
 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通称。以下,「協議会」と

いいます。)では，今後の活動を進めていくう

えで，片瀬･江の島地域の課題を中心に市の考

え方や方向性を改めて確認するため，5月25

日(月)に協議会委員と市長等市理事者との意見

交換の場を設け，協議会委員21人，鈴木市長,

石井副市長,藤間副市長,渡辺市民自治部長が同

席する中，約1時間に渡り中身の濃い意見交換

を行いましたので，ご報告いたします。 

<<意見交換の概要>> 

特集 

市長を囲み活発な意見交換 

 片瀬・江の島まちづくり協議会では， 5月25日に郷土愛あふれる藤沢について 協議会委員

と市長等との意見交換を行いました。 

  あいさつで 
 地域の人と 
つながろう！ 

平成24年度あいさつ運動推進標語 
中学生の部優秀賞 中村結花さん 
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■子どもの居場所課題について 

［委員］児童クラブの整備計画について。 

［市］片瀬地区は現２箇所に２箇所を追加予

定。場所はこれからの検討。 

［委員］子ども達の居場所へ活用を。 

［市］見守り等地域の担い手が重要。児童ク

ラブは子どもの２割が利用，他８割の居場所

も含めて，多世代が集う等色々な形で考えて

良いものにしていきたい。 

■ 超高齢地域としての課題について 

［委員］空き家対策は，市民が相談できる窓

口が重要。関係課の連携はどう図るのか。 

［市］切り口が多く対策も部門をまたがるの

で，相談窓口を作り，横断的に対応できる組

織の検討を進めていきたい。 

［委員］市空き家対策計画の状況について。 

［市］ガイドラインを年度内にお示ししたい。 

［委員］適切に管理されていない空き家等が，

生活環境に与える影響は大きいので，市とし

て問題に向き合い，積極的な関与を。 

［委員］高齢者や障がい者等への配慮の点で

モノレール駅のエレベーター設置等のバリア

フリー対応を要望したが，報道によると売却

話も出ており，反映されるか心配している。 

 

［市］確認したところ，営業や駅改修検討等

は継続するとのこと。市としては，経過を見

守り状況により申し入れを行っていく。 

■地域防災課題について 

［委員］モノレール駅や西浜公園管理棟，下

藤が谷ポンプ場への津波一時避難所設置に期

待。日ごろから集える居場所にも活用を。 

［市］避難場所設置に向けてモノレールへ働

きかけをし，ポンプ場にはどういう形で作る

ことができるのか考えたい。公園管理棟の有

効利用は，居場所等様々な要素があるので，

地域の意見を尊重しながら考えていきたい。 

［委員］片瀬しおさいセンターは地域の防災

避難所としても期待。昨年台風の避難状況か

らも備蓄等整備を進めていく必要がある。 

［市］状況を受けとめ，どうすればよいか，

備蓄等も検討していかないといけない。地域

にとって大事な場所という認識はある。 

 

 以上の意見交換を踏まえ，協議会としても

地域課題等への取り組みを一層活発にし，郷

土づくりの活動を充実していきますので，今

後ともご参加やご協力をお願いいたします。 

まちづくりボランティア 

ボラセン 
スタッフ 

広報スタッフ 
まちづくり通信やポータルサイ
トの記事の取材・編集をお手
伝いしてくださる方 

片瀬しおさいセンターに 
おいて，青少年の見守り 
活動へ参加してくださる方 

江の島道 
整備スタッフ 

歴史の薫り漂う旧道沿いに 
拡がる道標や遺跡の調査
や整備のお手伝いをして 
 くださる方 

お問い合わせは，片瀬市民センターへ（0466-27-2711) 

大会や 
発表会の 
裏方さん 

取材の 
お手伝い 

片瀬こまや片瀬餅つき唄保存・普
及活動のお手伝いをしてくださる方 

記事の 
入力 

お手伝いし 
ながら元気を 
もらえます！ 

№ 事業名 予算額 執行額 執行率 № 事業名 予算額 執行額 執行率
1 人材・情報バンクセンター事業 1,520,000 1,520,000 100.0% 8 まちかどミニベンチ設置事業 50,000 49,999 99.9%
2 ボランティアセンター事業 9 生活道路の安全向上対策事業 945,000 945,000 100.0%
3 まちかど相談事業 196,000 196,000 100.0% 10 緑と花いっぱい推進活動事業 52,000 49,156 94.5%
4 青少年居場所事業 408,000 408,000 100.0% 11 民俗文化財等継承事業 0 0
5 小学生夏休みふれあい事業 12 江の島道の整備事業 780,000 462,240 59.3%

6 青少年ボランティア活動支援事業 0 0 13 地域広報事業

7 公民館活用事業 0 0 3,951,000 3,630,395 91.9%計

別途市補助金で運営

別途予算（消耗品等）にて試行

別途予算(印刷費，消耗品等)

スタッフの 
交流会も 
あります！ 

養成講座も
あります！ 

青少年サポーター 
ボランティアセン
ターで行っている，
赤ちゃんから高齢
者の居場所で、利
用者のお世話をお
手伝いしてくださる
方 

文化普及
スタッフ 

イベントで 
ＰＲの 

お手伝い 

ミニベンチ 
スタッフ 候補地の

調査・選
定などを
お手伝い
してくださ
る方 

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 依藤　光雄 片瀬地区商店会 村越　てる美 片瀬地区生活環境協議会

副会長 犬山　聡彦 公募 小池　トシミ 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 杉山　義子 片瀬地区社会福祉協議会 高木　誠四郎 片瀬地区防犯協会 阿井　丈夫 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 青木　美和子 公募

副会長 波多　善子 片瀬地区青少年育成協力会 常泉　孝子 片瀬地区民生委員児童委員協議会 石倉　保男 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 岡田　昇 公募

副会長 原　英夫 片瀬市民スポーツの会 高橋　洋児 片瀬地区交通安全対策協議会 福島　規惠 公募

副会長 德江　紀子 公募 三觜　由見子 片瀬地区子ども会連絡会 藤田　文康 公募



まちづくり事業／地域課題

片瀬地区人材・情報バンクセン
ター事業

青少年ボランティア活動支援事業

ボランティアセンター事業

青少年居場所事業

小学生夏休みふれあい事業

公民館活用事業

小学生の居場所課題

市民の家の利便性向上課題

まちかどミニベンチ設置事業

まちかど相談事業

生活道路の安全向上対策事業

廃屋への対応課題

緑と花いっぱい推進活動事業

ごみのポイ捨て等の検討課題

江の島道の整備事業

民俗文化財等継承事業

地域広報事業

役員会

各部会・課題別検討ワーキング

全体会（傍聴できます） 4月23日 5月25日 6月25日 7月15日 8月18日 9月17日 10月16日 11月19日 12月15日 1月21日 2月18日 3月15日

地区集会（どなたでも参加できます） 10月31日 2月27日

その他
委員と市長との

意見交換会
まちづくり通信 まちづくり通信 まちづくり通信

公募委員の募集

（市実施）
まちづくり通信

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月
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4～6月 7～9月 10～12月 1～3月
活動項目

分野

まちづくり協議会の広報紙「まちづくり通信」発行，片瀬地区ポータルサイトの充実を図るとともに，地域

情報の整理と共有の推進（各種イベントの実施が一目でわかるような情報集約と表示の検討）を実施

地域の活動と人材をつなぎ地域の活性化を推進するため，市民センターに人材・情報バンクセンターを設置し，情報収集，登録者・情報の蓄積，

コーディネーターによる相談・コーディネート，情報発信（広報紙・ポータルサイト），参加のきっかけづくり（講演会等イベント開催）を実施

高齢者等の居場所づくりとして「居場所・ひだまり」や子育て支援の場として「かたせ・にこにこ広場」を実施

（地域出張型の子育て支援の場や各季節に応じたイベントも開催）

誰もが安心して暮らせる地域を推進するため，ボランティアセンターに相談場所を設置し，

臨床心理士等の専門家の連携による子育て・高齢者・成年後見相談を実施

従事者

交流会

片瀬しおさいセンターを利用した青少年の居場所づくり（毎週水曜・金曜の夜間），

青少年を見守るサポーターの配置，サポーター養成研修を実施

おもしろ塾

等実施

夏休み中に公民館へ集う小学生の見守りや学習支援の企画

と準備

ボランティ

ア支援

青少年の成長を応援するため，地域のボランティア活動への

参加支援の企画と準備

公民館事業の活性化と公民館の有効活用を推進するｔめ，公民館施設のメンテナンス必要箇所の抽出と改修の提言，

公民館事業と各地域団体事業の計画を効率的・効果的にするための調整

生活者の視点による道路の安全対策を推進するため，危険箇所の調査・対策を検討し，

注意喚起のための交差点カラー舗装やスコッチシール等の設置，外側線歩道カラー舗装等を実施

片瀬餅つき唄保存会・片瀬こま保存会の活動発表や展示事業等の支援を実施，地域にまつわる五頭龍

伝説等文化芸術に関するフォーラム等の開催や片瀬ゆかりの文化の継承・発展を図る事業を検討・実施

随時，会議を開催

ワーキング・グループを中心に解決へ向けての情報交換や方策等の検討を実施

ワーキング・グループを中心に解決へ向けての情報交換や方策の検討を行い，地区集会や

ワークショップ等の機会を設けて地域全体で意見交換を実施

ワーキング・グループを中心に解決へ向けての情報交換や方策の検討を行い，地区集会や

ワークショップ等の機会を設けて地域全体で意見交換を実施

青少年健全育成部会を中心に解決へ向けての情報交換や方策等の検討を実施

観光地にふさわしい景観の確保や防犯対策・環境浄化につなげるため，江の島弁天橋植栽帯

花植え等の活動を行う弁天橋花いっぱい愛好会，子ども会等ボランティア団体活動の支援を実施

旧江の島道を歴史探訪の道として道標・史跡の整備を実施，

生活道路として安全性の向上等環境整備を実施

ふれあいのあるやさしいまちづくりをめざし，まちかどの小さなスペースを活用したミニベンチの

設置をするため，場所の調査・検討・所有者や近隣等との調整して設置工事を実施

龍の口 
竹灯篭へ
参加予定 

8月20日・
21日開催
予定 

相談しやすい雰囲気づくり 
（高齢者相談のミニ講座） 

小学生対象の 
おもしろ塾 

片瀬こま 
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