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若年層獲得のための施策
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調査結果と施策
住民が町会に加入するまでの流れ

調
査
結
果

●町会を知るきっかけ

として掲示板が有効。

●若年層も８割は掲示

板を見ている。

●親子で参加できるイベ

ントのニーズが高い。

●町会の活動を理解で

きていない人が多い。

●ウェブ系媒体での情

報発信を望む声も一定

数ある。

●入会方法が不明瞭。

●入会へのハードル

が高い。

施
策

●掲示板の有効活用

（P.3）

●ファミリー向けイベン

トの週末開催（P.7−9）

●イベント告知チラシの

掲載（P.5）

●町会だよりの改善

（P.10−13）

●町会案内チラシの掲

示（P.4）

●ウェブ系媒体の導入

と活動紹介

（P.14−16）

●入会案内の改善

（P.17−19）

●入会申込方法の見

直し（P.20）

●入会促進イベント

実施（P.21−25）

●若年層の町会運営

参加（P.26-27）

認知 興味・関心 理解 参加

町会の存在を知る 町会に関心を持つ 町会の活動内容を知る 町会に入会・参加する



1.掲示板の有効活用 概要
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1．町会紹介チラシ 2．赤ちゃんとママの会のチラシ現在の掲示板

１．掲示板活用法

・イベントの告知は早めに掲載
（少なくとも１か月前）

・古い掲示物は剥がし、常に新しい情報を掲出
・長期で掲載する紙媒体はラミネートする
・剥がれていたら貼りなおす
（特に台風の翌日は注意！ガラス戸付きも検討？）

・夜間でも見やすい工夫ができれば施す

２．掲示物の内容改善

・町会活動の理解を広げるために、
ー「町会紹介」のチラシを作成し掲載
ー「町会だより」も掲出する
・若年層の町会参加促進のために、
「赤ちゃんとママの会」のチラシを作成し掲載

・特定の世代向けイベントのみではなく
常に多世代に向けたお知らせを掲出する

実際にママたちから聞けた喜びの声等
アンケート＆ヒアリング結果を反映した形で、
各チラシのサンプルを作成しましたのでご提案します！



1.掲示板の有効活用 町会紹介チラシサンプル
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パキッとした明るい色を使うこ

とによって、目を引くカラーリ

ングのデザインに。掲示板の色

の背景に同化しないようにピン

クやブルーを使用。

井の頭一丁目が目指す地域の理

想を掲げて、親近感や興味を持

ってもらえる様大きく掲載。

★一番のポイント★

町会が主に力を入れている、

「防災」「イベント」の２つを

大きく取り上げた。コンテンツ

を分けることによってパッと見

ても読みやすいレイアウトに。

イベントに興味を持ってもらえ

るよう、具体的にイベントを３

つピックアップ。どこでやって

いるか分からないと来られない

ので、会場名も記載。 イベントの雰囲気が伝わるよう

に写真を掲載。情報量が多いチ

ラシになるので、写真を数点入

れることによって明るい雰囲気

がプラスになるよう工夫。

町内会に入りたい場合の手順が

不明だったので連絡先を記載。

手順が分かるだけで加入のハー

ドルを少し下げられるのでは。

ヒアリング時に「役員の人の顔

がわからない」という声も上が

ったので、より親近感を持って

もらえるように竹上さんからの

コメント・お写真を入れてウェ

ルカムな雰囲気に。



1.掲示板の有効活用 イベント紹介チラシ サンプル
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「どんな人が集まって、どんな
雰囲気か分からない」といった
意見がヒアリング時にあったの
で、それが伝わる写真を大きめ
に掲載。

掲示板に貼られたときにパッと
目を引くデザインや色合いを選
択。

初めて参加する方が気になると
思われるポイント（どんな内容
のイベントか、予約が必要か、
対象年齢はどの位か等）を吹き
出しで目立つように記載。

★一番のポイント★
今回のアンケート＆ヒアリング
で聞けたママたちの生の声を反
映。ママボノチームではこの内
容が一番の宣伝文句になると考
え、チラシの心臓部としてアピ
ールすることに。
背景の色合いで目立たせたり、
イラストを加えることで目線が
行きやすい様に工夫。

ママが気になるポイント（赤ち
ゃんのお世話関連）を中心に注
意書きを加筆。

「地区公会堂がどこにあるか分
からない」という意見もあった
ので、地図および「三鷹台駅か
ら徒歩○分」という表記も。

最後にお問合せ先も明記。
イベントに関して不明点があっ
た際に、メールもしくは電話で
問い合わせることが出来ると便
利では。



1.掲示板の有効活用 チラシ作成のテンプレート紹介
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おすすめテンプレートサイト①
マイクロソフト社 「楽しもう Office」
ワード、パワーポイントのテンプレートが揃っている。
https://www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/season/poster/default.aspx
使用例）町会紹介チラシ、赤ちゃんとママの会チラシ
おすすめテンプレートサイト②
「パワポン」
（アスクルのネット印刷"パプリ"が運営するデザインテンプレートサイト）
パワーポイントのチラシテンプレートが充実している。
https://ppon.askul.co.jp/
使用例）町会イベント紹介チラシ（12月）

テンプレート使用方法：１．各サイトから使いたいテンプレートをダウンロードする。
２．説明書きに沿って文字を編集したり、画像を挿入する。

ネットからダウンロード可能な無料のテンプレートを活用することで、高いクオリティ
のチラシが簡単に作成可能。

https://www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/season/poster/default.aspx
https://ppon.askul.co.jp/


2.ファミリー向けイベントの開催 概要
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調査結果と施策の方向性

開催日時

調査結果（アンケート・ヒアリングでいただいたご意見）をもとに、主に若年層
（20代～50代）の方々向けイベントを検討。

・イベント経験者の3割が週末開催を希望。若年層は平日参加が困難
・イベント自体を知らないために参加しない人も多数。事前告知希望

⇒若年層向けは週末祝日に開催・1か月以上前に広報

工夫・
ポイント

・外部講師の招聘を一定数が希望（例：子どもの教育のプロ）

・乳児連れで、夫も一緒に家族で参加を希望

・子ども同士の交流・多世代が交流できるものを希望



2.ファミリー向けイベントの開催 概要
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調査結果と施策の方向性 続

内容
全体の4割が子どもと参加できるイベントを希望。防災講座も希望。
アンケート・ヒアリングでは以下カテゴリーの希望があった。

・季節の行事・・・運動会、遠足、BBQ、お花見、クリスマス会、
ラジオ体操、餅つき大会、国立天文台の星空イベント

・スポーツ・・・体操、ヨガ、チームスポーツ

・音楽・・・コンサート

・勉強・・・教育講座、子育て相談、離乳食、ベビーマッサージ、
育休復帰セミナー、幼稚園・保育園など情報交換

・防災・・・赤ちゃん保護者向けの救命講習、子どもとの避難



2.ファミリー向けイベントの開催 イベント具体例

● 乳幼児パパママ向け「保育講座」：こころの発達、イヤイヤ期、アンガーマネジメントなど

たとえば・・・

赤ちゃん連れ家族向け

● 週末に家族で参加できるお花見。子ども同士交流でき
るよう、昼食で隣り合えるよう工夫。

● 夏休み・冬休みに「国立天文台見学」。天文台のイベ
ントに町会で参加、または団体見学（20名から）

小中学生のいる家族向け

● 1歳未満の子の保護者向けの「応急手当講座」：応急手当、心肺蘇生など

※アンケート・ヒアリングのご意見を元に作成

イメージ：立川防災館、新米パパマ
マのための応急手当講習会

● パパママが気軽に参加できる「保育情報交換会」：幼稚園・保育園情報、家の過ごし方



3.町会だよりの改善 概要
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１．配布方法の改善

・「回覧が遅くて、情報のタイミングが悪い」

「マンションだと回ってこない」

という声に対応し、各戸配布を検討。

・注目度の高い掲示板に掲出。

・HPへ掲載し、情報を蓄積する。

２．紙面の内容改善

・「若者が興味を持てるように」
「上の世代向けの内容になっている」
という声に対応し、内容を改善。
若年層を意識して、
読みやすく、 親しみやすく、関心の高い情報を。

次ページで具体案を
ご提案



3.町会だよりの改善 内容改善のポイント
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デザインやコメントで魅力的に

・町会からのあいさつを入れる
・編集後記を入れる
・季節感を出す
・イラストを挿入する

若年層が興味ある内容を意識

・関心の高い「イベント情報」や
「防災情報」を中心に。

・お知らせだけでなく、読みたく
なるコーナーを新設する

①読みやすく ③関心の高い情報を②親しみやすく

レイアウトや書き方に工夫を

・カラーにする
・写真をつける
・読みたくなるタイトルをつける
・文字のフォント、サイズを工夫
・簡潔な文章に
・問い合わせ先を入れる

現在の町会だより

アンケート＆ヒアリング結果を反映した形で、
サンプルを作成しましたのでご提案します！



3.町会だよりの改善 町会だより改善サンプル
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実際に作ってみました！

最初に町会からのご挨拶を。
形式的ではなく、親しみやす
いコメントが良い。

イラストを入れて、季節感を
出す。

イメージが伝わりやすいよう
バリエーション溢れる写真を
撮影しておくとよい。

タイトルはちょっと興味をひ
く内容に工夫を。

文章も簡潔に。

ヒアリングで全世代が関心の
高かった「防災情報」。報告
やお知らせだけでなく、毎月
ちょっとした防災情報をお届
けする。役立つだけでなく、
「安全安心の町」のイメージ
づくりとしても◎。町会だよ
りをストックしておく人が増
える可能性も。

町会だよりでイベントを知り
たい人が多いので、情報をわ
かりやすく整理。
日程など、伝えたいポイント
を強調。

小さいスペースの記事でもポ
イントをわかりやすく。

最後にお問合せ先をわかりや
すく。

★一番のポイント★
カラーで、レイアウトを工夫
し、内容にメリハリをつける
ことで、どの世代の方も読み
やすい紙面に。



3.町会だよりの改善 新コーナーのアイデア
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【ポイント１】

自分ゴト化

町民を巻き込んだ内容で
記事を自分ゴト化

例
・町民によるコラムや町民紹介
・町内の子供が描いたイラスト
を入れる

より若年層が読みたくなるような３つのポイント

【ポイント２】

愛着

町内の紹介で町に愛着を
持ってもらう

例
・井の頭一丁目のお店や施設、
歴史など、町内の情報紹介

【ポイント３】

有益

役に立つ情報を掲載し、
興味を持ってもらう

例
・“家庭でできる防災対策”等の
情報を掲載する



４．ウェブ媒体の導入と活動紹介 概要
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１．ホームページでのイベント情報共有

イベント情報をウェブ媒体で見たいという声は、
紙媒体と比較すると低いが、メール配信とホー
ムページについては一定数要望がある。

ホームページを導入しイベント情報を掲載、そ
の内容や魅力をより深く伝える。

２．町会活動の理解促進

町会へ入会しない理由として、町会の活動内容
がわからない、メリットがわからない、という
声が多い。

ホームページに活動内容やメリットを掲載。掲
示板や町会だよりなど紙媒体では伝えきれない
情報をわかりやすく提供することで、若年層の
理解を深める。

次ページでホームページの構成とレイアウトを提案します。



４．ウェブ系媒体の導入と活動紹介 ホームページ構成案
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トップページ

町会だより

入会案内

再生資源活動
紹介

イベント情報

防災情報

● 各イベントの日時と内容、写真、参加ユーザの声
● 終了したイベントの活動報告

● 町会の避難マップ、備蓄倉庫の案内
● 防災訓練情報（予定日、訓練内容）

● 最新の町会だよりを表示
● 過去1年分の町会だよりをPDFで掲載

● 活動案内と入会のメリット
● 入会の流れ、入会申込書ダウンロード
● 町会活動Q＆A

● 再生資源とは
● 収入の活用方法

アンケートで関心が高かったイベント情報や防災情報、町会への理解を深める
活動紹介ページを盛り込む。

井の頭一丁目
町会とは

● あいさつと主な活動内容（写真つき）
● 参加メリット



４．ウェブ系媒体の導入と活動紹介 ホームページのレイアウト案
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井の頭一丁目町会
井の頭一丁
目町会

イベント
情報

防災情報 町会だより 入会案内

最新情報
12/15 乳幼児パパママのための保育講座
12/8  町づくりボランティア大募集
12/1   12月町会だより
11/20 再生資源回収のお知らせ
11/15 防犯パトロールはじまります

井の頭一丁目町会 電話：070-3666-7432 メールアドレス：

再生資源
回収

ー ずっと住み続けたい町に ー

入会案内
ダウンロード

防災マップ

子供と楽しめる
イベント情報

町会が目指す理想を掲げて、親

近感や興味を持ってもらう。

人気のコンテンツはボタンとし

て配置。

更新した内容を最新情報に掲載

し、対象ページにリンクするよ

うに。活動が盛んなことをPRす

るためこまめに更新する。

メニューは上部に配置し、必要

な情報を探しやすく。

写真は複数枚スライド式に。参

加してほしいファミリー層が楽

しんでいるイベント写真を１枚

目に掲載。印象を大きく左右す

るので明るくきれいな写真を選

定。（写真が得意な人にイベン

ト時などに撮影依頼）



５．入会促進施策 概要
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入会意識の薄い若年層を取りこむために、改善できるポイント

②入会申込みの流れを見直し

申し込み方法を複数用意し、
興味をもった若年層が入会
しやすい仕組みを作る。

③町会の良さを伝える
イベント実施

町会を知ってもらうためのイベ
ントを開催。面白いイベントが
あることを伝えたり、地域に知
り合いを増やしてもらうことで、
楽しく町会勧誘を行う。

①入会案内をみやすく改善

入会のメリットや入会方法が
一目でわかるように。
また、アンケートに基づいて、
町民が興味ある内容を中心に
レイアウトを検討。

まずは、アンケート＆ヒアリング結果を反映した形
で作成した入会案内のサンプルをご提案します！



５．入会促進施策 入会案内の改善サンプル（表）
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目を引くキャッチコピー
を挿入。

親しみやすいイラストを
挿入。

一目で共感が得られるようにセリフ形式で表記。

申し込みの流れを表記。

入会したくな
るような町会
入会のメリッ
トを明記。

★一番のポイント★
全体的に見やすく、明る
くなるようにカラーにし、
文章を短く各項目を枠で
まとめた。フォントも読
みやすい形に変更。

入会したい時にいつでも連絡できるよ
う連絡先にメールアドレスを追加。



５．入会促進施策 入会案内の改善サンプル（裏）
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活動費は、確認
事項なので、枠
と色を付け強調。

わかりやすい言
葉で、参加を呼
びかけた。

アンケートで人気の高かったイベントをメインに並べ、活動
のイメージが付きやすいように、写真とコメントを挿入。

読みやすいよう
挨拶の部分を短
くし、町会の目
標を明記。
強調したい項目
をわけて表示。



５．入会促進施策 申し込み方法の見直し
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②入会申し込みの流れの見直し

若年層のためにポストやメール申し込み可など入会方法の選択肢を増やす

町会に電話をする
（月曜日のみ）

自宅に伺う 入会完了

現状

働き世代だと、来てもらう日時を調整するのが
面倒に感じたり、家に人が来ることも避けたい
方がいる。
また、毎週月曜日のみだと、都合がつかず、
連絡できない人がたくさんいるのでは？

入会完了公会堂に
ポストを設置。
申込書を投函。

入会用メールアドレスを作成
し、メールを送ってもらう。
入会申込フォーマットを送付
し、返信してもらう。
※入会申込書はHPからもダウ
ンロードできるようにする。

入会完了



５．入会促進施策 イベントの実施

21

③イベントで町会の良さを伝える

アンケートで出た町会に対するイメージ
「入ると大変そう」
「入る必要を感じない」
「入会のきっかけは知人」
「知り合いがいないと参加しづらい」

ポイントは
・「町会に入ったら楽しい」という体験をしてもらうこと。
・イベントで知り合いを作ってもらうこと。
・この日は、町会未加入者が主役！
・町会の皆さんの顔が見えるイベントで、安心感を。
・お土産を用意。参加して何かがもらえるお得感。（もちろん入会案内も一緒に）
・多様な参加方法を歓迎している旨を伝える。
「イベント参加だけでも歓迎。積極参加いただける方には、町会役員としての役割以外にも、

HP作成アドバイザーや、フリマ開催時の出品でも大歓迎！」等

そんなイメージを払拭するには、
まずは町会に少しでも触れてもらうこと
が大切。
町会をよく知らない人に、町会を楽しん
でもらうためのイベントを実施！



５．入会促進施策 イベント具体案
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●開催時期 ：２０１８年５月・６月の週末開催

●場所 ：三鷹台児童公園

●内容 ：町会で実施しているイベント紹介や町会のクイズ大会など、

町会に関するステージを中心に、模擬店や体験コーナーなどを用意し、

家族で楽しんでもらえるイベントに。

その場で町会入会ができるブースも設置。

井の頭一丁目町会 大感謝祭
お土産あり！交流あり！体験あり！
町民の皆さんに井の頭一丁目町会を楽しみながら知ってもらう入会促進イベント。

町会の魅力を楽しく伝える
町民による町民のためのイベントを開催！！
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週末開催でパパも参加“赤ちゃんとママの会”

井の頭一丁目の″防災″を体験してもらう

“男の料理クラブ”が作る焼きそば

若者による“リレー面白講座”

町会には、役立つ・面白いイベントがあるということを知ってもらうきっかけに！
普段の活動を少しずつ見てもらい、町会の入門編に。

活動で磨い
た腕を振る
って、町民
の皆さんに
提供！

普段は参加できない
パパにも、絵本の読
み聞かせやベビーマ
ッサージを体験して
もらえる！

防災倉庫のお披露
目など、地域の防
災活動を知らない
人のために三鷹台
公園は絶好の場。

地域の若者によ
るステージで、
若年層に興味を
持ってもらう。
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町会に参加しよう！コーナー

~~

豪華景品も用意！町内クイズ大会！

町会への正しい理解を促進する企画も実施。

町内にまつわるクイズを
〇×形式で出題。
正解者には豪華景品も！

・入会に際して、疑問に思っていることを相談できる
ブースを設置。その場で入会もできるように。

・イベント時のボランティアスタッフや運営スタッフに
興味がある方向けに説明や登録も実施。

・年間の町会イベント一覧表なども配布し、
理解促進につなげる。

・フリマ出店の受付も！

町会HP
アドバイザー募集

町会スタッフは
Tシャツや帽子ワ
ッペンなどで目
印を。
親しみやすさも
アップ！
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~~

町民の皆さんによるステージイベント その他、”井の一”のおいしい物が集合！

町民のみなさんに参加してもらえるイベントにすることで、
井の頭一丁目の人・お店・サービスの魅力を感じてもらう。

料理が得意な〇〇さん

によるスペシャルメニ

ューやカフェ野田の
フィンガーフードなど
地域のおいしいものが
せいぞろい。

たとえば保育園や小学校
に通う子供たち、楽器や
ダンスをやっている方な
ど当日発表をしたい人を
大募集。
お祭りを盛り上げてもら
う。

イベントを通じて、井の頭一丁目に愛着を感じてもらうことも、
町会に入りたいと思うきっかけの一つ。

参加型のイベントで、地域にどんな人が住んでいるかを知ってもらい、
知り合いを作ってもらうことで、入会促進にもつなげる。
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若年層獲得施策には若者の企画参加が欠かせない
→ 企画運営ボランティアを募集する

【ボランティア内容】

・新規イベントのアイディア提案、広報、集客

・イベントのサポート

・ホームページ導入支援

(打ち合わせ同席、構成案チェック、各種相談相手)

【主なターゲット】

・学生（小・中・高・大）

・主婦層（育休中も含む）

・定年前後の方

選出理由：時間に融通が効くため

【人材を集めるための工夫】
1．ターゲット別に参加するメリットを訴求する

2．参加条件は自由度が高く負荷が少ないことを明記する
（例：イベント当日の単発ボランティア、月1-2回／平日だけ／土日だけ の短時間参加、子連れ参加可など）

3．活動期間や日時を明確にする。スケジュールは柔軟に調整できるとなおよい

4．イベント感覚でボランティアに参加してもらう

「スイーツお茶会でママのためのイベント企画しませんか？」

「町内会のお仕事1日体験しませんか？～小・中学生の社会見学～」（イベント当日のお手伝い）
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ターゲット ボランティア内容 訴求するメリット 募集方法

学生
（小・中・高・大）

● イベント当日のサポ
ートスタッフ

● イベント企画座談会
● 広報／集客

● 学校とは違う第2の場所
作り

● 就職活動のPRに
● 社会経験が積める
● 多世代交流ができる

● 学生寮に住む学生に地域
ボランティアの名目で参
加依頼

● 児童館やスーパーにチラ
シ掲載

● 町会から知り合いなどに
直接声掛け

主婦層
（育休中を含む）

● イベント企画座談会
● 広報／集客
● ホームページ導入ア

ドバイザー
● イベント当日のサポ

ートスタッフ

● 仕事で培ったスキルを
社会貢献に生かせる

● 育休中の復帰トレーニ
ングになる

● 異業種交流
● 地域に知り合いが増え

る

● 町会から知り合いなどに
直接声掛け

● 赤ちゃんカフェのママに
紹介してもらう

● 掲示板へのチラシ掲載
● 町会だよりに掲載
● スーパー、市役所にチラ

シ掲載
定年前後の方 ● 広報／集客

● ホームページ導入ア
ドバイザー

● イベント企画座談会
● イベント当日のサポ

ートスタッフ

● 仕事で培ったスキルを
社会貢献に生かせる

● 異業種交流
● 地域に知り合いが増え

る
● 定年後のコミュニティ

作り



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

掲示板の有効活用
・町会紹介チラシ
・イベントチラシ

町会だよりの改善

入会関係
・申込方法見直し
・入会案内改善
・入会促進イベント

新規イベント開催

若年層人材の獲得

ホームページ導入

７．アクションプラン案
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※上記はあくまで現時点での想定スケジュールです。実際には町会様の年間予算
スケジュール等も踏まえて変更が必要と考えております。

検討 随時掲載

検討 改善版配布

検討 実施

検討 準備・広報・実施

検討 広報

検討 導入

検討 配布

新年度町会だよりから反映

準備

広報準備

準備

準備 随時若年層人材を受け入れ

人材獲得は随時だが、
4月引っ越しは狙い目

新イベントは人材獲得とも並行

仕様
決定

業者
選定

振り
返り

振り
返り

振り
返り

振り
返り

振り
返り

振り
返り

振り
返り

新年度から入会案内を変える場合、３月に引っ越してきた方々にPR

赤ちゃんとママの会等、既存イベントはできるだけ早めに掲載


