第７回

ひらつか地域づくり市民大学
開催報告

わがまち物語
私たちが暮らす地域には歴史があり、今のまちをつくってきた物語があります。
その物語は、その時々の人たちの思い、出会い、支えあいの中で生まれてきました。
これからの物語をつくっていくのも今地域に暮らす私たちであり、
その遺伝子を継承する次の世代の人たちです。

わがまち物語という終わりなきドラマづくり
脚本家は？ スポンサーは？ そして主役は？
楽しいところに人は集い、元気が安心が生まれていきます。
私たちの思いを形に！ 知恵の力に！

人のつながりを大切に
私たちの物語をつくっていきましょう！
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多世代連携型のまちづくりを目指して
いつまでも住んで良かったと思える まち で暮らしたい。
そう思える まち とは、いったいどんな まち でしょうか？
きっと、そこに住んでいる小さな子どもたちから高齢の方までが、
気軽に挨拶が出来、困ったときに声を掛け合いながら助け合うこと
のできる、 あたたかいまち ではないでしょうか？
平塚市でも高齢化は着実に進み、子どもの出生率は減っていく一
方です。だからといって嘆いてばかりでは、住みよい まち はつ
くれません。
今、住んでいる私たち自身が、まちづくりの主体となって、地域
の課題は何か？課題を解決するために何をしたらいいか？いつ・誰
と・どこで・何をすればいいか？を一緒に考え、一緒に取り組む仲
間がいれば、きっと住んで良かったと思える まち になるように
思います。
７年目となる「ひらつか地域づくり市民大学」は、高齢世代が中
心となっている地域自治活動や地域の課題解決活動を、子育て世代

第７回

公開講座

7月27日
（土）13：30〜16：00

第１部 講 演

他県・他市の取り組み事例や、課題解決のプロセスを学び、新し
いまちづくりへの一歩を踏み出していくきっかけにしていただけれ

のすそ野を広げ、 協働社会の基礎をつくります。

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
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
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
「協働のまちづくりの基礎」をつくる
主催
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理事・事務局長）

これからの地域まちづくり

進行：鈴木 奏到 氏（認定都市プランナー

湘南NPOサポートセンター理事）

ゲスト：斎藤 主税 氏（都岐沙羅パートナーズセンター理事・事務局長）

実践講座
第１回

見つめる
第２回
探す

第３回

考える

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材

参加者74名

手をつなぎ多世代連携のまちづくりをめざして！

第２部 みんなで語ろう！

ば幸いです。

ひらつか地域づくり市民大学の目的と理念

講座の概要

崇善公民館 ホール

講師：斎藤 主税 氏（都岐沙羅パートナーズセンター

と若者世代を巻き込んだ「多世代連携型」の地域組織づくりにして
いくためのノウハウを、学んでいただける内容で開催しました。

ひらつか地域づくり市民大学

第４回
つくる

第５回

伝える

8月24日
（土）13：30〜16：00

ひらつか市民活動センター

自分たちの地域を見つめてみよう
「自分たちの地域を将来を見つめることからの課題発見の気づき」

参加者18名

講師：宮崎 道名 氏（株式会社 カントリー・ラボ代表取締役）
9月21日
（土）13：30〜16：00

ひらつか市民活動センター

参加者14名

地域の課題を探してみよう
「元気事例集から学ぶ課題の共有化と解決に向けた一歩の踏み出し方」
講師：鈴木 奏到 氏（認定都市プランナー

10月19日
（土）13：30〜16：00

湘南NPOサポートセンター理事）

ひらつか市民活動センター

課題解決に必要なことを考えてみよう
「課題に対応した協働による課題解決事業、制度、窓口の紹介」

参加者15名

講師：宮崎 道名 氏（株式会社 カントリー・ラボ代表取締役）
11月16日
（土）13：30〜16：00

ひらつか市民活動センター

みんなで動く仕組みをつくってみよう
「課題解決に活かせる人や団体等を調べて確認する」

参加者16名

講師：宮崎 道名 氏（株式会社 カントリー・ラボ代表取締役）

12月14日
（土）13：30〜16：30

崇善公民館

発表会・修了式
「地域を変えていくためのキックオフ・プレゼン」
進行：鈴木 奏到 氏（認定都市プランナー

参加者14名

湘南NPOサポートセンター理事）

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
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公開講座
第１部

講演

手をつなぎ多世代連携のまちづくりをめざして！

第１部は斎藤主税氏（都岐沙羅パートナーズセンター
理事・事務局長）から、お話を伺いました。

あるべき姿

地域にとって、あるべき姿とするには何が必要なのか
を挙げてみます。
・住民自治の再構築。今までの延長でなく、これか
らの時代の変化に対応でき、時代に即し進化する
必要がある。
・住民活動ではなく住民事業、経済を含めた住民自
治が必要である。

講師の斎藤 主税 氏

人口減少は避けられない状況・・・

暮らしに大きく影響するのは人口構成（人口ピラミッ
ド）の変化で、1960年は「ピラミッド型」、2010年
は「つぼ型」でした。そして2050年は「ろうそく型」
になる予測が出ています。
社会の仕組みや制度は、ピラミッド型の人口構成に合
わせて作られているので、ゆがみや弊害が出て来ている
のです。仮に明日から出生率が回復したとしても、人口
ピラミッドが元のの三角形状に戻るのは約50年以上先
となるので、今から何とかしなければなりません。

地域の課題は・・・

具体的に言うと地域の行事等は増やせる状況になく、
自分で車の運転ができなくなった場合の買い物等をどう
するか、お墓の維持、空き家の処理や管理等の問題が起
きています。
年を取ると雪下ろし等の個人でできたものが、地域で
何とかしなければならなくなります。自分たちの事は自
分たちで考え、決め、実行しなくてはなりません。

・分野を横断による複数機能を取り込むことが必要
である。
これらを小規模多機能自治と称し、まずは住民側の意
識改革から始めます。具体的な施策手段は次のような
「ワガコト化」することにあります。
①まずは地域単位で現状年齢層分布データを可視化する。
②このデータを冷静に直視し、思考停止状態を打破する。
③数値が示す意味を言葉に変えて伝える。
④将来起こりうる事象の備えを、今から始める。

住民自治意識の進化が不可欠

高齢者には出来るだけ長く元気で、活躍の場がある事
を認識してもらうことが大切です。
一方で、若者世代は少数なので丁寧に意向を聞かない
と、多数派に埋没してしまう恐れがあります。
重要な優先順位は、ハート→ソフト→ハード
①関わる人たちのハートを高めること。

第１部 講演
手をつなぎ多世代連携のまちづくりをめざして！
新潟県村上地域の例

実際に住民がどんな意識を持っているのかを調査した
事例として、新潟県村上地域で中学生以上を対象に実施
した住民アンケートの結果が紹介されました。
（詳細はhttp://www.city.murakami.lg.jp）
質問１）この村上地区に住み続けたいですか？
世代により済み続けたい意思が違う。親の考えが大き
く子供に影響している事が分かった。

第2部の会場からの質疑応答では若い世代からも活発
な質問が出され、地域づくりへの熱い想いが語られまし
た。これを受けて斉藤氏からは、“まずは歩きながら考
えることが重要である”とお話しをいただき、最後に締
めくくりとして、進化論を唱えたダーウィンの言葉の引
用がありました。

「最後に生き残るのは、変化に対応できる生き物だ」

質問２）地域活動への関心がありますか？
やり方次第で参加したい人も多くなることも分かった。
質問３）地域活動を満足してますか？
高齢者は敬老会よりも他の行事に力を割いて欲しいと
の意見も多かった。

いかにして“ついで”にやるかがカギ

具体的なやり方は足し算方式ではなく掛け算方式で支
援方法の発想を変えることです。
全く違う分野、接点がない領域等を組み合わせること
がポイントとなります。
そこでお互いの“何気ない会話”や“つぶやき”の中にヒ
ントがあります。
例えば水道検診するときに高齢者話しかけて安否確認
を付加させたり、自治会行事や祭りの予定を入れたカレ
ンダーを作成し、ここに高齢者の誕生日やちょっとした
情報を追加して全住民に配布し、地域情報の共有化を図
る等の工夫が重要です。
最後にそのような活動をそのまま適用するのではな
く、地域特有な変化または環境の変化に対応できるやり
方や、活動を議論探索し実行できる地域が生き残れるで
しょう。

講座の満足度
やや不満（4％）

未記入（4％）

②共感を生み良好な仕組みづくり。
③地域固有の物的資源を整備する。

第２部 みんなで語ろう！
これからの地域まちづくり

ほぼ満足
（38％）

満足（54％）

第２部の質疑応答は鈴木 奏到 氏が進行しました。

参加者の感想
・困っている人を見いだしてお手伝いするという考えだったが、「ついで
にやる」という考えは大変参考になった。
・地域の現状の見える化で理解してもらうことが大切であるという話が、
とても印象に残った。地域の皆さんの思いを知るために全住民アンケー
トを実施することや棚卸しをする事はとても参考になった。今後実行で
きる様に努力して行こうと思う。
・地域について前向きになることができた。「歩きながら考える」ことが
大事だと思ったので自分にできることから手を付けようと思う。
・小さい単位なら出来る事もありそう。世代交流が出来たらすばらしい。
・一歩を踏み出す勇気を頂いた。
・小規模多機能自治に興味を持った。

多世代の参加者が数々の事例に熱心に耳を傾けました。
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実践講座
講義内容（第１回～第４回）

見つめる

自分たちの地域を見つめてみよう

実践講座では、実践の場面で活かせることを意識した
ワークショップを通して “見て”、“聞いて”、“語って”、
その先“どう動くか”の組み立て方について学びました。
まずは課題発見の
“気づき”のきっかけに
ついて、講師の宮崎道
名氏（株式会社カント
リー・ラボ代表）か
ら、地域データを用い
て平塚市の現状課題が
紹介されました。
講師の宮崎道名氏

数字で読み解く平塚市の現状と将来

平塚市の2025年の人口は、1万人減って約25万人に
なると推定されます。現在は高齢化率26.9％で、全国平
均よりは低い値にあり、まだまだ若い街です。
しかしながら、これから少子高齢化が進み、後期高齢
者が増加していくとともに、働いている世代の働き方も
変わっていきます。その結果人口の1/5が独居世帯に変
化します。人口減少で税収入が減る一方で高齢化におけ
る社会保障費は増加し、また公共施設の維持費用も増加
していきます。

これからの自治に求められるもの

これからの“自治”の進む方向は、団体毎の行事ではな
く地域のための機能・役割へ変化していきます。町内会
への加入率低下で財政不足を心配するより、稼ぐ町内会
へと変わること、また、地域の変化を見越し、事業と組
織が成立する進化が必要となります。行政は地域が自ら
現状を理解し、小さくてもいいから多機能で課題解決を
進めることができる支援を実施することが望まれます。
判断しない、わからない、と先延ばしは禁物です。途
中で修正してもかまわないので、まずは決めて前に進め
ることが重要です。

※上記のグラフ出典：平塚市総合計画
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〜ひらつかNEXT（ネクスト）〜

講義内容（第１回～第４回）

探す

地域の課題を探してみよう

次に地域の実態のデー
タを基に把握し今後の課
題を抽出し解決策を模索
するための第一歩の踏み
出し方について講師の鈴
木奏到氏が「ひらつか元
気地域づくり事例集」か
ら紹介されました。

考える

課題解決に必要なことを考えてみよう

さらに宮崎氏から、課題を解決するための工夫やアイ
デアについて紹介がありました。

地域の課題を解決するため共有することの整理

講師の鈴木奏到氏

「横内マイタウンスクール」立ち上げの紹介

2000年より始まった学校週5日制への移行に伴い、
週末の子どもたちの居場所（外国籍、一人親等）をどう
確保するのかが課題となっていました。地域を動かすに
は実態を知り、その課題を共有化しつつ、誰の力が必要
なのか見極めることが必要です。壁に当たってしまった
ら、知恵と行動で互いのメリットを見出し、止める覚悟
を持つことも大事であると考え、課題の共有が出来たら
ブレない目標のもと、段階的に解決していきました。そ
して「学校を拠点とした地域づくり」を構築すべく地域
の人たちと活動を開始し、2002年に「横内マイタウン
スクール」を立ち上げるに至りました。
居場所作り以外の効果としては、地域の人がサポー
ターになって一緒に学び、保護者とりわけ父親を巻き込
むことにより、福祉村（スマイル農園）などへの広がり
を見せ活性化しています。

自分たちの地域の実態を知り、課題を探る

宮崎氏からは、この講座でのゴールは地域住民に対し
課題を明確に説明して共感を得て、提案を実行すること
であるとして、課題への取り組み方の留意点について解
説していただきました。
・同じ事象でも課題は違う。例えば、高齢化の事象
でも、課題はその地域の特性によって異なる。
・思い込み、価値観に捉われることなく数値（論
理）を持って現状を正しく把握しないと課題が見
えにくくなる。
・数値を他と比較する事により説得力が向上する。
・大事なのは、“やりたいこと”より“やるべきこと”
を模索すること。

人口構造が変化し、若い人は少数派になっています。
若い世代は共働きが多いため地域活動に参加しにくく、
彼らの声も届きにくいのが現状です。人口が増加してい
た頃は、コミュニケーションの場を増やすためにイベン
トやお祭りを始めたり、子ども会や福祉村を作ってきま
した。しかし、これからは新しいことを一つ増やすと将
来の人に負担となることが想像できます。

滋賀県東近江市の事例

①話し合いのやり方の事例 「中野ビレッジハウス」
旧八日市市では、中野地区まちづくり協議会から一般
社団化して、古民家を地域でリノベーションした「中野
ビレッジハウス」を作りました。まちづくり協議会とい
う組織をつくるのではなく、コーディネーターの役割を
担う機能を作ることを主眼に円卓会議を主催していま
す。地域のコアセンターでありながら、公民館ではない
ので、建物活用の自由度をキープしています。ママさん
たちも地域活動に参加するようになり、おじさんと子育
て世代をつないでいます。
②地域の核となる拠点整備と収入確保の事例
「一般社団法人 がもう夢工房」
旧蒲生町では、合併市町村のまちづくり協議会の分科
会のプロジェクトで、実戦部隊としての一般社団法人を
立ち上げました。20年放置されていた空き家をカフェ
として再生し、地域の核となる拠点を作りました。１日
千円の利用料で貸し出す仕組みとしたことで、色々なこ
とができるようになりました。また、着地型観光や縁農
隊の育成なども手がけています。

平塚市から制度や支援方策の紹介

①「平塚市市民活動推進補助金」
市民活動の推進を目的に、市内実施の公益的活動を対
象とした補助金です。入門コース（上限 10 万円）と発
展コース（上限 50 万円）があります。
②「地域課題解決推進事業交付金」
地域自らが「より住みやすい地域にしていこう」とい
う地域活動に対する助成制度です。1 地区 10 万円を上
限に交付されます。

つくる

みんなで動く仕組みをつくってみよう

最後に宮崎氏から地域の出来るだけ具体的な課題（困
りごと）を抽出し、提案書の形にしていくことが紹介さ
れました。
① まずはしっかりと現状把握し見通しを立てて課
題を絞り込み、明確化する。
② 課題可決に向けて、取り巻く環境・人・団体・
行政などを明確に記述する。
③ 資源は掛け算で考え、単発利用での発想はしな
い。
④ これからの地域づくりのポイントは過去とこれ
から存在する資源は、相違する事を絵柄にして、
あるべき理想の姿を具体的に描くことである。

提案書作成のための事例紹介

愛知県岡崎市では、高齢化の高い地域の大きな課題と
して、お年寄りの配食があります。この地域は夫婦共稼
ぎや子育てママも多く、空き店舗も存在しています。そ
こで「ママが都合の良い時間」「空き店舗のリノベー
ション」「安心して子供を連れて働く事」に取り組むこ
とにより、お年寄りへの配食が実現しました。更にお昼
のお弁当や夕食のおかずなどの購入も、ママたちへの収
入増にもなっていきました。

課題抽出のためのアンケート調査の重要性

地域の課題を抽出するのに有効な手段の一つに全住民
アンケートがあります。そのアンケート調査をする際に
重要な点について紹介されました。
①住民は今一番何を考え、思っていることが分かる。
②本質的な課題の説得性が向上し、課題抽出にも役
立つ。
③アンケート結果を全住民へ報告することで、特に
若い人や全く普段参加しない人たちにも地域課題
への関心を持ってもらうことができる。
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実践講座
ワークショップ（第１回～第４回）
前述の講義内容を踏まえつつ、実践講座の各回ごとに
参加者によるワークショップを行いました。

自分達の地域についてデータから学ぶ

第１回のワークショップでは、国勢調査の数字を用
い、自分たちの地域高齢化率を人口構造グラフによって
見つめ直しました。自分たちが住んでいる地域のデータ
を、人口構造グラフにシールを貼っていきました。
このグラフから、自分たちの地域が平塚市全体と比較
して、どのような特徴があるのかを実感しました。
「地域の人口構造グラフ」を見ての感想
・同じ地域によっても分布が違うことが分かった。
・同じような地域はなく、常に地域によって異なること
も分かかった。
・地域によって課題も違い、優先度も違うため、地域一
丸というより課題が似たような地域同士で、知恵を出
し合っていくのが一つの平塚スタイルではないか。
・先に高齢化が進んでいる地域の取り組みを学んでいく
というのも大事だが、大変さがなかなか伝わらない。
・データの見せ方ひとつで伝わり方も違い、説得力が上
がると思う。できる限り数字を使い、多角的に地域を
見て、伝える、ということも学んでいきたいと思う。
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ワークショップ（第１回～第４回）
地域アセスメントシートの作成し地域の課題を探す

①高齢者のみの世帯

②65歳以上単身の世帯

③75歳以上の人口

④0歳〜14歳人口

⑤転入人口率

⑥18歳未満同居世帯率と高齢者率

第２回では、自分の地域毎の実態を2015年実施の国
勢調査資料を基に、まずは各自治体に分かれ数値を入れ
込み、現状把握を目的に「地域アセスメントシート」を
作成し課題を抽出しました。
地域アセスメントシートのデータ
① 高齢者のみの世帯
② 65歳以上単身の世帯
③ 75歳以上の人口
④ 0歳〜14歳人口
⑤ 転入人口率
⑥ 18歳未満同居世帯率と高齢者率

各自治体ごとに数値を
調べたあと、比較が出
来るように一つのグラ
フに書き込んでまとめ
ました。

「アセスメントシート作成」を終えての感想

・旭南では約半分が団地であり高齢化が顕著である。ゴ
ミの問題ひとつでも、それが市レベルの問題なのか地
区で解決できる課題なのか、どの部分で対応するのか
を良く考えたい。
・城島では出生時から居住している人が多い。人口が少
ないことが課題であると考える。
・富士見では旭南と数値が近い。課題を共有化して解決し
ていきたい。
・松が丘では2015年から2020年の予測をみると高齢者
のみの世帯が松が丘のみ減少している。その要因がわか
らない。仮の答えとして、他地域よりピークが早く来て
いるのではないかと考えられる。
・崇善では町中に位置してはいるが、高齢化等の課題は
他地域と共通している。
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実践講座
ワークショップ（第１回～第４回）
課題の掘り下げと地域活動の棚卸し

第３・４回では、グループごとに課題を抽出するとと
もに活動の棚卸しのポイントを話し合いました。

グループ１（崇善地区/真土地区 ほか）
・高齢者の実態調査が行われていない。
・集合住宅の住人に自治会へどうやって加入してもらう
かが課題だ。
・災害時における独居老人のケアをどうするか。

グループ２（旭南地区）
・どんな組織で何をしているかが掴めていない。
・それぞれの組織が行事を抱えているが、同じような事
を複数でやっているので統合・合併ができないか。
・子ども会が解散の事態になっている。
・夏祭りについては、神社と集合住宅とで合同で開催で
きないか検討している。

実践講座を通しての提案
グループ３（松原地区/松が丘地区/豊田地区）
・役員のなり手がいない。
・若者の参加が少ない。
・自治会などのやり方に限界を感じている。
・子どもの見守りは下校時はボランティアがいないので
やっていない。
・若い世代を引っ張り込むには広報活動が大切だ。

グループ４（城島地区）
・地域活動に関わる団体が約40あり、少子高齢化の時
代に、このままでは地域の事を決められないのではな
いか。
・連携できるところは連携し、全体の課題を考えられる
ように「地域活動推進会議」を作り、これらがしっか
り機能していくようにしたい。
・他地区の先進事例を参考に、城島の良いところを掘り
起こして伸ばしていくようにしたい。
※城島地区の受講生から、第２回のワークショップで作
成したグラフを使って「城島地区地域活動推進会議」で
説明した際の様子について報告がありました。
「城島地区は農業従事者が多く高齢化が進み、若者や年
少人口が減っています。この問題を解決するために、
『まちづくり委員会』を作りました。まちづくり政策課
と協働推進課と相談しながら地区計画を作成していくつ
もりです。」

第 5 回の「地域を変えていくためのキックオフ」では、
これまで学んできた成果を一つ一つまとめ上げていき、
各地域に分かれて出来るだけ具体的な課題（困りごと）
を抽出し、その対策を立案し提案書に仕上げました。
いずれも地域の課題をしっかり見据え、自分たちでで
きることは何かを考え、具体的なプランを発表しました。

最終回前半では、各グループが発表資料の最終仕上げをしました。

●住みよい地域づくり

最終回後半で、各グループや個人が成果を発表しました。

～高齢化＆人口減を見据えて～

城島地区地域活動推進会議

城島地区の高齢化率は３７％で、他地域と比べ高齢化が進んでおり、来年
度の小学生入学者数は１８名しかいない状況である。また、ごみのポイ捨て
や子供の下校時に危険な場所も多く見守るための人手もいる。高齢者が多く
買い物難民に近い状況にもある。
一方、平塚市の将来構想は２核１地区を重点的に開発を進めようとしてお
り、城島地区は取り残されゴーストタウンになってしまう。このような事象
を改善するため、地域に各種の協議会を立ち上げて組織化し、各協議会にお
ける課題を抽出し整理した。
城島地区の誇れるところは景色・環境が良く、住民たちの団結も強く、何
事にも協力して対処できることである。
これからの展開に向けたキックオフ（参加者の感想）
・地域の強みをより活かした活動を推進するため継続して取り組んで行く。
・地域活性のヒントが得られ勇気づけられた。
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実践講座
実践講座を通しての提案

実践講座を通しての提案

●自治会役員選出見直そう

～なんとかできない？～

旭南地区３人組

●避難所の現状と見直し

山下団地は現状１０自治区で入居者は3,000人→1,500人へ減少し、自治
会役員のなり手がいなく大変困っている。役員は年間１３５回の会合、トラ
ブル処理６０件等雑用も多い。また電気・水道費にも関与しており、仮に外
部委託した場合には追加費用が発生する。これを引き受けてもらう候補者の
なり手もいない。
このようにハードルが高く、本テーマは困難だと判断した。代替テーマと
して、もっと身近な課題に取り組もうと考えた。地元農家が生産している新
鮮野菜 “湘南そだち” ブランド名で直売店を集会所に開いた結果、日々の買
い物に苦労している人が多いことがわかり、高齢者だけでなく近隣住民の役
に立った。今後、継続開催を通して人の輪を広げていきたい。
これからの展開に向けたキックオフ（参加者の感想）
・生の声を１つ１つ受け取って、キャッチボールすることが大事である。
・それぞれがかかえている問題点も地域によって対処するのが違ってくるということが発見できた。
・今現在進めている「外出支援」に今回の講座の内容を生かしていきたい。

●福祉村活動の活性化

～豊田地区の活動を進化させるために～

真土地区

２０１４年の水害の被害で、避難するのに大変困った。真土地区は全３,
８００世帯あるが、避難所の小学校は標高も低く、収容人数が２００人足ら
ずであり、地域全世帯を収容できる大きな施設もなく、外部委託も視野に入
れ考えなければならない。
理想の姿は地震と風水害とを区別して対応策を考えることが必要である。
解決策として候補避難所の選定と確認、ハザードマップを考慮、真土まちづ
くり協議会の立ち上げ、防災備蓄品の準備等が挙げられる。住民アンケート
を実施し分析結果から改善点、要望をまとめ上げたい。行政に対しては、新
しい避難所を模索する場合、市役所へ避難所見直しを要望する。避難所の運
営についても議論していきたい。
これからの展開に向けたキックオフ（参加者の感想）
・まだまだ空論の部分も多いが、１つ１つ課題解決に向け活動を継続していく。
・地区の「まちづくり協議会」において、話し合うべき素材が見つかった。
例として避難所の変更をどう行政に要望するか、カメムシの被害の調査と対策（駆除）をどうするか、等もある。

福祉村ちーむ

豊田地区の福祉村における困りごとを整理し纏めた。
①福祉村発足後２年になるが、活動が地域に浸透しない。
②他の団体役員の兼務が多く、専念できてない。
③ボランティアが少ない。
④サロン活動に男性が少ない。
対応策として、グランドゴルフ等男性が好む趣味を取り込むこと、公民館
で料理教室後の飲み会開催、麻雀・吹き矢・カラオケ大会を開催する。
これからの展開に向けたキックオフ（参加者の感想）
・また地域に戻り再度議論していきたい。
・地域の問題点を行政ならともかく、ボランティア団体が劇的に改善する方法は殆どない。地味に粘り強い活動が全体
を徐々に変えていく。
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～地域活動を進化させよう～

●平塚市

高齢者のフレイル対策に市民参加のプロジェクトチームを

千石河岸地区

平塚市における年代別人数比率は、６５〜７４歳：３.８％、７５〜８４
歳：１６.６％、８５歳〜：５６.８％となっている。また１０年後には８５
歳以上の要支援者人数は２０,０００人に上る予測である。行政では現在何
もできていない現状だ。そこで平塚市民が要支援者要介護者を減らすことが
できないか？
成功例として埼玉県和光市で頑張っている所がある。内容は行政・市民・
専門職が一致協力して “フレイル対策” を市民主導型で新プロジェクトを立
ち上げている。
これからの展開に向けたキックオフ（参加者の感想）
・平塚市民もぜひとも、この様なプロジェクトを立ち上げよう。
・まず地域の現状を数字でつかむこと、さらに属性毎に比較。これをグラフにすると理解しやすくなることを学んだ。
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実践講座

あとがき

実践講座を通しての提案

●自治会活動の活性化

～加入者の増員～
四ノ宮地区

助け合いが出来共存が出来うる魅力ある自治会チーム

現在、この地域での自治会加入率は５０％と他地域と比べ非常に低い。そ
こで少しでも加入率を改善できないかを検討した。高齢化により自治会活動
に不自由さを感じている人も出てきて、脱会者もいる状況である。

理想の姿は、向こう三軒両隣で普段から気軽に声掛けでき、あいさつする
間柄になることだ。解決方法として未加入者への声かけ、強力なリーダーを
作る、行政を巻き込む、魅力ある自治会に変えられないか、入会時商品券な
ど特典を付与させる等を考えた。
これからの展開に向けたキックオフ（参加者の感想）
・今回の解決策は空論部分も多く、地域に戻って精査し活動を継続してゆく。
・地域チームの方々の今回のディベートを持ち帰られた後の変化等を是非にもお聞かせ願えたい。

●おおとり公園で楽しもう

～笑顔があふれる公園～

富士見地区（５区）おおとり公園を楽しくする会

スタートから７年目となった今年の「ひらつか地域づくり市民大学」は、
それまでの６年間の総括のもと、地域づくりの担い手となる方々にその実践
に向けたコーディネート力を身につけていただくことを目的にしつつも、そ
の活動現場に関わっている方々や組織の生の声をお聞きしながらの地域自
治、地域運営のサポートしていくことに主眼を置いた講座構成としました。
地域・社会を取り巻く環境の変化と自分たちが暮らす地域の現状と将来を
「わがごと」として再認識し、地域の課題解決に向けた各種団体の組織力と
地域住民の市民力を合わせた「地域力」を高めていくためにはどのような仕
掛けづくりを考えていくことが重要かをねらいにしました。
今回の実践講座の参加者の皆さんは、今まさに地域一丸となって取り組ん
でいこうとスタートした地域の方々や地域活動を通じて次世代の人たちへの
橋渡しをしていきたいという熱い思いの方々でした。課題解決のためには、
その方策や手段を具体化する前、自分たちが置かれている今を見つめ、これ
からを見据えて課題を共有することが重要であり、そこから解決に向けた第
一歩を地域のみんなと一緒にどう踏み出していくかを学んでいただく機会と
なったかと思います。
３年後、平塚市は市制９０年（2023）を迎えます。平塚市の特徴である小学
校区単位に整備されている公民館を中心に地区福祉村、小・中学校等の施設
や自治会、社会福祉協議会、地域教育力ネットワーク協議会等の地域の各種
団体・組織が連携して地域課題の解決と魅力の維持・向上していく自主運営
組織づくり、多世代協働型まちづくりを ひらつかスタイル として推進し
ていこうという機運が高まっています。
今回の講座を通じて、この ひらつかスタイル を具体化していくために
どのような人たちの協力、どのような知恵と工夫が必要になるか、ひらつか
地域づくり市民大学がその一翼を担っていけるようにどのような講座やサポ
ート体制をとっていくべきか。これからの企画・運営に活かしていきたいと
考えています。

公園を地域各世代の憩いの場所、且つ子育てサポートや高齢者・子供たち
がワイワイして楽しめる安全な多世代交流の場所にしたい。現在、公園の自
治会利用は年間あたり１〜２回しか活用されていない。
取り組みとして公園を楽しむための説明会の開催、年間計画書作成と配
布、ベンチのペンキ塗り、他地域の公園愛護会との情報交換を立案した。

これからの展開に向けたキックオフ（参加者の感想）
・今回の取り組む対応策を地域に持ち帰って、再度精査し活動を継続する。
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