
●Introduction
協議会では，13のまちづくり事業と2つの地域課題

を部会や課題別検討ワーキングの委員と協⼒員を中⼼
に進めてきました。また，28年度は地区集会を2回⾏
い，皆さまとの意⾒交換を⾏いました。

平成28年度の活動結果をご報告します！特
集

１年間の活動にご協力いただき誠にありがとうございました！

片瀬・江の島まちづくり協議会(片瀬地区郷土づくり推進会議)平成2８年度委員⼀同

みなさまの多⼤なるご理解とご⽀援をいただき，無事，片瀬・江の島まちづくり協議会（片瀬地区郷
土づくり推進会議）の事業を無事実施することができました。今回は２８年度の活動報告と今後の展開
についてたっぷりご紹介いたします。

笑顔笑顔笑顔笑顔でででで

あいさつあいさつあいさつあいさつ

明明明明るいるいるいるい片瀬片瀬片瀬片瀬

第二十五号
発行日 2017年(平成29年)3月31日

発 行 片瀬・江の島まちづくり協議会

発行人 長谷川 紀夫

事務所 片瀬市民センター内

電話：0466-27-2711，FAX：0466-25-8907

fj-kata-c@city.fujisawa.lg.jp

片瀬地区ポータルサイト

http://fujisawa-katase.ecom-plat.jp/

■ 地 域 広 報 事 業 ■
★広報紙まちづくり通信の発⾏

協議会や地域団体などの活動を地域のみなさんに
知っていただくため，5回全⼾配付いたしました！
①第21号 5/20(新年度体制紹介)，②第22号 7/25(第1回地区集会
報告)，③第23号 10/10(地域団体紹介)，④第24号 12/10(第2回
地区集会報告)，⑤第25号 3/31(活動報告 ※本号)

★片瀬地区ポータルサイトの充実
ウェブサイトで地域情報を発信中！

地域広報部会

■ 公 民 館 活 用 事 業 ■

公民館活用部会

片瀬地区ポータルサイト

http://fujisawa-katase.ecom-plat.jp

地区集会での活発な意⾒交換の様⼦

本協議会や地域団体等の活動を
地域の皆さまに伝えます！

公⺠館事業の活性化及び
有効活用を推進しています！

★アンケート調査の実施
施設予約のための抽選会に焦点を当て，利⽤者目

線での課題を把握するため，アンケート調査を実施
しました。

★施設改修等提言
片瀬公⺠館及び市内

公⺠館を視察し，課題
や改善点の抽出と対策
等を検討しました。

地域課題の検討状況について

4月：狂犬病予防接種において，犬
のフン放置が多く⾒られる場所につ
いて，飼い主にアンケート調査を⾏
いました。
9月：フン放置多発箇所に張り紙を
防犯灯等に張り付けるとともに，片
瀬地区内の公園にも看板を設置しま
した。また，片瀬地区生活環境協議
会に対して，公園に設置したものと
同様の看板を提供しました。
2月：昨年度からガイドブックの作
成についても検討を進め，犬や猫を
飼うときの「こんなときどうする？
」をまとめたガイドブック「ワンに
ゃんガイド」を作成し，地区内に全

⼾配布しました。
そして本ワーキングは挙げられた

課題について検討及び活動を全て⾏
ったとの結論に達したため，28年
度をもって活動を終了しました。

↑ワンにゃんガイド
市⺠センターで配布中！

旧江の島道沿いに多く残る，江⼾時代に江の島詣
での人たちのために建てられた史跡の周辺整備等を
⾏っています。２８年度は，片瀬市⺠センターに置
かれていた道標を片瀬地区の入口である大源太公園
に移設しました。

今年度までで８箇所の史跡の周辺整備等を⾏いま
した。

片瀬・江の島の郷土文化継承活動を
応援しています！

■江の島道整備事業■■民俗文化財等継承事業■

郷土文化推進部会

★片瀬餅つき唄保存活動の⽀援

★片瀬こま保存活動の⽀援
ふれあいまつり，片瀬漁港広場のほか，

大磯からも招待され，片瀬こま大会を開
催しました。

箱根駅伝にも登場！

○ごみの持ち帰り，ポイ捨て禁止キャンペーン等の検討課題 ○郷土魅⼒継承等課題
郷土の魅⼒や特⾊を棚卸して片瀬

への来訪者や転入者も含めた次世代
への継承に関わる事業を実施するこ
とにより，地域活性や新たなコミュ
ニティの醸成につながると考え，郷
土魅⼒等継承課題として地域課題に
位置づけ，担い手や手法を検討して
まいりました。

平成２７年度には郷土魅⼒をテー
マとした地区集会を開き，地域課題
として取り扱うことの重要性を確認
した結果，平成２８年度からワーキ
ンググループを⽴ち上げ，課題に取
り組むこととしました。

諏訪神社例大祭，
ふれあいまつり，
片瀬少年少⼥探検
隊にて，餅つき唄
を披露しました。

●地区集会のその後
《藤沢市の空き家対策について》

藤沢市が28年8月から市⺠相談に「不動産・空き家
相談（第1⾦曜⽇・第4月曜⽇ 午後1時〜4時）」を開
設し，宅地建物取引⼠に相談することができるように
なりました。予約・問合：藤沢市市⺠相談情報課（電
話0466(25)1111 内線2573〜2576）。

また，29年2月14⽇には湘南大庭市⺠センターで
「空き家移動相談会」を開催する等の活動を⾏ってい
ます。

近所の空き家でお困りの方や，空き家を持っていて
お困りの方はこういった相談会をご利⽤されてはいか
がでしょうか？

《小学生の放課後の居場所について》
地区集会でいただいたご意⾒を受け，⻘少年健全育

成部会では「⼦どもの放課後の居場所について」と
「ボール遊びができる場のあり方について」の２つを
検討課題としました。「⼦どもの放課後の居場所につ
いて」は，アンケート結果を分析し，藤沢市⻘少年課
と情報交換するなど検討を⾏っています。「ボール遊
びができる場のあり方について」は，関係機関から情
報収集するなど，検討を⾏っており，片瀬小学校で実
施している、放課後や第1・３・５土曜⽇の午前中の
校庭での⼀般開放について、より多くの皆さんに知っ
ていただくための周知方法を検討しています。

●地区集会について
28年6月には藤沢市の空き家問題への取り組みにつ

いて，住宅課職員を招いて施策の説明と質疑応答を⾏
いました。10月には小学生の放課後の居場所に関する

問題について，片瀬小学校の児童と保護者に協⼒して
いただいたアンケート調査の結果も踏まえ，市⻑や市
職員と活発に意⾒を交換しました。

（敬称略，順不同）

役職 氏　　名 選出母体等 氏　　名 選出母体等 氏　　名 選出母体等

会長 長谷川　紀夫 片瀬地区自治町内会連絡協議会 島田　喜信 片瀬公民館サークル連絡会 岩田　克美 片瀬地区老人クラブ連合会

副会長 犬山　聡彦 公募 齋藤　信勝 片瀬市民スポーツの会 依藤　光雄 片瀬地区商店会

副会長 杉山　義子 片瀬地区社会福祉協議会 高橋　洋児 片瀬地区交通安全対策協議会 阿井　丈夫 公募

副会長 波多　善子 片瀬地区青少年育成協力会 吉見　美江 片瀬地区子ども会連絡会 石倉　保男 公募

副会長 田村　順子 片瀬公民館評議員会 田中　誠治 片瀬地区自主防災協議会 岡田　昇 公募

副会長 高木　誠四郎 片瀬地区防犯協会 村越　てる美 片瀬地区生活環境協議会 川嶋　名津子 公募

副会長 畠山　義昭 江の島振興連絡協議会 長坂　訓子 片瀬地区青少年支援フォーラム 中川　翼 公募

副会長 德江　紀子 公募 常泉　孝子 片瀬地区民生委員児童委員協議会 福島　規惠 公募



片瀬のあらゆる情報を集め，ボランティア活動をし
たい人や団体と，ボランティアを求めている団体を結
びつける活動を⾏っています。

平成２９年度からは毎週火･⾦曜⽇の午前10時〜午
後３時に市⺠センターの１階でご相談をお受けしてい
ます（正午〜１時はお昼休みです）。

毎週⽔曜⽇に⾼齢者相談を⾏いました。また，毎月
第２月曜⽇には成年後⾒相談を⾏いました。相談室が
ありますので，込み入ったこともご相談できます。

★高齢者ミニ講座
毎月第２⽔曜の⾼齢者相談⽇に実施しました。看護

師や相談員等による季節に応じた役に⽴つお話や健康
体操など楽しい企画が好評です。

ボランティアセンター運営委員会

地域の⾚ちゃんからお年寄りまで誰もが気軽に⽴ち寄
れる居場所，ひだまり片瀬（片瀬地区ボランティアセン
ター）を毎週月〜⾦曜⽇午前１０〜午後３時に開き，喜
んでご参加いただけるイベントや相談事業を工夫して運
営しました。

★子育て⽀援 かたせ・にこにこ広場
第１を除く木曜⽇に開催しています。季節にちなんだ

イベントを開催。親⼦で歌ったり，手遊びしたりと，い
つもたくさんの笑顔であふれています。臨床⼼理⼠によ
る⼦育て相談も⾏っています（相談室あり）。ぜひ遊び
に来てください♪

⾦曜⽇のお楽しみ！
チクチク（お裁縫） ふわふわ（編み物）

毎月第2⾦曜⽇ 毎月第3⾦曜⽇

青少年健全育成部会

■ 青少年居場所事業 ■

■青少年ボランティア活動支援事業■■小学生夏休みふれあい事業■

■人材・情報バンクセンター事業■

★地域情報発信中！
・ブログから地域情報を提供

・広報紙らぶらぶ片瀬を発⾏しました

★歓迎！コーディネーターに会いに来ませんか？

人材・情報バンクセンター運営委員会

★ボランティア講演会

★花植え活動の⽀援
観光地にふさわしい景観を保つため，花植え活動

を⾏っている弁天橋花いっぱい愛好会と⼦ども会へ
肥料など物資の提供をいたしました。

ふれあいのあ
るやさしいまち
をめざし，買い
物や散歩の途中
でちょっとひと
休みやおしゃべ
りのできるベン
チを設置してい
ます。

★道路にグリーンベルトを設置
通学路の安全向上対策として，片瀬63号線（諏訪

神社側交差点から南⻄方向に約50m），片瀬73号線
（杉本医院から八百福まで），片瀬275号線（国道
467号線から角田酒店まで）に設置しました。

当初予定していた工事可能な箇所については全て
完了しました。

■まちかどミニベンチ設置事業■ ■緑と花いっぱい推進活動事業■

まちづくり推進部会

■生活道路の安全向上対策事業■

事業を支えるボラ

ンティアセンター

従事者を募集して

います。あなたも

参加してみません

か！

従事者交流会の
様⼦

まちなかの安心・安全・景観を整え，
住みよい片瀬のまちをつくります！

★片瀬二丁目・片瀬山五丁目間の階段に設置

地域情報の発信や，ボランティア活動のニーズに応え，
地域活動の活性化に取り組んでいます！

☆キャッチコピーを作ろう！☆
手塚明美さん（NPO法人藤沢市市⺠活動推進連絡会

副理事⻑事務局⻑）にお越しいただき，短い⾔葉で活
動や特徴を的確に「伝える」コツを身に付けることを
目的にお話しいただきました。

参加者の皆さんには実際にキャッチコピーを作成し
てもらい，早速自分たちの活動に使える，ためになる
講演会になりました。

みんなでつくろう
ひだまり片瀬！

■ボランティアセンター事業■ ■ ま ち か ど 相 談 事 業 ■

第3 木曜日 の午前中 は，

ねんねの赤ちゃんとプ

レママの日♪

８月１８・１９⽇，片瀬しおさいセンターにて小学
生を対象に「夏休み☆おもしろ塾」を開催しました。

１⽇目は音楽と工作の講座を開催し，音楽の講座で
は，パソコンを使って音楽を作り，できあがった曲は
レディオ湘南で後⽇オンエアされました。

２⽇目の「虹⾊の涙を作ってみよう」では，コンブ
に含まれる成分を使ってカラフルで小さな⽟を作る理
科実験に挑戦しました。

地域の大学生等おとなが⾒守りながら学習⽀援した
ことで，⼦どもたちの学習意欲を⼀層育むことができ
ました。

８月６・７⽇，地域のイベント「龍の口⽵灯籠」
のボランティアスタッフとして地元の中⾼生が参加
しました。社会貢献への意識や地域との絆を深める
機会になりました。

片瀬しおさいセンターにお
いて，⻘少年サポーターによ
る⻘少年の⾒守り・声かけな
どを⾏いました。クリスマス
イベントでは，人生ゲームや
オセロ・ダーツなどで盛り上
がりました。

地域の⼒で，片瀬・江の島っ子の
健全育成を目指します！


