平成２９年度

第５回

ひらつか地域づくり市民大学
開催報告

第5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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地域コーディネーターの育成に向けて

第５回

ひらつか地域づくり市民大学
7月15日
（日）13：30〜16：30

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。

公開講座

講

講座の概要

平塚市中央公民館４Ｆ小ホール

演：まちづくりはひとづくり

あきらめない心を育てるには

そんな思いを持つ人々と話し合い、実践し行動する人をもっとも

講

っと増やしていきたい。
「ひらつか地域づくり市民大学」は、地域

座談会：２０２５年のくらし・まちについて語ろう

活動の担い手づくり、課題解決に向けたノウハウを学んでいただ

ゲスト：大澤 雅章 氏
梶田 佳孝 氏（東海大学工学部教授）
安田 有希 氏（東海大学工学部建築学科４年）
小栁 健人 氏（神奈川大学 経営学部国際経営学科３年）
コーディネーター：鈴木 奏到 氏（都市プランナー）

く学び合いの場として、平成２５年度から開校しています。
公開講座は、千葉都市モノレール㈱前社長の大澤雅章氏を招き

参加者45名（関係者含82名）

師：大澤 雅章 氏（千葉都市モノレール株式会社 前社長）

「まちづくりはひとづくり〜あきらめない心を育てるには〜」と題
して、行政・住民・企業・大学が協働して取り組むまちづくりの
実践事例と、失敗してもあきらめずに取り組むことの大切さを説
いていただきました。
基礎コースは「コミュニケーション力」を高めるための３回連
続講座を、実践コースでは、地域の課題解決に向けた事業計画づ
くり コーディネーターに必要なスキル を身につけていただく
内容で実施しました。
温暖な気候で自然に恵まれた平塚。農水産業や商工業の街と言
われた平塚も、他都市同様、高齢化の波が押し寄せています。地

地域活動
基礎コース

域づくりの担い手育成は喫緊の課題ですが、年齢問わず、一人ひ

「すぐに活かせる！コミュニケーション講座」全3回
講師：山ノ内 凛太郎 氏・米元洋次 氏（合同会社Active Learners共同代表）
第１回

とりが「我が事」として捉え、取り組むことが重要です。受講生
の皆さんには、講座で学んだことを地域づくりに活かしてくださ

第２回

ることを期待しています。
第３回

ひらつか地域づくり市民大学の目的と理念
地域の様々な団体や個人をつなぎ、 地域課題などに住民自らが取り組み、
住みよい地域づくりを進めていくための人材の育成や地域活動に携わる人

地域活動
実践コース

第１回
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平塚市（協働推進課・中央公民館・福祉総務課）/ＮＰＯ法人湘南NPOサポートセンター

平塚市中央公民館２Ｆギャラリー

参加者52名

平塚市中央公民館４Ｆ小ホール

参加者51名

「きく力」
8月10日
（土）13：30〜16：30

「伝える力」
8月24日
（土）13：30〜16：30

「場を回す力」

10月28日
（土）13：30〜16：30

ひらつか市民活動センター

参加者21名

「事例から学んでみよう～多世代交流で持続可能なまちづくり」

事例紹介：「平塚をみがく会」原囿信夫会長
「菊を活かした土屋地区のまちづくり」安池土屋公民館長
第２回

11月18日
（土）13：30〜16：30

ひらつか市民活動センター

参加者19名

「地域を巻き込む新しいイベントプランをつくる」

講師：三浦 由理 氏（株式会社ナレッジトラスト代表）

３. 地域の課題解決に向け、住民が知恵と力を出し合って取り組む

主催

参加者55名

講師：鈴木 奏到 氏（一般財団法人計量計画研究所理事及び研究部長）

１. 自らの学びの成果を地域の中で活かす「協働の担い手」を育てる

「協働のまちづくりの基礎」をつくる

平塚市中央公民館４Ｆ小ホール

「すぐに役立つ！多世代交流のまちづくり の担い手育成講座」全3回

材のすそ野を広げ、 協働社会の基礎をつくります。

２. 地域住民や市民団体が相互に連携・協力して「協働の輪」を拡げる

7月27日
（土）13：30〜16：30

第３回

12月9日
（土）13：30〜16：30

ひらつか市民活動センター

参加者18名

「みんなが応援したくなるプランと仕組みづくり／修了式」
講師：三浦 由理 氏（株式会社ナレッジトラスト代表）
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公開講座

まちづくりはひとづくり

7月15日
（日）13：30〜16：30

平塚市中央公民館４Ｆ小ホール

平成29年度「ひらつか地域づくり市民大学」開講に
先立ち、平塚市落合市長より「平塚市総合計画（ひらつ
かNEXT）」の４つの重点施策（①強みを活かしたしご
とづくり ②子どもを産み育てやすい環境づくり ③高
齢者がいきいきと暮らすまちづく
り ④安心・安全に暮らせるまち
づくり）について紹介、また、市
民の皆さんと一緒に関係各機関と
の連携・協働で地域づくりを進め
たい、受講生の皆さんの今後の活
動に期待を寄せている、と挨拶さ
選ば れるまち・住み 続ける
れました。
まちを目指すと語る落合市長
第１部

あきらめない心を育てるには
第２部

座談会

第2部の座談会では「2025年のくらし・まちについ
て語ろう！」と題し、講師の大澤さん、東海大学工学部
梶田佳孝教授、神奈川大学経営学部3年（平塚地区BBS
会会長）の小栁健人さん、東海大学建築学部4年の安田
有希さんの4名に登壇いただき、未来の暮らし方やまち
づくりについて対談しました。進行役は認定都市プラン
ナーの鈴木奏到さん。シニア対ワカモノの構図は、片や
黒電話とデパート世代、片やスマホとAmazon世代。若
者のまちづくりに対する思いを聞き、シニア世代はそれ
をどのように受け止め、何が準備できるのか？時代の
ギャップを感じながらの対談となりました。

基調講演

基調講演は、元千葉都市モノレール㈱代表取締役の大
澤雅章さんを講師にお招きし、交通を軸に取り組まれた
まちづくりの数々をご紹介いただきました。行政・市
民・利用者・株主等が複雑に絡みあいながら、持続可能
なまちづくりを目指して取り組ん
だものの幾度の失敗を繰り返しま
す。しかし、失敗してもあきらめ
ず、その都度しっかり原因を追究
し対策を講ずれば成功することも
ある。地域づくりも簡単には行か
ないが、決してあきらめず信念を
「失敗を恐れず、あきらめ
持って知恵と工夫でチャレンジし
ず、チャレンジしましょう」
て欲しい、と話されました。
と大澤さん
「失敗」「微妙」「撤退」というようなスライドが
度々紹介され、会場からは時折笑いの声も。想像を絶す
る大きなプロジェクトを動かしてきた大澤さんに畏敬の
念を抱かずにはいられませんでした。

地域づくりは多世
代の声を拾うこと
が重要

たくさんの人が関わることで地域が元気になる
旭北地区

木村 美江子さん

どぶ川と化した河内川を
何とか元の綺麗な川に戻そ
うと「河内川あじさいの
会」のメンバーとして川の
清掃作業や環境啓発活動・堤防敷へのあじさいの植
栽・草刈りを行っています。
会の高齢化が大きな課題ですが、地域づくり市民
大学で紹介していただいたことがきっかけで、危険
な箇所についての草刈りは県の協力がいただけるこ
とになりました。川の清掃は高齢者にとってはまさ

に命がけ、これまで3人が骨折したこともあるので
本当に助かります。
また助成金申請のサポートを受けたくさんの花が
購入でき、花壇が華やかになったことから花の手入
れを手伝ってくれる人が増えました。地域づくり市
民大学で人のつながりができたことで、あじさいま
つりの出店者が増えて規模が大きくなってきまし
た。環境保全の活動は辞めるわけにはいきません。
これからも頑張って続けていきたいと思います。

地域活動はやってみてはじめてその楽しさがわかる
田村地区
平塚はまちが明るく自然に恵まれ緑が多いと思う反
面、大学周辺は街灯が少なく暗い道が多い、駅前は治安
が悪いというイメージがあると話す学生たち。自分の将
来についてはまだ漠然としているが、大きなことを成し
遂げたいというより、日々いろんな人とつながりながら
できることは一生懸命に取り組み、穏やかな家庭をつく
りたいとのこと。梶田教授からは現代の若者像について
触れ、団塊の世代、その次の世代、またその次の世代と
社会構造は大きく変化しているが、人口減少は避けられ
ない事実。その
中で我々がどう
していくか、世
代を超えて一緒
に考えていくこ
とが必要ではな
いか、と話され
ました。

会場からは、以下のような感想をいただきました（抜粋）

〇大澤さんからとても前向きな力強さを感じた。話す内容も興味深かった。飛ばされていた部分もたくさんあったのでそ
の部分も聞きたいと思った。（大学生）
〇高齢者福祉に関わる仕事をしており、まちづくりに関して視野が狭いと常々感じておりました。子どもも子育て世代も
高齢者も障がい者も、横断的包括的な視点での街づくりに自分が何ができるのか考えるきっかけとなりました。
〇地域づくりに興味を持って参加したが、現実の地域福祉に参考になる内容が良かった！大澤さんのコミュニティー不足
という内容が良かった。
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ひらつか地域づくり市民大学修了生の活動紹介

清水 栄司さん

自治会副会長を1期2年
間経験した後、現在は自治
会長と町内福祉村のコー
ディネーターを兼任してい

ます。
現役で働いていた頃は地域への関心が少なかった
ですが、役員になってはじめて地域にはゴミの問題
や高齢者や子どもの見守りなどたくさんの課題があ
ることがわかりました。
自治会はどこも役員の成り手がなく苦労していま

すが、リタイヤしてある程度時間ができるように
なったら、関心を持って参加するといいのでは、と
思います。仲間もできて案外楽しいですよ。
また、田村地区町内福祉村はサロン活動が活発
で、特に絵手紙教室や健康体操が人気です。毎回と
ても賑わっていますが課題は講師が少ないこと。地
域の中から講師を育成したいです。
地域づくり市民大学では、他地域の事例を知るこ
とができ、いろんな人と意見交換できたことが今の
活動につながっています。

横のつながりと情報交換で円滑な地域づくりを
松原地区

猪脵 位さん

第3回ひらつか地域づく
り 市 民 大 学（ 平 成 2 7年 ）
で、松原地区の取り組みを
事例発表したことがきっか
けとなり、クインテッド（命名：公民館長）が発足し
ました。
発足時のメンバーは、公民館長・福祉村会長・地
区社協会長・自治会連合会長（27・28年度）・地域
情報局会長（27年度）の5名。
現在は、老人会会長（長生会）・子供会会長・自治
会連合会長（29・30年度）・地域情報局会長（29年

度）が加わり、次回福祉村会長予定者が加わると10
名になります。
定期的な会合（３か月に一度の割合）で、情報交換
として各会の活動報告、活動予定など、その後、み
んなで懇親会。この会合は非公式に行われていま
す。
会の目的は次の担い手づくりや、地区の動きの全
体把握情報など、横の動きやつながりを重視してい
ます。横のつながりができたことで地域内連携が進
み、助け合いの地域づくりが進みつつあります。
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地域活動基礎コース
「すぐに活かせる！コミュニケーション講座」

7月27日
（土）13：30〜16：30

第１回「きく力」
平塚市中央公民館４Ｆ小ホール

あなたにとって、相手にとって、
気持ちの良い“きき方”を身につけよう！

コミュニケーションは必要だとわかっていても、「な
ぜ？」と問われると、案外答えられないものですよね。
しかし、地域づくりにはコミュ
ニケーションが欠かせません。
基礎コースは３回にわたってコ
ミュニケーションのコツを学び
ました。
講師は、これまでに3000人 終始笑顔でテンポよく進める
講師の山之内さん。
以上ものファシリテーションや
ワークショップを手掛けるスペ
シャリスト、合同会社Active
Learners 共同代表の山ノ内凛
太郎さんと米元洋次さんです。
テンポのある進め方で参加者は
すぐに引き込まれていきまし 「” きく” という言葉にはいろんな
意味があるんです」と、米元さん。
た。
地域活動にコミュニケーションが必要な理由
地域で活動している人たちは、「いい」まちにした
い、「いい」まちで暮らしたい、と思って活動していま
す。しかし、この「いい」の意味は人それぞれ感じ方に
違いがあります。団体や地域の結束力のベクトルを合わ
せるためには、その違いを互いに理解し受け入れること
が重要です。そこで1回目では「伝え合う」「聴き合
う」というコミュニケーションについて学びました。
“聴く” と “訊く” は “効”く
“聴く”は傾聴 → 自分の意志で耳を傾けること
“訊く”は質問 → 相手のことを知るために尋ねること
目指すゴールは、
「自分はこんな“ききかた”をする」とい
う形が見つかっていること。多くのワークショップを体
感し、いい“ききかた”を見つけようと取り組みました。

テーブルを移動しながら、たくさんの皆さんと「きく」を体験しました。

ペア ・ ワーク
“聴いてもらう”自己紹介 → 相手に自分のことを聴いてもらう
“聞いてもらう”自己紹介 → 相手に質問する
相手の持ち物や身につけているものから事実質問のみ
に絞って相手のことを聞き出します。
☞ うなづき・あいづちを積極的に使おう。
話し手は、相手や聴衆が頷いたり相槌を打ってくれた
りすると「聞いてくれている」と感じてモチベーション
がグンと上がります。無表情、無動作で聴かず積極的に
使いましょう。
グループ ・ ワーク
１枚の写真を元に、どんなことを聞きたいかそれぞれ
質問を考え、次はグループ内で最も聞いてみたい質問を
選びます。
☞ 浅い質問と深い質問を交互に使おう
質問の種類には、YesとNoで答えられる「浅い質問」
と複雑な答えを要求される「深い質問」とがあります。
浅い質問ばかりだと「自分のことに興味ないのかな？」
と思われたり、深い質問ばかりだと「面倒くさい人」と
思われるかもしれません。二つの違う種類の質問を織り
交ぜて使う訓練をすると良いでしょう。
「傾聴・質問をされると、どんな良いことがある
か？」「いい“ききあい”を実現すために自分たちででき
ることは何か？」をグループ内で共有し、途中でメン
バーを入れ替えて行う、を繰り返しました。

「きく」というテーマに沿って熱心に意見交換する受講生の皆さん

本日のゴール 「自分ルール」 を披露しました
ワークショップで体感したことを踏まえ、いい“きき
あい”を実現するための「自分ルール」を考えました。
「相手の話を最後まで聞く」
「笑顔で聞く」など前向きな
自分ルールを披露しました。発表する人と聴く人。その
場の雰囲気を良くするのは、お一人お一人の姿勢が大切
です。
「自分で感じたことを大切に今日の学びを地域活
動に活かす」ことを全員で確認し合いました。

参加者アンケートより（抜粋）

〇講座の進め方が上手で見知らぬ人と違和感なく溶け込めた。おかげで意見が出やすかった。
〇相手の気持ちになること。良く聴くこと。深く訊くことの大切さがわかりました。
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地域活動基礎コース
「すぐに活かせる！コミュニケーション講座」

8月10日
（日）13：30〜16：30

第２回「伝える力」

平塚市中央公民館２Ｆギャラリー

「伝える力」相手に伝わりやすい
“スキル”を身につけよう

日頃、私たちはいろいろな
場面で「伝える」という行為
を行っていますが、果たして
どの程度相手に伝わっている
でしょうか？

相手に“伝わる”伝え方をしま
しょうと話す講師の米元さん

本日のゴール
受講生一人ひとりにとっての
「一歩進んだ伝え方」を探り当てること

「聴かずに話すと放す、訊かずに話すと離す」つま
り、相手のことを考えずに話し続けると相手は放れてい
き、せっかくの信頼関係も離れていくということを前回
学びました。第２回は「伝える力」について学びます。
握手で自己紹介、写真de質問
スムーズな意見交換ができるようにアイスブレイクを
効果的に活用します。参加者同士のつながりを深めるた
め、できるだけ多くの方
と自己紹介しながら握手
を交わします。その次は、
４枚の写真を元にできる
だけ多くの質問を出すと
いうワークを行い、各グ
ループから20個以上の質
握手をすることで親近感が増し、
場が和みます。
問が上がりました。
ワークショップ①全体ワーク
「紙の上のほうに雲が三つ浮かんでいます」講師の言葉
から、自分が感じた雲の絵を描きます。次々に講師が差
し出す情報を自分が感じたように描いていきます。最後
にみんなで見せ合うのですが、同じ情報を得ていても人
それぞれに受け止め方が違うということを体感しました。
ワークショップ②ペアワーク
相手に見えないように一枚の絵の内容を説明します。
描き手は説明を聞いて感じたままに描いていきます。次
は別の絵を使って説明者
と描き手を交代します。
なかなか相手に伝わら
ず、手振り身振りを交え
て必死で相手に伝えよう
とする受講生の皆さん。
正確に伝えることの難し 言葉で説明する約束を忘れ、身振り手振
りの皆さん
さを体感しました。

グループワーク①アサーショントレーニング
「相手が約束した時間に現れず、20分後に再度遅れる
とメールが届いたものの、更に10分後に現れた。」さて
あなたは、相手にどんな言葉をかけますか？という問い
について意見交換しました。相手の理由も聞かずに責め
たりしたら信頼関係が崩れる…、かといって自分の気持
ちを押し殺すのも良いとは言えない、など様々な意見が
出されました。

※アサーション（assertion）トレーニングとは、自分の正直な気持
ち、考え、信念をその場で最もふさわしい表現方法で行うコミュニ
ケーション方法を学ぶ訓練。

相手を思いやる気持ちににあふれた受講生の皆さん

グループワーク②コンセンサスゲーム
「あなた方は宇宙飛行士です。月面の母船に行こうと
して誤って別な場所に不時着してしまいました。宇宙戦
は壊れましたが、15のアイテムは無事でした。母船に
たどり着くために、15のアイテムの必要優先順位を考
えなさい。まずは個人で考え、グループで統一した順位
にまとめなさい。」
（NASA）の出題
このワークは、個人で考えた優先順位をグループの人
たちと会話しながら合
意（コンセンサス）を
していくワークです。
自分の意見を主張しな
がら、相手との違いを
受け止め、グループと
して決定をしていくプ
ロセスを学びました。
一人一人にとっての 「一歩進んだ伝え方」 を宣言しよう
物事を正確に伝えるためには、聴き手の視点・認識に
立って伝え方を工夫する必要があります。また、想い・
主張を効果的に伝えるためには、自分の想いも相手の想
いも同様に大切にするマインドが重要です。日頃の様々
な場面で必要に応じて使い分けられれば、周りとの人間
関係づくりやチームづくりがスムーズにできます。

参加者アンケートより（抜粋）

〇言葉にして伝える難しさを痛感した。自分を主張すること、相手を察することはわかっていても大変だと思った。

〇何となく自分本位になりやすい年齢。人のことを思いやる良いきっかけになった。

〇ワークの中から伝えることの難しさ、楽しさを感じました。

〇今回は聴き上手になったように思うので、次回は「伝える」を受けて話上手になりたい。

〇交流・意見交換が良くできコンセンサスが得られ、自分の足りないところがわかった。
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地域活動基礎コース
「すぐに活かせる！コミュニケーション講座」

8月24日
（土）13：30〜16：30

第３回「場を回す力」
平塚市中央公民館４Ｆ小ホール

「場をまわす力」
“理想の会議のためにできること”を見つけよう
本日の目指すゴールは
「主催する会議に向けてスキルが身に付いたこと」

最終回は、より親密になるためにそれぞれが決めたア
クション（指拍手、輪をつくる、げんこつをぶつけ合
う、ハグするなど）で自己紹介。参加者の気持ちをほぐ
し参加しやすい場をつくるには、このようなアイスブレ
イクを上手に活用すると良いでしょう。

アイスブレイクを効果的に使うとより親密に

講師の山之内さん。終始和やかに進めてくれました

グループワーク① “場” を体感するワーク
「いいアイデアが生まれるために会議に必要なもの
は？」各グループで必要と思うものを５個以上、書き出
しました。
１．良いアイデアは“場”が生み出す
安心して考えられる空間があり、意見を言いたいと思
える雰囲気があり、その意見を“いい”と認めてくれる仲
間がいて、初めてそれは“いい”アイデアとなります。会
議や打ち合わせの場で無理にいいことを言おうとする必
要もなく、自分の意見に固執する必要もありません。
“場“にあるものすべてがいい“アイデア”を生み出す材料
になります。
２．ゴールを設定し共有する
ゴールとは会議終了時の状態のこと。わかりやすい言
葉で明文化し、みんなでそこを目指すのが会議です。発
散（アイデアや意見をどしどし出す）と、収束（出され
たアイデアや意見から決める・まとめる・絞る）を丁寧
に行います。ゴールを実現するために会議があり、会議
には時間設定、セッティング、準備があります。「定例
だから」「慣例だから」と、ゴールの見えない会議をす
ると、当然のことながらつまらなく無駄なものになって
しまいます。
３．安心・安全を確保する
どうやったら参加者が安心してその場に臨めるか“お
もてなし”を考え“見える化”します。ゴールやプログラム
を明示したり、グランドルールを設定します。“違う”価
値観の人々が集まるのですから、最初のうちは仕掛けも
必要です。“見える化”を実践するため「紙」「付箋」
「A4用紙」「模造紙」なども効果的に使いましょう。

グループワーク② “発散” を体感するワーク
「“平塚の日”が制定されました。さて、あなたは何を
しますか？」このワークのゴールは、模造紙いっぱいに
アイデアを出すことです。
各グループで話し合い、地産地消の食べ歩き、市内の
名所旧跡を巡る、平塚の歴史を学ぶ、海や川・湘南平な
ど自然と触れ合える場所に行く、全市でレクリエーショ
ン大会をする、“まちをきれいに”活動をする、子どもと
遊ぶ、など沢山のアイデアがあがりました。

フアイナルスペシャルグループワーク ： マシュマロチャレンジ
材料は、マシュマロ、パスタ、マスキングテープ、ビ
ニール紐、はさみ。ゴールは、自立（手を添えてはダ
メ）した状態で、マシュマロをできるだけ高い位置にな
るように組み立てること。底辺からマシュマロまでの高
さで競います。（時間18分） アイデアの発散と、決め
て実行すること、実行するときにはグループ内でコンセ
ンサスも必要です。その過程ではアサーショントレーニ
ングも駆使しなくてはならないなど、今までの学習の成
果が試されるワークです。会場内は大騒ぎ、残念ながら
倒れたグループも多数ありましたが、見事第一位は44
センチでした。
このチャレンジの成功のコツは、最初にマシュマロを
触って、重さや感触を感じること。最終的にはマシュマ
ロの位置がポイントなので、そのゴールの感触を共有す
ることだそうです。

「平塚の日」が制定されたら何をしよう？

真剣に話し合いながらタワーをつくる皆さん

この２つのワークを通して、第１回の「きく力」、第
２回の「伝える力」、第３回の「場を回す力」で学んだ
ことを実践できました。
地域活動基礎コース 「コミュニケーション講座」 を通して
何もしないで寝ている、という意見も一つ二つありましたが、総じて
皆さん真面目な提案を出されるので驚きました。

“場”＝会議という設定でしたが、会議開催通知に記載
されている開始時間から会議がスタートするのではな
く、すでにその前から会議は始まっています。日頃から
意見やアイデアを出しやすい場作り、雰囲気作りが重要
です。そのためにも「きく力」「伝える力」をつけ、コ
ミュニケーション力を磨いていくことが大切ですね。

参加者の声をご紹介します（アンケートから）

〇場のつくり方について学ぶことができた。初対面の方でも仲良く作業することができ、良い雰囲気で取り組むことがで
きた。
〇良い会議、実りある会議とするためには、メンバーが主体的（自分ごとと考えてもらうこと）であることが必要であ
り、そのためには、どのような場づくりを行えば良いのか具体的なヒントをいただけました。実践の場において、すぐ
に試すことのできる内容でした。ありがとうございました。
〇今日、学んだ事を福祉村にもちかえって役立てたいと思います。
〇すぐその場に溶け込める場作りはさすが、こんな講座を続けていただきたい。
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地域活動実践コース
「すぐに役立つ！多世代交流のまちづくり の担い手育成講座」

10月28日
（土）13：30〜16：30

第１回「事例から学んでみよう～多世代交流で持続可能なまちづくり～」

ひらつか市民活動センター

行政主導のまちづくりの時代から、住民自らが知恵や
アイデアを持ち寄り、子どもからシニアまでの多くの世
代が関わり支えあうまちづくりの時代へ。地域の様々な
資源を活用した住民主体の地域づくりが始まっていま
す。実践コースでは、地域づくりの事例を学ぶと同時
に、多世代がつながる新しいプランを作るために必要な
ノウハウを学びました。
講師は認定都市プランナーの
鈴木奏到さん、事例紹介では平
塚をみがく会会長の原囿信夫さ
ん、土屋公民館館長の安池直治
さん、土屋菊づくりの会副会長
の小清水恒夫さんをお招きし、 他組織との連携や協働につい
て説明
発表いただきました。
はじめに鈴木さんから、平塚の人口推移についての解
説と持続性を持ったまちづくりのノウハウについてご説
明いただきました。
地域づくりは仲間づくりが重要なポイントですが、関
連団体（組織）との「思い」の共有と「お互い様」の協力が
かかせません。世代を超えたつながりや実効力ある組織
の「役回り」について、2つの事例から紐解きました。
事例紹介１「平塚をみがく会」
平塚をみがく会は、まちのあちこちにあった落書きや
電信柱などに貼られた不法チラシを取り除く活動と、落
書きを消した後に地域の子どもたちと一緒に壁画を描く
など多世代が関わるまちづくり活動に取り組んでいま
す。原囿さんが間に立ち、地域・企業・行政と連携しな
がら平塚のまちを美しく保ち続けてくださっています。

平塚をみがく会の原囿会長

安池館長は「私の役回りは関係各種団体のコーディネー
トいわゆる調整役です。地域の方々の意見を聞きながら各
方面へとおつなぎする、私は単なるつなぎ役なんです」と姿
勢はあくまで黒子とのことでした。また、小清水さんは「年
をとってもいつまでも皆が元気でこの町で暮らせるように、
尽力をつくしたい」と話されました。

11月18日
（土）13：30〜16：30

第２回「地域を巻き込む新しいイベントプランをつくる」

ひらつか市民活動センター

市民が主体的にまちづくりに参加するには、まず自分
たちを取り巻く環境を正しく見つめ、自分たちでできる
ことは何か、どこから手をつければいいか、という足元
の議論が大切です。徹底的な分析の後で、自分たちがで
きる具体策を見つけ出します。
2回目は、ビジネスの世界で使われているという
「MDCVS」という手法について学びました。一緒に活動
する人たちと価値観を共有しようという試みです。講師
には（株）ナレッジトラスト代表の三浦由理さんを迎え、
実効性の高いまちづくりプランを作り上げていきます。

左が安池館長 右が小清水さん

2つの事例は課題をメンバーが共有すること、課題解決に
向けどうすれば良いかを他団体や多世代が一緒に考え、協
働することによって活動が拡がっていきました。関係各位と
の調整を欠かさず、原囿会長や安池館長や小清水副会長が
コーディネート役としてその役割を果たされています。また
活動に関わる方々の地元愛（地域愛）の高さも大いに関係
していると言えるでしょう。
第２部 グループワーク 「地域課題との関わり方」
それぞれが考える地域の課題をテーブルに挙げ、自分が
どのように課題と向き合っているか、また、どのように関
わっているかを話し合いました。
その後はグループ内でどのような話し合いがされたかを
会場全体で共有しました。

会の活動は道徳の教科書にも掲載

事例紹介２ 「菊を活かした土屋地区のまちづくり」
著しく高齢化が進む土屋地区では、土屋の魅力を活かす
こと、多世代が交流しながらその魅力を発信することが重
要と、数年前から菊づくりに取り組んでいます。土屋ざる菊
園の活動はその一環で始めたのですが、毎年多くの方が見
学に訪れるようになってきました。

参加者アンケートより（抜粋）

〇建設的な意見が積極的に出て良かった。
〇5つのグループの多世代交流のまちづくりの推進を学び合いました。次回につなげたいと思います。
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地域活動実践コース
「すぐに役立つ！多世代交流のまちづくり の担い手育成講座」

イベントの名称を常に真ん中に置くことによって議論
の核となる部分から脱線しないように、テーマを広げ、
深めていくことが可能になります。イベントの名称はで
きるだけわかりやすく具体的な名称が良いでしょう。
「まちづくりのプロセス
は、関心のない人々を巻き
込まないと「うねり」には
なりません。関心のない人
をどうやって巻き込むか、
巻き込まれるか、が重要な
ポイントです。人々の生い
三浦さんの的確なコメントが受講
生のやる気を後押しします。
立ち、社会や時代背景は千
差万別です。どういう人たちとやるか。価値観を持って
いるかいないか。対立する人々をどう調整していくか。
例えば、保育園をつくるという問題にもあるように、子
どもが元気に育つ環境を整備することは重要で、それを
欲する人たちがいます。一方では静かな環境で余生を楽
しみたい人たちもいます。どちらが正しくてどちらが間
違っているということは言えません。既成概念にとらわ
れ過ぎて、一方的な意見を押しつけるのはやめましょ
う。まちづくりには正しい答えや奥の手はないのです。」
と講師の三浦さんから助言がありました。

グループワークの進め方
みんなが納得できる設定にしよう。
多数決で決めるということが多く見受けられますが、
それは後々問題になることが多いです。事例を取り上げ
る場合は、自分が見聞きし、実感した事例を紹介すると
良いでしょう。
みんなが納得できるような創意工夫をしよう。
意見を出せない人もいます。そういう方は意見を出す
タイミングがつかめない、言葉にするのが苦手、非難さ
れるのがいや、等の理由があります。そういう場合には
ポストイットに意見を書いてもらう、言いやすい雰囲気
をつくる等の工夫をしましょう。
三浦さんから丁寧な説明を受け、早速議論に入りまし
た。第１回目で出た意見を、「MDCVS」に落とし込む
までには時間がかかりました。年齢も背景も価値感も違
う人たちとの意見交換は行きつ戻りつ、時々議論の矛先
を修正しながら進めていきました。

1グループ：平塚の資源を活用して
お客様を迎えたい

2グループ：高齢化した自治会を活
性化したい

3グループ：子どもの貧困を巡って
意見交換

4グループ：多 世 代をつなぐには
「食」
をテーマにしたい

その後の発表は、各グループとも具体的なテーマに絞
り込まれしっかり議論されたことが伝わってきました。
実践コースの目的は、多様な立場や年代、価値観の違
う人同士が同じテーブルにつき、問題を共有し解決につ
なげるプランをどのようなプロセスで導き出すか、その
過程を学んでいただき、実際に地域に戻った時にコー
ディネーターと
して活躍できる
ようになること
です。

参加者アンケートより（抜粋）

〇言葉にして伝える難しさを痛感した。自分を主張すること、相手を察することはわかっていても大変だと思った。

〇地域について改めて考えるきっかけとなりました。ありがとうございました。

〇ワークの中から伝えることの難しさ、楽しさを感じました。

〇すごい人が多くてすばらしい会。ありがとうございます。

〇交流・意見交換が良くできコンセンサスが得られ、自分の足りないところがわかった。
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地域活動実践コース
「すぐに役立つ！多世代交流のまちづくり の担い手育成講座」

12月9日
（土）13：30〜16：30

第３回「みんなが応援したくなるプランと仕組みづくり／修了式」

ひらつか市民活動センター

実践コースの最終回は、1回〜2回目で行ったグルー
プワークを元に、多世代がつながる持続可能なイベント
プランを完成させ、発表しました。
講師の三浦さんからプランを立てる際の注意事項につ
いて丁寧な説明がありました。
発表は、PowerPointを使って行うため、シート作成
のポイントや、グループ内での役割分担について鈴木さ
んより説明を受け、グループ毎に作業に取り掛かりまし
た。

2 グループ 「若者が変革する自治会」
YGRAとは・・・
•Young •Generation •Residents •Association
Mission
・自治会活動に見向きもしない人を振り向かせる
Domain
・イベントを通して地域の若い人との交流を深める
・地域の若い人たちの声をくみ上げる
Core Value
・若者に参加してもらうユニークなイベントを企画
VISION
・既存の活動を工夫して魅力的な内容にして展開
・防災運動会の実施

講師の三浦さん（左）と鈴木さん

1 グループ 「☆きらきらひらつか 健康 up プログラム」
Mission
ひらつかの資源（場所の資源 食の資源）を利用して市
民の心と体の健康をupする
Domain
・どこで：西部地域、海岸
・だれに：市民
・だれが：既存団体を利用
・なにを：ハイキング ビーチバレー
・どのように：四季を味わうスポーツを体験する
Core Value
・ビーチバレー ひらつかごはん
・ハイキング ひらつかごはん

1グループ

発表用シート

2グループ

発表用シート

2グループ

自治会に若い人が参加できるプラン

3 グループ 「平塚フードネットワーク」
Mission
・食で助け合い／垣根を超える
Domain
・場所・規模：公民館 小学校区 休耕地
・対象：地域に住む皆 主体 高齢者・子供
Core Value
・他経験者と世代間交流 野菜を作る 子ども食堂
・フードバンクへの提供
VISION
1年目：公民館で活動運営・休耕地の場所確保
5年目：学校を巻き込む・イベント実施
規模拡大・作る 調理

3グループ

食をテーマに生活困難者を救うプラン

4 グループ 「高齢住宅でおにぎりの会」
Mission
・食を軸としたイベントを開催し、お年寄りの集まる
場・若い世代の参加・地産地消を生み出す
Domain
・対象：高齢者、幼児・児童と親、
中高生と大学生（神大・東海大）
・場所：ふじみ野地域の空き店舗
Core Value
・食を通した、世代間交流の実現
・平塚の米「はるみ」を使った、おにぎりづくり
・子供と高齢者が一緒に作る
具体的な進め方
ふじみ野の商店街の空き店舗で参加者は、具材・機材
を持ち寄り、おにぎり作り、食体験をする
VISION
◎まずは開催
・おにぎりの会を立ち上げる
・４班全員で、休日のお昼に開催する
◎３ヶ月に１回開催
・米農家に協力依頼
・農協婦人部に協力依頼
・メディアを巻き込み発信する
・大学生にも参加をＳＮＳで促す

4グループ

4グループ

平塚産のお米で多世代がつながるプラン

グループ発表の後、三浦さんから２つのポイントにつ
いて助言をいただきました。
実効性のあるプラン
何を目的にいつ、だれが、どこで、何を、どのように
やるかが具体的であること
共感し応援してもらえるプラン
一緒にやりたい、寄付したい、そんな声が上がるよう
な企画であること
特に、4グループのプラン「高齢住宅でおにぎりの
会」は2つのポイントがしっかり押さえられ実現性の高
いプランであるとの評価をいただき、大きな拍手が沸き
起こりました。
最終回終了後には、平塚市から受講生全員に修了証が
授与されました。
受講生からは、今回
作ったプランをブラッ
シュアップしたい、再度
メンバーで集まりたい、
そんな声も多く聞かれま
した。

発表用シート
役割分担を決め実行可能なプランをつくりました。

参加者の声をご紹介します（アンケートから）

〇多様なライフステージ、ライフスタイルを持つ方々の意見をまとめ、１つの目標に向かっていくスキームを勉強できた
と思います。
〇世代や考え方も様々な人たちと限られた時間で意見調整を行うのは難しくいい経験になった。
1グループ

平塚の資源を活用した健康増進プラン

〇全員が話し合いに参加することがなかなか難しかったので、もう少しうまくやりたかった。
3グループ
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発表用シート

〇具体的に行動に移すためのプロセスが分かりやすかった。
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ひらつか元気地域づくり事例集について
ひらつか地域づくり市民大学において、地域づくりの
理論と実践をさまざまな事例や現地まち歩きを通じて学
んできました。平塚においても、各地で多くの市民・市
民活動団体が中心となって、住みよいまちづくりのため
にさまざまな取り組みがなされています。
それらの活動の始まりには、地域が抱える
問題を憂え、なんとか解決したい、良くした
いという思いを持った人たちがいます。そし
て、その思いに賛同した仲間たちが知恵をだ
し、汗を流しながら、一つずつ壁を乗り越え
てきた物語があります。
そこで、このような平塚のユニークな活動
を事例について、立ち上げから現在までの経
過とこれからについて、関わった人や組織、
資金、事業・制度等をいかに活用していった
か、どのように知恵だしをしていったかのポ
イントとなる点をヒアリングや資料をもとに
1枚のシートにまとめました。
平成28年度は8事例、平成29年度は7事例
について、ひらつか地域づくり市民大学の修
了生を中心に手づくりでまとめたものです。

これまでとこれから

当然のことながら、活字にはできない苦労や紙面の制
約から十分に伝えきれない点もありますが、思いを共有
し、仲間を増やし、壁を乗り越えていくための参考にし
ていただければ幸いです。

伊勢山

大神地区
地域福祉推進会議

横内団地
大神

土屋菊づくり愛好会
土屋ざる菊愛好会
岡崎

城島

金目

土屋

吉沢

旭北

広域で活動している市民活動団体

東中原
中原

横内マイタウン
スクール

２１渋田川プロムナード
プラン推進協議会

崇善

花水

なでしこ

平塚のら猫を減らす会

ス）を活用し、組み立てていくコーディネート力、行動力がますます重要になってきてい
ると考えています。

やわた子ども村

松原

港

平塚には日常生活の基礎となる小学校区単位に公民館があり、地区福祉村も徐々に増え
組織が、地域の様々な活動団体との連携・協議・調整を行いながら、地域の課題解決、地

八幡

馬入水辺の楽校の会

域の活性化に取り組んでいく役割も高まっていくことと思われます。
これらの施設や横断的組織を地域の核にしつつ、地域を活性化していく仕組みを再構築
していくためには、コーディネート力、行動力を持つ人材育成、その学びの場として、地

平塚地区BBS会

女性防災クラブ平塚パワーズ

けていくには、思いだけでなく、ヒトやモノや資金、情報、制度等、様々な資源（リソー

ています。また、地域教育力ネットワーク協議会や地区福祉村運営協議会のような横断的

真土
四之宮

大原

富士見

にワークショップ形式でプランづくりのポイントを学べるように構成してきました。

田村

南原
旭南

河内川あじさいの会

横内

豊田
金田

潮流や理論を学び、その後の実践講座では具体的取り組み事例やまち歩きでの知見を参考

人口減少・超高齢社会を迎えようとしている今、地域づくりに係る活動を立ち上げ、続

豊田地区みんなのサロン
ふじみ野自主防災会

ひらつか地域づくり市民大学も5年目を迎え、これまで、公開講座では地域づくりの社会

NPO成年後見湘南

平塚パトロール

域づくり市民大学の役割はますます重要になってくると感じています。

平塚をみがく会

事例集で紹介した活動及び団体

地域の核的施設の連携、各種組織・団体の連携、そしてその担い手を育成する場との連
携といった3つの連携が、住み続けたいまちをつくっていく ひらつかスタイル ではない
かと考えています。

平塚市内外のイベントを通して地域づくり市民大学をPR
●第18回渋田川桜まつり
毎年4月初旬には、桜の開花時期に合わせて開催され
る「渋田川桜まつり」、県内外からたくさんの方々が訪れ
る平塚では最大規模の桜まつりです。しかし、20年ほ
ど前の渋田川は、不法耕作や不法投棄などの問題が多
く、流域の環境悪化の原因になっていました。美化ボラ
ンティア団体や地元自治会が一斉清掃や草刈り、植栽な
どに取り組んだ結果、流域の環境美化が進み、見事な桜
が咲く地域となっています。
平成29年4月9日（日）実行委
員会のご理解の元、桜まつりに
出店し、ひらつか地域づくり事
例集：渋田川の取り組みをチラ
シにして配布しました。
●第13回河内川あじさいまつり
平成29年6月11日（日）河内川あじさいまつりに出店
しました。
かつてゴミの不法投棄が多く水質悪化も著しく、まる
でドブ川のようだった河内川。しかし、平成4年頃から
ごみ問題への取り組みが行われ、平成10年からは「河内
川あじさいの会」により、堤防敷へのあじさいの植栽・
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草刈り・清掃作業や環境啓発活動などが行われていま
す。おまつりは、あじさいの挿し木教室、体験コー
ナー、模擬店、パネル展示が所狭しと繰り広げられ、大
いに盛り上がりました。
当法人も出店させていただき
「砂絵ワークショップ」を実
施。たくさんの子どもたちが参
加してくれ、大いに盛り上がり
ました。

まちづくりはひとづくりといわれます。見て、聞いて、語って、動いて・・・、
ひらつか元気地域づくり事例集は、地域づくり市民大学の修了生が実践講座で学んだス
キルを活かして、これからの学びに教材にしました。また、まち歩きの対象となった地区
の中には組織連携の新しい動きが生まれています。
地域づくり市民大学は、人材育成、学びの場を提供するだけでなく、様々な人脈とノウ
ハウを蓄積し、実験的取り組みを行う特別講座や若い世代を対象にした入門講座等、幅広
いニーズに対応できるようこれからの企画・運営においてもチャレンジしていきたいと考
えています。

●全国まちづくり会議2017 in横浜
平成29年10月7日、8日と横浜市立大学八景キャンパ
ス地域貢献センターを会場に開催され、湘南NPOサ
ポートセンターもポスターセッションに出展しました。
「ひらつか地域づくり市民大学」の事業概要と「ひらつ
か元気地域づくり事例集」を紹介、全国から集まったま
ちづくり・地域づくりの専門家の皆さんや、地域づくり
を研究する学生さんもとても熱
心に耳を傾けていただき、平塚
の状況を知っていただく機会と
（主催：「全国まちづくり
なりました。
会議2017in横浜」実行委員会）
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