
を受け，質疑応答，意見交換を行いました。本号は地区集会の報告号です。 

 当日資料は「片瀬・江の島まちづくり協議会HP」にてご覧いただけます。 
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 2月1日（金），片瀬市民センターにて，
平成30年度第1回地区集会を行いました。
当日は第1部「片瀬・江の島まちづくり協議
会について」，第2部「東京2020大会最新
情報」，第3部「ちゃんと知りたい！セーリ
ング＆オリンピック」の3部構成とし，特に
第3部ではセーリング元オリンピック代表の
牧野幸雄さんにお越しいただき，セーリング
やオリンピックの魅力，面白さについて説明 

 地区集会にご参加いただき，ありがとうございました。アンケートでいただいたご意
見は，担当課に提供する他，今後の協議会活動・地区集会の参考といたします。 

第1部 片瀬・江の島まちづくり協議会について 

N o . 3 4  
2019年3月25日発行 

 セーリングについて具体的に理解できて大きな
収穫でした。本当にありがとうございました。
道案内でも何かのお役に立てたらうれしいです。 

 ヨット歴が長い私だがトップ選手にしかわから
ない話が聞けておもしろかった。資料も話も上
手だった。 

 興味深く楽しい講演会でした。子供たちが参加
できる時間に開催した方が良かったのではと思
います。帆の実物が大きく感動しました。 

 とてもわかりやすく素人でも話を聞いていて楽
しかった。 

 とても良かった。ヨットの事が良く分かった
（走らせ方，コース等ルール）。 

 とても良かったです！娘の同級生が北京オリン
ピックに行っているのでご挨拶出来て良かった
です。スポーツ人の集いの司会をさせていただ
いているのでヨット競技のことがわかって良
かったです。 

 競技についてある程度理解ができたがルールは
難しく思った。実際に帆を見ることができその
大きさにびっくりした。また手に触れられて良
かったです。選手が大変な苦労（レース以外
で）されているのがわかりました。ガンバッテ
ください。 

 説明が非常にわかりやすかった。 

問 今後，地区集会でとりあげてほしいテーマ 

 地区集会というのは地域課題を拾い上げたり取
り組んだことを報告する場ではないのかと考え
ます。もちろん地区に関わることであればオリ

ンピックに向けたこと，片瀬・江の島に関する
勉強になる講演などをお願いします。 

 川名からの道路の早期開通 

問 その他，まちづくり協議会及びまちづくり活動に対するご意見等 

 存在は知っていましたが内容は知らなかったこ
とばかりで一住民として恥ずかしいです。 

 地区集会を何のために開くのか。前回質問した
ことに答えてないどころか時間の都合で切られ
てしまっていた。進行上仕方ないのだろうがこ
れでは集会に参加して意見を言おうと思わない

かと。短い時間で３部構成はムリがあったので
は？ 

 まちづくりに協力してくれる若手（65歳以下）
の発掘活動をしてほしい。 

 若い人たちの参加 

 本協議会の組織構成等の概要と，現在，協議会
が行っている事業についてプレゼンテーションを
行いました。 

質疑応答の概要 
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片瀬・江の島まちづくり協議会 まちづくり通信第34号 

【質問】片瀬しおさいセンターふれあいルームの
照明は，そこに人がいない場合は午後5時になる
と消えてしまう。屋外から見ると使用できない，
と考えてしまう人が多く，ぜひ午後8時ぐらいま
では利用者不在でも常時照明をつけておくこと
を検討してほしい。 
また，片瀬しおさいセンター外階段の利用につ
いて，現状，夜間は閉鎖されており，正面玄関
のみとなっているので，ぜひ外階段の利用を再
開してほしい。外階段が開いていればふれあい
ルームの利用も多くなると思う。ぜひ多くの人
が使いやすい施設にしてほしい。 

【回答】片瀬地区だけでなく，公民館等の公共施
設は，環境面への配慮から利用者がいない部屋
の照明は切っておくことになっている。一人で
も利用者が来たらすぐに電気はつけている。 

外階段に関しても夜間防犯上，入ってきた人
を事務所にいる職員が認識しやすい正面玄関だ
けを利用してほしい。 

問 第３部 ちゃんと知りたい！セーリング＆オリンピック 

問 第１部 片瀬・江の島まちづくり協議会について 

(１)協議会のことをご存知
でしたか 

  知っていた 
知らな 
かった 

無回答 

人数 16 4 0 

(２)説明内容について   
わかり 
やすい 

ややわか
りやすい 

どちらでも
ない 

ややわか
りにくい 

わかり 
にくい 

無回答 

人数 6 6 5 0 0 3 

(３)説明時間について   長い やや長い 
ちょうど 
良い 

やや短い 短い 無回答 

人数 0 1 11 1 1 6 

 30年度の活動報告
は，3月31日発行予
定のまちづくり通信
第35号にてお伝えす
る予定ですので，ぜ
ひご覧ください。 

参加者アンケートの概要 

問 回答者の年代・自治
町内会ブロックについて 

年代 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 
８０代 
以上 

無回答 

人数 0 0 0 1 5 3 9 2 0 

ブロック 新屋敷 片瀬山 東 西 五町 江の島 その他 無回答 

人数 1 3 2 7 3 2 0 2 

 地区集会にご参加いただいた皆さまのアンケート結果を抜粋してご紹介します。全てのアンケート結果
は，当日資料と同じく，「片瀬・江の島まちづくり協議会HP（第一面参照）」にてご覧いただけます。 



中に転落する様子や，順位争いの駆け引きポイン
ト等をお話しいただいたほか，競技で実際に使わ
れる帆を持ってきていただきました。  
 実物の大きさと映像が相まって，帆に受ける風
の強さ，そして操船する大変さが想像され，一般
人がセーリングに対して感じる，牧歌的なイメー
ジとは異なる，激しいスポーツであることが，大
変よくわかる講演となりました。 
 オリンピック・パラリンピックは世界平和の祭
典であり，各国から訪れる選手もオリンピックを
楽しみにしているので，片瀬・江の島にお住いの
皆様にも楽しんでいただきたい，そういった牧野
さんの想いが感じられる講演でした。 
 
 
 
【質問】東京オリンピックのセーリング種目は８
種目と聞いているが，種目はどのように決めて
いるのか。 

【回答】まず選考条件は男女同種目にすること，
あとは世界でどのぐらいその種目が普及してい
るかどうか，等の全体的バランスを見てセーリ

ング協会で最終決定しています。 
【質問】セーリングのヨット輸送方法について教
えてほしい。 

【回答】国にもよるが，日本は選手のオリンピッ
ク会場にいく交通費のみ支給されており，ヨッ
トの運搬費は船便で選手同士まとめて開催国に
郵送しているが，それでも何百万円とかかりま
す。航空便で送ることもできますが，その金額
でヨット本体が購入できるほど高額です。 

ほとんどの出場国の選手はすでに，現時点で
開催国（日本）にきており，現地で練習を行っ
ています。選手を見かけたら日本語で構わない
のでぜひ声をかけてあげてください。 

【質問】50年前のヨット競技と現状のセーリング
競技，時代を経て変わったことはあるか。 

【回答】ヨットの「艇」そのものの構造が変わっ
ています。ロープも軽くて丈夫なものに変更さ
れており，マストもカーボンになっています。
艇の進化により壊れにくいものに改良されたこ
とが大きな違いです。ただ，乗っている選手の
能力・風を感じる作業等に関しては基本変わり
ません。 

第3部 ちゃんと知りたい！セーリング＆オリンピック 

牧野幸雄さん講演概要 

第2部 東京2020大会最新情報 

東京オリンピック・パラリンピック 
開催準備室説明概要 

質疑応答の概要 

【質問】都市ボランティアの募集条件に関して，
募集条件（1次・2次）として3つの条件が資料
に記載されているが，これは全条件を満たさな
いとだめなのか？あと２つめとして日本語によ
る簡単な会話（意思疎通）ができる方と記載さ
れているが，これは外国語の間違いではない
か？ 

【回答】３つの条件はボランティアとして全条件
を満たしてほしいです。2つ目の条件は日本語
による簡単な会話で正しいです。ボランティア
は外国人の方の申し込みもあります。日本語で
の意思疎通ができる方を対象に募集していると
いう意味で記載しています。 

質疑応答の概要 

 牧野さんはセーリングの代表選手として，北京，
ロンドン，リオデジャネイロと，3大会連続出場
された選手です。藤沢市のオリンピック・パラリ
ンピック関連事業でも講師として招かれています。 
 地区集会では，競技会場ではあるものの，地域
になじみのない「セーリング」や「オリンピッ
ク」について，「ちゃんと知りたい！」という想
いから，牧野さんにご講演をお願いいたしました。 
 講演は，海を相手にする，セーリングのスポー
ツとしての過酷さを，聴衆の皆様に感じさせるも
のでした。 
 牧野さんに，競技中の映像を流しつつ解説いた
だきましたが，レース中，選手が強風に煽られ海 

実物の帆，市民センターホールの
横幅と同じくらいの大きさでした 

• 神奈川県内で開催される競技は，セーリング
（藤沢市），野球・ソフトボール（横浜市），
サッカー（横浜市），自転車ロードレースの一
部（相模原市/山北町） 

• セーリングの観戦チケット代は3,000円～
5,500円の予定 

• 藤沢市の都市ボランティアについて，2019年
4月10日（水）～7月5日（金）で2次募集が行
われる（800人，抽選） 

• 藤沢市独自のボランティアは「一人でも多く」
「気軽に」参加してもらうための仕組みで，
「参加募集型」「企画提案型」のプロジェクト
がある 

• 「2020応援団藤沢ビッグウェーブ」に登録す
ると，東京2020大会に関する情報が届く。み
んなで登録して，みんなが「知っている」「参
加している」大会にする 

2019年度の主なイベント/セーリング競技 
国際大会日程（予定） 

事業内容/大会名等 日程 

（参考）470ワールド 8月2日～9日 

大会1年前記念イベント 8月上旬（予定） 

オリンピックテストイベント
（プレ大会） 

8月17日～8月22
日 

ワールドカップシリーズ江の島
大会2019 

8月25日～9月1日
予定 

（参考）オリンピックウィーク 未定 

オリンピック・パラリンピックの 
ボランティア 

① 
大会ボラン
ティア 

② 
都市ボラン
ティア 

③ 
藤沢市の 
独自ボラン
ティア 

募集・
運営 

大会組織委員
会 

藤沢市（競技
会場の所在自
治体） 

藤沢市 

役割 

大会期間中に
各競技会場内
で医療，通訳，
受付などで大
会運営をサ
ポート 

大会期間中に
各競技会場を
訪れる観戦客
の交通案内や
観光客への観
光案内など 

大会準備の段
階から，おも
てなしの心で
迎えるための
様々な活動 

想定 
人数 

江の島会場の
人数は未定 

江の島会場で
は900人 

一人でも多く
の市民等に参
加していただ
く 

※全体ではオ
リ・パラ合わ
せて8万人を
想定 

※東京都では 
3万人 

会場に掲げられた競技旗 

【重要】片瀬地区ポータルサイトが移転します！！ 
 

 2019年3月末に現在のポータルサイトは閉鎖となり，ご覧いただくことができなく
なります。4月1日から新しいサイトに移転いたします。3月1日から新しいサイトを仮
稼働しておりますので，ぜひ新しいポータルサイトをご覧いただき，「お気に入り」ご
登録をお願いいたします。 
 

新ポータルサイトURL 

https://chiiki-bosai.jp/hp/kataseportal 


