ひらつか地域づくり市民大学
３年間のメッセージ
2013年（H25年）〜2015年（H27年）

「選ばれるまち」、
「住み続けるまち」
をめざすために
特定非営利活動法人

本書は、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、
3年間（2013年〜2015年）にわたって協働で実施した「ひらつか地域づくり市民大学」の報告書です。

はじめに
私たちが住む「平塚」は、どのようなまちでしょうか？ 地形的には神奈川
県の南西に位置し、海あり山あり川ありの自然に恵まれたとても温暖な地域
です。総合公園や馬入ふれあい公園等は県外からの利用者も多く、平塚市民
にとっても憩いの場となっています。また、公民館や図書館・美術館・博物
館などの公共施設は他市と比較しても充実していると言えるでしょう。
これらの環境整備は、右肩上がりの高度経済成長期から２００８年のリー
マンショック以前に造られてきましたが、市民の高齢化や少子化の問題がク
ローズアップされてきたのもこの頃です。このような社会背景が元となって
現在のような多様な地域課題が自然発生的に生まれてきたとも言えます。数
年前までは活気があった工業団地や七夕まつりをはじめとした中心市街地も
今では空き店舗も多くすっかり寂しくなっています。
さて、急激な人口減少は行政・経済・福祉政策を進める上で大きなネック
ですが、同様に地域で暮らす住民にとっては、地域づくりの担い手不足とい
う問題に直面しています。そうなると地域課題は単独で解決することはもは
や困難で、様々な組織や団体と「協働」して取り組むことが重要になってき
ます。さらに協働を進めるには各団体間をコーディネートできる人材が必要
であり、そのような人を育てていくことも重要であると考えます。介護保険
法の改正に伴う地域包括ケア（協議体の設置）問題や自治会をはじめとする
地域コミュニティの問題、子育て支援の取り組みについても同様に「協働」
の意識づけが大切です。
ひらつか地域づくり市民大学は、地域課題をみんなで話し合い、解決のた
めのノウハウや事例を学び、地域づくりの担い手づくりの場として、平成25
年度から３年間にわたって実施してきました。
本書は３年間の取り組みをまとめています。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やリーダーの育成を実施す
る際の参考にしていただければ幸いです。
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「ひらつか地域づくり市民大学」の目的
地域づくりに関わる問題・課題とその発生構造の共有化、
その解決・対応策の検討・協議のプロセス・ルール、
利害関係者調整、ならびに行政等との連携の仕方について
の基礎的ノウハウを体系的に学び、ファシリテーター、
コーディネーター的役割を担える人材を育成する。
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１．
ひらつか地域づくり市民大学3年間の開催概要
2013（Ｈ25）年
9月1日（日）13:30〜16:00 参加者：66名
公開講座「自治を回復し、まち・むらの課題を、まち・むらの力で解決するために」〜協働と総動の基礎を再確認する〜
9月26日（木） 13:30〜16:00 参加者：29名
第2回「地域活動の現状とコーディネーターのあり方」
10月10日（木） 13:30〜16:00 参加者：26名
第3回「事例から学ぶ地域づくり」
10月24日（木） 13:30〜16:00 参加者：25名
第4回「地域づくりのコツと事務局の役割」
11月7日（木） 13:30〜16:00 参加者：26名
第1回公開講座講師：
第5回「コーディネート力をつけよう」
川北秀人氏

2014（Ｈ26）年
9月20日（土）14:00〜17:00 （財）地域活性化センターとの共催 参加者：84名
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？〜
9月27日（土） 13:30〜16:00 参加者：24名
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」
10月18日（土） 13:30〜16:00 参加者：17名
第2回「地域づくりの取り組みから（１）横内地域を歩いてみよう」
11月1日（土） 13:30〜16:00 参加者：18名
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」
12月7日（土） 13:30〜16:00 参加者：17名
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」
1月31日（土） 13:30〜16:00 参加者：18名
第5回「地域づくりの担い手を増やすには」意見交換会

第2回公開講座講師：
大森彌氏

2015（Ｈ27）年

第2回公開講座あいさつ：
落合市長

7月25日（土）13:30〜16:00 参加者：67名
公開講座「地域で共に考えるまちづくり」
8月22日（土） 13:30〜16:00 参加者：22名
第1回「地域の力でまちづくりを実現」
9月12日（土） 13:30〜16:00 参加者：22名
第2回「まち歩きと地域づくりの取り組みから（１）松原地区を歩いてみよう」
10月17日（土） 13:30〜16:00 参加者：19名
第3回「まち歩きと地域づくりの取り組みから（２）八幡地区を歩いてみよう」
10月31日（土） 13:30〜16:00 参加者：24名
第4回「組織運営の肝をおさえる〜会議のやり方と場づくり〜」
11月7日（土） 14:00〜17:00 参加者：17名
第5回「地域づくりの仲間をつくろう！」まちづくりプランの発表

第3回公開講座講師：
斉藤進氏

伊勢山

★ひらつか地域づくり市民大学 受講生地域別分布図

横内団地

道
海
東

平成25年〜27年の３年間の受講生総数：86名

岡崎

6

※複数年度にわたって受講している方含む（公開講座は除く)
金目

吉沢

8

小田原厚木
道路

土屋

129

豊田

真土

1

1

2

中原

旭北

14

2

大原

3
富士見

2

2
海

松原

1

崇善

旭南

東

八幡

1
1

平塚

港

花水

線

4

2

3

南原

本

2

四之宮

東中原

道

二宮

3

4

2
平塚

田村

横内

城島

金田

H27年度「ひらつか地域づくり市民大学」受講生の皆さん

大神

なでしこ

4

7

3
134

新幹

線

２．平成25年度講座内容
2013年（平成25年）第1回ひらつか地域づくり市民大学
公開講座「自治を回復し、まち・むらの課題を、まち・むらの力で解決するために」〜協働と総動の基礎を再確認する〜
講師：川北秀人氏
（IIHOE〔人と組織と地球のための国際研究所〕所長）
平塚市の人口構造を具体的な数値で紹介してい
ただくなど、今後50年先、100年先を見据えた
地域づくりの重要性をデータをもとに説明してい
ただいた。
自分の地域の高齢化率の現状を見せられ、会場
は一瞬にして緊張感が高まった。

第2回「地域活動の現状とコーディネーターのあり方」
説明：平塚市協働推進課・平塚市中央公民館職員
各課が取り組む施策を紹介、地域自治の必要性
を説明した。
ワークショップでは「地域が連携する」ことに
ついて活発な意見交換が行われた。

第3回「事例から学ぶ地域づくり」
事例報告：田村地域の取り組み
「わたしの田村」運営委員会の皆さん
事例報告：岡崎地域の取り組み
岡崎公民館運営委員、岡崎公民館主事
コーディネーター：泉一弘氏（NPO法人ふらっ
とステーション・ドリーム理事長）

第4回「地域づくりのコツと事務局の役割」
講師：泉一弘氏
（NPO法人ふらっとステーション・ドリーム理事長）
地域を運営（経営）するには、事務局を置くこ
との大切さや、その役割について丁寧に説明して
いただいた。

第5回「コーディネート力をつけよう」
講師：吉原明香氏
（NPO法人市民セクターよこはま理事）
最終回は地域づくりを様々な団体との連携に
よって行っていくための事業計画を作成、地域づ
くりの事例を多く知る吉原氏より講評とコメント
をいただいた。
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３．平成26年度講座内容
2014年（平成26年）第2回ひらつか地域づくり市民大学
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？〜
基調講演：大森彌氏（東京大学名誉教授）
大森氏より「教養」
（今日用がある）と「教育」
（今日行くところ
がある）など、シニアのボランティア活動の勧めや、自発的なま
ちづくりへの参加の呼びかけが、後半は落合市長参加のもとパ
ネルディスカッションが行われた。
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サポートセンター理事）

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」
講師：吉原明香氏
（NPO法人市民セクターよこはま理事）
1年目に続き、地域コーディネーターとは？について事
例を元にわかりやすく説明していただいた。

第2回「地域づくりの取り組みから（１）横内地域を歩いてみよう」
講師：鈴木奏到氏
（都市プランナー：技術士
横内こどもサポートネットワーク協議会会長）
横内では、自治会、子ども会、福祉村などさまざまな団
体の連携が自然体で行われている。

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」
講師：長田英史氏（NPO法人れんげ舎代表理事）
受講生からは、会議について学んだことはなく、目から
ウロコの講座だったと評判だった。客体化vs主体化のくだ
りは思わずため息が。

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」
協力：吉沢地区の皆さん
各団体が一同に会して地域課題を話し合う「連携会議」
は大変参考になった。また、まち歩きでは歴史の重みを実
感した。

第5回「地域づくりの担い手を増やすには」意見交換会
コーディネーター：鈴木奏到氏
最終回は受講生一人ひとりの持つ課題と市民大学で学ん
だことをどう生かしていきたいかについて発表し、鈴木氏
よりアドバイスをいただいた。
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４．平成27年度第3回ひらつか地域づくり市民大学の概要
3年目を迎えた「ひらつか地域づくり市民大学」は、受講生の意識の
高まりを活かし、
「住んでよかったと言えるまち」をキーワードに地域
自治という大きな未来に向かって学び合いました。

公開講座「地域で共に考えるまちづくり」
7月25日（土）産能大学情報マネジメント学部教授の
斉藤進先生をお招きしました。
斉藤先生は、今、国では地方創生という言葉と共に
地方移住（定住）を推奨する気運があるが、今の学生は
果たしてそれをどのように捉えているのか。また、現
実問題として地域で生活している住民たちはこの問題
をどう考えているのか。という切り口から、地域づく
りはそこに住む市民（住民）がつくっていくものである
こと、地域の絆が希薄な今だからこそ、できることは
たくさんある。そのためには一人ひとりの意識改善が
必要であることなどをワークショップを挟みながら、
わかりやすく教えていただきました。

近隣の市町村の地域づくり事例や、学生は地域をどう
見ているかなど詳細な説明が参考になった。

自分の地域と照らし合わせながら講師の説明を聞く受講生の皆さん。

自分の住む地域の課題や対策をグループごとに発表し
ました。

受講生の感想
●2回目の参加になりますが、1回目よ
り各自治会等が抱えている問題が皆同
じようで、話しの中に入ることが出
来、大変良かったです。（立野町）
●一団体のみの活動が解決できない問題
が多くなる。共に支え合うには、団体
の枠を超えた考え方が必要になるとの
考えをより強く持った。
●地域づくりに関する課題が山積してい
ます。解決に対する問題もいろいろあ
ります。
●地域＝行政の一体化がますます必要と
思います。（福祉村）

ポイントはここ！
福祉のまちづくりの実践方法
1 歩いて、見て、聞いて、考える
2 結果を持ち帰り、徹底的に話し合う
3 それぞれの違いを知る
4 違いからの気づきで提案をまとめる
5 提案を実践する
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第１回「地域の力でまちづくりを実現」
8月22日（土）横浜市泉区のまちづくりを市民目線で実践
している泉区まちづくり未来塾塾長の佐久間幹雄さんをゲ
ストにお招きしました。
泉区の下和泉住宅では平成11年頃から、住民が主体的に
まちの課題を考える場づくりが行われ、高齢化を背景に活
発なまちづくり（課題解決事業）が行われている地域です。
事業団体ごとに独立した組織づくりを次々に発足、
◎あやめ会…地域ボランティアによる移送サービス
◎Ｅバス … 自主運行のコミュニティバスの運営
◎福祉の会…高齢者の日常生活支援
◎自治会館の運営…ミニ地区センターの役割を担う
◎ひばり会
など、市民目線且つ自主自立の運営がなされています。

佐久間さんの実践に基づくお話は、とても説得力
がありました。

また、佐久間さんは、地域づくりは継続的な人材育成が
必要であるとのことから「泉区まちづくり未来塾」を立ち上
げ、人材の育成に取り組まれています。
★「泉区まちづくりみらい塾」とは★
自治会町内会の役員や地域活動の担い手、これから地域活
動に携わる方などを対象に、さまざまな地域の課題を協力
し合いながら解決する力を身に着けるための連続講座

その後のワークショップでは「自分たちの地域の魅力と課
題を知ろう」で、グループごとに自分の居住区のマップを見
ながらポストイットで書き込み、会場内で共有しました。
同じ地域に住んでいても魅力と感じる部分が違う、こん
なところに問題があるね、と人それぞれに感じ方受け止め
方が違うということなどを共有しました。

自分の地域の魅力探しに盛り上がったワークショ
ップ。

受講生の感想
●課題解決には、組織作りの重要性を改めてわ
かった。
●地域協議会のような組織を立ち上げる必要性
を感じました。
●地域の問題は自分たちでできることはしなけ
ればならない。
●活動の5つのステップ、委員会の立ち上げ方
など聞きたかった。
●地域問題を解決するのに特別委員会（グルー
プ）を作るのは勉強になりました。
●Ｅバスや泉区地域協議会の話を興味深く拝聴
させていただきました。
●地域活動における担い手づくりの大切さを強
く感じました。
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ポイントはここ！
1 地域協議会は、区政チェックと
区政への住民参画

2 経営委員会は、
地域と行政との協働で課題解決

3 地域づくりの5つの手順を実践
①知る ②考える ③つなげる
④動く ⑤拡げる

第２回「まち歩きと地域づくりの取り組みから（１）松原地区を歩いてみよう」
9月12日（土）は、松原地区町内福祉村に集合し、
まち歩きをスタートしました。

平塚市町内福祉村は松原地区が最初の取り組み。今では
小さなお子さんから年配の方まで利用している。

松原小学校校庭には、自治会が設置した立派な防
犯灯があります。災害時の避難場所に指定されてい
たが防犯灯がなく、万が一の時に避難民が困ってし
まうと考え、平成14年8月自治会が建立しました。
災害時ライフラインが止まっても風力と太陽光で灯
りが灯り、内臓バッテリーに蓄電し携帯電話などに
充電できるマルチな防犯灯です。
129号線を横切る地下通路は、地元自治会と子ど
も会が協働して壁画を作成。夕方は薄暗く一人で歩
くのが心配だった通路が明るくなったとのこと。道
路の清掃も一緒に行っています。
松原地域には一里塚や丁髷塚、神明神社社屋台な
どがあり、歴史の一部に触れることができました。

子どもたちが描いた壁画により地下通路も明るくなった
と評判です。

その後は松原地区町内福祉村村長の小出さん、松
原地区社会福祉協議会の持田会長、松原地区自治会
連合会柏木会長、松原公民館石本館長、松原ネット
ワーク推進委員会猪䟸会長にご登壇いただき、松原
の地域づくりについてお話を伺いました。

受講生の感想
●地域の歴史文化を大切にしていることがわかった。
一里塚の碑を自分たちの手で建てたという話を聞け
た。
丁髷塚の由来を聞いて驚きました。感心のある方はぜひ
行ってみて下さい。

●地域の各団体の活動が活発であり、それぞれが信念
をもって取り組んでいる。カラーのパンフレットが
立派である。

ポイントはここ！
1 自治会が元気なら地域も元気！
地域の声を聞いて実践する

2 目を引く情報誌で効果100倍！
見やすいカラー版を作成

3 ゆるキャラで松原の魅力を
松原地区のキャラクター
「まっちゃん」
「まつぼう」

カラーで見やすく作成さ
れている各団体の情報誌

最大限にＰＲする
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第３回「まち歩きと地域づくりの取り組みから（２）やわた子ども村」
10月17日（土）まち歩きの集合場所である八幡自治
会館は八坂神社の境内にあります。連合会の皆さん
より、神社の管理も自治会の重要な仕事であること
から、本来の自治会としての活動が中々できない現
状にあるとの説明を受けました。
八幡地区には、子どもの見守り・学習支援を中心
とした「やわた子ども村」の活動が平成17年から始ま
っています。学童保育が必要だという地域の声が高
まり、自分たち地域の手で子どもたちやその親を支
える仕組みをつくりたいと自ら立ち上がってつくっ
たのが今の「やわた子ども村」です。

八幡自治会連合会の皆さんから八幡地区の紹介とまち歩
きにご協力をいただきました。

子ども村の『いえ』や『放課後学習教室』の活動は小
学校の片隅の教室を利用しています。
事務局の高橋さんは地域の子どもは地域が守る、
一人も寂しい思いをさせない、八幡に生まれてよか
った、と言ってもらえるような温かいまちを目指し
ている、とその思いを語ってくれました。

受講生の感想
●学校の中に学童保育として、やわた広場、子供村
etc自由に成長できる事と地域の自治会との取組が
がっちり組んでいる事がわかる。

八幡小の余裕教室を利用して学童が始まった、そのいき
さつを説明する事務局の高橋さん。

●子供を育てるのは、保護者だけでなく、地域の方々
の協力があってこそだと思います。保護者全体主体
だと、仕事が忙しい等の理由で子ども会の入会者が
減っているのが現実です。
学童：子ども会を、やわた子ども村で引き受けてい
ることは、子どもの居場所をつくるだけでなく、地
域の活性化にもつながるのではないかと思います。

ポイントはここ！

サロンやわたにある駄菓子屋は毎週水曜日に開店、子ど
もたちに大人気です。

1 とにかくやってみる
やってみてだめならまた考える

2 夢を持ってやる、そうすれば
いつか必ず夢は叶う

3 事務局が大事、ということを
地域に理解してもらう
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できることはどんどんやってみる、みんなが喜ぶことを
やるだけと語る福祉村の高橋村長。

第４回 組織運営の肝をおさえる「会議のやり方」と「場づくり」
〜団体としての「自治」を確立するために〜
10月31日（土）は、昨年も好評をいただいたNPO法人れんげ舎
の代表理事長田英史さんを講師に迎えて開催しました。
会議は日ごろ何気なく行われていますが、実は奥が深く、進め
方ひとつで組織が活性化したり、低迷したりと大きく変わりま
す。

会議とは出会いの場であり、意思決定の
場。本当に思ったことが言えてますか？と
語る長田さん。
トップダウン型組織 ＝責任者が責任を負う

意思決定の
権限がある
「責任者」

昨年受講された方々が口々に「もっと前に学んでいたら今のよ
うにはならなかった」
「会議そのものを深く掘り下げて考えたこ
とはなかった」と話していたように、会議の持ち方、進行方法、
参加の方法など改めて考えてみる機会となりました。
皆さんの組織では、どのような会議をもっていますか？全員で
納得して物事を決める会議ができていますか？一方的なやり方や
一部の人の意見で決めてしまっていませんか？会議が終わったあ
とで陰口を言ったりしていませんか？
地域で、そして団体で、民主的に活動していくためには、みん
なが納得して決めることのできる会議にしていきたいものです。

指令・命令
報告

ポイントはここ！

フラット型組織 ＝全員が等しく責任を負う
対外的な
代表者

意思決定の
権限がある
「会議」

1 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

2 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
受講生の感想
●会議で「提案」する時には口頭
と資料のみで済ませていたが、
次回「提案」する場合は提案書
を作成してみたい。
●参加者平等の原則の共通理解を
進めていきたい。
●良いつながりを創る。信頼を育
てる。日常の暮らしの中で常に
信頼を大切にする暮らしをする。
●会議は「やらなくては」とか「やる
必要がある」といった構成する
人の意識が絶対条件だが、自治
会ではそのような意識をもって
臨んでいる人が少ない。

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
⑤会議には会議のための会議が要る
司会、ポジショニングなど小技を活かす

3 繁栄する組織の「会議の掟」
①自分が本当に思ったことが言える会議
②終わった後に陰口を言うような会議に
しない
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■第５回「地域づくりの仲間をつくろう！」まちづくりプランの発表
11月7日（土）最終回はこれまでの学びを整理し「課題解決
策の具体的な事業計画」を発表、それぞれの計画について会場
から「応援メッセージ」をいただきました。

自治会関連
伊勢山地区 取り巻く環境変化に対応できる自治会活動
生活環境の変化や多様化などで自治会加入率も低下し
ている。歯止めをかけるため魅力ある自治会にした
い。具体的には、自治会の体質改善、絆の強化、情報
発信・共有化を図る。

最終回では公開講座から第４回講座までの内
容を振り返りました。

田村地区 田村集合住宅自治会の連携
田村地区の集合住宅の自治会と地域の各団体と連携を
図る。また田村地区の子ども会と連携を図り、田村地
区全体としての活動を目指したい。
富士見地区 地域のコミュニケーションの場を増す
コミュニケーションを増やすために、町内会主催で餅
つき会を開催したい。そのために子ども会や高齢者と
連携を図る。

高齢者関連
旭南地区 住民が主体的に解決する災害時要援護者の救出について

まちづくりプランを発表する受講生の皆さ
ん。発表にも熱が入ります。

いざその時に地域の要介護者を助けられるよう、ワー
クショップを開催し、調査し、話し合いし、
「災害時要
介護者支援隊」を結成したい。
中原地区 長寿会（中原地区老人会）の活性化を図りたい
会員が減少する老人会だが公民館で毎月話合いをし、
高齢者対策を考えるなど活性化を検討中です。
横内地区 お年寄りのくらしについて
お年寄りが元気に暮らすために、幾つになっても学び
生きがいを持てるしくみを持って暮らし成長したい。
そのためには農業を好きな方々と畑で農業を続けたい。

子ども会関連

応援メッセージは送る方ももらう方も元気に
なる、一歩を踏み出すきっかけとなります。

横内地区 「横内学童保育会」の設立を図りたい
横内には放課後学童クラブが無いので、保護者が迎え
に来るまでの間、学童の安全のために小学校の一部を
活用した学童保育会を運営したい。
松原地区 子供会活動の充実
子ども会と自治会や町内福祉村等の地域で活動する団
体が連携し子ども会の活動を活発化したい。
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事業を行う上でのポイントについて説明する
アドバイザーの鈴木さん。

5. 3年間の成果と課題
全体を通した課題
一昨年度スタートから3回目となる市民大学講座に当初からの受講
者から、今年度初めての受講者、自治会関連からNPO、さらには特
定の団体に属さず、興味を持って参加された方まで、多岐にわたっ
ています。
聞いて、見て、語って、人を動かし、形をつくっていく・・・。
様々な地域での取り組みの経緯と思いの継承、様々な壁を乗り越
えた知恵と行動力を理解するのは大変時間がかかるものであり、今
回も、視察、講義、ワークショップ、発表の時間は、受講者にとっ
て必ずしもが満足するもの（もっと聞きたい、議論したい等）ではな
かったと認識しています。
また、様々な地域課題を解決する取り組み、活動を実効性あるも
のにしていくためには、地域づくりの目標をどこに置き、どのよう
に共有していくか、ステークホルダー（利害関係者）との協議・調
整・合意形成をどのように行ってきたかというような、突っ込んだ
切り口を炙り出したり、組織マネジメント力を習得していくことも
今後は重要な課題と考えます。

今後の方向について
ICTが進展し、SNSの中での人のつながりが広がり、活動の成
果をデジタル化していく時代ではあるが、地域づくりは、ある意
味、アナログ的な人間関係、組織連携の織り成す終わりなきドラ
マづくりのようなものであるといえます。
地域に住む方が登場人物で、様々な地域課題を解決する会議の
旗振りは地域コーディネーターという脚本家が必要であり、マネ
ージャーという運営担当者、そして実践するプレイヤーの連携が
不可欠です。そのためには、市民大学修了者が、これまで以上に
実践の場で活躍できるようなラインを行政とともに整えていくこ
とを具体化する必要があります。
また、終わりなき持続性を考えると、現在、中心的役割を担っ
ている60〜70代に加え、子育て世代、さらには若者世代をター
ゲットにした講座を設け、担い手育成のすそ野を広げていく必要
があると考えます。
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６．地域づくりの担い手を増やすには
地域には自治会をはじめとして、青少年指

また、地域課題解決には地域の団体や行

導員、民生委員・児童委員、体育振興会、老

政、地域の事業者、大学といった組織との連

人会、ＰＴＡ、地区社協、町内福祉村や教育

携協働も大切です。

力ネットワーク協議会などさまざまな団体が
あります。また、具体的なテーマを絞って活

協働に大切なことは

動する市民活動団体やＮＰＯ法人なども市内

①お互いを知る㱺理解しようとすること

外で活動しています。しかし、どこも後継者

②強みと弱みを活かす㱺相互扶助の関係

や担い手不足に悩んでいるのが現実です。
③相手が何を求め、
地域のことを最もよく知っているのは、そ
こに住む住民であり、住みよい地域をつくっ

何を望んでいるかを知る
㱺Win−Winの関係をつくる

ていけるのもまた、そこに住む一人ひとりの
住民です。担い手づくりの重要なポイントを
斉藤先生から教えていただきました。

住民一人ひとりの意識改革を

周りの意見や話をしっかり聞くこと、異なる
意見にも傾け、どうしたら課題解決へ向かえ
るか一緒に考える仲間を大切にしましょう。

①無関心㱺他人事（ひとごと）への関心を
②きっかけ㱺声かけから始めよう
③対立・偏見㱺気づきによる理解を
④共に生きる㱺排除、自己中心からの脱却
⑤まちの改善㱺一人ひとりの思いから
（できる人が、できる時に、できる事を）

まちづくりはひとづくり
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

横内マイタウンスクールの鈴木さんはつな
がり力を高めるために、こんな事が重要なポ
イントであると言います。

地域づくりをつなぐ力
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

元気な地域・まちづくりに向けて一歩を踏み
出していきましょう。
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7. これからの地域づくりに求められる力とは
「選ばれるまち」、
「住み続けるまち」をめ
ざすためには、その担い手のひとたちの“ 力 ”
が問われていると考えます。

「かべ」を乗り越える
知恵と行動力！
●関係者間の「Win−Win」を見いだす

「協働」の3つの「力」をつなぐ！
●「関連団体（組織）」間連携
地域の各種団体の「思い」を共有し、

新たな活動の実効性を高めていくには、
時として、現状の打破と新規性の取り込み
が転機となることがあります。

「お互い様」の連携・協力が大切です。目

予算制約も進む中、陳情型ではなく、協

的を再確認したうえで、これまでの活動や

働の担い手、各利害関係者（ステークホル

行事の取捨選択の決断も必要になってくる

ダー）が世の中の施策・制度体系を学習

と考えます。地縁／年功／実績にこだわら

し、知恵を出し合い、行動を共にすること

ない新たなつながりを作っていく力が求め

で、「Win−Win」の関係を築き、地域づく

られています。

りの歯車が回っていくと考えます。

●「世代」を越えた役割連携

●「止める」
「続ける」
「始める」覚悟

まちづくり、地域づくりは数十年の軌跡

みんなが大変だと思っていても従来型の

の連続です。さまざまな世代が地域デュー

取捨選択はなかなかできないものです。負

できる体制・雰囲気を作り出し、世代を超

担とつらい思いを継承するのではなく、新

えた相乗的な力にしていくことが重要と考

しいことに挑戦・実践していく覚悟・決断

えます。

が今問われていると考えます。

＊子育て・介護を担っている世代

地域の課題、思いに対して、柔軟に対応

＊キャリア・人脈を活かせる世代

できる連携型プラットホームをつくり、カ

＊調整・取りまとめ世代 等

ベを乗り越えていくことが大切です。

●実効力ある組織の「役回り」連携

・規制緩和と
新規事業の活用
→健全財政と先進行政

活動目的の大半は段取り・調整で決まり
ます。組織の中でのコーディネーター（企
画）、マネージャー（運営）、プレイヤー
（実践）それぞれが思いを共有し、主体的
に立ち回ることが機動力、実効力になると

・自己責任と主体性
・地域デビュー拡大
→わがまち愛

行 政
自治体
・施設と技術の活用
→信頼と地域貢献

考えます。

住 民
来訪者

学校
企業

地域づくり市民大学修了生
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地域づくりの時間軸で考えよう
5年／10年／30年先はどうありたいか？

30年後のひらつかは？ 戦後100年
その時

孫（10歳）は子育て世代に！
団塊ジュニアは後期高齢世代に ！
平塚の成長を牽引した大企業は？

「地域づくり」という終わりなき「ドラマづくり」
舞台は？

脚本家は？

スポンサーは？

そして、 主役は誰か？

これからが「ひらつか地域づくり」のスタートです！
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※本報告書の印刷に当たり、H27年度ひらつか地域づくり市民大学最終回に参加した受講生から13,019円のご寄付をいただきました。
この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

