」を
発足させ、生活習慣病予防や日々の健康について活動しています。

健康な生活
毎日の心がけが
大切です。

健康な生活
毎日の心がけが
大切です。
男性限定ウォーキング講座参加
運動自主グループ「三日会」

安心して暮らせる
安全なまちづくり
Building a Safe and Peaceful Community

安心して暮らせる
安全なまちづくり
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市民や各種団体のボランティアによる活動で、ポイ捨て等のごみの一斉
清掃を年２回実施しています。

No Trash Campaign
ごみゼロ運動

神守中学校では、生徒自らが芝生化の取り組みに携わり、学校の環境づく
りを進めています。

Project to turf junior high school sports grounds
中学校芝生化事業

まちづくりの
目標

ごみゼロ運動
年間延参加者

将来の姿：市民の活動により、まちが清潔に保たれ、四季を通じて花が咲き誇るまちになっています。

環境教育の一環で、自然豊かな天王川公園に生息する生きものにつ
いて学んだ後、正しい昆虫採集の方法と標本の作り方を教えています。

Insect collection class
昆虫採集教室

環境教育の一環で、自然豊かな天王川公園に生息する生きものにつ
いて学んだ後、正しい昆虫採集の方法と標本の作り方を教えています。

Insect collection class
昆虫採集教室

再生可能エネルギーの普及と拡大のため、家庭用太陽光発電の設置を補
助しています。また、小学校の屋上など、施設への設置を進めています。

Solar power generation
太陽光発電

Developing a Livable, Lively Community

重点戦略 ３

快適で活力ある
環境まちづくり

市内に生息する植物や昆虫、鳥・魚などの観察会を開催
しています。また、水質や空気の調査をとおして、環境保
全や観察の大切さを行政に提言しています。この他にも、
環境美化や地球温暖化、新エネルギーの勉強会などを通
じて市や周辺の環境について考えています。今後、視点を
変えた活動を展開していくためにも、新しいメンバーが必要
となってきています。老若男女を問わず、多くの人に参加し
てもらい、みんなで津島市の環境をよくしていきたいですね。

王川公園をはじめ、市内には多くの自然があり、春の桜、
初夏の藤や睡蓮、秋の紅葉などが、四季の移ろいの美

しさを伝えています。津島市では、そんな環境を守り、未来に
残そうと、市民が中心となり環境基本計画を策定するなど、環
境づくりが盛んです。４つの分科会から構成される津島市環境
市民委員会や、市民総ぐるみの「ごみゼロ運動」など、市民
一人ひとりの気付きや行動によるものが多く、みんなで環境を
良くしようという意識が高まっています。
　市では、市民生活に関わりの深い水や川の特色を生かし、
公共用水域の水質保全と快適でうるおいのある水環境の実現
をめざしています。
　また、太陽光発電などの再生エネルギーの導入を促進し、循環
型社会を構築。車に過度に依存しない都市づくりを進めています。

Tsushima abounds in the beauty of nature, including Tennohgawa Park, with 
cherry blossoms, wisteria, water lilies, and maple trees ushering in the changes 
of season. Citizens have undertaken initiatives to preserve and enjoy the 
beautiful natural surroundings. An awareness of environmental conservation 
and development has been growing in importance, which is evident in the 
appointment of Tsushima City environmental commissioners and the No Trash 
Campaign. The city also values the development of its pleasant, bountiful 
waterways.

天

川と水とともに
市民主体で守る環境、
環境負荷の少ないまちづくり

平成22年度
現状値 2,729人 平成27年度

目標値 7,000人 平成32年度
目標値 9,000人

Prefectural road with improved bicycle and pedestrian lane
(Nagoya-Tsushima Line)

自転車歩行者道を整備した県道名古屋・津島線

津島市環境市民委員会
恒川 一三さん

メンバーを増やし
津島の環境を
守っていきたい。

メンバーを増やし
津島の環境を
守っていきたい。

やさしさあふれる
環境に向けて

Kuruma Koudo in Tennohgawa Park
天王川公園 車河戸

津島神社から天王川公園、津島高校を結ぶ旧天王川流
域は、本市の歴史を物語る地域で、貴重な水と緑の環
境が残っています。かつては、天王川の船着き場でし
たが、今は尾張津島天王祭の屋台島となっています。

津島神社から天王川公園、津島高校を結ぶ旧天王川流
域は、本市の歴史を物語る地域で、貴重な水と緑の環
境が残っています。かつては、天王川の船着き場でし
たが、今は尾張津島天王祭の屋台島となっています。

Kuruma Koudo in Tennohgawa Park
天王川公園 車河戸

くるまこうどくるまこうど
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