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富田林市

資料４

３．議事

（２）金剛地区再生指針に基づく取組について
（令和２年度上半期）
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1．まちづくり会議の活動と今後の方向性について
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＜金剛地区再生指針策定のために＞

金剛地区再生指針策定に際して、地域住民の意見を反映させるた
め意見交換会を開催し、 地区の将来像を議論しました。

これまでのまちづくり会議の活動について

２０１５、２０１６年度（平成２７、２８年度）

意見交換の場

金剛地区再生指針策定
（平成29年3月）

富田林市
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地区活性化のため、金剛地区再生指針に基づき住民主体のソフト
的な取り組みを企画・実行するために、地区に関係する住民や団体
等の皆さんが参加する金剛地区まちづくり会議を組織。
・金剛地区について、思いを語ったり、情報共有する。
・金剛地区の魅力化に向けて、具体的な取り組みを考え、実践する。

２０１７年度（平成２９年度）

取り組みの企画・実行をリーディングプロジェクトとして、
少しずつ積み重ねることで自主的自立的な組織に成長している。

町会、自治会、福祉委員会など、既存の枠を超えた

誰もが気軽に参加できる新たなプラットフォームとして活動

金剛地区まちづくり会議の発足

富田林市これまでのまちづくり会議の活動について

意見交換会の
発展的組織として

自主的自立的な
取り組みを進める場



居場所づくり

イベント企画 防災活動

公園活用
気軽に集える居場所や活動づくり

イベント開催等を通じ地区を盛り上げる

公園の利活用促進の検討

地区内の防災意識の底上げを図る

部会とプロジェクト
活動の初めには、ワークショップを通じて金剛地区でやるべきことを考え、
４つの部会が発足。

その後、活動を続ける中で様々な変遷があり・・・

富田林市これまでのまちづくり会議の活動について
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現在、居場所づくり、イベント企画、防災活動、公園活用＆総合まちづくりの

４つの取組テーマに沿った複数のプロジェクトが進められている。

現在の金剛地区まちづくり会議では

まちづくり会議は、

誰もが気軽に参加でき、自主的自立的な活動を行うプラットフォーム

そして、誰もが気軽に参加できる場、仲間をみつける場、新たなつながりや

取組（プロジェクト）が生まれる場、として全体会を定期的に開催している。

「金剛地区でこんなことがしたい！」といった思いがある方をまちづくり会議

メンバーとして募集中。

富田林市これまでのまちづくり会議の活動について



まちづくり会議組織体制

部会として
組織化

部会を中心とした組織体制から、プロジェクトを核とした組織体制に。

富田林市これまでのまちづくり会議の活動について



部会を中心とした組織体制から、プロジェクトを核とした組織体制に。

まちづくり会議組織体制

部会として
組織化

プロジェクトのため
の取り組み予算を
事業内で準備。

富田林市

新規プロジェクトの発案は
随時歓迎中。

これまでのまちづくり会議の活動について



運営体制の確立

まちづくり会議組織体制

昨年度末、全体会で運営体制について話し合う予定だったが、
その後新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、活動休止。。。

富田林市これまでのまちづくり会議の活動について



上記の方向性に関する主なご意見

・まちづくり会議参加者（地域住民等）が主体となって事務局機能を運営することが望まれる。

令和元年度第２回の本協議会（書面開催）において、
今後のまちづくり会議（全体会）の運営体制について、ご意見を伺いました。

富田林市

・まちづくり会議（全体会）の今後の運営については、将来的に事務局機能は、参加者（地区
住民等）が主体となって担うことが望まれる一方で、現状では、意識や主体性が成熟していな
い段階であり、当面の間、行政のかかわりは必要であるとのご意見をいただきました。

各ご意見（抜粋）

・まちづくり会議参加者（地域住民等）が主体となって事務局機能を運営することが望まれるが、
現在は機運が醸成されておらず、時期尚早である。

・まちづくり会議が立ち上げられた経緯などを踏まえ、将来的にも市が事務局機能を担うべきである。

今後めざすべき方向性（事務局案）

①当面の間、事務局機能は、市（一部業務委託予定）が担うものの、今後は、早期に
全体会における事務局機能の確立を目指す。

②全体会として、一定の運営予算を獲得し、各プロジェクトへの支援体制（予算配分等）を
確立する。

③市は、一定の予算確保を含め、必要に応じて運営等に協力・助言する。

これまでのまちづくり会議の活動について



富田林市

金剛地区まちづくり会議事務局の機能

①全体会の企画運営

日程調整、案内送付、議案・資料作成、ファシリテーター、議事録整理等

②外部への情報発信＆団体内の連絡体制

ニュースレター企画・作成・配布、SNS発信、名簿作成、LINE活用等

③プロジェクト活動のコーディネート

各プロジェクトごとの活動やプロジェクト間のコーディネート、新たな活動の創出等

④会計

会運営資金の確保、各プロジェクトへの予算配分、会計担当者の選任等

情報発信プロジェクトの
立ち上げなど、

徐々にメンバーが担う。

リーダー役や連絡手段
の確立など

自主的自立的な活動に。

そもそも、
市予算外での活動資金の

確保が不十分。

現状、事務局が担う。

これまでのまちづくり会議の活動について



運営体制の確立

まちづくり会議組織体制

【今年度の目標】
全体会としても、
自主的自立的な運営を

富田林市これまでのまちづくり会議の活動について
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コロナ禍の中での活動再開

約半年ぶりに顔を合わせて、
Withコロナにおける活動のスタートアップの場となりました。

＜第1回全体会開催（参加人数：22名）＞

6月27日に金剛銀座街商店街にて、今年度第1回の全体会を開催

今後少しずつ集まり
の場を持つことを共有

富田林市これまでのまちづくり会議の活動について
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全体会運営体制

全体会での会議内容等を事前に話し合う会議を開催する。

全体会で話し合いたい内容がある方が参加する場として。
・毎月第４土曜日１３：３０〜 ＠ こんごう体育整骨院

より自主的自立的な組織運営の確立を目指して。

各部会・プロジェクトの
リーダーが集まる。

富田林市これまでのまちづくり会議の活動について
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コロナ禍の中での活動再開

８月29日（土）に高辺台集会所にて、第２回全体会を開催。

これまでの活動や運営についての情報共有及びあり方検討業務
についての説明と質疑応答を行う。

＜第２回全体会開催（参加人数：２０名）＞

富田林市これまでのまちづくり会議の活動について
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２．各部会・プロジェクトの取り組み報告等について
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（１）イベント企画について
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各部会・プロジェクトの取り組み報告等について

金剛マルシェプロジェクト

6月から、金剛マルシェを再開。（2020年2月〜5月は開催中止。）

会議メンバーが作成
ポップコーン販売などの小商いで

確保した予算を活用

6月の再開時には新しいチラシ
を作成し、コミュニティ紙への
折り込みなどにより周知

LINE公式アカウントを開設
お得なクーポンや、開催の
案内などを配信

7・8・9月には夏祭り企画
（ヨーヨー・人形すくい、
かき氷の出店など）を開催

富田林市
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各部会・プロジェクトの取り組み報告等について

金剛マルシェプロジェクト

（１）
10月まではマルシェの開催は決定！
→今後も開催することで、農創会
と調整済。

（２）
新規就農の方の野菜販売の場として
確立されてきている。
（3）
一定数のマルシェファンも付いている。
（４）

１１月の開催は、金剛バルの開催と合
わせて開催予定。

出店者を引き続き募集中！！ ※現在、出店料等はなし。（今後、要検討。）
→実験的に販売できる場として、趣味の手作り品などの出店も歓迎。

富田林市
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各部会・プロジェクトの取り組み報告等について

金剛バル☆WinterLandと金剛マルシェを同時開催します！

親子ふれあい祭りは中止となりましたが、コロナ対策を行いながら、
金剛バルとあわせて金剛マルシェを開催します！（11月22日（日））

※銀座街でのペットボトルツリーの飾り付けも実施予定です！

富田林市

親子ふれあい祭り ※中止

金剛バルに合わせて開催。

移動ミニ動物園や縁日ブースの
ほか、ゲーム、バザー等を企画。

・主催：金剛銀座街商店会
・会場：金剛銀座街商店街

金剛バル☆WinterLand ※開
催

毎年11月末に、バルやステージイベン
ト、ペットボトルツリーなどを企画。
３０００人以上が来場。

・主催：金剛にぎわい創出実行委員会
・会場：金剛中央公園

金剛地区におけるイベント等（11月）の開催の見通し

金剛きらめきｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ※中
止

毎年、金剛バル当日に点灯式を行
い、１月中旬頃まで開催。
点灯時間は、17時から22時まで。

・主催：富田林市
・会場：ふれあい大通り

金剛地区まちづくり会議では、例年、親子ふれあい祭りに参加していますが、
今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、親子ふれあい祭りは中止となりました。
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各部会・プロジェクトの取り組み報告等について

東西交流プロジェクトの検討

富田林寺内町でガイドをされて
いる金剛マルシェの出店者さんと
の繋がりから、

東西交流を目的に、富田林寺
内町のまち並み見学を行う新た
な企画を検討中。

（ガイドしてもらいながら街並み見
学〜お店めぐり〜昼食〜etc…）

日程：冬頃の土・日・祝日
声掛け：まちづくり会議メンバー、まちづくりに興味のある方

今回はまちづくり会議参加者を中心に、遠足のような内容を予定していますが、
今後は、東西交流の促進や、富田林寺内町におけるまちづくりの事例を勉強す
ることなど、さらなる展開を検討しています！

富田林市



2020.11.28(土)

in 寺内町

金剛発！東方探訪！

見て、聞いて、学ぶ

～第1回 富田林寺内町のまち並み見学～

地図掲載

最寄駅
近畿日本鉄道長野線「富田林駅」

駐車場
自家用車で来られる方については、市役所の駐車場、又は、
近隣のコインパーキングをご利用できます。
※いずれも有料です。駐車台数には限りがありますので、
ご注意ください。



ACCESS SPOT

※テキストを入力。三重塔にお参り！

寺内町散策

11:15

11:20

11:35

11:50

12:15

13:00

徒歩

越井家～道百選の城の門筋に
戻り～南奥谷家～葛原家～
田守家

興正寺別院～橋本家～木口家〜
仲村家～杉山家住宅

現地解散

茶房 和（なごみ）で食事会

寺内町交流館を出発

・奥谷家～東奥谷家を散策
・一里山で4つの時代の家を紹介

徒歩

徒歩

徒歩

連絡事項

１ 開催日時

11月28日（土）11時〜13時

２ 集合時間・場所

10時に、金剛連絡所前レインボーバス・バス停にお集まりくださ

い。現地まではレインボーバスで向かいます（交通費実費）

※現地集合される方は、寺内町交流館（富田林町9番29号）に、

11時にお越しください。

※お車でお越しの方は、市役所駐車場、又は、近隣コインパー

キングをご利用できます。（詳細は裏面をご覧ください。）

３ 持ち物

筆記用具、雨具（雨天の場合）

４ 参加費

1,200円（ランチ代含む。）

※別途交通費は実費となります。

５ その他

・雨天決行。

・当日はマスクの着用をお願いします。

・当日体調がすぐれない方、37.5℃以上の発熱が認められる

方の参加はご遠慮ください。

・参加は、金剛地区まちづくり会議メンバーまたはそのお知り

合いの方に限ります。
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（２）居場所づくりについて
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元々地域の方の居場所であったカ
フェが、現在空き店舗に。

その空き店舗をオーナーが地域の方
に貸しスペースとして開放。
＜主催＞
・ロペのオーナー
・地域のコーディネーター役１名
＜使用料＞
レンタル料；500円/1h

名称 日程

ロペカフェ 第２水曜日

久野喜台けやきの会 第１月曜日

津軽三味線＆ゴッタン教室 第１・３火曜日

押し花教室 第１・３金曜日

そば打ち会 第３月曜日

合唱パート練習 金曜日（不定期）

自治会等の会議 夜間（不定期）

顕微鏡カフェ 第４日曜日

ヨガ教室（イスでヨガ） 第４月曜日

アカペラサークル 不定期

< 現在の使用状況 >

各部会・プロジェクトの取り組み報告等について

Café&Lunch ロペ

コロナ禍でお休みとなっ
ている活動もあるが、
利用主体は増えている。

地域の居場所として定着しつつある。

富田林市



2020年2月にプロジェクトメンバー有志で、一般社団法人わっく金剛を設立

・初期費用等の拠点運営のための補助金・助成金
獲得を念頭に。

・法人名義での物件賃借が可能に。

・設立時社員は、８名。

・今後、法人メンバーのみで会議を進める
わけではなく、カフェ運営等に関する会議は、
従来通りプロジェクト会議で行う。
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各部会・プロジェクトの取り組み報告等について

拠点づくりプロジェクト

富田林市金剛地区における新たな魅力作りに関する連携協定を市と締結！

富田林市



27

各部会・プロジェクトの取り組み報告等について

拠点づくりプロジェクト

金剛エリアの空きスペースを活用して、多世代、また金剛内外の人たち誰もが集える常設拠点
をつくり、その拠点から新たな発展や可能性がある自由な空間を作り出す参加型プロジェクト。

富田林市



ちょっとオシャレな わっくCafé



ちょっとオシャレな わっくCafé

●日替わりカフェオーナー
1枠（8時～14時or15時～21時）を3,000円で利用できます。
共通のドリンクメニュー以外は、店主のアイディアと工夫によって自由に展開できます。
月に1回ペースから週に1回ペースでも、また仕事の休みの時に連続3日間だけオーナー
をしてみるなど・・・生活スタイルにあわせてカフェオーナー活動をしてもらえます。
カフェ以外にも、作品展の展示会などにも利用できます。
※店主になる日を決めたらネットから予約
※カフェ使用料とともに、共通ドリンクメニューの売り上げのうち50％を支払う。

●ボックスショップオーナー
ご自身のショップとして、自由に作品の入れ替えやディスプレイができます。
1箱1か月1,000円で利用できます。
※ボックスを選んで、ディスプレイ。商品のレイアウトに必要なものはオーナーが用意。

2ヶ月に1回オーナー交流会を開催しますので、他のオーナーと交流を深めてもらえます。

趣旨に賛同したら「わっくカフェ」オーナー会員に登録！登録料3000円
※利用頻度に関わらず登録料は一律

わっくCaféとは・・・
日替わりのカフェオーナーがいることで、多種多様なカフェになり、子どもから
高齢者まで幅広い年齢層の居場所をつくります。基本メニューがあるので、誰で
も気軽にカフェとして利用できます。



だれでも、いつでも、気ままに立ち寄れる、みんなの居場所づくりに、

１口3,000円の寄付で運営を応援。寄付していただいた方は、HPにお

名前を掲載させていただきます。

活動の運営を資金面で応援！

自分の作ったパンを誰かに食べてもらいたい、こだわりの音楽をかけたい、

週に1回くらいならCaféを開いてみたい…などなど。

様々なオーナーたちが日替わりでいるCaféです。

共通のドリンクメニュー以外は、オーナーのアイデアと工夫によって自由に

展開できます。ハンドメイドが得意な人は、ボックスショップのオーナーに。

あなたの得意をいかして、誰もが集える居場所・空間づくりをしませんか？

カフェまたはショップのオーナーとして参加！

その１

その２

ボランティアとして参加！

法人主催の企画のお手伝い、DIYやメンテナンスのお助けメンバーとして参加。

その3

わくわくすること一緒に始めませんか？皆さんの応援・参加をお待ちしています！



イメージ図

わっくCaféの進捗は・・・？

・7月から、拠点づくりプロジェクト会議を再開。
・運営拠点の絞り込み。
・運営予算確保の動き

→寄付書類の準備などをし、寄付集めに動き始める。



32

（３）総合まちづくり部会について
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各部会・プロジェクトの取り組み報告等について

総合まちづくり部会

8月1日に部会会議を、以下のテーマで開催。
＜テーマ＞
（１）意見聴取資料に対する皆様のご意見について
（２）寺池公園における今後の活動について
（３）金剛中央公園における皆さんの活用意向について

寺池公園活用のために、昨年度のまちづくりサポーター
養成講座で出た意見を実践していけないか？

富田林市
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各部会・プロジェクトの取り組み報告等について

総合まちづくり部会

昨年度のまちづくりサポーター養成講座の第3回目の講座は、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大防止のため、書面開催という形で受講者から「寺
池公園でやってみたい企画」を募集。

（企画アイデア内容）
(1)屋外型コワーキングスペースの開設
(2)Umbrella Sky Project in 寺池公園
(3)公園の探検＆地図づくり
(4)野鳥のための巣箱づくり
(5)富田林市の最西端から叫んでみよう
(6)水辺を臨める空間づくり＆ランチ（バーベキューなど）
(7)樹木と花のコラボレーション

富田林市
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各部会・プロジェクトの取り組み報告等について

総合まちづくり部会

9月19日に部会会議を、寺池公園のリノベーションを中心テーマとして開催。

エリアを定め、草刈り、伐木や少しずつでも桜の植え替えを進める
など、自分たちでできることから始めていく。

今後、専門家も交えた会議を開催し、現地での活動を具体化。

富田林市
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（4）寺池台小学校区防災訓練について
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各部会・プロジェクトの取り組み報告等について

寺池台小学校区防災訓練実施連絡会の開催（8月3日）
今年度の防災訓練の方向性について協議。

→新型コロナウイルス感染症を踏まえた訓練を開催する方向で検討する。
→防災訓練実施に向けて、コアメンバー（準備委員）により、たたき台を作成する。

寺池台小学校区防災訓練運営準備委員会の開催（9月23日）

たたき台の作成（防災訓練の実施日や訓練内容、今後の進め方等）について話し合った。

今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の為、
小規模での開催とし、寺池台小学校区防災訓練実施連絡会の
メンバーのみで研修を兼ねた訓練を行う方向で検討中。

寺池台小学校区防災訓練について

地域の防災意識の向上と、防災に係るゆるやかな繋がりを目的として、

毎年行われる寺池台小学校区防災訓練に、まちづくり会議も寺池台小学校区防災訓練
実施連絡会の一員として協力している。

今年度の訓練について 【設立】令和元年11月
【構成】校区内の町会(自治会)、

自主防災組織、その他各種団体。
【役割】防災訓練の企画、周知、運営、

自治会とのパイプ役等を担う。


