第２回

ひらつか地域づくり市民大学
報告書

第2回ひらつか地域づくり市民大学報告書発行に寄せて

ひらつか地域づくり市民大学は、これまで行政頼みで行ってきた地域づくりを、
そこに住む住民の皆さん自らの手で行っていくための学び合いの場として開催し
ています。今年度もたくさんの受講生に参加していただき、実り多き学びの場と
なりました。関係者各機関の皆さんのご協力に心より感謝申し上げます。
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この報告書はブリヂストンちょボラ募金の助成により発行しました。

本書は平成２６年度、平塚市協働推進課、平塚市福祉総務課、平塚市中央公民館、ＮＰＯ法人湘南ＮＰＯサポートセンターが
協働して実施した「第２回ひらつか地域づくり市民大学」の報告書です。

はじめに
超高齢・人口減少社会を迎え、私たちの住むまちも高齢化対策、防犯・防災対策、
子ども支援、生活困難者支援などの課題は山積しています。これら社会を取り巻くさ
まざまな問題を解決するには、住民一人ひとりや自治会、地域活動団体、町内福祉
村、ＮＰＯなどの市民活動団体や行政等が連携し、「地域の課題解決に取り組む場づ
くり」が重要であると言われています。
その一方で、平塚市内の地域自治会は、住民の高齢化・加入者の減少・役員の担い
手不足が大きな問題となっており、また、地域を支える各種の地域活動団体でもほぼ
同じような悩みを抱えています。さまざまな団体との連携が重要であると認識してい
ても団体活動の継続そのものも難しいのが現状です。
しかしながら、地域の元気が失われていくことへのあきらめの一方で、みんなで話
し合い、行動することの重要性を指摘する人も存在します。ひらつか地域づくり市民
大学では、そのような現実を踏まえ、地域活動の担い手づくり、課題解決のためのノ
ウハウを学んでいただく学び合いの場として、平成２５年度から開校しています。
自分たちの住むまちを「住んで良かったと思えるまちにしたい」そんな思いを持つ
人々が増え、つながって地域の課題解決に取り組む「輪」が拡がり、ひらつかのまち
づくりにと拡がっていく。このことがひらつか地域づくり市民大学のめざす所です。
住民による自主的な地域づくりの取り組みが地域に定着し、次の世代へと引き継が
れていくことを期待します。
本書は平成２６年度のひらつか地域づくり市民大学の内容をわかりやすくまとめま
した。地域コミュニティの活性化に向けて活動される皆さんが、地域づくりの担い手
の育成を行う際の参考にしていただければ幸いです。

第２回
公開講座
第１回

講座の概要

9月20日
（土） まちづくりフォーラム
9月27日
（土） 地域コーディネーターの役割とボランティアの上手な活かし方

第２回

10月18日
（土） 地域づくりの取り組みから （１）横内地区を歩いてみよう

第３回

11月 1日
（土） 組織運営の肝をおさえる会議のやり方と場づくり

第４回

12月 7日
（日） 地域づくりの取り組みから （２）吉沢地区地域活動団体との連携会議に参加

第５回
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ひらつか地域づくり市民大学

1月31日
（土） 「地域づくりの担い手を増やすには」
意見交換会

講座の内容

【公開講座】まちづくりフォーラム

〜地域自治によるまちづくりはなぜ必要か？〜

▼日時：平成２６年９月２０日（土）１４：００〜１７：００
会場：ひらつか市民活動センター ※定員80名（一般公開講座）
▼基調講演：まちづくりと地域自治
講師：大森 彌氏（東京大学名誉教授）
▼パネルディスカッション：これからの地域づくり
パネリスト：落合 克宏市長
茂田 孝氏（大神公民館長）
秋山 貢氏（上吉沢自治会長）
坂田 美保子氏（NPO法人湘南NPOサポートセンター事務局長）
コーディネーター：大森 彌氏
地域自治によるまちづくりがなぜ必要か？と題して
１．超高齢・人口減少社会を迎えた平塚市の未来
２．住民同士の支え合いによるまちづくり
３．市民協働のまちづくり
をテーマに、参加者の皆さんと共に学び合いました。
落合市長からは、
「地域や市民が主体となり、地域課題の解
決やまちづくりを進めることが地域分権時
代、地域主権時代のあるべき姿」など、市
の施策を具体的に取り上げ説明していただ
きました。
基調講演では、大森先生が、
高齢者が急増している中で
①医者に行かないこと
（自然治癒力を信じることも大事）
②介護保険料を支払っても保険料は使わないこと
（健康寿命が長いことが大切）
それには、
①教育（きょう、いく）＝今日行くところがある
②教養（きょう、よう）＝今日用事がある など
いくつになってもやることがある、行くところがあ
る、人の役に立つ何かができる。
そのような暮らし方が健康寿命を延ばすことにつな
がる、とわかりやすく説明してくださいました。

パネルディスカッション
①大神地区の災害時要援護者支援の取り組み
茂田さんは、「災害時の要援護者の方々の
支援は、地域が一丸となって取り組むこと
が必要。個人情報の扱いも含め、皆で考え
ながら仕組みをつくってきた」と、これま
での活動の経緯を説明しました。
②吉沢寺子屋の取り組み
秋山さんは、「吉沢地区では、地域の課題
解決を図るためにいくつかの事業を立ち上
げた。寺子屋はその中の1つで、神奈川大
学の学生と地域とＮＰＯが連携して行って
いる」と説明しました。

アンケートから

●取り組み事例の紹介時間がもう少し多くても良いと思います。
●地域活動をしているリーダーさんとのネットワークが大切ですね。
●吉沢寺子屋とっても良いと思います。昔はこども会があったけれど・・・。
●今回のような講座をもう少し機会を多くしていただきたい。
●教育(今日行く)、教養(今日も用がある)は自分にもある、ホッ！安心した。
●地域がそれぞれに活動することが平塚市を元気にする力になるのかなぁと思いました。
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【第１回】地域コーディネーターの役割とボランティアの上手な活かし方
▼日時：平成２６年９月２７日（土）１４：００〜１６：３０
会場：ひらつか市民活動センター ※定員30名（受講生）

▼日時：平成２６年１０月１８日(土)１３：３０〜１６：００
会場：横内公民館、横内地区町内福祉村「横内スマイル広場」

▼講師：吉原 明香氏（NPO法人市民セクターよこはま理事）

▼まち歩き：横内地区のまちを歩いてみよう

▼知っ得情報①「こんな方法もある！ボランティア募集の秘訣」

▼講師：鈴木 奏到氏（平塚市地域教育力ネットワーク協議会副会長
横内こどもサポートネットワーク協議会会長）

事例紹介：①旭北地区と旭南地区の連携：木村 美江子氏
②中原地区長寿会の場づくり：小山 昇氏
③伊勢山自治会連合会の事例：小島 成正氏
課題解決の主体は地域に住むわたしたち
昨年に引き続いてお招きした吉原さんからは、
地域コーディネーターの重要な役割として
１．解決のためのネットワークづくり
２．きっかけをつくる
３．応援団になる
など、横浜での地域づくりの事例や大切なポイントな
どをわかりやすく教えていただきました。
きっかけづくり
課題解決に向けたネットワークづくり、話し合いの場
をつくりましょう。
・まずコアメンバーで話し合う
・3人いれば始められる。5人いれば何でもできる。
・どのような方に声をかければ良いか検討する。
・女性の存在は大事、女性をもっと活用しよう。
応援団の役目１
情報提供
助成金などの
支援制度
課題についての
知識

応援団の役目２
調整役

話を通しておいた
方が良い方、協力
をあ お い だ 方 が
良い方、関係部署

【第２回】地域づくりの取り組みから（１）横内地区を歩いてみよう

応援団の役目３
感心し励ます役
褒める、
たたえる
励ます、
鼓舞する

地域づくりの５つのステップ

ステップ１〈知る〉

アンケートや聞き取りで地域を知る

ステップ２〈考える〉

実行すべきことを開かれた場で、皆で考える

ステップ３〈つなげる〉

地域の一人ひとりに直接声をかけて仲間を集め、つなげていく

ステップ４〈動く〉

役割分担を決めて、行動

事例紹介から
旭北地区と旭南地区の連携
旭北地区で毎年行われてい
た河内川クリーン大作戦。
地域づくり市民大学での出
会いがきっかけとなり旭南
地区との合同で開催できま
した。今後はあじさい祭り

も合同で行う予定と、両地
区の連携が深まっています。
中原地区長寿会の場づくり
年に一度、食事するだけの敬老会に疑問を持ち、交流
の場づくりを始めた小山さん。
「こんな付き合いができるとは思
わなかった」と参加者の声。６人
程度で始めた会が今は１４人に。
向こう三軒両隣の関係が出来つつ
あると報告していただきました。
ボランティア募集の秘訣
伊勢山自治会の小島さんは、「自治会の行事にはボラ
ンティアの協力が不可欠。役員だ
けでは大変なので、回覧板を利用
して「行事別のボランティア募
集」を行ったところ、７０名を超
える方々が毎年登録し参加してい
る」と紹介していただきました。

多くの住民や団体を巻き込んでまちづくりを実践し
ている横内地区。
講師の鈴木さんから、「人が集まる（参加したくな
る）事業の作り方、どうしたら人を巻き込めるか」に
ついてお話を伺いました。
地域まちづくりに関わる活動と場
地域の関係を、横軸に時間（歴史）と縦軸に年齢層
（組織）を配置し、無理なく連携できる仕組みを紹介
していただきました。神社総代会・神輿保存会・太鼓
連など古くからある組織と、新しくでき
た「横内マイタウンスクール」
、「横内ス
マイル広場（福祉村）」、子育て「たいよ
う」などの組織。それらは中心軸にある
自治会・公民館を挟んで長寿会と子ども
会という組織が微妙に関係しながら、地
域の担い手をつなぎ育んでいます。

オン+オフのつながりが
「アイディア・行動力・実践力」に
鈴木さんはまた「会議や事業だけではつながりは深
くならない。イベントの後の飲み会などを通じてお互
いを知ること、オンとオフのつながりをつくることが
大切。失敗しても上手くいっても『反省会』と言って
みんなで飲むんですよ。その中で次はこんなことをし
てみようというチャレンジ精神が生まれてくるんで
す」と話してくださいました。
ひとづくりはまちづくり
ひとりでは強くなれない。
ひとりではやさしくなれない。
ひと・場所・想いがあれば、
ひとは強く、そしてやさしくなれる。
地域づくりをつなぐ力として
１．関連団体キーパーソンのつながり

２．オン+オフのつながり
３．世代を超えた役割のつながり
４．デビューの場からのつながり
５．元気な地域・まちづくりに向けたＰＤＣＡサイクル
について説明していただきました。

まち歩きの集合場所で
もある横内スマイル広
場にて。たくさんの作
品が展示され、居心地
の良い空間でした。

ステップ５〈拡げる〉

取り組みが順調に進んできたら、より広域へ、また社会的な制度へと拡げる

アンケートから

●参考になる事例が多く、面白かった。
●みなさん、優しく話をしていただいたりと、ここに集まる方はバランスのとれた性格の方が多いと感じた。
●ワークショップでの意見交換は色々な意見がたくさん出た事と、色々の視点から見る事、感じる事が多く
出た事が良い！
●グループでのディスカッションが活気的でとても楽しく入っていけた。人とのつながりの大切さがわかった。
●担い手をつくることを共通の認識とすることができた。
●みなさんの地域に対する熱意、素晴らしいと思った。これからが楽しみ。色々な方と交流したい。
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アンケートから

●各団体の連携が素晴らしいと感じた。
●初めての他の地区のまち歩きをしましたが、自分の地域との違いが分かり、参考になりました。
●実践からの講義だったので良かった。
●人と人がつながるのはエネルギーがいるな〜と思いました。
●地域まちづくりに関わる活動・場の図が参考になり、図式にすると良く理解出来る。
●横内マイタウンスクールの持続性に感心した。
●オンとオフのつながりが大事だという事（アイディア、行動力、実践力につながる）
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まち歩き：横内地区を歩いてみよう
平塚市の北部に位置する横内地区は、渋田川の東側
に広がる田園環境に恵まれた住宅地域です。住宅地の
周辺には、花やトマトなど施設園芸のハウス、美しい
緑の水田が広がっていますが、低地のために台風や大
雨の時には大洪水を被る地域もあり、地域住民による
防災対策も進んでいるようです。

【第３回】組織運営の肝をおさえる会議のやり方と場づくり
当日は、平成26年２月に開村した「横内スマイル広
場（福祉村）」に集合し、まち歩きをスタートしまし
た。県営住宅にはたくさんの外国籍の方々が住んでお
り、学校・地域・公民館などが連携しながら共存する
まちづくりを進めています。高齢化も問題になってお
り福祉村の活躍が期待されています。

横内スマイル広場前でコースの説
明を受けたあと、いよいよ出発。

〜参加する人の内面と、活動の場をつなげるために〜

▼日時：平成２６年１１月１日（土）１３：３０〜１６：３０
会場：ひらつか市民活動センター
▼講師：長田 英史氏 NPO法人れんげ舎代表理事
「会議のやり方」ふり返ってみませんか
地域でのさまざまな活動や自治会活動、市民活動には
欠かせない「会議」
皆さんの組織や団体の会議はどのように行われていま
すか？
会議のやり方一つで、組織は大きく変わります。
第3回目は、講師の長田さんから民主的な会議のやり
方、特に「会議」の基本についてお話を伺いました。
組織にはいろいろな形がありますが、わかりやすいの
は以下の2つのタイプです。
トップダウン型組織

青少年広場と呼ばれる
場所にはゴミ捨てに関
する立派な掲示板が目
をひきました。
台風に備え、土のうス
テーションが地域の働
きかけにより実現しま
した。

報告

ここは横内銀座と言われる商店街の一角です。横
内の歴史を紐解きながらところどころで鈴木さん
から説明を伺います。

フラット型組織
対外的な代表者

＝責任者が責任を負う

指令・命令

意思決定の
権限がある
「責任者」

＝全員が等しく責任を負う
意思決定の
権限がある
「会議」

何のために会議をするのか？
↓
会議とは出会いの場であり、意思決定の場
※その目的と方法を全体に伝えよう。
会議には基本的な「段取り」がある
↓
意思決定のプロセスを理解・共有する
１．提案者の気持ちや内容を全員が完全に理解する。
２．賛成か反対かなど、自分の意見を表明しよう。
３．議論の結果、提案が修正された場合は、修正箇所
を明文化して確認しよう。
４．全員納得という会議のゴールを目指そう。
会議には「会議のための会議」が要る
会議の「場づくり」に関する秘伝、司会、ポジショニ
ング、など小技を活かそう。
繁栄する組織の「会議の掟」

今年は連続で大きな台風が来ました
が、このような土嚢をあちこちに配置
し浸水を防いだそうです。しかし、実
際には各所で床下浸水の被害があった
と聞き、案ずる声が聞こえました。

ゴールは公民館の隣に
ある子どもの家。大雨
のせいで床下浸水して
しまい、地下への通路
がふさがれていました
が、この日もたくさん
の子どもたちが元気に
遊んでいました。
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この道は、子どもたちの登下校の安全を確保するために、自治会が立ち上がり道
路の幅を拡張しました。地権者の皆さんが快く合意して下さったことに多くの皆
さんが感謝しています。横内の皆さんの地域愛にあふれる行動や各団体の活動に
頭が下がる思いがしました。

最近は少なくなった広々とした空の下、毎
年凧揚げ大会が行われます。

ここでは、自治会等を含む地域での活動の会議の場や
市民活動の会議の場：フラット型にターゲットを絞っ
て説明していただきました。

会議に参加する人が
・「自分が本当に思ったことが言える会議にする」
・「本心が言えない、終わった後に陰口を言ってしま
う会議にしない」
など、項目ごとにわかりやすく丁寧に教えていただき
ました。

アンケートから

●合意を形成するプロセスがとてもわかりやすかった。
●「会議」の進め方などは学んだことがなかったので、とても感銘を受けました。
●会議とはとても奥深いもの、「組織活動の根幹を支えるもの」という言葉を心に刻んだ。
●会議が混乱している原因がわかった。
●私にとって本当にタイムリーに視界が開けるようなお話でした。
●この市民大学、大変おもしろいです。
●かまえる事なく講義に入りこめました。活動力がもてました。
ほぼ100％の皆さんに「とても参考になった」とのご意見をいただきました。ぜひ、ご自分の地域、団体、
組織で活かしてみてください。
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【第４回】地域づくりの取り組みから
（２）吉沢地区地域活動団体との連携会議に参加
▼日時：平成２６年１２月７日（日）９：１５〜１２：００
会場：吉沢公民館
▼内容：吉沢地区の地域づくりの概要 ワークショップに参加
テーマ：安心・安全なまちづくり
（不審者等が出にくいまちづくり）
・吉沢地区の防犯マップの紹介
・他地区の防犯取り組みを紹介
・どのような取り組みを行うか、意見交換と発表
吉沢地区では、地域の課題解決の話し合いの場とし
て、吉沢地区地域活動団体との連携会議を年に2回開
催しています。
自治会、各種地域活動団体等が一同に会し
地域課題を共有し → 解決策を検討し
→ 実行に移しています
活字にすると簡単そうですが、実はそう簡単にでき
ることではありません。そこで、市民大学では、吉沢
の運営協議会の皆さんに、
１．話し合いの現場を見せていただくこと。
２．ワークショップに参加させていただくこと。
をお願いしました。

吉沢自治会連合会長の小泉さんから「これまでの地
域づくりの概要について」
、平野公民館長から「連携会
議及び運営協議会（モデル事業委員会）の成り立ち」、
そして、上吉沢自治会長の秋山さんから「居場所づく
り（寺子屋・ゆめ広場）の実践」の説明を受けました。
その後、吉沢地区の皆さんによる連携会議の場を見
学し、本日の議題「安心安全なまちを目指すための防
犯活動の取り組み」について一緒に話し合いました。
吉沢地区の防犯マップと防犯活動について説明を受
けた後、グループごとに各地域の事例やアイディア出
しを行いました。

アンケートから

吉沢地区は、上吉沢、中吉沢、下吉沢という地域と新しくできた
めぐみが丘からなり、古くから住み続けてきた人たちと新しく定
住し始めた人たちが融合してまちづくりを進めています。

吉沢公民館前の道路を横断して住宅街を抜け吉沢
の池に到着。昔は子どもたちの遊び場だったこと
や、池の有用性についての説明を受けました。

ワークショップの発表から以下のような提案が出さ
れました。
今すぐにでもできそうな提案
・買い物、犬の散歩をしながらのパトロール
・福祉村と協力し見守り隊を募集
・きれいな町は犯罪が少ないという視点から道路の清
掃や住民全体で見守る体制づくり
・あいさつ運動：「おはよう」
「いってらっしゃい」などの
声掛け
条件が揃えばできる提案
・パトロール用共通の腕章やワッペンの着用
・看板やポスターの設置「不審者出没地点」
吉沢地区の皆さんからは
・他の地域の取り組みは中々知ることができない。
・いつものメンバーでは同じような答えばかりで新し
い意見がでない。
・いろんな地域の方が入ることによって刺激を受けた。

細い山道を登りながら、別名魔王の滝とも呼ばれてい
る霧降の滝を経て、見晴らしの良い菜の花畑に着きま
した。
「春になると辺り一面に菜の花が咲き乱れその
美しさに感動しますよ、温かくなったらぜひまた来て
くださいね」と話す、めぐみが丘自治会長の小林さ
ん。お気に入りの場所です。

などの感想をいただきました。
吉沢地区運営協議会の皆さんに多大なご協力をいた
だき、本当にありがとうございました。

●“連携会議”があることに感心しました。吉沢地区の地域のあたたかさを感じました。自分の地域もそのよ
うにできたら…と思いました。
●年2回にしても、たくさんの人が集まる会議を開催、実行されている実行力に敬意を表します。
●地区の発表を聞き、取り組み方が非常に参考になりました。
●地区間の連携があり、情報共有がしっかりされていると思いました。
●地域ぐるみの取り組みとして大変良い事例を学べた。
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まち歩き：吉沢地区のまちを歩いてみよう

高台の上からは地平線の彼方に横浜のランドマークタワーや江の島、湘南の
海が一望でき、すっかり見とれてしまいました。この地域の畑は、長ネギの
栽培が中心で、ところどころに白菜やホウレンソウなどの葉物が植えられて
いますが、農家の方々は鳥獣被害に苦しんでいるそうです。
また、古墳や貝塚、縄文時代の土
器も発掘されるなど、歴史のある
地域でもあります。
脈々と続いてきた農のある暮らし
がゆったりとした地域を育んでき
たと想像できます。
このような地域と中心市街地と
は、地域づくりの方法もかなり違
うでしょう。
それぞれの地域の特性と課題を活
かした地域づくりをそこに住む
人々が中心になって考え作ってい
くことが今、まさに求められてい
ると再確認したまち歩きでした。

まち歩きをガイドしてくださった、吉沢地区の
皆さん本当にお世話になりました。
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【第５回】「地域づくりの担い手を増やすには」意見交換会

意見交換会での受講者の声
まちづくりフォーラムから最終回の意見交換会ま
で、全6回に渡って受講してくださった皆さんから、
さまざまなご意見やご感想をいただきました。

▼日時：平成２７年１月３１日（土）１４：００〜１７：００
会場：ひらつか市民活動センター
▼内容：これまでの振り返り・意見交換会・今後へ向けて
テーマ：「地域づくりの担い手を増やすには」
意見交換会：これまでの講座の内容を振り返り、
自分自身が抱える地域の課題と地域づくり市民大学で
特に参考になったことなどを一人ひとり発表しました。
地域づくり市民大学に参加したきっかけは、「地域
を良くしたい」「地域活動のヒントが欲しい」「地域
づくりの情報が欲しい」とさまざまです。受講生一人
ひとりの感想や意見をみんなで共有し、学んだことを
具体的に地域活動に活かすにはどうしたらいいか、地
域が活性化しないのは何故か、など多岐に渡る意見で
大いに盛り上がりました。

よい地域をつくるには、「こんな地域だったらいい
ね、こんな地域に住みたいね」と願う仲間との出会い
も大切です。今後もこのつながりの輪を大切に育んで
いきたいですね。
地域の担い手を増やすには「まずは声掛けから」
待っていても人は集まりません。日頃から活動に参
加してくれそうな方へ、積極的に声をかけてみましょ
う。
後半は声掛けの事例を受講生の皆さんから紹介して
いただき、いくつものヒントをもらいました。
受講生の一人は「地域づくり市民大学でいろんなこ
とを学べて涙が出るほど感激した。他の地域の活動を
知ることもでき、また受講生同士のつながりもでき
た。それと同時に、うちの地域はなぜこんなにも遅れ
ているのだろう、と自分の地域を振り返り、何とかし
なくては、という思いに駆られた。」と述べ、決意を
新たにしたようです。
講座の締めくくりは
「知っ得情報② 目を引くチラシの作り方」

アドバイザーの鈴木氏から、地域の活動は各団体や
組織の重なり合う部分を核に人と人とがつながれるよ
うな事業をつくることが大切
と助言をいただきました。ま
た、横内地区で取り組む「マ
イタウンスクール」のロゴ
マークが印字された和菓子を
持参し、「このようなツール
も地域づくりに役立つ。この
マークは何？と聞かれるので活
動を紹介するチャンスにもな
り、関心を持ってもらうきっか
けにもなります」と紹介してい
ただきました。

アンケートから

地域活動をする中で様々なチラシやポスターを作成し
ていますがチラシづくりの基本的なテクニックをご紹
介させていただきました。

平塚市全体のことにつ
いて勉強でき、各地区
の取り組みがかい間見
えた。いろいろと参
考になりました。

青木さん
苑田さん

地域猫を通してまちづ
くりをし、地域の老人
の集まりを開催して人
のつながりをつくって
います。

小山さん

理論的に理解できる
が、実行となると難し
い点を感じました。声
かけを大切にしたい
です。
（勇気をだす）

地域外の皆さんの活動
をお聞かせいただき
今後に役立ててゆきま
す。地域の仲間を広げ
ることが大切だと思い
ます。

長田さんの講演を期待
して参加しました。今
活動している範囲で
は、フラットな会議
が浸透しないと思いま
した。
自分の今までの活動の
範囲を見直したいと思
います。

お世話様でした。
修正後
三井さん

３回目の会議の仕方が
大変参考になった。こ
れを機会にもっと深く
地域とのつながりを広
げていきたいです。

今回の講座をきっかけ
に地域コーディネー
ターとして課題解決に
むけてがんばりたい
と思います。

藤井さん

杉本さん

吉沢の連絡会議が参考
になりました。地域
の活性化に生かしたい
です。

荒川さん
堀川さん

地域団体の連携が必要
とされますが、市民大
学に参加してこの問題
がよりうきぼりになり
ました。皆さんの協力
を得て地域づくりに取
り組みたいです。

地域は毎年同じ行事を
しているます。学んだ
ことを生かし活動に新
しい取り組をしてみた
いです。

高橋さん

第1回より第2回目の
方が参考になりよかっ
たです。第3回以降を
希望します。

猪脵さん
小林さん

近藤さん

修正前
マンション自治会活動
に悩んでいます。市民
大学に参加し、いろい
ろな方とつながりが出
来ました。

情報満載でとても勉強
になりました。とて
も良いヒントをたくさ
んいただきました。

荒井さん
逸見さん

大和田さん

●平塚市全体のことについて勉強できたことで、各地区の取り組みがかい間見えた。次に地区を区切って、
このような勉強会ができると更に現状に沿って推進できる。今回、いろいろと参考にさせていただきまし
た。本当にありがとうございました。
●思っていた以上に興味深く、楽しい市民大学でした。地域の人がもっとこの大学のことを知ってできるだ
け出てほしかったなと思います。地域のリーダーにぜひもっと周知していただきたい。いろいろ参考にな
りました。ありがとうございました。
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思っていた以上に興味
深く楽しい市民大学で
した。地域の人にもっ
と参加して欲しいと思
いました。

内容が濃く、いろいろ
な立場の方々が集まっ
ているので、その面で
も勉強になりました。

越野さん

市民大学の継続。受講
者の地域での活躍でき
る仕掛けづくりが必要
と思います。

小島さん

市民大学は面白く、仲
間を作ることが出来ま
した。このような場
に出てくることが出来
たことに、自分を褒め
てやりたいです。

白子さん
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地域づくり市民大学での学びを実践に活かす

ぞくぞくと成果報告が！

連合会長さん
よろしくお願いします︒
Ｆ自治会長

いいね︒賛成！
市から補助金がでるそうだ
から︑うちの自治会もぜひ
やりたい︒
Ｅ自治会長

ぜひ︑うちの自治会も！
賛同します︒
Ｄ自治会長

７つの自治会の
足並みを揃えたいが・・・
待っていては
いつまでたってもできない
こともありますよね︒

我々も防犯力を
高めたいし︑
先々を考えると
今やっておきたいです
よね︒

それぞれの自治会の
考え方を尊重したいが、
合意形成をとるのは難しい。
「会議のやり方」や
「合意形成の進め方」で
学んだことを活かしたい！

よろしくお願いします︒

協力しますよ︒
何でも言ってください！

数年先のことを考えると
今やっておきたいね！

自治会の皆さんも
納得していただけると
思います︒

まちが明るくなるし︑
防犯面でもありがたい︒

そうですか︒
それも止む無し︒
自治会にも確認はしてみる
が・・・︒

まあ仕方ない・・・。
苦肉の策だ。
チャンスを
活かしたい。

数日後、Ａ自治会長から、こんな一言が・・・
いやあ︑実はあの後︑
自治会の皆さんと
話し合ったんだが︑
うちだけ後回しになる
というのもね〜︑
ということになって・・・︒
うちの自治会も
一緒に取り組ませて
もらえないかな︒
手間をとらせて
申し訳ない︒

11

進めたい。

そこで苦肉の策として、６つの自治会から先に行うことに・・・。

そうですか︒
それは良かった︒
せっかくの取り組み
ですから︑
全部の自治会が
賛同してくれたら
こちらもやりやすいです︒
これは早速
他の会長さんにも
ご報告しましょう︒
ありがとうございます！

まち歩きでは、吉沢地区の連携会議でも大きなヒン
トをいただきました。小学校区内の交通安全・防犯パ
トロールのマップの作成は、「ぜひうちの地域でもや
りたい」という声や、地域連携会議の様子を見て「我
が地域の２つの自治会連合会の一体化を図りたい」
「ぜひうちの地域でもこのような連携会議をつくりた
い」いう声が寄せられました。

このように地域の課題はそれぞれの地域によって違
います。受講された皆さんが自分の地域を振り返り、
「うちの地域は何が課題か」「どうだったらできる
か」を考え、行動に移すきっかけとなっていることが
わかります。
一つずつの取り組みは小さくても、それが幾重にも
重なりあうことで、地域づくりの輪が拡がっていきま
す。一度に変えようとすることは難しいですが、着実
に一歩一歩積み重ねていくことが大切だということを
学んでいただいたように思います。

全員の了承を得て

６つの自治会が賛成しましたが、１つの自治会は反対しました。

わかりました︒
それでは︑Ａ自治会さんを
除いて︑他の自治会から先
に進めてまいりましょう！

横内地区の地域活動は、多様な資源を上手に活かし
無理なく楽しく行われています。その中の１つが、子
どもの家の活用です。子育て「たいよう」では、定期
的に子どもの家を使ってイベントを開催しています。
横内地区には公園がなく、子どもたちの遊ぶ場所に苦
労していますが、子どもの家を利用することで雨の日
でも活動することができます。
それを知った松が丘地区の小島さんは、「うちの地
区にも大野子どもの家がある。そうだ、ここを利用す
ればもっと楽しい活動ができるはず！」と気づいたそ
うです。かねてより、町内福祉村「子そだて広場」の
活動場所に苦労していましたが、早速、子どもの家を
活用した企画が進んでいるそうです。

南原地区の小林さんは、まちを良くしたいと思って
活動していますが、なかなか共感して参加してくれる
人が増えない、と言います。古い体質のまちでは新し
い考えが受け入れられないなどの悩みもあります。し
かし、市民大学を受講して少し考え方が変わりまし
た。
「仲間がいないからできないと待っていては何も始ま
らない。だったら一人でも始めよう。やっているうち
に一人、また一人と仲間が増えていくかもしれない」
そう思って毎日通学路に立ち、旗振り活動を始めたそ
うです。

今がチャンス︑
自連の活動費を
有効活用しましょう！
Ｃ自治会長

（２）まち歩きで得られたヒントを活かしてイベントを企画

（４）待っていては何も始まらない

我が自治会も
ぜひお願いしたい︒
Ｂ自治会長

松原地区の猪脵さんは、自治会連合会長を務めるに
あたり課題と不安があったそうです。そこでひらつか
地域づくり市民大学受講生募集の案内を見て、何かヒ
ントがもらえるかもと思って受講しました。
そこで学んだことは、チャンスを活かす・合意形成
を図る。地域づくりは住民の合意や行政の施策とのタ
イミングが一致すると加速します。街灯のＬＥＤ化や
通り沿いに花を植えきれいなまちにする、など市の情
報も巧みにチェックして、地域の皆さんの合意のもと
実践に移していきました。

今がチャンスだと私も
思います︒
いっそのこと６つの自
治会から先に進めてみ
てはどうでしょう︒

旭北地区の木村さんは、河内川あじさいの会で活動
しています。河内川は都市化の影響を受け、ごみが多
く、悪臭を放っていました。平成４年ごろから地域の
美化推進委員が中心となって「河内川あじさいの会」
が発足し、草刈りやごみ拾いの活動を始めました。平
成１０年から神奈川県の協力を得て、土手にあじさい
を植栽・管理を行い、平成１７年からは河川環境の啓
発と、地域の人々の交流を目的として、「河内川あじ
さいまつり」を開催しています。
木村さんは、この活動を旭北地区から旭南地区へ拡
げたいと前々から願っていたところ、旭南自治会連合
会長との出会いが実現、地域連携による河内川クリー
ン作戦が実現しました。
「一つの地区だけでやっていても川はきれいにならな
い。地域を越えた連携こそが大切。市民大学で出会え
た方々とのご縁を今後も活かしていきたい」と、木村
さんは話しています。２７年度は河内川あじさいまつ
りも合同で開催されるとのことです。

自治会で相談してみないと
返事はできない︒
どちらかといえば反対だ︒
Ａ自治会長

（３）チャンスを活かそう！会議は民主的に、合意形成を図る

困りましたね・・・
Ａ自治会さんだけが賛同し
ない︒
一緒に物事を進めるのは大
変ですね︒
ですが︑先日の市民大学で
﹁チャンスをつかもう！﹂
ということを学んできたん
ですよ︒

（１）受講したことがきっかけで他地区とつながった！

７つの自治会長さんが集まって会議をしました。
うちの自治会連合会でも
街灯をＬＥＤに変えようと
思うんだけど
どうでしょう？
Ｇ自治会長
︵連合会長︶

平成２５年、２６年の２年間で受講した人数は述べ５７名。（公開講座を除く）
受講生の皆さんが、ひらつか地域づくり市民大学での学びを、
実際にどのように地域活動の中で活かしてくださっているでしょうか。

ある日の自治会連合会の打ち合わせ：議題は連合自治会の街灯のＬＥＤ化について

合意形成をうまく取り付ける
↓
全員が納得して
事業を進めることができる。

いやあ、
ホッとしました！
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住民主体の地域づくりを進めるための 「仕組みづくり」を提案します

「地域づくりの担い手を増やすには」
地域にはたくさんの担い手予備軍がいます！
みなさんの周りをよく見てください。自治会の加入
者や、すでに何らかの活動を行っている地域活動団体
の方や、お隣のそのまたお隣、上や下の階に住んでい
る方がたくさんいらっしゃるはずです。
では、なぜ良い方々が継続して関
わっていかないのでしょう？
地域の中での人づくりはどこまで進
んでいるのでしょう？
だれがそれを主体となって進めてい
くのでしょうか？
それは、あなた自身です！
自治会長でも公民館長でも各種団体の代表者でもな
く、実はあなた自身なのです。
あなたこそが地域づくりの担い手であり、声掛けの
本人になることが大切です。
さっそく今日から声をかけあって仲間づくりを始め
てみましょう！
ひとづくりはまちづくり→まちづくりはひとづくり
きっかけづくりや場づくりの過程において必要と思
われることを、講座の中で行ってきました。まずは小
さく始めて、少しずつ気づいた点を改善し続けて行く
と、やがては大きな課題も克服できる力（組織力）が
だんだんとついてきます。

大事なことは
①途中でやめない
②あきらめない
③継続する

自分自身の成長はすなわち周りの方々の成長でもあり
ます。
ひとづくり・まちづくりはひとりではできません。
お互いを尊重しあい認め合うことから始めましょう。
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①皆が集まる場を楽しい場に。
雰囲気づくりも大切
②「自分は必要な人間である」ことを
実感できる役割がある
③協力者をお客様にしない工夫を
④組織や場を私物化しない。
誰のための場なのかをもう一度考えよう
第4回目の講座の中で、「客体化」と「主体化」と
いう言葉を学びました。
関わる人々をお客様にせ
ず、一人ひとりが主体である
という気持ちをキープしなが
ら参加できるよう配慮するこ
とも大切です。

●事務局の役割について
事務局は、会議を招集したり議事録を作成した
り、地域を円滑に運営するための連絡調整をす
る機関であり、意志決定の機関ではありませ
ん。地域の決め事は、皆が集まる場で大いに議
論し、民主的に進めていくことが大事です。そ
のため、事務局はできるだけ小回りのきく動き
やすい形にしておくといいでしょう。

これまでの地域づくり

これからの地域づくり

生活様式の多様化で、行事などへの参加がむずかしい

→
→

多様な生活形態に応じみんなが参加できる柔軟な組織運営

男性（世帯主）中心の地域運営
女性や若者の意見が反映されない

→

女性・若者・高齢者の意見の反映
子どもが積極的に参加できる総世代参画

どちらかといえば行政主導の地域づくり

→

地域のことを最も良く知る住民自身による
「自ら考え、行動する」地域づくり

地域内縦割り組織による連携不足
財政的な制約の中での行政支援

→
→

各地域の特性や熟度は地域ごとに差があり、これからの
活動を機能低下しつつある地域で進めるのは難しい

→

各組織が連携した総合的な取り組み
住民、行政双方が納得しながら支援のあり方を合意
各地域の特色に基づき、住民自らが「手づくり」で進
めること、新たな組織づくりによる人材の集積が必要

工夫して組織リーダーを確保しよう「個」から「群」へ
高齢化が進む中で、飛びぬけた資質をもったカリス
マ的なリーダーが存在する地区は、圧倒的に少ないの
が現状です。また、これまでのリーダーは「一人で何
でも背負い、こなす人」といったイメージが強く、負
担感を感じる方も多いことから、組織の中でのリー
ダー、世話役のなり手が少ないと言った事態も生じて
いました。
そこで、これからの地域づくりの核となる場におい
ては、リーダーを1人に限定するのではなく、複数の
方がそれぞれの得意や性格を活かして、地域リーダー

の役割を持つ「リーダー群」を構成し、個人の負担を
解消しながら、円滑な運営を図ることが重要です。ま
た、住民自治の取り組みを進め
るためには、リーダー役を持ち
回りとせず、合理的な方法で選
び、一定期間の任期を与えるな
どの工夫が必要です。さらに、
こうしたリーダー群の中に、女
性や若者を含めることも重要な
視点です。

個のリーダー

リーダー群

1人で何でも背負い
こなす人
1人で地域をまとめて
引っ張っていく
●女性を縁の下の力持ち的存在から表舞台へ
女性は比較的地域に密着しているため人脈もあ
り、特別なスキルを持っている方もたくさんい
ます。地域づくりには、女性の力を大いに活か
しましょう！

このような人の確保は困難
負担が大きい
高齢化によるリーダー不足

複数の人が得意技を活かし
「群」として活動を進める
得意技：合意形成、企画、会計、機動力
地域を越える組織によるリーダー群の確保

↓

そのためには
①自分と違う意見を持っている人を認める
②さまざまな意見や考え方があることを認
め排除しない
③自分の意見を正当化しない
④地域ではプライドや肩書はかえって邪魔
になる
⑤みんな同じ地域に暮らす同士・仲間とい
う認識をもってまちづくりを考える
⑥楽しくなることをやる。楽しい雰囲気で
行う。楽しければ人は離れない

現場で活動する人々がわくわくするような場づくりを！

地域のことを最も良く知っているのはそこに住む住民の皆さんであり、住みよい地域を
つくっていくために、地域課題の解決や地域の夢の実現に向けて、住民の皆さんが主体的
に取り組むことで、地域のニーズに根ざした活動を進めることができます。

個々の得意な能力を活かした複数のリーダー群
何でも屋リーダー：機動力に優れた人
カリスマ型リーダー：ここぞという時の発言に威力
知恵袋リーダー：地域の歩み、行政の仕組み等多くの知識を持っている
合意形成リーダー：議論の落としどころを見つける
会計型リーダー：数字に強く冷静に現実を見る
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