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損保ジャパン： 田 中 陽 一

光 学 区： 花 谷 忠 厚

ＳＤＧｓカードゲームで
新たな繋がり＆担い手

創出大作戦！



光学区の現状

市街地から南西に約３km。
芦田川右岸・左岸に沿った、
国宝明王院、草戸千軒遺跡、
草戸稲荷神社がある学区です。

人 口 7,168人
世帯数 3,440世帯
高齢化率 32.3％
自治会加入率 58.2％

※2021年3月末

福山市の学区

１

花谷 忠厚（はなや ただひろ） 67歳
光学区内：町内会連合会長(4年）・芦田町内会会長(8年)

まちづくり推進委員長(4年) ・・・
市：交通指導員(6年)・民生委員推薦会委員(2

年) ・・・
国：保護司(9年)
その他：草戸稲荷神社 氏子総代(7年） ・・・



ホーコス株式会社
工作機械
従業員 770人

福山臨床検査センター
受託臨床検査
従業員 749人

MIPOX株式会社
（日本研紙広島営業所）

受託研磨

学区内の主な企業国宝明王院

①2020年度 持続可能なまちづくり活動に取り組む
光学区まちづくり懇談会実施
（各町内会・各民主団体より次代を担える方を人選：30名）

懇談会：３回 報告会：１回

最近の光学区の動き

光学区の取組・リソース 企業・歴史文化

シンボルロードの像＆ライトアップ

草戸稲荷神社（天空の神社）

芦田川（草戸千軒町遺跡）

２



はじめに

① 町内会活動内容・必要性を知らない住民の増加（知らせる手段？）
② 役員の高齢化により、旧態依然とした体制・活動を継続している

（変化がない方が楽）
③ 役員のなり手不足、後継者の発掘・育成ができていない
④ 市の小間使い的な存在になっており、主体性が感じられない

（要請事項が多い）
⑤ 紛らわしい組織が存在し複雑である
⑥ 自治会加入率が毎年低下
⑦ 加入しなくても現状生活に困らない
⑧ ＩＣＴ化がなかなか進まない
⑨ 活動資金の確保が困難
⑩ 高齢化や自身の介護などのために脱会
⑪ 外国人住民との意思疎通がなかなかできない

・・・
4

光学区を含め自治会・町内会の課題（光学区まちづくり懇談会より） ３



ホーコス株式会社
工作機械
従業員 770人

福山臨床検査センター
受託臨床検査
従業員 749人

MIPOX株式会社
（日本研紙広島営業所）

受託研磨

学区内の主な企業国宝明王院

①2020年度 持続可能なまちづくり活動に取り組む
光学区まちづくり懇談会実施
（各町内会・各民主団体より次代を担える方を人選：30名）

懇談会：３回 報告会：１回
②2021年度 ・グループＬＩＮＥ取り入れ

・学区のHP(光学区まちづくりラボ）の立ち上げ
・学区公式ＬＩＮＥの導入試行中（進行形）

最近の光学区の動き

光学区の取組・リソース 企業・歴史文化

シンボルロードの像＆ライトアップ

草戸稲荷神社（天空の神社）

芦田川（草戸千軒町遺跡）
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光学区の取組

2021年11月20日 山陽新聞 2022年4月～
光学区公式ＬＩＮＥ
スタートに向け取組み中

５



光学区の取組

2022年3月2日 山陽新聞

今後を見据えた取り組みとして

2022年度～
光学区の各民主
団体に拡大していく

６



ホーコス株式会社
工作機械
従業員 770人

福山臨床検査センター
受託臨床検査
従業員 749人

MIPOX株式会社
（日本研紙広島営業所）

受託研磨

学区内の主な企業国宝明王院

①2020年度 持続可能なまちづくり活動に取り組む
光学区まちづくり懇談会実施
（各町内会・各民主団体より次代を担える方を人選：30名）

懇談会：３回 報告会：１回
②2021年度 ・グループＬＩＮＥ取り入れ

・学区のHP(光学区まちづくりラボ）の立ち上げ
・学区公式ＬＩＮＥの導入試行中（進行形）

【未来共創塾に単独で参加】
町内会の現状・課題・強みを訴えてきた
ここで知り合った損保Ｊ（田中さん）と光学区の課題と強みが
合致しSDGｓカードゲームを通して、まちづくりを協働で取り
組むことになった

最近の光学区の動き

合致点
光学区 損保ジャパン
新しいことを取り入れたい SDGｓカードゲームを
地元小中学校の先生との交流 地域で取り入れられ
場所提供 るか？実際に実施
参加者集め してみたい

光学区の取組・リソース 企業・歴史文化

シンボルロードの像＆ライトアップ

草戸稲荷神社（天空の神社）

芦田川（草戸千軒町遺跡）

７



【未来共創塾に単独で参加】
町内会の現状・課題・強みを訴えてきた
ここで知り合った損保ジャパン（田中さん）と光学区の
課題と強みが合致し、SDGｓカードゲームを通して、
まちづくりを協働で取り組むことになった

合致点
光学区 損保ジャパン
新しいことを取り入れたい SDGｓカードゲームを
地元小中学校の先生との交流 地域で取り入れられ
場所提供 るか？実際に実施
参加者集め してみたい

損保ジャパンと共創 ８



９損保ジャパンのSDGｓ取り組みについて

SOMPOグループのご紹介

⮚ SOMPOグループでは、「お客さまの安心・安全・健康に資する最高品質のサービスをご提供し、社会に貢献」することを
経営理念に掲げています。

⮚ 「安心」「安全」「健康」を軸に、人や社会を守り、支えるため、中長期的な視点でさまざまな社会課題に向き合い、
それらの解決に取り組むことで、持続可能な社会に貢献します。

⮚ 国内損害保険、海外保険、国内生命保険、介護・シニア、デジタル、ヘルスケア事業の６つの事業を柱に事業展開しています。

多様性
ある人材

※2021年４月1日現在

創業

1888年（明治21年）10月

正味収入保険料

2兆1,414億円（2020年度）

社員数

23,447名

代理店数

48,405店

支店・営業部

：125

営業課・支社・営業所

：510

保険金サービス拠点

：287

海外拠点

：28か国・地域

事業間連携によるトータルサポート

国内損保事業 国内生保事業

介護・シニア事業海外保険事業

デジタル事業 ヘルスケア事業

社会課題の解決に向けた取組



社会的課題の解決に向けた取組み

⮚ SOMPOグループは、安心・安全・健康に資する最高品質のサービスを提供することで、社会的課題を解決し、
持続可能な社会の実現に貢献していくことを「グループＣＳＲビジョン」に掲げています。

５つの重点課題

１ 防災・減災への取組

２ 健康・福祉への貢献

３ 地球環境問題への対応

４ よりよいコミュニティ
・社会づくり

５
ダイバーシティの推進
・啓発

目
指
す
姿

防災・減災に資する商品・サービスなどの提供やさまざまな組織との協同プロジェクトを展開し
、人々が安心・安全に暮らせる社会の実現に貢献している。

質の高い介護・ヘルスケアサービスなどの提供や健康・福祉の増進に資する
プロジェクトを展開し、あらゆる人々がよりよく生活できる社会の実現に貢献
している。

気候変動の適応と緩和、生物多様性の保全などにバリューチェーンで対処し、
新しいソリューションを提供することで、持続可能な社会の実現に貢献している。

社会貢献活動や地域の文化振興に資する活動を通じ、ステークホルダーからもっとも信頼される
企業グループとして、よりよいコミュニティ・社会の実現に貢献している。

基本的人権を尊重し、多様な個性を認め、ダイバーシティを推進することで、社員
を含めたステークホルダーが活躍できる社会の実現に貢献している。

さまざまなステークホルダーとともに、各地域における社会的課題の解決に取り組みます。

10損保ジャパンのSDGｓ取り組みについて



福山市未来共創塾での取り組みについて 11

●母親アップデートコミュニティ（ＨＵＣ）さんとの共創

１．開催日時 ２０２１年２月２８日（日） １０：００～１１：００
２．開催場所 Zoomを使用したリモート開催

（ＥＶリーフ給電説明は福山市市民参画センター駐車場にて実施）
３．参加者 16名
４．参画団体 母親アップデートコミュニティ(HUC) 、福山市まちづくりサポートセンター、

損害保険ジャパン株式会社 広島自動車営業部福山自動車営業課
５．実施内容 ＥＶリーフからの給電実演、防災ジャパンダプロジェクト・２コンテンツ(紙食器づくり、

防災グッズ暗記クイズ）
６．その他 参加者には「防災ジャパンダ大判ハンカチ」と「お仕事年鑑リーフレット」をプレゼント



●共創パートナーの拡大 福山未来共創塾の塾生の皆さまとの交流を通じ新たな共創へと進化が進すめています。

①里山学校 × 防災・減災取り組み × ＥＶの活用
里山学校での防災・減災に向けた取り組み

②フレイル予防 × デジタル「健康お遍路」 × 防災・減災取り組み × ＥＶの活用
公民館での情報提供、防災・減災に向けた取り組み

参照）福山市HP_福山未来共創塾2020

福山市未来共創塾での取り組みについて 12



132022年1月 光学区でのSDGｓカードゲーム「The Action！」の実施

The Actinon！ ～SDGsカードゲーム～とは？

「The Action！～SDGsカードゲーム～」は、SDGsの17目標を達成する為に、現在から2030年までの
道のりを体験するゲームです。SDGsの理解を深め、行動につなげるための当社オリジナルコンテンツで
あり、当社のSDGsに関する取組みもゲームを通じて体感していただけます。

ワークショップを通じて、楽しくSDGsについて学び、自分ゴト化して考え、行動するきっかけとすること
が可能です。職場のメンバーのSDGs理解促進にご活用いただけます。

ワークショップの概要

カードゲームと講義、グループワークを組み合わせたワークショップ形式です。
2030年のわたしたちの地域がどうなっているのかをシミュレーションするゲームです。

参加人数：5～66名
※適正人数は9～48名。

所要時間：2時間30分～3時間程度（ゲーム+講義、グループワーク）

対象者 ：企業・自治体・教育機関など

期待効果：SDGsとは？という基礎理解の促進
なぜSDGsが必要なのか？どんな可能性が生まれるのか
カードゲームを通じて楽しく、体感的にSDGsを理解することができます。



2022年1月 光学区でのSDGｓカードゲーム「The Action！」の実施 14

光学区にて実施後のアンケート結果集約

＜参加者について＞
幅広い年代の方にご参加いただきました（24名参加）

＜カードゲーム・SDGｓについて＞

・８割超の方が「よく理解できた」「理解できた」として
おり、一定理解しやすいゲームであることがわかった。

・SDGｓについては、約３割の方が「あまり理解できなか
った」「理解できなかった」としている。

・SDGｓについてのより丁寧な説明が必要。

・様々な課題について知ることができた。会話が生まれる。
・実際におこなってみることで，よりリアルに社会の動きを感じられた。
・ゲームが進むにつれて，チーム間の交流が活発になり協働も生まれた。
・自分の目的ばかり考えていると，地域や他の人の目的が達成できない。

＜実施して良かったこと（一部抜粋）＞

・二人一組のチームで初対面の方とも上手くコミュニケーションが
はかれ、コミュニケーションの重要性を再認識できた。

・「自分だけ」「自分のチームだけ」がよければということでは
なく、社会・地域全体としての取り組みが必要である。



2022年1月 光学区でのSDGｓカードゲーム「The Action！」の実施 15

実施後のアンケート結果集約

・地域の状況がよくないと色々なプロジェクトを進める事ができない事は現実と同じである。
・地域の状況メーターを上げるためには，他チームとの情報交換や協調が必要。
・結果が学区の現状を表しているとは思わないが，経済・環境・社会それぞれがうまく循環しなければ，生活がよくならないと感じた。
・良かれと思ってしたことが他のチーム，そして地域全体にマイナスだったという場面が何回かあり，なかなかうまくいかない難しさを感じた。
経済・環境・社会どれもが相互に関係していることに気づけた。

＜ゲームを通じての気づき（一部抜粋）＞

・ゲーム内での仮想社会を「光学区」へと置き換えてゲームを実施。
・コミュニケーションが重要という事の他、社会課題解決のためには協働が必要である。
・自身のゴール（目標達成）だけを見るのではなく、経済・環境・社会どれも相互に関係、そのバランスが大切である。

＜今後の開催について＞ ＜総括＞

・二名一組のチームで、初対面でもゲームを通じてコミュニケー
ションの強化をはかることができた。

・皆で協力し合う事の重要性、一人ではなかなか目標達成できない
ことを楽しみながら学べた。

・ＳＤＧｓを通じて、若者の参画、リーダーシップをとれる人材の
発掘等、世代を超えてコミュニケーションをとりながら一緒に
取り組むことが可能。

・「今後も機会があれば、このカードゲームを行いたい」と言う
方が9割を超えており、SDGｓ取り組み推進につながる。



162022年1月 光学区でのSDGｓカードゲーム「The Action！」の実施

今後の活用について

・EVの普及について
→充電インフラの普及・整備が必要（課題：インフラが整っていない）
→万が一の災害時における避難所での有効活用具体策立案
・ さらなるパートナーシップの拡大
→継続して福山未来共創塾に参加をさせていただき、多くの塾生の方々と共創したいと考えています。

・カードゲームを通じて、さらなるSDGｓ理解加速と支援につながる → 繋がり、コミュニケーション強化
・カードゲーム認定ファシリテーターの養成（予定） → 担い手の発掘
・認定ファシリテーターによる地域、企業、各種団体におけるSDGｓ推進、人材の育成 → 人材育成

（ご参考）今後の弊社・福山自動車営業課の取り組みについて



２０２２年度 共創したい光学区の行事

①草戸大橋の完成イベント１
2004年6月 本庄-鷹取線開通時

光学区 芦田町内会

①草戸大橋の完成イベント２
現在の草戸大橋の欄干をモニュメントとして残す

1.式典

2.渡り初め
3.橋を使った催し・・・共創

例：キッチンカー
展示
渡り初め記念品

現在建設中の草戸大橋が２０２２年９月頃完成予定

光学区民による草戸大橋の渡り初め

17



２０２２年度 共創したい光学区の行事

②学区盆踊り大会

学区民主団体での行事に限界を感じている
・会場の設営
・模擬店の運営
・盆踊り内容（備中・大和・炭坑節）

地元企業と共創
イベント会社と共創
学区の外国人住民と共創
キッチンカー導入

18


