
 資料２ 



 

1 

 

会場：⻄部ふれあいセンター 

まちづくりのキーワード 

 

 

『残すべきもの』 

 

・白山神社（行事による地域のまとまり） 

・小学校登下校時見守り活動 

 

 

・町内会活動（神社大祭等） 

・昔から引き継いでいる盆おどり等 

 

『変えるべきもの』 

 

・町内会のあり方（存続のために） 

・祭り負担の分担 

・ボニターのあり方（参加しやすく） 

・名古屋市バスを味美駅まで 

・城北線の利便性向上 

・学校 子供の見守りの活発化 

・路上駐車を減らす 

・JR 勝川駅に城北線が乗り入れるようにする 

・防犯防災活動の活発化 （ボニターへの参加） 

 

 

・空き家の活用 （老人のふれあいの場） 

・歩道橋の設置 

・フタのない側溝は夜間危ない 

・地域住民の連携意識 

・空港のあり方を考える 

・赤十字などの町内会の集金活動の見直し、高齢化

による負担の軽減 

・地域文化（祭）の若者への継承 

・公園に子ども、老人とも遊べる遊具 

 

 

『地域でできること』 

 

・地域住民を集めて啓発セミナー 意識を高める 

・行政の補助金の情報を回覧する 

・市転入時に町内会加入をすすめる 

・誰もが参加しやすい町内会活動にする 

・町内会の参加ハードルを下げる（募金の取り止め、

ボニターの講座減らす） 

 

 

・町内での高齢者見守り 

・避難所として学習等供用施設を利用 

・反射材の活用 

・夜間門灯をつける 
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2 

 

会場：⻄部ふれあいセンター 

まちづくりのキーワード 

 

『残すべきもの』 

・文化保存会がよい 

・名鉄駅 

・お神楽 

・楽しそうな老人会 

・町内の伝統と文化 

・馬林 

・お宮 

・両社宮の豊かな緑 

・キレイな河川 

・学習等供用施設 

・公園の多さ 

・この地域への想い 

・西部ふれあいセンター 

・静かな町 

・航空自衛隊の小牧基地との良好な関係 

・スーパー（平和堂、バロー）があり生活しやすい 

・地域活動 

・活発な町内活動を続けたい 

・緑を大切にしている 

・牛山町の農地 

『変えるべきもの』 

・市で区画整理をもっと指導してほしい 

・西部ふれあいセンターの会議室が１つしかない 

・西部地区を良くするために市は考えること 

・西部中学校のグランドが狭い（100m 走行困難） 

・若者が参加できる行事やイベントが少ない 

・下水道がないため農業用水に住宅排水が流入して

いる 

・公園の芝生化と休憩施設の改善 

・従来型住居とマンション・アパート住居の連帯感

が希薄 

・バスの有効活用 

・水の行き場がない側溝がある 

・自動車運転者の安全意識が弱い（一旦停止をしな

い車が多い） 

・名鉄春日井駅の階段（バリアフリー化） 

・シティバスの運行方法を変えたい 

・名鉄間内駅前の春日井市側のにぎわい 

・免許返納後の対応 

 

『地域でできること』 

・町内会の継続 

・不用品回収による資源づくり 

・農協とのコラボレーション（農地と子供） 

・地域活動への積極的な参加 

・町内会の継続拡大 

・地域に住んでいる人材を活躍させる 

・公園での町内会管理の権限拡大を要望する（イベ

ント開きやすく、地域でやりたいことを要望する） 

・文化保存会 高齢化の改善 

・広報など活動の報告の仕方 

・地域の情報交換を活発にする 

・地域と学校の連携を強化する 

・子供の見守り活動を広げる 

・新田三町内 馬飾りを盛り上げる 

・中山盆おどり保存会の継続・学校との連携 

・子供の見守り活動 

・子供 110 番活動 

・他の区を含めた町内との情報連携 

・西部地区の一体感づくり 

・他人事じゃなく自分事として考える 

・行政に投げるクセを直す 

・公共施設をもっと使いやすくする 

・町内会の運営を軽く、楽しく改善する 

・学習等供用施設の使用者の偏りを減らす 

・子供会、老人会の継続 

・区、町内会の継続 

・バスや電車をもっと使う 

・町内会の利用の促進 

・ゴミ収集場所の清掃 

・神楽保存会の継続 

・覚明霊神を守る 

・地域の目、見守り活動 
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3 

 

会場：⻄部ふれあいセンター

まちづくりのキーワード 

 

 

『残すべきもの』 

 

・公園、広場 

・二子山公園 

 

 

・神社 

・地蔵川の桜並木 

 

『変えるべきもの』 

 

・勝川駅の利便性の向上 

・集中豪雨の時に指定された小学校に行くことがで

きない 

・信号機を設置し横断歩道で安全に通行できるよう

にする 

・車を使わなくても良い町にする 

・渋滞を減らす 

・準工業地域内も住宅が多くなったため、街路灯が

欲しい 

・各史跡保存会の後継者が問題 

・城北線の利便性の向上、エレベータが無い、乗り

方が分かりにくい 

 

 

・町内会拡充 

・側溝の整備、蓋掛け 

・商業施設が少なくなっている 

・電車とバスの接続改善 

・空き家をなくす 

・名鉄線路 高架にして渋滞対策 

・公園の整備（雨が降ると水が引かない） 

・公園の落葉の掃除 

・通学路の安全対策 

 

 

『地域でできること』 

 

・町内会加入を義務化できる？ 

・公園の掃除 町内会で 

・近場へ行くときは車を使わない 

・町内会に多く入ってもらうように話し合う（老人

会、子供会等の協力をもらい） 

 

 

・公園で行うイベントで町内会加入を 

・行政と協力する 

・町内会に入るメリットを伝える 

・住んでいる地区の良さを伝えていく 
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4 

 

会場：レディヤンかすがい 

まちづくりのキーワード 

 

 

『残すべきもの』 

 

・もともと住んでいる住民と新たに来た住民との交

流が良いので住みやすい 

・店が多く買い物が楽である 

・色々な商店があり、とても便利である 

・街の年間行事が多く住みやすく楽しい 

・街路灯が全て LED に交換され明るくなった 

 （各戸に負担が多くならないよう！） 

 

 

・公園の木を残す（緑） 

・町内会での地域のつながり 

・町内会の組織活動が地域のベース 

・町内を今、支えて頂いている方々への敬意 

『変えるべきもの』 

 

・自転車道の整備 

・町内に商店がない（コンビニが 1 件のみ） 

・自転車のマナー指導を小・中・高で行ってもらい

たい 

・公園の管理を町内で行っているが協力者が少ない

し不安である 

 

 

・増加する高齢者対策を町内会でどうするか 

・老人いこいの家をもっと利用できやすく 

・河川沿いの歩道を作る 

・町内会の連携を強める 

 

『地域でできること』 

 

・地元から声を出して要望する 

・道路の側溝に蓋をする 

・町内会の組織の存続・維持 

 

・地域のみんなで意見交換する 

・公園の清掃（朝宮町には公園が 2 つあり、1 つは

町内会にて除草をしている） 
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5 

 

会場：レディヤンかすがい 

まちづくりのキーワード 

 

 

『残すべきもの』 

 

・情報連絡ツールが増えた 

・街が明るくなってきている 

・町がきれいになってきた 

・今の平和を残したい 

・緑を残したい 

・自然、緑を守る 

 

 

・区民会館などの利用頻度が高い 

・町内会、隣人同士の連携が強い 

・町内集会所の存続 

・八幡社（地元神社）を守りたい 

・地域にある古くからの行事を残していきたい 

『変えるべきもの』 

 

・車にのらない人にも便利なまちにしたい 

・清潔感のある町にしたい 

・子育てのしやすい町にしたい 

・弱者にやさしい町づくり 

・男性高齢者のイベント参加意識が低い 

・子供と年寄りの交流を活発にしていきたい 

 

 

・老人施設と地域との交流をふやしていきたい 

・イベントのマンネリ化 

・ボランティア組織をつくる 

・増えてきている外国人との交流 

・身近な緑を増やしていきたい 

 

『地域でできること』 

 

・バスに乗る取り組み 

・地域の行事について内容を宣伝して、何をしてい

るのか広めてみる 

・子どもの声が聞こえるような企画をつくる 

・子どもと老人がふれあえる機会をつくる 

・老人と子供の交流イベントを開催 

 

 

・子どもたちがバスを体験する取り組み（無料で）

・地域を良くしようという考えの共有 

・子供の声が聞こえる町に 

・町民の声を正しく良く聞く 

・ボランティアの活用 
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6 

 

会場：レディヤンかすがい

まちづくりのキーワード 

 

 

『残すべきもの』 

 

・地域交流 

・生活環境 

・あまり町並を変えない（農地やふるさと） 

 

 

・神社を整備して守りたい 

・味わいのある道路がある 

 

『変えるべきもの』 

 

・駅周辺の拡充（道路・パーキング） 

・駐車場の不足 

・勝川駅の車待機場所を広く使いやすくしてほしい 

・町内未加入者を無くすよう市の方で管理する 

・道路に自転車専用道をつくる 

・河北線用地を仮で公園にする 

・電柱を側溝に移し、側溝を曲げる（道路幅確保） 

・空地が増加しているため道路のタネ地として市が

買い管理してほしい 

 

 

・伝統行事の継承者の指導、育成 

・活動の見直し（新しいもの・やめるもの） 

・春日井駅南北交流のイベント実施 

・春日井駅南北の交流（イベント） 

・地域コミュニティの活性化 

・防災対策 

・排水の改善 

・大都市の水害対策のように道路下に水を溜める 

・高齢化が進行した地域に移動販売車を出す 

 

 

『地域でできること』 

 

・若い人材の育成 

・分野ごとにボランティア組織をつくる 

・子供会の活性化（親・子供のつながり強化） 

・伝統行事もボランティア活動の人々で実施する 

 

 

・防災意識を高める 

・認識を高める 

・親子で消防訓練に参加する 
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7 

 

会場：グリーンパレス春⽇井 

まちづくりのキーワード 

 

 

『残すべきもの』 

 

・郷土資料館の修理 

・郷土館は歴史的遺産 残すべきである 

・下街道の町並を保存（下街道） 

・小学生に書いてもらった書道 貼ること 

・駅での PR（デジタルサイネージ） 

 

 

・昔ながらの行事 秋の子どもみこし 

・昔ながらの行事 お盆精霊流し 

・商店街 

・良好な住環境の維持・向上 

・遺跡などの保存 

 

『変えるべきもの』 

 

・書のまちの景観をつくる 

・書のまちと分かるシンボルを駅に 

・下街道市がほしい 観光地化 

・駅～商店街 回遊性確保 

・歩いて楽しいまちづくり 

・商店街にわかりやすい駐車場 

・四九市の復活 フリーマーケット 

・身の丈にあった駅前再開発 

・リニア工事に対する交通対策 

・デマンド交通の検討 

・通過交通 南北方向の交通円滑化 

 

 

・交通環境の向上 

・落合公園 

（ハイウェイオアシスのようにしてはどうか） 

・春日井インター周辺の道路の検討 

・シティバス運行時間 

・中央通りに LRT 

・祭を復活させる 

・商店の誘致に対して補助を大きく 

・ふれあい緑道と駅を結ぶ緑道 

・空き家のまちづくりへの活用（ミニ区画整理） 

・電線などの地中化（景観・防災） 

 
『地域でできること』 

 

・資料館の改修を市へ依頼 

・筆・硯・紙・墨の名産地との提携 

・下街道の町並み保存 

・空き家の見守り 

 

 

・コミュニティの継続 

・意識を変える（若者） 

・地区計画の検討 
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8 

 

会場：グリーンパレス春⽇井 

まちづくりのキーワード 

 

 

『残すべきもの』 

 

・自然環境 

・静かな住環境 

・町並みがきれいなので、このまま残したい 

・大きな犯罪もなく、安全な町を維持したい 

 

 

・区の諸行事を継続させる 

・棒の手などの古くからの行事を残していく 

・教育水準は高いので、この水準を保ちたい 

 

『変えるべきもの』 

 

・中部大学との共存共栄 

・高齢化が進む中で若い中部大生との共存共栄 

・公園の安全性を高める 

・文化的生活をするためのインフラ整備を推進 

・内津川の散歩コースの整備と少ない子供達の遊び

場を増やす 

・内津川の堤防を魅力あるものに改修 

・アパートが多いことによるゴミ問題を解消（アパ

ートにゴミ捨て場の設置の義務化など） 

・子供が多いので、子育てしやすい環境を大切にし

たい 

・町内会加入者を増やす 

 

 

・空き家を活用できるよう、法整備をしてほしい 

・世代間のつながり 

・地区（エリア）を捉えたつながり 

・JR 神領駅への快速の停車化 

・人と人とのコミュニケーションを大切にする 

・高齢化しているので、コミュニティバスの充実を

図ってほしい 

・出川の交差点の朝夕の交通渋滞の解消 

・駅・インター・幹線道路を活かしたまちづくり 

・国・県・市の枠を超えて事業を進め、渋滞や水害

を防ぐ 

・国・県・市を結んで防災、道路を整備する 

 
『地域でできること』 

 

・居住する中部大生に不二ガ丘区の年間行事に参加

してもらう ゼロの日、お祭り、清掃活動、防災

訓練など参加してもらうよう働きをかける 

・子供会と連携して若い人に町内会の活動へ参加し

てもらう 

・若い人に都市計画に参加する機会を多く設ける 

・町内会で防災に関する物を備える 

・区の行事や活動を若い人達に引き継いでいく  

 

 

・地域コミュニティの再構築 区・町内会他 

・イベントに近隣を誘って参加 

・他の自治会との交流を図る（行事への参加時） 

・子育て世帯と高齢者世帯の交流 

・母親委員と連携する 

・コミュニティの活用化 

・官民一体のオープン化（産学協同） 
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9 

 

会場：グリーンパレス春⽇井 

まちづくりのキーワード 

 

 

『残すべきもの』 

 

・自然環境を守りたい 

・ある程度の緑（自然）の保持 

・町内会活動（子供と老人が楽しく集まる行事） 

・地域とのつながりを大切にする 

・自然を大切に守る 

・六軒屋公園など緑を残す 

 

 

・自然を大事にする（緑道） 

・ふれあい緑道を中心とした自然豊かな環境 

・農業を守りたい 

・静かな住環境（騒音・ゴミ） 

・町民運動会 

『変えるべきもの』 

 

・住環境の整備（道路の確保等） 

・安心・安全な住環境 

・安全な街づくり（防犯カメラの増設） 

・R155 号東西の交通手段 

・R155 号東西の交通渋滞 

・交通網の整備（IC、JR、バスの充実） 

 

 

・商業施設等の誘致 

・公園の遊具が減少 

・防災意識の低さ（緊急車両が入れない狭い道路に

対して） 

・交通渋滞（自転車レーン設置） 

・農業の後継者不足 

 
『地域でできること』 

 

・町内行事の魅力ある PR 

・行政の交渉に協力する 

・子ども会との連携を良くする 

・ボランティア委員の募集・育成 

・交流を深めて町内会に入ってもらう 

 

 

・社会参加の大切さを小学校から教える 

・地域内での清掃活動等 

・子供会リーダーの育成（ボランティア） 

・町内参加型の行事の継続（運動会、お祭り etc）

・小規模ボランティア活動 
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10 

 

会場：グルッポふじとう 

まちづくりのキーワード 

 

 

『残すべきもの』 

 

＜伝統＞ 

・古き良き伝統、神事等 

・神社を含む祭り、イベント等 

＜農業・自然＞ 

・農業の維持 

・緑地（手入れを良く） 

・農協移転による機能の確保 

 

 

＜管理＞ 

・ネオポリスの団地自体 

・生活環境の維持 

・内津川の草刈り 

・公園の委託料（地元による公園の管理） 

 

『変えるべきもの』 

 

＜伝統＞ 

・市の協力金が少ない！！ 

＜農業・自然＞ 

・イノシシが来ないように 

＜交通＞ 

・シティバスの本数を増やす 

・シティバスを乗りやすく工夫する 

＜管理＞ 

・公園の機能化（体操） 

・遊具を増やす 

 

 

＜その他＞ 

・坂下区長会の機能化 

・坂下区長会での話し合い（14 区） 

・在宅医療 

・近くにお店があれば（ネオポリス） 

・企業誘致と自然のバランス 

・北山に植林 

・内津川の安全管理 

 

 

『地域でできること』 

 

・坂下区長会での話し合い 

・坂下 14 区でのイベント 

・若い世代の育成（伝統文化） 

・地域全体での防災について考える 

 

 

・農地の維持 

・墓地の今後のあり方 

・コミュニティの維持と集会所 
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会場：グルッポふじとう

まちづくりのキーワード 

 

『残すべきもの』 

・緑が多い 

・静かな住環境 

・公園が多い 

・豊かな自然、数多い公園 

・周辺に緑地多い 

・緑が多い 

・２世帯住宅が多い 

・自然環境 

・移動が便利 

・知り合いが多い 

・子供たちが元気にあいさつする 

・自然環境の保護、維持 

・活発な地域活動 

・スポーツが活発（クラブチームが多い） 

・高い防犯意識⇒治安が良い 

・バーベキューが家でできる環境 

『変えるべきもの』 

・若い人の定住化が少なくなり、ニュータウンとし

ての過疎化が懸念される 

・ゴミ集積の仕方・場所の見直し 

・手間のかからないイベントの実施（イベント業者

への委託等） 

・ライトアップする町 

・地域活動の担い手づくり 

・高齢化への対応 

・若者が集う場所がほしい 

・住みやすいまちづくり 

・高齢者が住みやすいまち 

 

・高齢者の増加に伴い、買い物が不自由になる 

 （住宅近隣にお店がない） 

・安心の町 

・空き家問題、町内会活動 

・高齢化で町内会役員のなり手が少ない 

・高蔵寺駅に商業、飲食店を増やしてほしい 

・誰でも歩きやすい散歩道を希望します 

・駅、病院、商業施設への足がない（交通） 

・空き家が多くなっている 

・教育の充実 

・連続した緑地の整備 

・坂が多い 

 

『地域でできること』 

・飲み屋を作ろう 

・高齢者が助け合う（挨拶、手伝い） 

・病院、買い物をお手伝いしたい 

・電力シェア、EV カーシェア 

・公園の自主整備 

・青空市場 

・LINE でつながる 

・月に一度公民館で飲み会 

・地域活動の優先順位を明確化（定量評価） 

・公園の有効活用 

・全世代に魅力あるまちづくりの一貫として高蔵寺

周辺の整備（勝川駅の様に） 

・通勤、通学時に駅で買い物を済ませる 

・大型店舗の誘致の早期実現の為の運動 

・各町内会の持つ情報の共有化 

・高齢者のたまり場をつくる 

・高齢者でもできる町内会活動は何か考える 

・町内会立候補者を増やす 

・夏祭りを年１回 8 月に開催する 

・おやじ会の充実 

・空き家を使ってみんなの家を整備 

・町内で庭先を開放したブラブラまつり 

・手間のかからないイベント作り 

・小地域でのイベント 

・防災訓練 

・親が挨拶する 

・親が仲良くする 

・防犯パトロール 土日除く AM、PM  

・防犯カメラ設置 
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12 

 

会場：グルッポふじとう

まちづくりのキーワード 

 

 

『残すべきもの』 

 

・安全安心な公園 

・地域の公園の環境を守りたい 

 

 

・大小の公園と緑地 

・静かな住環境を維持したい 

 

『変えるべきもの』 

 

・公園内のトイレを洋式にして欲しい 

・子どもが遊べる森 

・衛生面、安全面を考えた公園づくり 

・活用されていない公園を活用したい 

・町内のブロック毎に公園があるが、木陰があれば 

・行政がもっと防犯対策をやってほしい 

 （実際は警察がやっている） 

・地域の防犯意識を高めたい 

・世代を超えたコミュニティづくり 

・地域イベントを増やしたい 

 

 

・藤山台小学校の存在を広めたい 

・旧西藤をコミュニティ施設に！ 

 （高齢者と子供の交流ができる施設） 

・グルッポふじとうの存在を広めたい 

・安全を考えた緑（樹木）の管理 

・大きな木などは大切にしたい 

・地域の子どもの健康、安全を守りたい 

・空き家どうしましょう 

・防犯 WS の実施 

・商業施設をたくさん配置 

 

『地域でできること』 

 

・旧西藤小の活用 

→コミュニティ活動の場、相談の場 

・世代を超えた交流のチャンス 

・防犯 WS、世代を超えたコミュニケーション 

・地域の人と人のつながりを深める手立てを考えた

い 

・子どもの下校時間に家の外に出てみよう 

・〈コミュニティ・防犯〉 

 地域の住民で見回り散歩 

・イベントで町内会加入 PR！！ 

 

・押沢台のブラブラまつりの様な地域発の文化的な

催しは魅力 

・それぞれの地区で色々な才能ある人にチャンスが

あればと思っている 

・行政主導でなく自発的な行動は楽しい 

・商業施設がない 

・広報の補助金支給で委託していますが、自治会、

町内会に入っていない人に広報の配布を除いてい

るのはおかしい。全員に配ることを条件にすべき

・地域住民が使いやすい（手続きしやすい）公の施

設 
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13 

 

会場：グルッポふじとう

まちづくりのキーワード 

 

 

『残すべきもの』 

 

・ゆったりとした街並み 

・昔からの伝統行事（秋祭り、凧揚げ大会） 

・豊かな自然を残したい 

・道樹山、大谷山、弥勒山の散策できる自然 

 

 

・子育てがしやすい町（公園の充実、イベントなど）

・町内会等、地域のつながりを大切にしたい 

・自然、緑を大切にしたい 

 

『変えるべきもの』 

 

・最近の地域間の交流の少なさ 

・自転車で移動しやすい街にしたい 

・高蔵寺をカフェ村にしたい 

・高齢者に優しい町にしたい 

・電動車椅子で移動できる街づくりを目指したい 

・高蔵寺を職住の街に変化させたい 

・高蔵寺を住んで楽しい街としたい 

・高蔵寺にスーパー銭湯を作りたい 

・大人になっても住み続けるふるさとへ 

・自転車道を整えてほしい 

・車、自転車、歩行者、シルバーカー利用者の分離 

 

 

・公園の高木は切ってほしい 

・子供達の姿がもっとたくさん見たい 

・少子高齢化に率直に向き合う（学校の統合、高齢

者施設） 

・農地を確保 

・移動しやすさの確保 

・多くある公園を有効利用 

・より多くの人が参加したくなる地域行事 

・空き家、空き地を緑に戻すということもあってい

いのでは？ 

・防災、防犯活動を高めたい 

 

『地域でできること』 

 

・自分たちで町を作っていこうという意識を高める 

・自治会、協議会を活用し、連帯を強化 

・車移動から自転車移動に変更する 

・自主的に地域の清掃活動をする 

・男性は特に若い頃から地域や学校に携わる 

・山の手入れ 

・タワーマンションを建設できる様、法・条例を改

正 

・隣近所、町内会、地域とのつながりを大切にする 

 

 

・地域で子育てに協力する 

・公園の清掃活動をする 

・コンポスト等の活用によるゴミの減量化 

・盆踊りの櫓（やぐら）に登って踊る 

・老人会同士の交流 

 各種娯楽・イベントの大会開催 

・岩成台地区における地域交流の促進 

 社協 or 町内会連合会の連携 
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会場：グルッポふじとう

まちづくりのキーワード 

 

 

『残すべきもの』 

 

・豊かな自然環境、公園 

・消防署がある 

・便利な公共交通機関 

・積極的な町内会への参画意識、つながり 

・自転車で走って安心な町 

・近くに総合病院があるので心強い 

 

 

・公園を残したい 

・大型商業施設（サンマルシェ） 

・病院がある 

・公園のある町 

・残すべき伝統文化 

・交番がある 

『変えるべきもの』 

 

・カラスがゴミをあさって掃除するのが大変 

・駅にお店があればいいと思います(おしゃれな店) 

・宮前地下道を日中もう少し明るくできないか？ 

・内津川周辺の整備により、犬の散歩道を川沿いに

ほしい 

・子どもを連れて行ける施設がほしい 

・空き部屋を活用（子供と遊べる場所など） 

 

 

・子供を対象にしたイベントを行う 

・多世代に発信し交流が出来る様なイベント 

・防災行動の強化 

・駅周辺の活性化 

・公共施設からシャトルバスなど設けられないか 

・町内会のメリットが明確になるような取り組み 

・駅の北に車が多く並ぶ 

 

『地域でできること』 

 

・人材の育成 

・身近で防犯につながるような活動 

 （見回り、市から支給のユニホーム） 

・駅を通過するだけの施設にしない 

・公式の町内会マニュアルやガイドラインなどの作

成 

・町内会で集まってお茶会など 

・区と各団体との強いつながりを持つ 

 

 

・地域の人たちが散歩しながら子どもの見守りをす

る 

・他町内会との交流 

・公園でのイベント 

・町内会のメリットを出せるサービスを考える 

・行政と協力する 

・大学生との協力、見守り活動 
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