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資料１ 

新総合計画基本計画の骨子について 

 

第１章 基本計画の概要 

１ 基本構想の概要 

 (1) 「私たちの政府」宣言 

 (2) 基本構想の全体像 

 

２ 基本計画の概要 

 (1) 計画期間 

(2) 将来像を実現する９つの「「藤沢づくり」のめざす方向性」と３つの活動領

域を具体化する「ふじさわ未来課題」 

(3) 基本計画と実施計画の関係 

(4) 基本計画と部門別計画の関係 

(5) 基本計画の構成 

 

第２章 市域全体のまちづくり計画 

１ 藤沢づくりの戦略目標と政策，指標 

２ 藤沢づくりの都市構造，都市フレーム 

 

第３章 地域まちづくり計画 

１ 地域まちづくり計画とは 

２ 地域まちづくり計画 

 (1) 片瀬地区 

 (2) 鵠沼地区 

 (3) 辻堂地区 

 (4) 村岡地区 

 (5) 藤沢地区 

 (6) 明治地区 

 (7) 善行地区 

 (8) 湘南大庭地区 
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 (9) 六会地区 

 (10) 湘南台地区 

 (11) 長後地区 

 (12) 遠藤地区 

 (13) 御所見地区 

 

 第４章 藤沢づくりと地域づくりの仕組みと進め方 

１ 藤沢づくりの仕組みと進め方 

２ 地域経営会議と市民センター・公民館による地域づくりの仕組みと進め方 

 

第５章 中長期財政計画 

１ 中長期財政の考え方 

２ 中長期財政計画の内容 

３ 中長期財政計画と短期財政計画の関係 

 

第６章 進捗管理 

１ 市域全体のまちづくり計画の進捗管理 

２ 地域まちづくり計画の進捗管理 
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資料２ 

中長期財政計画について 
 
１ 中長期財政計画の考え方 
（１）平成３４年までの１２年間の歳入歳出見込を明らかにします。 

① 平成２５年までの歳出については、現段階で把握できる範囲で実態に

即した積算を行います。 
② 計画期間全体にわたり、社会保障制度の改正など、不透明な要素が存

在するため、積算にあたっては、「現行制度が継続されるものとして積

算を行う」など前提条件を設定します。 
③ 実施計画事業は今後決定されるため、総合計画事業を含む政策的経費

にどの程度の財源が振り向けられるかをもって、中長期財政計画としま

す。 
 （２）社会情勢、経済情勢等の変動による影響は、年度単位で調整すること

とします。 
① 調整にあたっては、「事業仕分け」「事業再構築」等による事業費圧

縮や、事業先送りなどで対応することとします。 
② 公共施設の更新投資についても年次計画として歳出事業予算に算入

します。 
③ 歳入歳出の乖離については、歳出事業の年度調整や年次割によって

調整し、収支均衡の中長期財政計画とします。 
  
 

 

経常的経費

・一般行政経費

政策的経費
二次経費

・新総合計画
事業費
（含地域分）

地域分

経常的経費

・一般行政経費

政策的経費
二次経費

・新総合計画
事業費
（含地域分）

地域分

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２３年度予算の構成イメージ 
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（３）特定財源の確保 
   ① 厳しい財政状況が続くことが想定されることから、国庫支出金、県

支出金等の特定財源の確保に努めることとします。 
   ② 平成２２年度新たに創設された、社会資本整備総合交付金について

は、関連社会資本整備事業や効果促進事業といった、これまで特定財

源対応が困難であった事業での活用が見込まれるため、中長期財政計

画の作業と合わせて、基幹事業候補の洗い出しを行います。 
   ③ 基幹事業候補にあわせ、全庁調査を行い、各部所管の事業の内一定

の「テーマ設定」によって取り込める事業候補の洗い出しを行います。 
 
２ 中長期財政計画で考慮すべき新たな視点 
 （１）「新しい公共」の視点 

① 中長期財政計画では、「新しい公共」の視点から、すべての政策的事

業の事業主体について検討を行うことを明記します 
② 公共施設の建て替え等については、公民連携の考えから、事業費の

圧縮や平準化について検討を行うことを明記します。 
③ 「新しい公共」の視点から、現時点で事業費の縮減が可能と判断さ

れる政策的経費については、中長期財政計画に反映します。 
（２）「地域分権」の視点 
  ① 「市内分権」や「地域内分権」の視点から、事業の担い手について

検討することを明記します。 
  ② 「地域分権」の視点から、現時点で予算を伴わなくとも実施可能と

判断される政策的経費については、中長期財政計画に反映します。 
 

３ 社会資本の老朽化・陳腐化 
（１）公共施設の老朽化等の現状 

市庁舎、学校、市民センター等の公共施設 7,100 百万円／年 
下水道                 4,000 百万円／年 

橋りょう                1,500 百万円／年 
合計                  12,600 百万円／年 

  （藤沢市公民連携のあり方について（提言）2009.11.4）より 
（２）更新投資に充てられる財源がどの程度見込めるかについて検討します。 
（３）健全化判断比率である実質公債費比率等については、健全な数値を維     

   持する計画とします。 

 
 
 １ 
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４ 大規模プロジェクト事業の優先順位付け 
（１）現在進行中の大規模プロジェクトについては、基本計画では意識しつつ

も、優先順位を付けて実施計画に取り込むものとし、中長期財政計画に

おいても、年度毎の事業費を精査することとします。 
（２）本格着手時点での事業経費は、中長期財政計画には反映しますが、事

業費を保障するものではないことから、次期以降の実施計画において精

査します 
 
５ まとめ 
（１）上記１から４の考え方により、中長期財政計画の策定を行います。 
（２）中長期財政計画は、平成３４年度までの歳入歳出財政計画と、２～４

の策定にあたっての考え方を記載します。 
（３）歳出財政計画では、総合計画事業を含む政策的経費の総額について示

します。 
 （４）実施計画事業の具体的事業費については、平成２３年度は当初予算編

成スケジュール編成過程で、平成２４年度～２５年度までは「短期財政

計画」で位置づけます。 
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第第99回地域経営戦略回地域経営戦略100100人委員会人委員会

「ふじさわ未来課題」の集約と

2010年（平成22年）5月16日

地域経営戦略100人委員会（Team238）

資料3

「ここに重点！未来へのステップ調査」

の実施結果について



第第99回地域経営戦略回地域経営戦略100100人委員会人委員会

ふじさわ未来課題の集約について

第8回地域経営戦略100人委員会
での意見反映結果を

ご報告します。
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第第99回地域経営戦略回地域経営戦略100100人委員会人委員会

１．「ふじさわ未来課題」の考え方

前提として

１．理念（基本構想）を行動（実施計画）をつなぐ、情報体系（基本計画）が必要

２．各地区での行動と全市の行動の相乗効果を促す、藤沢づくり（藤沢のまちづくり）の共通基盤が必要

３．行政だけでなく、生活者にも地域にも、まちづくりを考えやすくする入口が必要

私たちの政府（市民力・地域力・行政力）

地域経営 市民主体のまちづくり

新しい公共 地域分権

市域全体のまちづくり計画 地域まちづくり計画

中長期財政計画

地域経営実施計画
(地区別まちづくり実施計画）

市域全体のまちづくり実施計画
短期財政計画

新たな仕組み

多様な連携

進捗管理

地域づくりの仕組みと進め方

進捗管理

ふじさわ未来課題（判断基準・活動基盤）

基本構想
（理念体系）

基本計画
（情報体系）

実施計画
（行動体系）

１．地域自律型の「藤沢づくり」を育むまち

２．明日の藤沢を担う「藤沢の子どもたち」

を育む環境

３．市民力・地域力による安全で安心して暮らせる

まち

４．共に生き、共に創る地域社会の創出

５．豊かな地域資源の次世代への継承・発展

６．地球温暖化防止など未来の地球環境への投資

７．「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築と

地域経済の活力再生

８．公共資産の維持管理と有効活用

９．「藤沢ライフスタイル」と「湘南カルチャー」

の創出

１．地域自律型の「藤沢づくり」を育むまち

２．明日の藤沢を担う「藤沢の子どもたち」

を育む環境

３．市民力・地域力による安全で安心して暮らせる

まち

４．共に生き、共に創る地域社会の創出

５．豊かな地域資源の次世代への継承・発展

６．地球温暖化防止など未来の地球環境への投資

７．「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築と

地域経済の活力再生

８．公共資産の維持管理と有効活用

９．「藤沢ライフスタイル」と「湘南カルチャー」

の創出

基本構想で掲げた「藤沢づくりのめざす方向性」

「ふじさわ未来課題」
① 将来像“いまも未来も住み続けたいまち「湘南ふじさわ」”を実現するための「課題」
② 基本構想で掲げた「藤沢づくりのめざす方向性（9つ）」に取り組む際の「課題」

（※課題とは＝改善すること＆伸ばすこと）

- 3

【地域経営を進めていく仕組みとプロセス】



第第99回地域経営戦略回地域経営戦略100100人委員会人委員会

２．「ふじさわ未来課題」のつくり方

① 丹念に「気づき（活動実感・生活実感・行政実感）」を収集（11-1月）

・気づきアンケート13,400件回収（有効回答12,365件）

⇒ 発言数：42,095発言
・100人委員会と地域経営会議による調査、庁内プロジェクトやわいわい・がやがや・わくわく会議の調査、ワールドカフェのログ、

電子会議室や藤沢DPでの発言、市民活動団体の活動理念調査、過去の各種調査…等から収集

② 藤沢の「未来の状態」として表現を整理（2-3月）

・様々な発言を集約しやすくするために、元の文章より、藤沢の「未来の状態」としての箇条書きに整理

⇒ 抽出数： 59,119件

③ 類似の発言をまとめた「未来課題の種」の作成（3月）

・類似の発言を束ねる作業を行い、その共通性を確認し、抽象度を高めた「未来課題の種」を検討して集約
⇒ 集約数：450件

④ 「藤沢づくりの方向性」と結び付ける「マトリックス」に分類（3月）

・「未来課題」を藤沢づくりの方向性を結び付ける「マトリックス（集約表）」の検討（第6回100人委員会＠2/27）
・450件の「未来課題の種（気づきの集約）」を「マトリックス」に分類（第7回100人委員会＠3/27）

1 2 3 4 56 7 8 9
A
B
C
D
E
F

⑤ 「ふじさわ未来課題」へと集約→確認・修正（4月）

・「マトリックス」の各マスごとに類似するものを整理し、集約
・各列・各行ごとに整理・配置確認・集約
・象徴的なフレーズに調整 ⇒ 「ふじさわ未来課題（案）」：８８項目
・表現内容の確認と修正意見の提出（第8回100人委員会＠4/18）

発言集約の準備

類似発言の集約

100人委員会での修正意見等に基づく確認・修正
⇒ 「ふじさわ未来課題」： 83項目

↓
「ここに重点！未来へのステップ調査」

「ふじさわ未来課題」を重み付け（メリハリづけ）を
するための市民15,000人を対象とした調査

（地区ごとの人口分布・年齢に基づく無作為抽出調査）

藤沢づくりを見据えてさらに整理

4
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第第99回地域経営戦略回地域経営戦略100100人委員会人委員会

（参考）「ふじさわ未来課題」の確認・修正（4/18 第8回100人委員会の指摘等を踏まえて） 5

②未来課題の統合

（例）「親と社会が協力して子どもたちを育てられること（旧２９）」
指摘内容：「近隣や地域の横のつながりを育む活動が活発であること（旧１５）」と内容が類似
→「14 学校・家庭・地域のつながりを育む活動が活発であること」に統合・修正

③未来課題の移動

（例）「産業の活力を高め、地域が元気になること（旧６９）」
指摘内容：「市の施策が藤沢の現状をとらえていること（旧６５）」の内容が抽象的であり、気づきが集約できる
→ 全体の内容を再確認し、旧69の文言を生かし「（F）市民生活の基礎」から「（D）創造・推進活動」に移動

①未来課題の文言・表現の調整

（例）「助けを求めている人に手を差し伸べられること（旧９）」
指摘内容：助けを求めないと助けてもらえないイメージがある
→「8 市民自ら、人にやさしい手を差し伸べること」に修正

（例）「愛郷心をもち、世代を超えて地域でも暮らし続けていること（旧１１）」
指摘内容：子どもに関する気づきがあることを明確にする。郷里の意識が藤沢をイメージするとは限らない
→ 「10 子どもが、住んでいる地域に誇りをもち、地域で暮らし続けていること」に修正

・①～③の修正を踏まえて、「未来課題の種」の関連付けを見直し、意味のかけはなれたカードが分類された理由を再検討。
・漏れがないように、全ての「未来課題の種」について、適切な「ふじさわ未来課題」に配分されるように調整。

④「未来課題の種」の総点検・再整理を実施

「ふじさわ未来課題」を 83項目 設定



第第99回地域経営戦略回地域経営戦略100100人委員会人委員会

アンケートの実施結果と
分析

6

「ここに重点！未来へのステップ調査」

の実施結果について



第第99回地域経営戦略回地域経営戦略100100人委員会人委員会

1．「ここに重点！未来へのステップ調査」概要

【 調査名】 ここに重点！未来へのステップ調査（「ふじさわ未来課題(83項目)」の重み付け調査）

調査対象：藤沢市民の20歳以上の男女

調査方法：郵送法

抽出数 ：15,106人

抽出方法： 平成22年4月1日時点の地区別・年代別人口構成に基づき、藤沢市の住民基本台帳より
対象者を無作為に抽出

実査期間：平成22年4月23日～5月10日

調査内容：１．回答者属性（性別・年代・職業・居住地区）
２．「ふじさわ未来課題」の83項目の『実現度』と『重要度』
３．自由記述（調査全体を通しての意見）

回答数 ：7,7607,760件（回収率：件（回収率：51.451.4％）％） （5月13日現在：未集計分を除く）
■年代別回答状況

20歳代 8.4 ％ 30 歳代 17.4％ 40歳代 18.3％ 50歳代 16.1％ 60
歳代 19.1％

70 歳代 13.0％ 80歳代 4.2％ 90歳代 0.8％ 100歳代 0.0％ （無効

回答2.5%）
■地域別回答状況

片瀬地区 5.1％ 鵠沼地区 13.5％ 辻堂地区 10.2％ 村岡地区 6.0％
藤沢地区 12.9％ 明治地区 5.1％ 善行地区 8.3％ 湘南大庭地区 6.4％
六会地区 6.8％ 湘南台地区 7.5％ 遠藤地区 4.0％ 長後地区 7.5％

御所見地区 3.5％ （わからない 0.1%、無効回答3.1%）

集計・分析：慶應義塾大学の協力により、地区別に分類し集計・分析（5月10日～14日）
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第第99回地域経営戦略回地域経営戦略100100人委員会人委員会

２．本調査の位置づけ：「ふじさわ未来課題」のメリハリ付け

ふじさわ未来課題

【ふじさわ未来課題の整理表を作成】

地区・領域から集めた生活実感・活動実感、行政
実感を、相乗効果が出るように活用するために、
一つの枠組みに整理する(深掘り時に活用するため
に、もとの発言や出所がわかるようにしておく)

【地域ごとのメリハリ】

全市調査を行い、地域ごとにメリハリ
付けをする
（※ 「実現度・重要度調査」を実施）

A
B
C
D
…

ふ
じ
さ
わ
未
来
課
題

まちづくり指標

領 域

A
B
C
D
…

A
B
C
D
…

ま
ち
づ
く
り
指
標

「現状値」
「めざそう値」
「役割期待値」
（活動計画）

【まちづくり指標の設定】

“気づき”の深掘りを経て、
「ふじさわ未来課題」に取り組む際
の「まちづくり指標」を設定する

【指標達成への取り組み方を設定】

「まちづくり指標」の目標設定と
その達成に向けた主体と活動の計画
を設定

全市版 13地区版

生活実感

A B C D
E F G H
I J K L

A B C D
E F G H
I J K L

A B C D
E F G H
I J K L

活動実感 行政実感

8

「現状値」
「めざそう値」
「役割期待値」
（活動計画）

将来像の実現に向けた、様々な人や団体の協働による実践活動へ将来像の実現に向けた、様々な人や団体の協働による実践活動へ

「現状値」
「めざそう値」
「役割期待値」
（活動計画）
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3．調査結果の分析

【 目的 】

・「ふじさわ未来課題」にメリハリをつけ、地区毎・全市単位で特に取り組むべき
「重点・ふじさわ未来課題」を抽出する。

・分類ごとに「ふじさわ未来課題」の現状や傾向を把握する。

【 方法 】
１．「ふじさわ未来課題」の各項目ごとに『充足度充足度（どのくらい実現できているか）』と

『重要度重要度（大切と感じているか）」を算出（地区単位・全市単位）

充足度＝（（「よくできている」の回答数×2＋「だいたいできている」の回答数）
－（「あまりできていない」の回答数＋「できていない」の回答数×2））÷回答総数

重要度＝「大切なこと」として選択された割合（重要選択率）

２．「充足度―重要度グラフ（下図）」に「ふじさわ未来課題」を配置し、分類を作成。

【
充
足
度
】

【重要度】

高

高

低

低 平均

平均

② 強みや魅力の
維持・向上を

③ より効率的に
価値の維持を

①協働型の課題解決
で価値向上へ

④ 熟慮と根拠ある
未来戦略を

充足度＝高
重要度＝高

充足度＝低
重要度＝高

充足度＝高
重要度＝低

充足度＝低
重要度＝低

9

-100%

100%

0% 100%
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4-1．「ふじさわ未来課題」の分類と意味づけ(1) 10

・「大切なもの（＝重要度が高い）」として考えられているにもかかわらず、
「できていない（＝充足度が低い）」と考えられている「ふじさわ未来課題」です。

・該当する「未来課題」を解決することによって、生活価値の向上が得られる期待やチャンスに
溢れています。

・「大切なもの」と指摘されており、課題の改善に取り組むことで、充実感、共感を得られる可能性
が高い取り組みでもあることから、効果的な参加・協働の方法を推進することで、様々な市民の
参加や協働活動への期待が持てます。

・「大切なもの」ですが「できていない」ものであるため、容易には解決できない可能性もあります。
様々な協働や領域横断での試行錯誤や工夫が求められることになります。

①協働型の課題解決で価値向上へ 充足度＝低・重要度＝高充足度＝低・重要度＝高

未来課題の解決に「藤沢を考え、ともに行動」することによって、未来課題の解決に「藤沢を考え、ともに行動」することによって、
生活実感のある豊かさを得て、いまも未来も住み続けたいまちへ生活実感のある豊かさを得て、いまも未来も住み続けたいまちへ

（基本構想の理念）（基本構想の理念）

「新総合計画・基本計画」で優先すべき「新総合計画・基本計画」で優先すべき
「重点・ふじさわ未来課題」として位置づけます。「重点・ふじさわ未来課題」として位置づけます。
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4-2． 「ふじさわ未来課題」の分類と意味づけ(2) 11

強みや魅力を伸ばし、未来課題に磨きをかけて、愛着や誇りのもてる、強みや魅力を伸ばし、未来課題に磨きをかけて、愛着や誇りのもてる、
いまも未来も住み続けたいまちへいまも未来も住み続けたいまちへ

「新総合計画・基本計画（特に地域まちづくり計画）」で「新総合計画・基本計画（特に地域まちづくり計画）」で
取り上げる「重点・ふじさわ未来課題」として位置づけます。取り上げる「重点・ふじさわ未来課題」として位置づけます。

②強みや魅力の維持・向上を 充足度＝高・重要度＝高

・「できている（＝充足度が高い）」という回答が多く、かつ「大切なもの（＝重要度が高い）」
と考えられている「ふじさわ未来課題」です。

・「大切なもの」として指摘されている課題が「できている」との回答を得ているため、この分類に
ある「未来課題」は、藤沢市や各地区の良さとして考えることや、これまでの施策や活動が評価を
得ていると考えることが出来ます。

・強みや魅力がある項目として、更なる取り組みを通じて、生活価値の一層の向上が期待されますが、
一方で、過剰な投資をしてしまう可能性もあります。

ご注意！
・この分類内でも、下の方に位置づけられる「未来課題」（特に平均線と0%の線の間にある課題）

は、賛否両論であることや、地区ごとに回答のばらつきがあることが考えられます。
市域全体の図で下部に位置づけられたものは、特定の地区のみの魅力などが現れている可能性も
あります。アンケート結果の内容や気づきをよくご覧いただき、分析してください。
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4-3． 「ふじさわ未来課題」の分類と意味づけ(3) 12

③より効率的に価値の維持を 充足度＝高・重要度＝低

・「できている（＝充実度が高い）」と指摘されるものですが、「大切なものとしての優先順位が
低い（＝重要度が低い）」とされている「ふじさわ未来課題」です。

・特定の地域、世代で大切に思われているケースもあります。その場合は、効率的な取り組みに
よって価値を維持することが望ましいと考えられます。

④熟慮と根拠ある未来戦略を 充足度＝低・重要度＝低

・「できていない（＝充足度が低い）」が「大切なものとしての優先度が低い（＝重要度が低い）」
とされている「ふじさわ未来課題」です。

・「できていない」と指摘されていますが、「優先度は低い」状況になっており、将来、課題となる
可能性もあります。

・身近な市民生活の観点からは、相対的に「優先度が低く」なる可能性があるものもあるため、明確
かつ具体的な根拠が指摘できるものであれば、全市的な戦略として、取り組む可能性はあり得ます。

・重点課題として加える場合、「重要度が低い」とされたものであるため、対象者や意図などを明確
にした上で、効率的に取り組むことが求められます。

ご注意！
これらの分類に位置づけられたからといって、「重要でない」と決め付けることは禁物です。
ただし、「市民15000人調査」という根拠は明確にあるので、これらの分類にある課題に関わる
取り組みについては、「15000人調査」と同等以上の根拠を指摘して、総合計画に位置づけることに

なります。
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５．市域全体と地域の特徴（速報）

23．福祉が充実し、子どもから高齢者まで守られて
いること

30．お互いにマナーを守り、協力して地域のために
活動していること

31．社会的弱者の方が快適に過ごせるまちであること

34．地域で支え合い暮らせる環境であること

56．身近に親しみや愛着のもてる景観があること

75．豊かな地域資源を宝に、楽しい体験ができる
まちであること

17． 保健、医療、福祉、健康などの生活環境が整い
暮らしやすいこと

1．身近な地域での暮らしやすさが実現していること

36．誰もが快適に暮らせ、居心地のいいまちである
こと

・「充足度」に市域全体と地区の相違
が見られたもの

57．すべての世代がのびのび・いきいきと活躍
していること

1．身近な地域での暮らしやすさが実現している
こと

・「重要度」に市域全体と地区の相違
が見られたもの

48．豊かな緑に囲まれた生活が出来ていること

・地区間で顕著な相違が見られたもの

75．豊かな地域資源を宝に、楽しい体験ができ
るまちであること

13

＜全市域で共通している未来課題＞ ＜地区で特徴のある未来課題＞

①協働型の課題解決で価値向上へ

②強みや魅力の維持・向上を
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６．都市ビジョン（領域）ごとの特徴（速報） 14

生活充実

「充足度」
1．身近な地域での暮らしやすさ

が実現していること
12．地域協働で、教育や人材育

成に熱心であること

「重要度」
6．誰でも気軽に市内の情報を

発信したり、得ることができ
ること

20．安全・安心を高める活動が
盛んであり、ボランティアの
精神が高いこと

「充足度」

29．いろいろな世代、いろいろ
な国の人たちと交流できるこ

55．環境美化活動を支える仕組
みがあること

「重要度」

47．みんなが協力して、いつで
もまちがきれいであること

51．先進的な環境対策がなされ
ていること

「充足度」
67．移動や利用にあたり、誰で
も利用できる道路や施設である
こと

74．いつも自然の豊かさを感じ
られていること

「重要度」
57．すべての世代がのびのび・
いきいきと活躍していること

72．いろいろな市民の学びの場
が充実していること

地域・地球ネット 創造・発信
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「重点・ふじさわ未来課題（重点課題）」と

「まちづくり指標」の設定

15
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【
充
足
度
】

【重要度】

高

高

低

低 平均

平均

② 強みや魅力の
維持・向上を

③ より効率的に
価値の維持を

①協働型の課題解決
で価値向上へ

④ 熟慮と根拠ある
未来戦略を

充足度＝高
重要度＝高

充足度＝低
重要度＝高

充足度＝高
重要度＝低

充足度＝低
重要度＝低

0% 100%

16

-100%

100%

協働で改善に
取り組む

「重点・ふじさわ
未来課題」を設定

地域の強み・魅力
を伸ばすための
「重点・ふじさわ
未来課題」を設定

データや根拠を
明確にした上で、
数を絞って、
全市レベルの
「重点・ふじさわ
未来課題」を設定

１．「重点・ふじさわ未来課題（重点課題）」の設定

② 強みや魅力の
維持・向上を

①協働型の課題解決
で価値向上へ 「重点・ふじさわ未来課題」として設定

④ 熟慮と根拠ある
未来戦略を

データや根拠を明確にした上で、数を絞って、

「重点・ふじさわ未来課題」として設定

実感の積み上げ
からは出にくい課題（２）

（1）
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２．「重点・ふじさわ未来課題（重点課題）」の検討

以下の検討活動を行いましょう。

（１）①と②に分類された「ふじさわ未来課題」をみて気づいたこと
（地域や領域固有の問題や、全市や他の地区・領域などとの違いについて

意見交換をし、シートに箇条書きで記入）

（２）③や④に分類されたが「重点課題」として加えた方が良いもの
（意見交換の上、課題番号・根拠・想定されるデータをシートに記入）

（３）「まちづくり指標」設定時に、“気づき”や“未来課題の種”を参考に、
「重点課題」の原因や背景を“深掘り”をした上で、的確な指標を検討
します。地域や領域の特性を特に意識した“深掘り”をした方がよい
「重点課題」を指摘してください。
（意見交換の上、シートに課題番号・根拠を記入）

（４）（必要性があれば別途実施）
「重点課題」は、各種の実感から積み上げた上で、重み付けをした結果として明らかになった
ものですが、そういったアプローチからは出てきにくい「課題（未来予測や地域性に基づくもの、
基盤を提供するものなど）」もあり得る可能性があります。
最終的な点検として、これまでの地区や領域・行政等での検討事項を踏まえて、説明責任を
果たせるレベルのデータや根拠を明確にした上で、数を絞って、追加すべき項目の検討をします。

17
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３．（今後の予定）「まちづくり指標」の検討と設定

◆ 目的

・「重点課題」を「指標」にすることで、課題の現状を評価できるように

する

・協働で改善に取り組む指標として設定する

18

◆ 方法

検討ワークシートを用いて話し合う

※ これまでに集めた“気づき”や“未来課題の種”などを参考にする
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４．（今後の予定）「まちづくり指標」の現状値調査

◆ 目的

「課題」を指標にした「まちづくり指標」の現状の値を確認することで、

置かれている現状を把握する

19

◆ 方法

既存の統計データや、市民アンケート調査、新たなデータ収集等で指標の

現状を把握する
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５．（今後の予定）「めざそう値」「役割期待値」の調査 20

◆ 目的

・藤沢市で活動している実感として、「まちづくり指標」の値がどこまで改善したら、藤沢市や

各地区が良くなったといえると思うかを調査する。

・その値を集約することで、関係者や実務家がどのように考えているかを、お互いに共有し、

共通の目標として設定する。

・実際に改善するには、誰の役割が期待されると思うかについても調査し、共有する。

◆ 方法

■調査内容

・藤沢市で活動している実感から、「まちづくり指標」について数年後に実現していたい値

（めざそう値）、誰が改善の役割を担っていると思うか（役割期待値）をお聞きする。

・「めざそう値」は、現状値の傾向などを参考に回答。

・「役割期待値」は、自助・共助・公助などの観点について、5段階で回答。加えて、具体的に

どのような役割が期待されるかについて、記述してもらう。

■対象者

・各「課題」に携わっている方

・100人委員会委員、地域経営会議の関係者

・市役所職員

■分析方法

・めざそう値は、平均値（または中央値）を算出。

・13地区ごとのデータ、全市のデータ、対象者による違いなどを併記して情報提供をする。
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６．（今後の予定）「基本計画書」を記述

◆ 目的

（次の段階で）実施計画を策定する際の基本情報として活用

21

◆ 方法

・地区の特性・魅力などの解説。

・「ふじさわ未来課題」「まちづくり指標」などの現状や傾向について解説。

・各地区ごとの考え方などを整理し、実施計画（13地区別まちづくり実施

計画）に繋げる
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（参考）「実施計画」では… 22

「ふじさわ未来課題」の実現を目指して、具体的に“実施”をするための

計画 を策定する

(1)市域全体の実施計画

(2)地域経営実施計画

（13地区別のまちづくり実施計画）

(3)短期財政計画（３年）

何を実施すると良いかを、地区ごと

に戦略的に検討する。その結果は

「まちづくり指標」で評価しながら

進めていく

進
捗
管
理

理念の共有理念の共有

基本構想 基本計画 実施計画

将
来
像
・
理
念
・
都
市
ビ
ジ
ョ
ン

「
藤
沢
づ
く
り
」
の
め
ざ
す
方
向
性
等

ふ
じ
さ
わ
未
来
課
題

地域まちづくり
計画

地域まちづくり
計画

中長期財政計画
等

市域全体の
まちづくり計画

進
捗
管
理

市域全体の実施計画

地域経営実施計画

地区別
まちづくり実施計画

短期財政計画等

地域づくりの
仕組みと進め方

地域づくりの
仕組みと進め方



ふじさわ未来課題マトリックス

（１）
地域自律型の「藤沢づ
くり」を育むまち

（２）
明日の藤沢を担う「藤
沢の子どもたち」を育
む環境

（３）
市民力・地域力による
安全で安心して暮らせ
るまち

（４）
共に生き，共に創る地
域社会の創出

（５）
豊かな地域資源の次
世代への継承・発展

（６）
地球温暖化防止など
未来の地球環境への
投資

（７）
「藤沢づくり」を支える
都市構造の再構築と
地域経済の活力再生

（８）
公共資産の維持管理
と有効活用

（９）
「藤沢ライフスタイル」と
「湘南カルチャー」の創
出

1 身近な地域での暮ら
しやすさが実現してい
ること

8 市民自ら、人にやさし
い手をさしのべること

17 保健、医療、福祉、
健康などの生活環境
が整い暮らしやすいこ
と

24 挨拶や声かけによ
る市民同士のコミュニ
ケーションがとれてい
ること

35 まちと自然環境の
調和がとれていること

46 生活の便利さと環
境保全の両方が実現
していること

56 身近に親しみや愛
着のもてる景観がある
こと

66 市民の財産である
自然を守り、育てられ
ていること

73 活気があり、開放的
で温かいまちであるこ
と

18 災害に対して、市民
が不安なく暮らせるま
ちであること

25 生活環境を守るた
めに地域でまとまりが
あること

36 誰もが快適に暮ら
せ、居心地のいいまち
であること

47 みんなが協力して、
いつでもまちがきれい
であること

57 すべての世代がの
びのび・いきいきと活
躍していること

67 移動や利用にあた
り、誰でも利用できる
道路や施設であること

74 いつも自然の豊か
さを感じられていること

2 市民が自慢できるま
ちであること

9 子どもを安心して育
てられる環境があるこ
と

19 治安の良い環境で
あること

26 子育て世代を支え
る環境が充実している
こと

37 市民、地域、行政が
協力し、快適な生活が
実現していること

48 豊かな緑に囲まれ
た生活が出来ているこ
と

58 地域の特徴が活か
されたまちであること

68 日常生活に安らぎ
や豊かさを与えてくれ
る場所があること

75 豊かな地域資源を
宝に、楽しい体験がで
きるまちであること

3 市民自らが藤沢を良
くする活動に積極的で
あること

27 お互いの個性が尊
重されていること

38  イベントや物産品
などの地域ブランドが
定着していること

49 人々の環境への意
識が高く、快適なまち
であること

59 安全で安心な食べ
物が身近で得られるこ
と

76 訪れる人・住む人に
配慮した心遣いや工夫
があること

4 藤沢市で活用できる
様々な資源を有効活用
していること

10 子どもが、住んでい
る地域に誇りを持ち、
地域で暮らし続けてい
ること

20 安全・安心を高める
活動が盛んであり、ボ
ランティアの精神が高
いこと

28 地域のための一人
ひとりの活動が大切に
されていること

39 身近にある緑が適
切に保全されているこ
と

50 市民の環境美化へ
の意識を高める工夫が
されていること

60 まちに若者が多く、
活気があること

69 市民が利用する身
近な施設が大切にされ
ていること

77 藤沢の魅力がメディ
アで発信されているこ
と

11 地域の歴史文化を
教育活動に活用するこ
と

40 地域にある様々な
地域資源が活かされて
いること

61 観光により地域が
元気になること

78 常により良い地域
にしようと住民が活躍
していること

5 地域で協働して、暮
らしやすいまちづくり活
動が行われていること

12 地域協働で、教育
や人材育成に熱心で
あること

21 市民が協力しあい、
安心して住みやすいま
ちであること

29 いろいろな世代、い
ろいろな国の人たちと
交流できること

41 調和のとれた景観
づくりが進められてい
ること

51 先進的な環境対策
がなされていること

62 産業の活力を高
め、地域が元気になる
こと

70 様々な主体によっ
て、身近な公共の場が
維持管理されているこ
と

79 市民の意識が高く、
市民参加型の地域づく
りが進んでいること

30 お互いにマナーを
守り、協力して地域の
ために活動しているこ
と

63 地域の人材が働け
る機会を創造すること

6 誰でも気軽に市内の
情報を発信したり、得
ることができること

13 地域が子どもを見
守り育てる環境である
こと

22 様々な世代が、快
適で住みよいまちであ
ること

31 社会的弱者の方が
快適に過ごせるまちで
あること

42 市民同士が協力し
合いながら暮らしてい
ること

52 周辺自治体や他地
域と共に環境対策を進
めていること

64 商店街と大型店舗
が共存共栄し、活気あ
るまちになること

71 多様な連携を通じ
て、市民が望むサービ
スが提供されているこ
と。

80 市民と来訪者が交
流できる機会や場があ
ること

14 学校・家庭・地域の
つながりを育む活動が
活発であること

32 人々が交流して、平
和でぬくもりのある社
会であること

43 子供が大人になっ
ても愛着の持てるまち
であること

53 市民・地域が協力し
て持続可能な環境がで
きていること

81 地域の記憶や文化
が継承され、発展する
こと

7 お互いがマナーを守
り、助け合いの心で過
ごせるまちであること

15 子どもたちが積極
的に交流できる場が整
備されていること

23 福祉が充実し、子ど
もから高齢者まで守ら
れていること

33 地域の中で学びあ
う雰囲気があること

44 河川や海岸が市民
に開かれていること

54 地球環境に優しい
手段で移動できること

65 市内の交通・物流
がスムーズに行われる
こと

72 いろいろな市民の
学びの場が充実してい
ること

82 藤沢ならではの取り
組みが実践されている
こと

16 子どもたちが身近な
生活の中で自然を感じ
ていられること

34 地域で支え合い暮
らせる環境であること

45 地域の未来の担い
手が育成されているこ
と

55 環境美化活動を支
える仕組みがあること

83 子どもから大人ま
で、文化に触れる環境
が整っていること

（E）
交流基盤 （交流・つながり・連携）

（F）
市民生活の基礎（学ぶ・育む・人材
育成・仕組みづくり）

生
活

活
動

基
盤

(A)
市民生活の安定（安定・落ち着き・
安らぎ）

（B）
市民生活の豊かさ（役に立つ・便
利・快適・楽しい）

（C）
持続的活動（伝える・維持する）

（D）
創造・推進活動 （発展・チャレンジ）

めざす方向性

課題領域



「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

1
 身近な地域での暮らしや
すさが実現していること

「１　身近な地域での暮らしやすさが実現し
ていること」
(補足説明）
変更なし

ごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られている/ ゴミの戸別収集がある/ ホームレスへの
対策が取られている/ 安全センターの役割が分かる/ 河川の整備がされている/ 海、山、川全てがそろっ
ている/ 海に近い/ 海岸と海岸沿がきれいに整備されている/ 街がきれいな/ 街には活気があり、居心地
のいい場所がある/ 街全体のデザイン性が良い/ 街灯が多く、道が明るい/ 街並みがきれいである/ 街路
樹の整備がされている/ 漁業が盛んである/ 狭い道の整備がなされる/ 近くに公園がある/ 近隣・景観に
配慮した建物が建てられる/（特にマンション） 空気がきれいである/ 景観がきれいである/ 建物を制限し
景観を守るっている/ 雇用が充実している/ 公園がきれいに使われている/ 公園が充実している/ 公園の
管理・設備が充実している/ 工事が早く終わっている/ 行政側が市民活動に協力的でいる/ 山がきれいで
ある/ 市長のマニフェストが具体化している/ 市民が行政と協力してまちづくりをしている/ 自然が多くある
/ 自然と街並みの調和がとれている/ 草木がたくさん植えられている/ 地域の景観を良くする建物が建っ
ている/ 買い物に便利である/ 畑や田んぼがある/ 歩行者中心の交通環境である/ 防災対策が十分であ
る/

（１）
地域自律
型の「藤
沢づくり」
を育むま

ち

(A)市民生活
の安定（安
定・落ち着
き・安らぎ）

ごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られている/ ゴミの戸別収集がある/ ホームレ
スへの対策が取られている/ 安全センターの役割が分かる/ 河川の整備がされている/ 海、山、川
全てがそろっている/ 海に近い/ 海岸と海岸沿がきれいに整備されている/ 街がきれいな/ 街には
活気があり、居心地のいい場所がある/ 街全体のデザイン性が良い/ 街灯が多く、道が明るい/ 街
並みがきれいである/ 街路樹の整備がされている/ 漁業が盛んである/ 狭い道の整備がなされる/
近くに公園がある/ 近隣・景観に配慮した建物が建てられる/（特にマンション） 空気がきれいであ
る/ 景観がきれいである/ 建物を制限し景観を守るっている/ 雇用が充実している/ 公園がきれい
に使われている/ 公園が充実している/ 公園の管理・設備が充実している/ 工事が早く終わってい
る/ 行政側が市民活動に協力的でいる/ 山がきれいである/  市民が行政と協力してまちづくりをし
ている/ 自然が多くある/ 自然と街並みの調和がとれている/ 草木がたくさん植えられている/ 地域
の景観を良くする建物が建っている/ 買い物に便利である/ 畑や田んぼがある/ 歩行者中心の交
通環境である/ 防災対策が十分である/ 市長のマニフェストが具体化している/

2
市民が自慢できるまちで
あること

「２　市民が自慢できるまちであること」
(補足説明）
変更なし

テレビ取材がよく来ること／ まちの再開発のあり方が、市民にとってわかりやすいこと／ やさしい街には
活気があると同時にゆったり感がある ロケ地になっていること／ 空が自然が豊かで整備されていること／
江の島など観光地が身近にあること／ 富士山や丹沢が見える場所があること／ 立ち寄りたくなる街であ
ること／

（１）
地域自律
型の「藤
沢づくり」
を育むま

ち

（B） 市民生
活の豊かさ
（役に立つ・
便利・快適・
楽しい）

テレビ取材がよく来ること／ まちの再開発のあり方が、市民にとってわかりやすいこと／ やさしい
街には活気があると同時にゆったり感がある ロケ地になっていること／ 空が自然が豊かで整備さ
れていること／ 江の島など観光地が身近にあること／ 富士山や丹沢が見える場所があること／
立ち寄りたくなる街であること／

3
市民自らが藤沢を良くす
る活動に積極的であるこ
と

「３　市民自らが藤沢を良くする活動に積極
的であること」
(補足説明）
変更なし

イベントが充実していること/ お祭りがにぎやかで活発なこと/ 江の島がとてもきれいなこと/ 清掃活動が
盛んであること/ 先進的なごみ対策が取られていること/ 地域や市内全体でのお祭りが盛んであること/
地区レクリエーションで沢山の人が楽しんでいること/ 電線が地中に埋まっており、電柱が少ないこと/ 不
法建築がなくなること/ 糞尿の処理など、ペットマナーが向上していること/ 様々な人の視点でまちづくりが
されていること/ 緑を守り、景観や住環境を整備していること/

（１）
地域自律
型の「藤
沢づくり」
を育むま

ち

（B） 市民生
活の豊かさ
（役に立つ・
便利・快適・
楽しい）

イベントが充実していること/ お祭りがにぎやかで活発なこと/ 江の島がとてもきれいなこと/ 清掃
活動が盛んであること/地域や市内全体でのお祭りが盛んであること/ 地区レクリエーションで沢山
の人が楽しんでいること/ 糞尿の処理など、ペットマナーが向上していること/ 様々な人の視点でま
ちづくりがされていること/ 先進的なごみ対策が取られていること/ 電線が地中に埋まっており、電
柱が少ないこと/ 不法建築がなくなること/緑を守り、景観や住環境を整備していること/

4
藤沢市で活用できる様々
な資源を有効活用してい
ること

（新規追加）
(補足説明）
基本構想からの視点として事務局で追加し
たもの。

地区別まちづくりの主体として、地域経営会議や市民、関係団体と行政が連携し、まちづくりを推進していく
必要があること/１３地区に予算が配分され、権限が委譲されたことにより、地域市民が主体となり地域ま
ちづくり計画に沿って、まちづくりを推進していく必要があること

（１）
地域自律
型の「藤
沢づくり」
を育むま

ち

（C） 持続的
活動（伝え
る・維持す
る）

地区別まちづくりの主体として、地域経営会議や市民、関係団体と行政が連携し、まちづくりを推進
していく必要があること/１３地区に予算が配分され、権限が委譲されたことにより、地域市民が主
体となり地域まちづくり計画に沿って、まちづくりを推進していく必要があること／

5
地域で協働して、暮らしや
すいまちづくり活動が行
われていること

「４　地域で協働して、暮らしやすいまちがつ
くられること」　　「５　新しいことにチャレンジ
する元気なまちであること」
(補足説明）
地域市民以外にも様々な協働を想定する必
要があるため。チャレンジよりも協働を重視
し、統合したもの。

4これまでのまちづくりの蓄積を活かした取り組みがなされていること/ まちづくりなどの活動をする人の負
担が少ないこと/ 山があること/ 史跡などが有効活用されていること/ 自然が豊かで整備されていること/
自然を大切にしていること/ 住んでいる地域に愛着を持っていること/ 新しいビルが増えていること/ 昔か
ら変わらないところがあること/ 伝統行事が受け継がれており盛んであること/ 文化伝承の場があること/5
「藤沢」「湘南」などの地域ブランドが向上し続けること/ まちなかでなくても市全体が活気があること/ 駅前
の商店街を増やし活性化させること/ 教育環境に優れた地域社会であること/ 経済が発展していること/
芸能人が来ていること/ 交通インフラが充実していること/ 商店街に活気があること/ 新しい良いこと/を取
り入れていること/ 地域に音の豊かな環境があること/ 町内の大人同士で挨拶をしていること/ 様々なとこ
ろでイベントがあること/

（１）
地域自律
型の「藤
沢づくり」
を育むま

ち

（D）
創造・推進
活動 （発展・
チャレンジ）

4これまでのまちづくりの蓄積を活かした取り組みがなされていること/ まちづくりなどの活動をする
人の負担が少ないこと/ 山があること/ 史跡などが有効活用されていること/ 自然が豊かで整備さ
れていること/ 自然を大切にしていること/ 住んでいる地域に愛着を持っていること/ 新しいビルが
増えていること/ 昔から変わらないところがあること/ 伝統行事が受け継がれており盛んであること
/ 文化伝承の場があること/5「藤沢」「湘南」などの地域ブランドが向上し続けること/ まちなかでな
くても市全体が活気があること/ 駅前の商店街を増やし活性化させること/ 教育環境に優れた地域
社会であること/ 経済が発展していること/ 芸能人が来ていること/ 交通インフラが充実しているこ
と/ 商店街に活気があること/ 新しい良いこと/を取り入れていること/ 地域に音の豊かな環境があ
ること/ 町内の大人同士で挨拶をしていること/ 様々なところでイベントがあること/

6
 誰でも気軽に市内の情
報を発信したり、得ること
ができること

「８　誰でも気軽に市内の情報を得られるこ
と」
(補足説明）
「６　いろいろな人との交流の機会や場が身
近にあること」に関連し、情報の交流が先に
必要となるため統合したもの。

6 いろいろな世代、いろいろな国の人たちと交流できること/ ボランティアで清掃活動をしている人が多く
なっていること/ ボランティアの人がいつも挨拶してくれていること/ 観光客のマナーが向上していること/
市内で住民同士の交流があること/ 市民参加型の地域社会が成立していること/ 住む人の生活が、住み
続けるほど良くなっていること/ 新しい住民が積極的に地域活動に参加していること/ 大学生が地域交流
に積極的に参加していること/ 地域での活動が活発であること/ 地域で交流があること/ 地域の情報が入
手しやすいこと/ 地域の人が道を教えてくれること/ 地域の方が落ち葉掃きをしていること/ 町の中に集会
所があること/

（１）
地域自律
型の「藤
沢づくり」
を育むま

ち

（E）
交流基盤
（交流・つな
がり・連携）

6 いろいろな世代、いろいろな国の人たちと交流できること/ ボランティアの人がいつも挨拶してくれ
ていること/ 観光客のマナーが向上していること/ 市内で住民同士の交流があること/ 市民参加型
の地域社会が成立していること/ 住む人の生活が、住み続けるほど良くなっていること/ 新しい住
民が積極的に地域活動に参加していること/ 大学生が地域交流に積極的に参加していること/ 地
域での活動が活発であること/ 地域で交流があること/ 地域の情報が入手しやすいこと/ 地域の人
が道を教えてくれること/ 町の中に集会所があること/

地域の方が落ち葉掃きをしていること/ ボランティアで清掃
活動をしている人が多くなっていること/

7
お互いがマナーを守り、
助け合いの心で過ごせる
まちであること

「７　誰でも安全・安心に過ごせるまちである
こと」
(補足説明）
安全・安心のもとは人が活動する基本姿勢
によるため修正したもの。

サークル活動が充実していること/ シルバー世代が活躍していること/ ボランティアで安全が守られている
こと/ 何をするにしてもきっかけとチャンスが身近にあること/ 街の雰囲気を良くするボランティア活動が盛
んなこと/ 環境問題に積極的に取り組むまちづくりがされていること/ 観光地としてのまちづくりが取り組ま
れていること/ 緊急避難所が安全であること/ 公共でのマナーが向上していること/ 公民館内の設備が充
実していること/ 行方不明者への呼びかけの放送が地区限定でなされていること/ 市民が地域の情報を
十分に得られていること/ 市民の家が気楽に利用できていること/ 住民の環境意識が高いこと/ 植物がき
れいに咲いていること/ 植木の手入れが十分になされていること/ 色んな観光資源が整っていること/ 信
号機が増設されていること/ 深夜営業店がなくなること/ 生涯学習の講座がたくさんあること/ 地域イベント
におけるゴミ回収が徹底されていること/ 地域の人材が活かされていること/ 地域活動が常時見直されて
いること/ 地域活動の担い手が多いこと/ 地域主権の活動が、地域の人にわかりやすいこと/ 地域住民・
行政・地域団体との連携体制が整備されていること/ 道を掃除してくれる人がいること/ 農地を充実させ、
地産地消が普及していること/ 歩きタバコがないこと/ 利用しやすい駅であること/

（１）
地域自律
型の「藤
沢づくり」
を育むま

ち

（F）
市民生活の
基礎（学ぶ・
育む・人材
育成・仕組
みづくり）

サークル活動が充実していること/ シルバー世代が活躍していること/ ボランティアで安全が守られ
ていること/ 何をするにしてもきっかけとチャンスが身近にあること/ 街の雰囲気を良くするボラン
ティア活動が盛んなこと/ 環境問題に積極的に取り組むまちづくりがされていること/ 観光地として
のまちづくりが取り組まれていること/ 緊急避難所が安全であること/ 公共でのマナーが向上してい
ること/ 公民館内の設備が充実していること/ 行方不明者への呼びかけの放送が地区限定でなさ
れていること/ 市民が地域の情報を十分に得られていること/ 市民の家が気楽に利用できているこ
と/ 住民の環境意識が高いこと/ 色んな観光資源が整っていること/  生涯学習の講座がたくさんあ
ること/ 地域イベントにおけるゴミ回収が徹底されていること/ 地域の人材が活かされていること/
地域活動が常時見直されていること/ 地域活動の担い手が多いこと/ 地域主権の活動が、地域の
人にわかりやすいこと/ 地域住民・行政・地域団体との連携体制が整備されていること/ 道を掃除し
てくれる人がいること/ 農地を充実させ、地産地消が普及していること/ 歩きタバコがないこと/ 利
用しやすい駅であること/ 植物がきれいに咲いていること/ 植木の手入れが十分になされているこ
と/深夜営業店がなくなること/

 信号機が増設されていること

8
市民自ら、人にやさしい手
をさしのべること

「９　助けを求めている人に手を差し伸べら
れること」
(補足説明）
言わないと助けてもらえないイメージがある
ため修正したもの。

地域の関係機関や支援団体、保護者団体との連携により、援助を必要とする児童が生活しやすくなるよう
な支援ができる土壌づくりが必要であること/地域の子育て相談窓口等で担えない総合的、専門的な相談
を適切に繋ぐための連携方法を強化する必要があること

（２）
明日の藤
沢を担う
「藤沢の
子どもた
ち」を育む

環境

(A)市民生活
の安定（安
定・落ち着
き・安らぎ）

地域の関係機関や支援団体、保護者団体との連携により、援助を必要とする児童が生活しやすく
なるような支援ができる土壌づくりが必要であること/地域の子育て相談窓口等で担えない総合的、
専門的な相談を適切に繋ぐための連携方法を強化する必要があること

1



「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

３世代家族が多いこと/ いいウォーキングコースがあること/ イベントが充実していること/ おしゃれなベ
ビーカーに乗り、着ている服もきれいなこと/ おはようボランティアが活動してくれていること/ お祭りがにぎ
やかで活発なこと/ お昼のチャイムが鳴ること/ きれいな学校で勉強ができること/ きれいな公園の管理・
設備が充実していること/ クリスマスの飾り付けをしている家が多いこと/ コミュニティバスが走っていること
/ スポーツができること/ スポーツ施設が充実しており盛んであること/ トンネルなども絵などが描かれ、明
るい場所になっていること/ バイクや航空機などの騒音問題がないこと/ パトロールなど子どもたちを見て
くれる方がいること/ バリアフリーに配慮した暮らしやすい街になっていること/ ファッションに興味を深く
もっている子が増えていること/ ベビーカーの通りやすい道を整備がなされていること/ ボールで遊べる場
所があること/ ボランティアで安全が守られていること/ まちの再開発のあり方が、市民にとってわかりや
すいこと/ やさしい街には活気があると同時にゆったり感がある 愛着の持てる街であること/ 安心して育
児ができる環境であること/ 安全・安心して暮らすこと/ができていること/ 安全センターの役割が分かるこ
と/ 安全に登下校できるようにボランティア方が活動していること/ 案内が分かりやすくなっていること/ 違
法駐車が少ないこと/ 医療環境が向上すること/ 運動に適した環境が整備されていること/ 横断歩道を安
心して、渡れること/ 屋外放送の行方不明者の安否がわかっていること/ 屋内の遊び場が充実しているこ
と/ 温暖で穏やかな街であること/ 花が植えられていること/ 花火ができる場所があること/ 海、山、川全
てがそろっていること/ 海に近いこと/ 開発地に防犯灯をつけていること/ 外灯を増やすなどの安全対策
がなされていること/ 街がすみやすくなっていること/ 街の雰囲気を良くするボランティア活動が盛んなこと
/ 街灯が多く、道が明るいこと/ 学区が見直されていること/ 学生が荒れないでいること/ 学生が親切であ
ること/ 学生が通学路の掃除をしてくれていること/ 学生の集う場が増えていること/ 学生の生活指導が十
分になされること/ 学力が向上していること/

３世代家族が多いこと/ いいウォーキングコースがあること/ イベントが充実していること/ おしゃれ
なベビーカーに乗り、着ている服もきれいなこと/ おはようボランティアが活動してくれていること/ お
祭りがにぎやかで活発なこと/ お昼のチャイムが鳴ること/ きれいな学校で勉強ができること/ きれ
いな公園の管理・設備が充実していること/ コミュニティバスが走っていること/ スポーツができるこ
と/ スポーツ施設が充実しており盛んであること/ トンネルなども絵などが描かれ、明るい場所に
なっていること/ バイクや航空機などの騒音問題がないこと/ パトロールなど子どもたちを見てくれ
る方がいること/ バリアフリーに配慮した暮らしやすい街になっていること/ ファッションに興味を深く
もっている子が増えていること/ ベビーカーの通りやすい道を整備がなされていること/ ボールで遊
べる場所があること/ ボランティアで安全が守られていること/ まちの再開発のあり方が、市民に
とってわかりやすいこと/ やさしい街には活気があると同時にゆったり感がある 愛着の持てる街で
あること/ 安心して育児ができる環境であること/ 安全・安心して暮らすこと/ができていること/ 安
全センターの役割が分かること/ 安全に登下校できるようにボランティア方が活動していること/ 案
内が分かりやすくなっていること/ 違法駐車が少ないこと/ 医療環境が向上すること/ 運動に適した
環境が整備されていること/ 横断歩道を安心して、渡れること/ 屋外放送の行方不明者の安否が
わかっていること/ 屋内の遊び場が充実していること/ 温暖で穏やかな街であること/ 花が植えら
れていること/ 花火ができる場所があること/ 海、山、川全てがそろっていること/ 海に近いこと/ 開
発地に防犯灯をつけていること/ 外灯を増やすなどの安全対策がなされていること/ 街がすみやす
くなっていること/ 街の雰囲気を良くするボランティア活動が盛んなこと/ 街灯が多く、道が明るいこ
と/ 学区が見直されていること/ 学生が荒れないでいること/ 学生が親切であること/ 学生が通学
路の掃除をしてくれていること/ 学生の集う場が増えていること/ 学生の生活指導が十分になされ
ること/学力が向上していること/

気候が温暖で住みやすいこと/ 季節感を感じさせる音が聞こえること/（梵鐘など） 救急病院が近くにある
こと/ 教育環境に優れた地域社会であること/ 狭い道の整備がなされること/ 緊急避難所が安全であるこ
と/ 近くに公園があること/ 空き巣被害が減っていること/ 空き地を有効活用されていること/ 憩いの場とな
る広場や施設などが設けられていること/ 経済が発展していること/ 健康で元気な人が多いこと/ 犬と遊
べる場所が増えていること/ 見守り隊が活動していること/ 元気な子供が多いこと/ 言葉遣いが正しく使わ
れていること/ 交通の安全が確保されていること/ 公園がきれいになっていること/ 公園が自然が豊かで
整備されていること/ 公園が充実していること/ 公園が多いこと/ 公園で子どもたちが遊んでいること/ 公
園の木が登りやすいこと/ 公共でのマナーが向上していること/ 公共施設が充実しており、管理がいきわ
たっていること/ 史跡などが有効活用されていること/ 史跡などを用いて、教育に活用していること/ 子ども
がたくさんいること/ 子どもが挨拶をしていること/ 子どもが安心して安全に暮らせる社会であること/ 子ど
もが正しく育っていること/ 子どもたちがのびのびと育っていること/ 子どもたちがよく公園を活用しているこ
と/ 子どもたちが挨拶できていること/ 子どもたちが伸び伸びと遊んでいること/ 子どもたちに声かけをして
いること/ 子どもたちの態度や精神が健全であること/ 子どもたちの登下校時の態度が良くなっていること
/ 子どもとうまく向き合えるおとながいること/ 子どもにとって学校が楽しい場所であること/ 子どもに注意
が払われていること/ 子どもの活動が夜遅くまで及ばないでいること/ 子どもの遊び場が確保されているこ
と/ 子育てしやすい街であること/ 子育ての相談を安心してできること/ 子育て世代の交流の場があること
/ 子供が礼儀正しいこと/ 子供とお年寄りが安心して暮らせる街であること/ 子供のいじめや虐待がなく
なっていること/ 子供達を守る意識が高まっていること/ 児童の受け入れ態勢が整っていること/ 治安の良
いまちになっていること/ 自然が豊かで整備されていること/ 自然を大切にしていること/ 自転車が安全運
転をしていること/

気候が温暖で住みやすいこと/ 季節感を感じさせる音が聞こえること/（梵鐘など） 救急病院が近く
にあること/ 教育環境に優れた地域社会であること/ 狭い道の整備がなされること/ 緊急避難所が
安全であること/ 近くに公園があること/ 空き巣被害が減っていること/ 空き地を有効活用されてい
ること/ 憩いの場となる広場や施設などが設けられていること/ 経済が発展していること/ 健康で元
気な人が多いこと/ 犬と遊べる場所が増えていること/ 見守り隊が活動していること/ 元気な子供
が多いこと/ 言葉遣いが正しく使われていること/ 交通の安全が確保されていること/ 公園がきれ
いになっていること/ 公園が自然が豊かで整備されていること/ 公園が充実していること/ 公園が
多いこと/ 公園で子どもたちが遊んでいること/ 公園の木が登りやすいこと/ 公共でのマナーが向
上していること/ 公共施設が充実しており、管理がいきわたっていること/ 史跡などが有効活用され
ていること/ 史跡などを用いて、教育に活用していること/ 子どもがたくさんいること/ 子どもが挨拶
をしていること/ 子どもが安心して安全に暮らせる社会であること/ 子どもが正しく育っていること/
子どもたちがのびのびと育っていること/ 子どもたちがよく公園を活用していること/ 子どもたちが挨
拶できていること/ 子どもたちが伸び伸びと遊んでいること/ 子どもたちに声かけをしていること/ 子
どもたちの態度や精神が健全であること/ 子どもたちの登下校時の態度が良くなっていること/ 子
どもとうまく向き合えるおとながいること/ 子どもにとって学校が楽しい場所であること/ 子どもに注
意が払われていること/ 子どもの活動が夜遅くまで及ばないでいること/ 子どもの遊び場が確保さ
れていること/ 子育てしやすい街であること/ 子育ての相談を安心してできること/ 子育て世代の交
流の場があること/ 子供が礼儀正しいこと/ 子供とお年寄りが安心して暮らせる街であること/ 子供
のいじめや虐待がなくなっていること/ 子供達を守る意識が高まっていること/ 児童の受け入れ態
勢が整っていること/ 治安の良いまちになっていること/ 自然が豊かで整備されていること/ 自然を
大切にしていること/ 自転車が安全運転をしていること/

 自転車を取り巻く環境が整備されていること/ 車が安全運転をしていること/ 若者が増え、活気溢れたま
ちになること/ 住民がやさしく、人柄のよい気質を持っていること/ 小学校の校長先生が毎朝見守っている
こと/ 小学生が挨拶してくれていること/ 小学生が釣りができること/ 小中学生のレベルが高くなっているこ
と/ 親が子どもと濃い関係を築き注意したり子どもにふさわしい生活リズムを維持していること/ 親子で仲
間作りをし、積極的に子育てを楽しんでいること/ 親水公園があること/ 人をどう育てるかが明確であること
/ 人材育成に力を入れていること/ 図書館が充実していること/ 先生のレベルが高いこと/ 川の水質がよ
いこと/ 草木がたくさん植えられていること/ 多くの子どもが公園で遊んでいること/ 待機児童が解消され、
保護者が安心して働いている 大きな公園の管理・設備が充実していること/ 大人が安心して子供を外出さ
せられる場所が確保されていること/ 知らない人でも悪いこと/をしていると注意が出来ていること/ 地域を
見回ってくれる人がいること/ 地域一体となって、子どもを育てようという意識があること/ 中学校の給食化
などの学校機能が充実していること/ 中学生が健全であること/ 登下校を見守って下さる方たちがいること
/ 藤沢ならでは、のイベントを楽しむこと/ができること/ 道で会うと挨拶されること/ 道を掃除してくれる人
がいること/ 美術館や博物館が設けられること/ 美味しい食事を楽しんでいること/ 不審者がいないこと/
糞尿の処理など、ペットマナーが向上していること/ 保育園、幼稚園の子育て支援が充実していること/ 暴
走族がいないこと/ 防犯パトロールの活動により、安心感があること/ 明るく優しい人が多いこと/ 夜の防
犯が定期的に行われていること/ 友達が困っていると優しく手助けしてくれること/ 遊園地があること/ 遊
水地公園があること/ 様々なところでイベントがあること/ 隣家の方が様子を気にしていてくれること/

自転車を取り巻く環境が整備されていること/ 車が安全運転をしていること/ 若者が増え、活気溢
れたまちになること/ 住民がやさしく、人柄のよい気質を持っていること/ 小学校の校長先生が毎朝
見守っていること/ 小学生が挨拶してくれていること/ 小学生が釣りができること/ 小中学生のレベ
ルが高くなっていること/ 親が子どもと濃い関係を築き注意したり子どもにふさわしい生活リズムを
維持していること/ 親子で仲間作りをし、積極的に子育てを楽しんでいること/ 親水公園があること/
人をどう育てるかが明確であること/ 人材育成に力を入れていること/ 図書館が充実していること/
先生のレベルが高いこと/ 川の水質がよいこと/ 草木がたくさん植えられていること/ 多くの子ども
が公園で遊んでいること/ 待機児童が解消され、保護者が安心して働いている 大きな公園の管
理・設備が充実していること/ 大人が安心して子供を外出させられる場所が確保されていること/ 知
らない人でも悪いこと/をしていると注意が出来ていること/ 地域を見回ってくれる人がいること/ 地
域一体となって、子どもを育てようという意識があること/ 中学校の給食化などの学校機能が充実し
ていること/ 中学生が健全であること/ 登下校を見守って下さる方たちがいること/ 藤沢ならでは、
のイベントを楽しむこと/ができること/ 道で会うと挨拶されること/ 道を掃除してくれる人がいること/
美術館や博物館が設けられること/ 美味しい食事を楽しんでいること/ 不審者がいないこと/ 糞尿
の処理など、ペットマナーが向上していること/ 保育園、幼稚園の子育て支援が充実していること/
暴走族がいないこと/ 防犯パトロールの活動により、安心感があること/ 明るく優しい人が多いこと/
夜の防犯が定期的に行われていること/ 友達が困っていると優しく手助けしてくれること/ 遊園地が
あること/ 遊水地公園があること/ 様々なところでイベントがあること/ 隣家の方が様子を気にして
いてくれること/

10
子どもが、住んでいる地
域に誇りを持ち、地域で
暮らし続けていること

「１１　愛郷心をもち、世代を超えて地域で暮
らし続けていること」
(補足説明）
郷土というと藤沢ではなく郷里をイメージさ
れてしまう可能性があるため修正したもの。

３世代家族が多いこと/ PTAや子供会などに親が多く参加していること/ 挨拶ができる街であること/ 学生
が荒れないでいること/ 現状の良いところが維持されていること/ 子どもがたくさんいること/ 子どもが挨拶
をしていること/ 子どもたちが挨拶できていること/ 児童の受け入れ態勢が整っていること/ 小学生が挨拶
してくれていること/ 親が子どもと濃い関係を築き注意したり子どもにふさわしい生活リズムを維持している
こと/ 親子で仲間作りをし、積極的に子育てを楽しんでいること/ 図書館や公民館の本が充実していること
/ 多くの子どもが公園で遊んでいること/ 地域の方にきちんとあいさつしていること/ 町内の大人同士で挨
拶をしていること/

（２）
明日の藤
沢を担う
「藤沢の
子どもた
ち」を育む

環境

（C） 持続的
活動（伝え
る・維持す
る）

３世代家族が多いこと/ PTAや子供会などに親が多く参加していること/ 挨拶ができる街であること
/ 学生が荒れないでいること/ 現状の良いところが維持されていること/ 子どもがたくさんいること/
子どもが挨拶をしていること/ 子どもたちが挨拶できていること/ 児童の受け入れ態勢が整っている
こと/ 小学生が挨拶してくれていること/ 親が子どもと濃い関係を築き注意したり子どもにふさわし
い生活リズムを維持していること/ 親子で仲間作りをし、積極的に子育てを楽しんでいること/ 図書
館や公民館の本が充実していること/ 多くの子どもが公園で遊んでいること/ 地域の方にきちんと
あいさつしていること/ 町内の大人同士で挨拶をしていること/

（B） 市民生
活の豊かさ
（役に立つ・
便利・快適・
楽しい）

9
子どもを安心して育てられ
る環境があること

「10  子どもを安心して育てられる環境があ
ること」
(補足説明）
変更なし。

（２）
明日の藤
沢を担う
「藤沢の
子どもた
ち」を育む
環境

2



「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

11
地域の歴史文化を教育活
動に活用すること

「１２　歴史や文化を次世代に継承している
こと」
(補足説明）
「地域の」を追加し、教育的視点を踏まえた
もの。

季節行事が根付いていること/ 史跡が多いこと/ 史跡などを用いて、教育に活用していること/ 神社仏閣
があること/ 伝統行事が受け継がれており盛んであること/ 藤沢市の歴史や伝統を感じていること/ 文化
伝承の場があること/

（２）
明日の藤
沢を担う
「藤沢の
子どもた
ち」を育む

環境

（C） 持続的
活動（伝え
る・維持す
る）

季節行事が根付いていること/ 史跡が多いこと/ 史跡などを用いて、教育に活用していること/ 神
社仏閣があること/ 伝統行事が受け継がれており盛んであること/ 藤沢市の歴史や伝統を感じて
いること/ 文化伝承の場があること/

12
地域協働で、教育や人材
育成に熱心であること

「１３　地域において教育や人材育成に熱心
であること」
(補足説明）
「地域において」がわかりづらいため修正し
たもの。

PTAや子供会などに親が多く参加していること/ パチンコ店やゲームセンターの建設場所が見直されてい
ること/ ファッションに興味を深くもっている子が増えていること/ みんなが外に出て活動していること/ 何を
するにしてもきっかけとチャンスが身近にあること/ 元気な子供が多いこと/ 公園の木が登りやすいこと/
自主的な校外活動が行われていること/ 若者が増え、活気溢れたまちになること/ 諸芸術の奨励・振興が
なされていること/ 小中学生のレベルが高くなっていること/ 親子で仲間作りをし、積極的に子育てを楽し
んでいること/ 人をどう育てるかが明確であること/ 人材育成に力を入れていること/ 生涯学習の講座がた
くさんあること/

（２）
明日の藤
沢を担う
「藤沢の
子どもた
ち」を育む

環境

（D） 創造・推
進活動 （発
展・チャレン
ジ）

PTAや子供会などに親が多く参加していること/ パチンコ店やゲームセンターの建設場所が見直さ
れていること/ ファッションに興味を深くもっている子が増えていること/ みんなが外に出て活動して
いること/ 何をするにしてもきっかけとチャンスが身近にあること/ 元気な子供が多いこと/ 公園の
木が登りやすいこと/ 自主的な校外活動が行われていること/ 若者が増え、活気溢れたまちになる
こと/ 諸芸術の奨励・振興がなされていること/ 小中学生のレベルが高くなっていること/ 親子で仲
間作りをし、積極的に子育てを楽しんでいること/ 人をどう育てるかが明確であること/ 人材育成に
力を入れていること/ 生涯学習の講座がたくさんあること/

13
地域が子どもを見守り育
てる環境であること

「１４　親と子がよい関係を築いていること」
(補足説明）
家庭内に限った話ではないため修正したも
の。

３世代家族が多いこと/ PTAや子供会などに親が多く参加していること/ 学生が親切であること/ 活気のあ
る街であること/ 元気な子供が多いこと/ 子どもがたくさんいること/ 子どもが正しく育っていること/ 子ども
とうまく向き合えるおとながいること/ 子どもに注意が払われていること/ 子供会ができていること/ 明るく
優しい人が多いこと/

（２）
明日の藤
沢を担う
「藤沢の
子どもた
ち」を育む

環境

（E）
交流基盤
（交流・つな
がり・連携）

３世代家族が多いこと/ PTAや子供会などに親が多く参加していること/ 学生が親切であること/ 活
気のある街であること/ 元気な子供が多いこと/ 子どもがたくさんいること/ 子どもが正しく育ってい
ること/ 子どもとうまく向き合えるおとながいること/ 子どもに注意が払われていること/ 子供会がで
きていること/ 明るく優しい人が多いこと/

15 いろいろな世代、いろいろな国の人たちと交流できること/ おはようボランティアが活動してくれているこ
と/ ゴミを拾ってくれる人がいること/ これまでのまちづくりの蓄積を活かした取り組みがなされていること/
サークル活動が充実していること/ バスの運転手への感謝の言葉を口にできること/ バス停で待っている
時に声かけをしてくれていること/ パトロールなど子どもたちを見てくれる方がいること/ ペットの飼い主の
マナーが良くなっていること/ ボランティアでゴミ拾いをしてくれていること/ ボランティアで公園清掃をして
いる人がいること/ ボランティアの参加者が多くなっていること/ ボランティア活動の場が充実し、その精神
が培われていること/ 挨拶ができる街であること/ 安全に登下校できるようにボランティア方が活動してい
ること/ 会話があること/ 海がきれいになっていること/ 街には活気があり、居心地のいい場所があること/
街中で挨拶を交わしていること/ 学校がきれいであること/ 学生が通学路の掃除をしてくれていること/ 学
生との交流があること/ 学生の集う場が増えていること/ 共生社会への住民の意識が高まっていること/
近所づき合いが盛んで仲が良いこと/ 近所の人が挨拶をしてくれていること/ 見守り隊が活動していること
/ 校門の前でボランティアの人が挨拶をしてくれていること/ 産学官連携が促進されること/ 子どもが挨拶
をしていること/ 子どもが安心して安全に暮らせる社会であること/ 子どもたちがよく公園を活用しているこ
と/ 子どもたちが挨拶できていること/ 子どもたちが伸び伸びと遊んでいること/ 子どもたちに声かけをして
いること/ 子育ての相談を安心してできること/ 子育て世代の交流の場があること/ 子供とお年寄りが安心
して暮らせる街であること/ 子供達を守る意識が高まっていること/ 市民参加型の地域社会が成立してい
ること/ 自主的な校外活動が行われていること/ 若い人がお年寄りに優しいこと/ 若者が増え、活気溢れ
たまちになること/ 若者の意向を受け入れる地域であること/ 住民が外に出て活動をしていること/ 小学校
の校長先生が毎朝見守っていること/

15 いろいろな世代、いろいろな国の人たちと交流できること/ おはようボランティアが活動してくれて
いること/ ゴミを拾ってくれる人がいること/ これまでのまちづくりの蓄積を活かした取り組みがなさ
れていること/ サークル活動が充実していること/ バスの運転手への感謝の言葉を口にできること/
バス停で待っている時に声かけをしてくれていること/ パトロールなど子どもたちを見てくれる方が
いること/ ペットの飼い主のマナーが良くなっていること/ ボランティアでゴミ拾いをしてくれているこ
と/ ボランティアで公園清掃をしている人がいること/ ボランティアの参加者が多くなっていること/
ボランティア活動の場が充実し、その精神が培われていること/ 挨拶ができる街であること/ 安全に
登下校できるようにボランティア方が活動していること/ 会話があること/ 海がきれいになっているこ
と/ 街には活気があり、居心地のいい場所があること/ 街中で挨拶を交わしていること/ 学校がき
れいであること/ 学生が通学路の掃除をしてくれていること/ 学生との交流があること/ 学生の集う
場が増えていること/ 共生社会への住民の意識が高まっていること/ 近所づき合いが盛んで仲が
良いこと/ 近所の人が挨拶をしてくれていること/ 見守り隊が活動していること/ 校門の前でボラン
ティアの人が挨拶をしてくれていること/ 産学官連携が促進されること/ 子どもが挨拶をしていること
/ 子どもが安心して安全に暮らせる社会であること/ 子どもたちがよく公園を活用していること/ 子
どもたちが挨拶できていること/ 子どもたちが伸び伸びと遊んでいること/ 子どもたちに声かけをし
ていること/ 子育ての相談を安心してできること/ 子育て世代の交流の場があること/ 子供とお年
寄りが安心して暮らせる街であること/ 子供達を守る意識が高まっていること/ 市民参加型の地域
社会が成立していること/ 自主的な校外活動が行われていること/ 若い人がお年寄りに優しいこと/
若者が増え、活気溢れたまちになること/ 若者の意向を受け入れる地域であること/ 住民が外に出
て活動をしていること/ 小学校の校長先生が毎朝見守っていること/

小学生が挨拶してくれていること/ 障がい者に優しい街であること/　 親子で仲間作りをし、積極的に子育
てを楽しんでいること/ 人をどう育てるかが明確であること/ 世代間を超えた活動が多いこと/ 青少年の集
う場があること/ 昔から変わらないところがあること/ 多くの方と交流があること/ 大学が市民に開放されて
いること/ 誰もが行事で活躍していること/ 知らない人でも悪いこと/をしていると注意が出来ていること/
地域で交流があること/ 地域の人材が活かされていること/ 地域の方がパトロールしていること/ 地域の
方にきちんとあいさつしていること/ 地域を見回ってくれる人がいること/ 地域一体となって、子どもを育て
ようという意識があること/ 地域活動の担い手が多いこと/ 地区レクリエーションで沢山の人が楽しんでい
ること/ 登下校を見守って下さる方たちがいること/ 道で会うと挨拶されること/ 年寄りをよく見かけること/
福祉環境が充実していること/ 保育園、幼稚園の子育て支援が充実していること/ 友達が困っていると優
しく手助けしてくれること/ 様々なところでイベントがあること/ 来訪者にやさしい街であること/ 隣家の方が
様子を気にしていてくれること/ 29 子どもが正しく育っていること/ 子どもたちが伸び伸びと遊んでいること
/ 子どもたちの態度や精神が健全であること/ 子供が礼儀正しいこと/

小学生が挨拶してくれていること/ 障がい者に優しい街であること/　 親子で仲間作りをし、積極的
に子育てを楽しんでいること/ 人をどう育てるかが明確であること/ 世代間を超えた活動が多いこと
/ 青少年の集う場があること/ 昔から変わらないところがあること/ 多くの方と交流があること/ 大
学が市民に開放されていること/ 誰もが行事で活躍していること/ 知らない人でも悪いこと/をしてい
ると注意が出来ていること/ 地域で交流があること/ 地域の人材が活かされていること/ 地域の方
がパトロールしていること/ 地域の方にきちんとあいさつしていること/ 地域を見回ってくれる人がい
ること/ 地域一体となって、子どもを育てようという意識があること/ 地域活動の担い手が多いこと/
地区レクリエーションで沢山の人が楽しんでいること/ 登下校を見守って下さる方たちがいること/
道で会うと挨拶されること/ 年寄りをよく見かけること/ 福祉環境が充実していること/ 保育園、幼稚
園の子育て支援が充実していること/ 友達が困っていると優しく手助けしてくれること/ 様々なところ
でイベントがあること/ 来訪者にやさしい街であること/ 隣家の方が様子を気にしていてくれること/
29 子どもが正しく育っていること/ 子どもたちが伸び伸びと遊んでいること/ 子どもたちの態度や精
神が健全であること/ 子供が礼儀正しいこと/

（E）
交流基盤
（交流・つな
がり・連携）

（２）
明日の藤
沢を担う
「藤沢の
子どもた
ち」を育む

環境

「１５　近隣や地域の横のつながりを育む活
動が活発であること」　「29　親と社会が協力
して子どもたちを育てられること」
(補足説明） 三者連携の活動を前提とするよ
う修正したもの。

学校・家庭・地域のつなが
りを育む活動が活発であ
ること

14
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「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

15
子どもたちが積極的に交
流できる場が整備されて
いること

「１６　市民が積極的に交流できる場が整備
されていること」
(補足説明）
子どもを主語として明確化したもの。

おしゃれなベビーカーに乗り、着ている服もきれいなこと/ きれいな学校で勉強ができること/ スポーツ施設
が充実しており盛んであること/ ファッションに興味を深くもっている子が増えていること/ ボールで遊べる
場所があること/ ボランティアの人がいつも挨拶してくれていること/ 駅周辺が適切に整備され活気がある
こと/ 屋内の遊び場が充実していること/ 会話があること/ 街全体のデザイン性が良いこと/ 街中で挨拶を
交わしていること/ 街並みがきれいであること/ 学校がきれいであること/ 学生の集う場が増えていること/
近所の人が挨拶をしてくれていること/ 空き地を有効活用されていること/ 校門の前でボランティアの人が
挨拶をしてくれていること/ 子どもがたくさんいること/ 子どもが挨拶をしていること/ 子どもたちが挨拶でき
ていること/ 子どもにとって学校が楽しい場所であること/ 子どもの遊び場が確保されていること/ 子供会
ができていること/ 自主的な校外活動が行われていること/ 小学生が挨拶してくれていること/ 小学生が釣
りができること/ 図書館が充実していること/ 青少年の集う場があること/ 多くの子どもが公園で遊んでい
ること/ 多くの方と交流があること/ 大学が市民に開放されていること/ 道で会うと挨拶されること/ 遊水地
公園があること/

（２）
明日の藤
沢を担う
「藤沢の
子どもた
ち」を育む

環境

（F）
市民生活の
基礎（学ぶ・
育む・人材
育成・仕組
みづくり）

おしゃれなベビーカーに乗り、着ている服もきれいなこと/ きれいな学校で勉強ができること/ ス
ポーツ施設が充実しており盛んであること/ ファッションに興味を深くもっている子が増えていること
/ ボールで遊べる場所があること/ ボランティアの人がいつも挨拶してくれていること/ 駅周辺が適
切に整備され活気があること/ 屋内の遊び場が充実していること/ 会話があること/ 街全体のデザ
イン性が良いこと/ 街中で挨拶を交わしていること/ 街並みがきれいであること/ 学校がきれいであ
ること/ 学生の集う場が増えていること/ 近所の人が挨拶をしてくれていること/ 空き地を有効活用
されていること/ 校門の前でボランティアの人が挨拶をしてくれていること/ 子どもがたくさんいるこ
と/ 子どもが挨拶をしていること/ 子どもたちが挨拶できていること/ 子どもにとって学校が楽しい場
所であること/ 子どもの遊び場が確保されていること/ 子供会ができていること/ 自主的な校外活
動が行われていること/ 小学生が挨拶してくれていること/ 小学生が釣りができること/ 図書館が充
実していること/ 青少年の集う場があること/ 多くの子どもが公園で遊んでいること/ 多くの方と交
流があること/ 大学が市民に開放されていること/ 道で会うと挨拶されること/ 遊水地公園があるこ
と/

16
子どもたちが身近な生活
の中で自然を感じていら
れること

「１７　身近な生活の中でいつも自然を感じ
ていられること」
(補足説明）
子どもを主語として明確化したもの。

海岸と海岸沿がきれいに整備されていること/ 街路樹の整備がされていること/ 各家庭の自然がきれいな
こと/ 近くに公園があること/ 空が自然が豊かで整備されていること/ 山がきれいであること/ 自然が多く
あること/ 住民の環境意識が高いこと/ 親水公園があること/ 草木がたくさん植えられていること/ 動物が
いること/ 畑や田んぼがあること/ 遊園地があること/ 緑が多いこと/ 緑を守り、景観や住環境を整備して
いること/

（２）
明日の藤
沢を担う
「藤沢の
子どもた
ち」を育む

環境

（F）
市民生活の
基礎（学ぶ・
育む・人材
育成・仕組
みづくり）

海岸と海岸沿がきれいに整備されていること/ 街路樹の整備がされていること/ 各家庭の自然がき
れいなこと/ 近くに公園があること/ 空が自然が豊かで整備されていること/ 山がきれいであること
/ 自然が多くあること/ 住民の環境意識が高いこと/ 親水公園があること/ 草木がたくさん植えられ
ていること/ 動物がいること/ 畑や田んぼがあること/ 遊園地があること/ 緑が多いこと/ 緑を守り、
景観や住環境を整備していること/

17
保健、医療、福祉、健康な
どの生活環境が整い暮ら
しやすいこと

「１８　保健医療サービスが整い市民が健康
に暮らせること」
(補足説明）
医療サービス以外の介護や健康の内容を
含めるため、修正したもの。

３世代家族が多いこと/ PTAや子供会などに親が多く参加していること/ イベントが充実していること/ いろ
いろ譲り合って暮らしていること/ エネルギーが大切にされていること/ おはようボランティアが活動してく
れていること/ お母さんたちもおしゃれできれいな人が多いこと/ ゴミを拾ってくれる人がいること/ これまで
のまちづくりの蓄積を活かした取り組みがなされていること/ シルバー世代が活躍していること/ スポーツ
ができること/ パトロールなど子どもたちを見てくれる方がいること/ ペットが多くなっていること/ ペットの飼
い主のマナーが良くなっていること/ ホームレスへの対策が取られていること/ ボランティアでゴミ拾いをし
てくれていること/ ボランティアで安全が守られていること/ ボランティアで公園清掃をしている人がいること
/ ボランティアで清掃活動をしている人が多くなっていること/ ボランティアの参加者が多くなっていること/
ボランティアの人がいつも挨拶してくれていること/ まちなかでなくても市全体が活気があること/ みんなが
外に出て活動していること/ やさしい街には活気があると同時にゆったり感がある より多くの人が地域の
役員を務めていること/ 愛着の持てる街であること/ 挨拶ができる街であること/ 安心して育児ができる環
境であること/ 安全・安心して暮らすこと/ができていること/ 安全センターの役割が分かること/ 安全に登
下校できるようにボランティア方が活動していること/ 違法駐車が少ないこと/ 医療環境が向上すること/
屋外放送の行方不明者の安否がわかっていること/ 花火ができる場所があること/ 介護制度が充実して
いること/ 会話があること/ 開発地に防犯灯をつけていること/ 外国人や障害者が自然体で地域に暮らせ
ていること/ 外灯を増やすなどの安全対策がなされていること/ 街がきれいなこと/ 街がすみやすくなって
いること/ 街には活気があり、居心地のいい場所があること/ 街の雰囲気を良くするボランティア活動が盛
んなこと/ 街中で挨拶を交わしていること/ 街灯が多く、道が明るいこと/ 街並みがきれいであること/ 学生
が荒れないでいること/

コミュニティバスが走っていること／シルバー世代が活躍していること／ スポーツができること／ バ
リアフリーに配慮した暮らしやすい街になっていること／ ミニバスが便利であること／ 安心して育児
ができる環境であること／ 安全・安心して暮らすことができていること／ 安全センターの役割が分
かること／ 医療環境が向上すること／

#

学生が親切であること/ 学生が通学路の掃除をしてくれていること/ 学生との交流があること/ 学生の集う
場が増えていること/ 活気のある街であること/ 環境問題に積極的に取り組むまちづくりがされていること/
観光客のマナーが向上していること/ 観光事業が充実していること/ 観光地としてのまちづくりが取り組ま
れていること/ 観光都市として、名所旧跡に看板があること/ 企業にとって魅力的な街となり、誘致できて
いること/ 企業誘致の方法が地域に納得のいく手続きが確立していること/ 季節行事が根付いていること/
喫煙者のマナーが向上していること/ 共生社会への住民の意識が高まっていること/ 教育環境に優れた
地域社会であること/ 狭い道の整備がなされること/ 緊急避難所が安全であること/ 近所づき合いが盛ん
で仲が良いこと/ 近所の人が挨拶をしてくれていること/ 近隣・景観に配慮した建物が建てられること/（特
にマンション） 空き家・廃屋への対応がなされていること/ 空き巣被害が減っていること/ 空気がきれいで
あること/ 憩いの場となる広場や施設などが設けられていること/ 景観がきれいであること/ 健康で元気な
人が多いこと/ 犬と遊べる場所が増えていること/ 犬の飼い主のマナーが向上していること/ 見守り隊が
活動していること/ 元気な子供が多いこと/ 現状の良いところが維持されていること/ 古い街並みが残って
いること/ 雇用が充実していること/ 交通マナーが徹底されていること/ 交通整理のボランティア活動がな
されていること/ 公園がきれいに使われていること/ 公園が充実していること/ 公園で高齢者の方に声か
けがされていること/ 公園で子どもたちが遊んでいること/ 公園の管理・設備が充実していること/ 公園愛
護会と住民が情報交換ができていること/ 公共でのマナーが向上していること/ 公共交通機関で席を譲っ
てもらうこと/があること/ 校門の前でボランティアの人が挨拶をしてくれていること/江の島にごみが戸別回
収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ 行事が多いこと/ 行政区分が市民にとって自然な
形になっていること/ 行政側が市民活動に協力的でいること/

ゴミの戸別収集があること／ ゴミの分別回収が適切になさ
れること／  ゴミを拾ってくれる人がいること／ ゴミ出しの
ルールが守られていること／ これまでのまちづくりの蓄積
を活かした取り組みがなされていること／ タクシー運転手
が気持ちの良い対応がなされること／ トンネルなども絵な
どが描かれ、明るい場所になっていること／ バイクや航空
機などの騒音問題がないこと／ バスの運転手への感謝の
言葉を口にできること／ バス停で待っている時に声かけを
してくれていること／ バス路線・本数が多くなっていること
／ パチンコ店やゲームセンターの建設場所が見直されて
いること／ パトロールなど子どもたちを見てくれる方がいる
こと／  ペットが多くなっていること／ ペットの飼い主のマ
ナーが良くなっていること／ ボランティアで清掃活動をして
いる人が多くなっていること／ ボランティアの人がいつも挨
拶してくれていること／ まちなかでなくても市全体が活気
があること／ ミニバスが便利であること／ みんなが外に
出て活動していること／ やさしい街には活気があると同時
にゆったり感がある 挨拶ができる街であること／ ／ 安全
に登下校できるようにボランティア方が活動していること／
案内が分かりやすくなっていること／ 違法駐車が少ないこ
と／

4



「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

17
保健、医療、福祉、健康な
どの生活環境が整い暮ら
しやすいこと

「１８　保健医療サービスが整い市民が健康
に暮らせること」
(補足説明）
医療サービス以外の介護や健康の内容を
含めるため、修正したもの。

行方不明者への呼びかけの放送が地区限定でなされていること/ 高齢者がいきいきと住むこと/のできる
街であること/ 高齢者が大切にされていること/ 高齢者の経験が活かせる場を設けていること/ 国が行う
サービスを地域主体の運営でなされていること/ 災害時における万全な対策がなされること/ 災害時助け
合い運動が盛んであること/ 細い道が多くて楽しめるていること/ 産学官連携が促進されること/ 子どもが
たくさんいること/ 子どもが挨拶をしていること/ 子どもが安心して安全に暮らせる社会であること/ 子ども
たちが伸び伸びと遊んでいること/ 子どもたちに声かけをしていること/ 子どもたちの態度や精神が健全で
あること/ 子どもとうまく向き合えるおとながいること/ 子どもに注意が払われていること/ 子育て世代の交
流の場があること/ 子供が礼儀正しいこと/ 子供とお年寄りが安心して暮らせる街であること/ 子供のいじ
めや虐待がなくなっていること/ 子供会ができていること/ 市の財政及び職員の活動が市民の納得のいく
ものであること/ 市内で住民同士の交流があること/ 市民が地域の情報を十分に得られていること/ 市民
のマナー・モラルが高いこと/ 市民の家が気楽に利用できていること/ 市民参加型の地域社会が成立して
いること/ 治安の良いまちになっていること/ 自主的な校外活動が行われていること/ 自主防災がされて
いること/ 自宅以外での介護ができていること/ 自転車が安全運転をしていること/ 自転車の盗難がなく
なっていること/ 車が安全運転をしていること/ 若い人がお年寄りに優しいこと/ 若者の意向を受け入れる
地域であること/ 弱者に配慮した暮らしやすい街であること/ 就労支援が充実していること/ 集合住宅が過
度に増え過ぎないでいること/ 住み心地が良い街であること/ 住んでいる地域に愛着を持っていること/住
所不定の人にやさしい環境であること/ 住民がやさしく、人柄のよい気質を持っていること/ 住民が外に出
て活動をしていること/ 住民が健康であること/ 住民のマナーが良く、優しい町になっていること/ 住民の環
境意識が高いこと/ 住民同士の交流があること/　 諸芸術の奨励・振興がなされていること/ 小学校の校
長先生が毎朝見守っていること/ 障がい者に優しい街であること/

　 植木の手入れが十分になされていること/ 職員スタッフの対応が良いこと/ 心の病になる人が少なくなっ
ていること/ 新しい住民が積極的に地域活動に参加していること/ 新しく住む人が多いこと/ 新旧の住人
が交流していること/ 深夜営業店がなくなること/ 親が子どもと濃い関係を築き注意したり子どもにふさわし
い生活リズムを維持していること/ 親子で仲間作りをし、積極的に子育てを楽しんでいること/ 人が多すぎ
ず、暮らしやすいこと/ 人口が増えていること/ 水がきれいなこと/ 政治の看板が少なく、景観が保たれて
いること/ 清掃活動が盛んであること/ 生涯学習の講座がたくさんあること/ 青少年の集う場があること/
静かで暮らしやすい街であること/ 昔の商店街の良さが残っていること/ 掃除をしていて、顔見知りの方が
先に、声をかけてくれること/ 早急な対策が必要な場所の工事が行われていること/ 草木がたくさん植えら
れていること/ 多くの子どもが公園で遊んでいること/ 多くの地域住民が地域活動に参加していること/ 多
くの方と交流があること/ 太陽光発電が普及していること/ 待機児童が解消され、保護者が安心して働い
ている 大学生が地域交流に積極的に参加していること/ 大人が安心して子供を外出させられる場所が確
保されていること/ 誰もが行事で活躍していること/ 知らない人でも悪いこと/をしていると注意が出来てい
ること/ 地域イベントにおけるゴミ回収が徹底されていること/ 地域で交流があること/ 地域に根ざした情報
発信が行われ、市民生活に役立っていること/ 地域の情報が入手しやすいこと/ 地域の人が道を教えてく
れること/

 地元人が多いこと/ 町が静かで、暮らしやすいこと/ 町が発展していること/ 町の治安が良いこと/ 町の中
に集会所があること/ 町内の大人同士で挨拶をしていること/ 津波などの天災にも 海岸沿いが安全なこと
/ 登下校を見守って下さる方たちがいること/ 藤沢ならでは、のイベントを楽しむこと/ができること/ 藤沢市
の歴史や伝統を感じていること/ 道で会うと挨拶されること/ 道を掃除してくれる人がいること/ 日中、人が
多いこと/ 年寄りをよく見かけること/ 不審者がいないこと/ 不法建築がなくなること/ 糞尿の処理など、
ペットマナーが向上していること/ 放送が聞き取りやすいこと/ 暴走族がいないこと/ 防災対策が十分であ
ること/ 防災無線で行方不明者の放送がされること/ 防犯パトロールの活動により、安心感があること/ 毎
日掃除してくれる方がいること/ 慢性的な渋滞が解消されていること/ 明るく優しい人が多いこと/ 迷惑行
為を辞めさせていること/ 夜、人が多いこと/ 夜の防犯が定期的に行われていること/ 夜ライトアップしてい
ること/ 友達が困っていると優しく手助けしてくれること/ 有名な人が地域で身近にいること/ 遊園地がある
こと/ 様々な人の視点でまちづくりがされていること/ 来訪者にやさしい街であること/ 落し物を拾ってくれ
ること/ 隣家の方が様子を気にしていてくれること/ 労働環境が向上していること/

（３）
市民力・
地域力に
よる安全
で安心し
て暮らせ
るまち

(A)市民生活
の安定（安
定・落ち着
き・安らぎ）

5



「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

18
災害に対して、市民が不
安なく暮らせるまちである
こと

「１９　災害に対して市民が安全で安心して
暮らせるまちであること」
(補足説明）
安心・安全は災害意外にも、あてはまるた
め

介護保険制度を補完する意味でも、新たな市民経営（自助・共助・公助）の仕組みや広域連携が必要にな
ること/企業、大学、市民団体等の適正な主体と協働して消防力を充実強化させる新たな消防行政の仕組
みが必要になること/共助の視点に立った地域コミュニティ活動を推進していくこと/市民一人ひとりが「自
分の健康は自分でまもりつくる」意識づくり（普及啓発）と自主的な健康づくりを支援するしくみづくりがある
こと/行政と市民団体等との協働による健康づくりの推進があること/疾病の早期発見と早期対処にむけた
体制整備、情報発信があること/民間との連携による健康づくりの推進があること/自立した消費者団体と
連携を図り，協働を推進すること/社会経済情勢の変化 や逼迫する財政状況を踏まえ ，少子高齢化への
対応や今後の市営住宅団地のあり方等について，地域住民や企業と共に検討していくことが必要となるこ
と/神奈川県が発表した被害想定予測により、被災者数の増から、市民団体やボランティア・NPO法人を始
め、様々な企業との協定・連携による整備の仕組みが必要となること/神奈川県及び県内保健所設置市間
において、健康危機発生時の応援態勢が構築されており、さらに平常時の業務連携が検討されている。危
機管理の観点及び検査業務の効率的実施の両面から、他自治体との連携が益々重要になって来ており、
本市においても検査体制を充実することで高いレベルの検査機能を保持する必要があること/他市との協
定等の締結などによる緊急時における市域を超えた対応が必要となること/多様なサービス需要に応ずる
ために、地域の住民や団体、NPO等との協働が必要となること/多様なニーズに呼応した、きめ細かい
サービス需要に対する対応が必要となること/地区の防災まちづくりについては、地域市民や地域経営会
議との連携を図り、進める必要があること/弁護士会等民間の専門機関との連携を図ること/防犯活動は、
各地区防犯協会を中心にボランティア団体、学校、コンビニ企業等が連携し組織強化をして推進していく必
要があること/民間活力の活用を図るとともに、民間事業所や市民ボランティアなどとの公民連携を深め、
障がい者福祉サービスを充実していく必要があること

（３）
市民力・
地域力に
よる安全
で安心し
て暮らせ
るまち

(A)市民生活
の安定（安
定・落ち着
き・安らぎ）

介護保険制度を補完する意味でも、新たな市民経営（自助・共助・公助）の仕組みや広域連携が必
要になること/企業、大学、市民団体等の適正な主体と協働して消防力を充実強化させる新たな消
防行政の仕組みが必要になること/共助の視点に立った地域コミュニティ活動を推進していくこと/
市民一人ひとりが「自分の健康は自分でまもりつくる」意識づくり（普及啓発）と自主的な健康づくり
を支援するしくみづくりがあること/行政と市民団体等との協働による健康づくりの推進があること/
疾病の早期発見と早期対処にむけた体制整備、情報発信があること/民間との連携による健康づく
りの推進があること/自立した消費者団体と連携を図り，協働を推進すること/社会経済情勢の変化
や逼迫する財政状況を踏まえ ，少子高齢化への対応や今後の市営住宅団地のあり方等につい
て，地域住民や企業と共に検討していくことが必要となること/神奈川県が発表した被害想定予測
により、被災者数の増から、市民団体やボランティア・NPO法人を始め、様々な企業との協定・連携
による整備の仕組みが必要となること/神奈川県及び県内保健所設置市間において、健康危機発
生時の応援態勢が構築されており、さらに平常時の業務連携が検討されている。危機管理の観点
及び検査業務の効率的実施の両面から、他自治体との連携が益々重要になって来ており、本市に
おいても検査体制を充実することで高いレベルの検査機能を保持する必要があること/他市との協
定等の締結などによる緊急時における市域を超えた対応が必要となること/多様なサービス需要に
応ずるために、地域の住民や団体、NPO等との協働が必要となること/多様なニーズに呼応した、き
め細かいサービス需要に対する対応が必要となること/地区の防災まちづくりについては、地域市
民や地域経営会議との連携を図り、進める必要があること/弁護士会等民間の専門機関との連携
を図ること/防犯活動は、各地区防犯協会を中心にボランティア団体、学校、コンビニ企業等が連携
し組織強化をして推進していく必要があること/民間活力の活用を図るとともに、民間事業所や市民
ボランティアなどとの公民連携を深め、障がい者福祉サービスを充実していく必要があること

19
治安の良い環境であるこ
と

「２０　治安が良い環境があること」
(補足説明）
助詞を修正したもの。

「藤沢」「湘南」などの地域ブランドが向上し続けること/ ATMが近くにあること/ IT機器が社会で適切に利
用されていること/ いいウォーキングコースがあること/ イベントが充実していること/ イベントの案内がき
め細かいこと/ イルミネーションでまちが彩られていること/ いろいろなところに花が咲いていること/ いろ
いろ譲り合って暮らしていること/ エネルギーが大切にされていること/ おしゃれなベビーカーに乗り、着て
いる服もきれいなこと/ おはようボランティアが活動してくれていること/ お祭りがにぎやかで活発なこと/
お昼のチャイムが鳴ること/ お母さんたちもおしゃれできれいな人が多いこと/ カラスなどの害獣に困ること
/がないこと/ きれいな公園の管理・設備が充実していること/ クリスマスの飾り付けをしている家が多いこ
と/ ごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ ゴミのポイ捨てがないこと/ ゴミ
の戸別収集があること/ ゴミの分別回収が適切になされること/ コミュニティバスが走っていること/ ゴミを
拾ってくれる人がいること/ ゴミ出しのルールが守られていること/ サークル活動が充実していること/
ショッピングの環境が整備されていること/ シルバー世代が活躍していること/ スーパーマーケットがあるこ
と/ スポーツができること/ スポーツ施設が充実しており盛んであること/ トンネルなども絵などが描かれ、
明るい場所になっていること/ バス路線・本数が多くなっていること/ パチンコ店やゲームセンターの建設
場所が見直されていること/ パトロールなど子どもたちを見てくれる方がいること/ バリアフリーに配慮した
暮らしやすい街になっていること/ ペットが多くなっていること/ ペットの飼い主のマナーが良くなっているこ
と/ ベビーカーの通りやすい道を整備がなされていること/ ボールで遊べる場所があること/ ポストが適切
に設置されていること/ ボランティアでゴミ拾いをしてくれていること/ ボランティアで公園清掃をしている人
がいること/ ボランティアで清掃活動をしている人が多くなっていること/ ボランティアの参加者が多くなって
いること/

「藤沢」「湘南」などの地域ブランドが向上し続けること/  イルミネーションでまちが彩られていること
/ いろいろ譲り合って暮らしていること/ エネルギーが大切にされていること/ おしゃれなベビーカー
に乗り、着ている服もきれいなこと/ おはようボランティアが活動してくれていること/ お祭りがにぎ
やかで活発なこと/  カラスなどの害獣に困ることがないこと/ きれいな公園の管理・設備が充実し
ていること/ トンネルなども絵などが描かれ、明るい場所になっていること/ パチンコ店やゲームセ
ンターの建設場所が見直されていること/ パトロールなど子どもたちを見てくれる方がいること/ バ
リアフリーに配慮した暮らしやすい街になっていること/ ボランティアでゴミ拾いをしてくれていること
/ ボランティアで公園清掃をしている人がいること/ ボランティアで清掃活動をしている人が多くなっ
ていること/ ボランティアの参加者が多くなっていること/ ボランティアの人がいつも挨拶してくれて
いること/ ボランティア活動の場が充実し、その精神が培われていること/ まちなかでなくても市全
体が活気があること/ みんなが外に出て活動していること/ やさしい街には活気があると同時に
ゆったり感がある より多くの人が地域の役員を務めていること/ 挨拶ができる街であること/ 安全
センターの役割が分かること/ 違法駐車が少ないこと/ 映画館のような娯楽施設が充実すること/
駅周辺が適切に整備され活気があること/ 駅前の商店街を増やし活性化させること/ 横断歩道を
安心して、渡れること/ 屋外放送の行方不明者の安否がわかっていること/ 屋内の遊び場が充実し
ていること/ 海岸と海岸沿がきれいに整備されていること/ 開発地に防犯灯をつけていること/ 外灯
を増やすなどの安全対策がなされていること/ 街がきれいなこと/ 街がすみやすくなっていること/
街には活気があり、居心地のいい場所があること/ きれいであること/ 街路樹の整備がされている
こと/ 学校が街の雰囲気を良くするボランティア活動が盛んなこと/ 街中で挨拶を交わしていること/
街灯が多く、道が明るいこと/ 街並みがきれいであること/

ボランティアの人がいつも挨拶してくれていること/ ボランティア活動の場が充実し、その精神が培われて
いること/ まちづくりなどの活動をする人の負担が少ないこと/ まちなかでなくても市全体が活気があること
/ まちの再開発のあり方が、市民にとってわかりやすいこと/ ミニバスが便利であること/ みんなが外に出
て活動していること/ やさしい街には活気があると同時にゆったり感がある より多くの人が地域の役員を
務めていること/ ロケ地になっていること/ 愛着の持てる街であること/ 挨拶ができる街であること/ 安全セ
ンターの役割が分かること/ 案内が分かりやすくなっていること/ 違法駐車が少ないこと/ 医療環境が向上
すること/ 運動に適した環境が整備されていること/ 映画館のような娯楽施設が充実すること/ 駅周辺が
適切に整備され活気があること/ 駅前の商店街を増やし活性化させること/ 横断歩道を安心して、渡れる
こと/ 屋外放送の行方不明者の安否がわかっていること/ 屋内の遊び場が充実していること/ 温暖で穏や
かな街であること/ 家庭の植木が適切に管理されていること/ 河川の整備がされていること/ 花が植えら
れていること/ 花火ができる場所があること/ 介護制度が充実していること/ 海、山、川全てがそろっている
こと/ 海がきれいになっていること/ 海に近いこと/ 海の見える暮らしがあること/ 海岸と海岸沿がきれいに
整備されていること/ 開発地に防犯灯をつけていること/ 外国人や障害者が自然体で地域に暮らせている
こと/ 外灯を増やすなどの安全対策がなされていること/ 街がきれいなこと/ 街がすみやすくなっているこ
と/ 街には活気があり、居心地のいい場所があること/ 街の雰囲気を良くするボランティア活動が盛んなこ
と/ 街全体のデザイン性が良いこと/ 街中で挨拶を交わしていること/ 街灯が多く、道が明るいこと/ 街並
みがきれいであること/ 街路樹の整備がされていること/ 各家庭の自然がきれいなこと/ 学校がきれいで
あること/ 学生の集う場が増えていること/ 学生の生活指導が十分になされること/ 活気のある街であるこ
と/

学生の集う場が増えていること/ 学生の生活指導が十分になされること/ 活気のある街であること/
環境問題に積極的に取り組むまちづくりがされていること/ 企業にとって魅力的な街となり、誘致で
きていること/ 企業誘致の方法が地域に納得のいく手続きが確立していること/ 気候が温暖で住み
やすいこと/ 救急病院が近くにあること/ 共生社会への住民の意識が高まっていること/ 協調性が
あること/ 教育環境に優れた地域社会であること/ 狭い道の整備がなされること/ 緊急避難所が安
全であること/ 近くに公園があること/ 近所づき合いが盛んで仲が良いこと/ 近所の人が挨拶をし
てくれていること/ 近代化していること/ 近隣・景観に配慮した建物が建てられること/空き地を有効
活用されていること/ 空気がきれいであること/ 憩いの場となる広場や施設などが設けられている
こと/ 景観がきれいであること/ 健康で元気な人が多いこと/ 犬と遊べる場所が増えていること/ 犬
の飼い主のマナーが向上していること/ 見守り隊が活動していること/ 言葉遣いが正しく使われて
いること/ 交通インフラが充実していること/ 交通マナーが徹底されていること/ 交通手段が充実し
ており都市へのアクセスが良いこと/ 交通整理のボランティア活動がなされていること/ 交番が設
置されていること/ 公園で子どもたちが遊んでいること/ 公園の管理・設備が充実していること/ 公
園の木が登りやすいこと/ 公共でのマナーが向上していること/ 公共交通機関で席を譲ってもらうこ
と/があること/ 公共交通機関の対応が良いこと/ 公共施設が充実しており、管理がいきわたってい
ること/ 公民館内の設備が充実していること/ 工事が早く終わっていること/ 校門の前でボランティ
アの人が挨拶をしてくれていること/ 行方不明者への呼びかけの放送が地区限定でなされているこ
と/ 高齢者がいきいきと住むことのできる街であること/ 高齢者が大切にされていること/ 災害時に
おける万全な対策がなされること/ 災害時助け合い運動が盛んであること/ 細い道が多くて楽しめ
ていること/ 坂が少ないこと/ 雑草の処理がなされていること/子どもがたくさんいること/ 子どもが
挨拶をしていること/ 子どもたちがのびのびと育っていること/ 子どもたちがよく公園を活用している
こと/

ATMが近くにあること/ IT機器が社会で適切に利用されて
いること/ いいウォーキングコースがあること/ イベントが
充実していること/ イベントの案内がきめ細かいこと/いろ
いろなところに花が咲いていること/お昼のチャイムが鳴る
こと/ お母さんたちもおしゃれできれいな人が多いこと/クリ
スマスの飾り付けをしている家が多いこと/ ごみが戸別回
収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ ゴミ
のポイ捨てがないこと/ ゴミの戸別収集があること/ ゴミの
分別回収が適切になされること/ コミュニティバスが走って
いること/ ゴミを拾ってくれる人がいること/ ゴミ出しのルー
ルが守られていること/ サークル活動が充実していること/
ショッピングの環境が整備されていること/ シルバー世代
が活躍していること/ スーパーマーケットがあること/ ス
ポーツができること/ スポーツ施設が充実しており盛んで
あること/ / バス路線・本数が多くなっていること/ペットが
多くなっていること/ ペットの飼い主のマナーが良くなって
いること/ ベビーカーの通りやすい道を整備がなされてい
ること/ ボールで遊べる場所があること/ ポストが適切に
設置されていること/ まちづくりなどの活動をする人の負担
が少ないこと/まちの再開発のあり方が、市民にとってわか
りやすいこと/ ミニバスが便利であること/案内が分かりや
すくなっていること/温暖で穏やかな街であること/ 家庭の
植木が適切に管理されていること/ 河川の整備がされてい
ること/ 花が植えられていること/ 花火ができる場所がある
こと/ 介護制度が充実していること/ 海、山、川全てがそ
ろっていること/ 海がきれいになっていること/ 海に近いこ
と/ 海の見える暮らしがあること/ ロケ地になっていること/
愛着の持てる街であること/医療環境が向上すること/ 運
動に適した環境が整備されていること/ 外国人や障害者が
自然体で地域に暮らせていること/観光事業が充実してい
ること/ 観光都市として、名所旧跡に看板があること/ （梵
鐘など） 休耕地の市民への貸し出しが増え、有効活用が
なされていること/季節感を感じさせる音が聞こえること/
（特にマンション） 空が自然が豊かで整備されていること/
/ 江の島がとてもきれいなこと/ 江ノ島が近いこと/ 江の島
など観光地が身近にあること/ 江の島にごみが戸別回収
されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ 行事
が多いこと/ 行政区分が市民にとって自然な形になっている
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「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

19
治安の良い環境であるこ
と

「２０　治安が良い環境があること」
(補足説明）
助詞を修正したもの。

環境問題に積極的に取り組むまちづくりがされていること/ 観光事業が充実していること/ 観光都市とし
て、名所旧跡に看板があること/ 企業にとって魅力的な街となり、誘致できていること/ 企業誘致の方法が
地域に納得のいく手続きが確立していること/ 気候が温暖で住みやすいこと/ 季節感を感じさせる音が聞
こえること/（梵鐘など） 休耕地の市民への貸し出しが増え、有効活用がなされていること/ 救急病院が近く
にあること/ 共生社会への住民の意識が高まっていること/ 協調性があること/ 教育環境に優れた地域社
会であること/ 狭い道の整備がなされること/ 緊急避難所が安全であること/ 近くに公園があること/ 近所
づき合いが盛んで仲が良いこと/ 近所の人が挨拶をしてくれていること/ 近代化していること/ 近隣・景観
に配慮した建物が建てられること/（特にマンション） 空が自然が豊かで整備されていること/ 空き地を有効
活用されていること/ 空気がきれいであること/ 憩いの場となる広場や施設などが設けられていること/ 景
観がきれいであること/ 健康で元気な人が多いこと/ 犬と遊べる場所が増えていること/ 犬の飼い主のマ
ナーが向上していること/ 見守り隊が活動していること/ 言葉遣いが正しく使われていること/ 交通インフラ
が充実していること/ 交通マナーが徹底されていること/ 交通手段が充実しており都市へのアクセスが良
いこと/ 交通整理のボランティア活動がなされていること/ 交番が設置されていること/ 公園がきれいに
なっていること/ 公園がきれいに使われていること/ 公園が自然が豊かで整備されていること/ 公園が充
実していること/ 公園が多いこと/ 公園で子どもたちが遊んでいること/ 公園の管理・設備が充実している
こと/ 公園の木が登りやすいこと/ 公共でのマナーが向上していること/ 公共交通機関で席を譲ってもらう
こと/があること/ 公共交通機関の対応が良いこと/ 公共施設が充実しており、管理がいきわたっているこ
と/ 公民館内の設備が充実していること/ 工事が早く終わっていること/ 校門の前でボランティアの人が挨
拶をしてくれていること/

子どもたちが伸び伸びと遊んでいること/ 子どもたちに声かけをしていること/ 子どもたちの登下校
時の態度が良くなっていること/ 子どもにとって学校が楽しい場所であること/ 子どもに注意が払わ
れていること/ 子どもの活動が夜遅くまで及ばないでいること/ 子どもの遊び場が確保されているこ
と/ 子育てしやすい街であること/ 子育て世代の交流の場があること/ 子供が礼儀正しいこと/ 子
供とお年寄りが安心して暮らせる街であること/ 子供会ができていること/ 子供達を守る意識が高
まっていること/ 市民が行政と協力してまちづくりをしていること /市民のマナー・モラルが高いこと/
自転車が安全運転をしていること/ 自転車の盗難がなくなっていること/ 自転車を取り巻く環境が整
備されていること/ 車が安全運転をしていること/ 車が少なくなっていること/ 若い人がお年寄りに
優しいこと/ 若者の意向を受け入れる地域であること/ 弱者に配慮した暮らしやすい街であること/
住み心地が良い街であること/ 住む人の生活が、住み続けるほど良くなっていること/ 住んでいる
地域に愛着を持っていること/ 住民がやさしく、人柄のよい気質を持っていること/ 住民が外に出て
活動をしていること/ 住民が健康であること/ 住民のマナーが良く、優しい町になっていること/ 住
民同士の交流があること/ 商店街に活気があること/ 小学校の校長先生が毎朝見守っていること/
障がい者に優しい街であること/　 信号が適切な場所に設置されていること/ 新しく住む人が多いこ
と/ 新旧の住人が交流していること/ 人が多すぎず、暮らしやすいこと/ 人口が増えていること/ 人
的資源が豊富であること/ 清掃活動が盛んであること/ 生活環境が整備されていること/ 青少年の
集う場があること/ 静かで暮らしやすい街であること/ 昔の商店街の良さが残っていること/ 先進的
なごみ対策が取られていること/ 掃除をしていて、顔見知りの方が先に、声をかけてくれること/ 早
急な対策が必要な場所の工事が行われていること/ 多くの子どもが公園で遊んでいること/ 多くの
地域住民が地域活動に参加していること/

江の島がとてもきれいなこと/ 江ノ島が近いこと/ 江の島など観光地が身近にあること/ 江の島にごみが
戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ 行事が多いこと/ 行政区分が市民にとって
自然な形になっていること/ 行方不明者への呼びかけの放送が地区限定でなされていること/ 高齢者がい
きいきと住むこと/のできる街であること/ 高齢者が大切にされていること/ 高齢者の経験が活かせる場を
設けていること/ 国が行うサービスを地域主体の運営でなされていること/ 災害時における万全な対策が
なされること/ 災害時助け合い運動が盛んであること/ 細い道が多くて楽しめるていること/ 坂が少ないこ
と/ 雑草の処理がなされていること/ 山があること/ 史跡が多いこと/ 子どもがたくさんいること/ 子どもが
挨拶をしていること/ 子どもたちがのびのびと育っていること/ 子どもたちがよく公園を活用していること/
子どもたちが伸び伸びと遊んでいること/ 子どもたちに声かけをしていること/ 子どもたちの登下校時の態
度が良くなっていること/ 子どもにとって学校が楽しい場所であること/ 子どもに注意が払われていること/
子どもの活動が夜遅くまで及ばないでいること/ 子どもの遊び場が確保されていること/ 子育てしやすい街
であること/ 子育て世代の交流の場があること/ 子供が礼儀正しいこと/ 子供とお年寄りが安心して暮らせ
る街であること/ 子供会ができていること/ 子供達を守る意識が高まっていること/ 市政や政党の看板が
少なく、景観が保たれていること/ 市長のマニフェストが具体化していること/ 市民が行政と協力してまちづ
くりをしていること/ 市民が地域の情報を十分に得られていること/ 市民のマナー・モラルが高いこと/ 市民
の家が気楽に利用できていること/ 市民参加型の地域社会が成立していること/ 資源回収のルールを守
ること/ 自然が多くあること/ 自然が豊かで整備されていること/ 自然と街並みの調和がとれていること/
自然を大切にしていること/ 自転車が安全運転をしていること/ 自転車の盗難がなくなっていること/

多くの方と交流があること/ 地域イベントにおけるゴミ回収が徹底されていること/ 地域での活動が
活発であること/ 地域の方が落ち葉掃きをしていること/ 地域や市内全体でのお祭りが盛んである
こと/ 地域活動が常時見直されていること/ 地区レクリエーションで沢山の人が楽しんでいること/
地元人が多いこと/ 駐車場・駐輪場を充実していること/ 町が静かで、暮らしやすいこと/ 町が発展
していること/ 町の中に集会所があること/ 登下校を見守って下さる方たちがいること/ 都市ガスが
入って、支払額も少なくなり、便利であること/ 藤沢ならでは、のイベントを楽しむこと/ができること/
踏切を安全に渡っていること/ 踏切を廃止して立体交差になっていること/ 道を掃除してくれる人が
いること/ 道路がきちんと整備されていること/ 道路標識、ミラーが正しく設置されていること/ 日
中、人が多いこと/ 年寄りをよく見かけること/ 農家の新鮮な野菜が手に入ること/ 農地を充実さ
せ、地産地消が普及していること/ 買い物に便利であること/ 飛行機の騒音に悩まされないこと/
美術館や博物館が設けられること/ 美味しい食事を楽しんでいること/ 不法投棄をしないこと/ 富士
山や丹沢が見える場所があること/ 福祉環境が充実していること/ 糞尿の処理など、ペットマナー
が向上していること/ 歩きタバコがないこと/ 歩行者がマナーを守っていること/ 歩行者中心の交通
環境であること/ 歩道が整備されていること/ 放送が聞き取りやすいこと/ 暴走族がいないこと/ 防
災対策が十分であること/ 防災無線で行方不明者の放送がされること/ 防犯パトロールの活動に
より、安心感があること/ 毎日掃除してくれる方がいること/ 明るく優しい人が多いこと/ 夜、人が多
いこと/ 夜ライトアップしていること/ 友達が困っていると優しく手助けしてくれること/ 有名な人が地
域で身近にいること/ 様々なところでイベントがあること/ 様々な人の視点でまちづくりがされている
こと/ 来訪者にやさしい街であること/ 落し物を拾ってくれること/ 利用しやすい駅であること/ 立ち
寄りたくなる街であること/ 隣家の方が様子を気にしていてくれること/ 路上駐車がないこと/

自転車を取り巻く環境が整備されていること/ 芝生を増やし緑が豊かになっていること/ 車が安全運転をし
ていること/ 車が少なくなっていること/ 若い人がお年寄りに優しいこと/ 若者の意向を受け入れる地域で
あること/ 弱者に配慮した暮らしやすい街であること/ 集合住宅が過度に増え過ぎないでいること/ 住み心
地が良い街であること/ 住む人の生活が、住み続けるほど良くなっていること/ 住んでいる地域に愛着を
持っていること/ 住民がプライドを持っていること/ 住民がやさしく、人柄のよい気質を持っていること/ 住民
が外に出て活動をしていること/ 住民が健康であること/ 住民のマナーが良く、優しい町になっていること/
住民同士の交流があること/　 商店街に活気があること/ 小学校の校長先生が毎朝見守っていること/ 小
学生が釣りができること/ 障がい者に優しい街であること/　 植えられた草花がきれいに保たれていること/
植物がきれいに咲いていること/ 植物が植えられていること/ 植木の手入れが十分になされていること/
職員スタッフの対応が良いこと/ 色んな観光資源が整っていること/ 信号が適切な場所に設置されている
こと/ 新しく住む人が多いこと/ 新旧の住人が交流していること/ 新築住宅がゆとりをもって建てられている
親水公園があること/ 人が多すぎず、暮らしやすいこと/ 人口が増えていること/ 人的資源が豊富であるこ
と/ 図書館が充実していること/ 図書館や公民館の本が充実していること/ 水がきれいなこと/ 水はけがよ
いこと/ 水道管の交換が進んでいること/ 清掃活動が盛んであること/ 生活の利便性が高いこと/ 生活環
境が整備されていること/ 青少年の集う場があること/ 静かで暮らしやすい街であること/ 昔の商店街の良
さが残っていること/ 先進的なごみ対策が取られていること/ 川の水質がよいこと/ 掃除をしていて、顔見
知りの方が先に、声をかけてくれること/ 早急な対策が必要な場所の工事が行われていること/ 側溝の蓋
が統一されていること/ 多くの子どもが公園で遊んでいること/ 多くの地域住民が地域活動に参加している
こと/

（B） 市民生
活の豊かさ
（役に立つ・
便利・快適・
楽しい）

（３）
市民力・
地域力に
よる安全
で安心し
て暮らせ
るまち
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「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

19
治安の良い環境であるこ
と

「２０　治安が良い環境があること」
(補足説明）
助詞を修正したもの。

多くの方と交流があること/ 太陽光発電が普及していること/ 待機児童が解消され、保護者が安心して働
いている 大きな公園の管理・設備が充実していること/ 大型スーパーのような商業施設が充実しているこ
と/ 地域イベントにおけるゴミ回収が徹底されていること/ 地域での活動が活発であること/ 地域に音の豊
かな環境があること/ 地域に音楽スタジオがあること/ 地域に根ざした情報発信が行われ、市民生活に役
立っていること/ 地域の記念日があること/ 地域の景観を良くする建物が建っていること/ 地域の情報が
入手しやすいこと/ 地域の人材が活かされていること/ 地域の方が落ち葉掃きをしていること/ 地域や市
内全体でのお祭りが盛んであること/ 地域活動が常時見直されていること/ 地区レクリエーションで沢山の
人が楽しんでいること/ 地元人が多いこと/ 駐車場・駐輪場を充実していること/ 町が静かで、暮らしやす
いこと/ 町が発展していること/ 町の中に集会所があること/ 津波などの天災にも 海岸沿いが安全なこと/
適切に整備された綺麗な海があること/ 電線が地中に埋まっており、電柱が少ないこと/ 登下校を見守っ
て下さる方たちがいること/ 都市ガスが入って、支払額も少なくなり、便利であること/ 藤沢ならでは、のイ
ベントを楽しむこと/ができること/ 藤沢市内の農林水産物を地産地消できること/ 踏切を安全に渡ってい
ること/ 踏切を廃止して立体交差になっていること/ 道を掃除してくれる人がいること/ 道路がきちんと整備
されていること/ 道路標識、ミラーが正しく設置されていること/ 日中、人が多いこと/ 年寄りをよく見かける
こと/ 農家の新鮮な野菜が手に入ること/ 農地を充実させ、地産地消が普及していること/ 買い物に便利
であること/ 飛行機の騒音に悩まされないこと/ 美術館や博物館が設けられること/ 美味しい食事を楽しん
でいること/ 不法投棄をしないこと/ 富士山や丹沢が見える場所があること/ 福祉環境が充実していること
/ 糞尿の処理など、ペットマナーが向上していること/ 文化伝承の場があること/

平地が多く暮らしやすいこと/ 保育園、幼稚園の子育て支援が充実していること/ 歩きタバコがないこと/
歩行者がマナーを守っていること/ 歩行者中心の交通環境であること/ 歩道が整備されていること/ 放送
が聞き取りやすいこと/ 暴走族がいないこと/ 防災対策が十分であること/ 防災無線で行方不明者の放送
がされること/ 防犯パトロールの活動により、安心感があること/ 毎日掃除してくれる方がいること/ 明るく
優しい人が多いこと/ 夜、人が多いこと/ 夜ライトアップしていること/ 友達が困っていると優しく手助けして
くれること/ 有名な人が地域で身近にいること/ 様々なところでイベントがあること/ 様々な人の視点でまち
づくりがされていること/ 来訪者にやさしい街であること/ 落し物を拾ってくれること/ 利用しやすい駅である
こと/ 立ち寄りたくなる街であること/ 緑が多いこと/ 緑を守り、景観や住環境を整備していること/ 隣家の
方が様子を気にしていてくれること/ 路上駐車がないこと/

20
安全・安心を高める活動
が盛んであり、ボランティ

アの精神が高いこと

「２１　安全・安心を高める活動が盛んであ
ること」
(補足説明）
ボランティア活動の意味を含めるため、修正
したもの。

３世代家族が多いこと/ イベントが充実していること/ イルミネーションでまちが彩られていること/ お昼の
チャイムが鳴ること/ カラスなどの害獣に困ること/がないこと/ きれいな学校で勉強ができること/ きれい
な公園の管理・設備が充実していること/ クリスマスの飾り付けをしている家が多いこと/ ごみが戸別回収
されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ ゴミのポイ捨てがないこと/ ゴミの戸別収集があること
/ ゴミの分別回収が適切になされること/ ゴミを拾ってくれる人がいること/ ゴミ出しのルールが守られてい
ること/ これまでのまちづくりの蓄積を活かした取り組みがなされていること/ シルバー世代が活躍してい
ること/ スーパーマーケットがあること/ スポーツができること/ スポーツ施設が充実しており盛んであるこ
と/ タクシー運転手が気持ちの良い対応がなされること/ バイクや航空機などの騒音問題がないこと/ バ
ス路線・本数が多くなっていること/ パトロールなど子どもたちを見てくれる方がいること/ バリアフリーに配
慮した暮らしやすい街になっていること/ ベビーカーの通りやすい道を整備がなされていること/ ボールで
遊べる場所があること/ ボランティアでゴミ拾いをしてくれていること/ ボランティアで安全が守られているこ
と/ ボランティアで公園清掃をしている人がいること/ ボランティアで清掃活動をしている人が多くなってい
ること/ ボランティアの参加者が多くなっていること/ ボランティアの人がいつも挨拶してくれていること/ ボ
ランティア活動の場が充実し、その精神が培われていること/ まちづくりなどの活動をする人の負担が少な
いこと/ まちなかでなくても市全体が活気があること/ 愛着の持てる街であること/ 挨拶ができる街である
こと/ 安心して育児ができる環境であること/ 安全センターの役割が分かること/ 違法駐車が少ないこと/
医療環境が向上すること/ 運動に適した環境が整備されていること/ 駅周辺が適切に整備され活気がある
こと/ 屋内の遊び場が充実していること/ 温暖で穏やかな街であること/ 花火ができる場所があること/

３世代家族が多いこと/ イベントが充実していること/ イルミネーションでまちが彩られていること/
お昼のチャイムが鳴ること/ カラスなどの害獣に困ること/がないこと/ きれいな学校で勉強ができ
ること/ きれいな公園の管理・設備が充実していること/ クリスマスの飾り付けをしている家が多い
こと/ ごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ ゴミのポイ捨てがないこ
と/ ゴミの戸別収集があること/ ゴミの分別回収が適切になされること/ ゴミを拾ってくれる人がいる
こと/ ゴミ出しのルールが守られていること/ これまでのまちづくりの蓄積を活かした取り組みがなさ
れていること/ シルバー世代が活躍していること/ スーパーマーケットがあること/ スポーツができる
こと/ スポーツ施設が充実しており盛んであること/ タクシー運転手が気持ちの良い対応がなされる
こと/ バイクや航空機などの騒音問題がないこと/ バス路線・本数が多くなっていること/ パトロー
ルなど子どもたちを見てくれる方がいること/ バリアフリーに配慮した暮らしやすい街になっているこ
と/ ベビーカーの通りやすい道を整備がなされていること/ ボールで遊べる場所があること/ ボラン
ティアでゴミ拾いをしてくれていること/ ボランティアで安全が守られていること/ ボランティアで公園
清掃をしている人がいること/ ボランティアで清掃活動をしている人が多くなっていること/ ボラン
ティアの参加者が多くなっていること/ ボランティアの人がいつも挨拶してくれていること/ ボランティ
ア活動の場が充実し、その精神が培われていること/ まちづくりなどの活動をする人の負担が少な
いこと/ まちなかでなくても市全体が活気があること/ 愛着の持てる街であること/ 挨拶ができる街
であること/ 安心して育児ができる環境であること/ 安全センターの役割が分かること/ 違法駐車が
少ないこと/ 医療環境が向上すること/ 運動に適した環境が整備されていること/ 駅周辺が適切に
整備され活気があること/ 屋内の遊び場が充実していること/ 温暖で穏やかな街であること/ 花火
ができる場所があること/ 介護制度が充実していること/
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「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

20
安全・安心を高める活動
が盛んであり、ボランティ

アの精神が高いこと

「２１　安全・安心を高める活動が盛んであ
ること」
(補足説明）
ボランティア活動の意味を含めるため、修正
したもの。

介護制度が充実していること/ 会話があること/ 街灯が多く、道が明るいこと/ 学校がきれいであること/
学生が荒れないでいること/ 学生が親切であること/ 学生が通学路の掃除をしてくれていること/ 学生の
生活指導が十分になされること/ 季節感を感じさせる音が聞こえること/（梵鐘など） 季節行事が根付いて
いること/ 喫煙者のマナーが向上していること/ 共生社会への住民の意識が高まっていること/ 教育環境
に優れた地域社会であること/ 緊急避難所が安全であること/ 近所づき合いが盛んで仲が良いこと/ 近所
の人が挨拶をしてくれていること/ 空き家・廃屋への対応がなされていること/ 空き巣被害が減っているこ
と/ 犬の飼い主のマナーが向上していること/ 見守り隊が活動していること/ 元気な子供が多いこと/ 言葉
遣いが正しく使われていること/ 雇用が充実していること/ 交通の安全が確保されていること/ 交通マナー
が徹底されていること/ 交通手段が充実しており都市へのアクセスが良いこと/ 交通整理のボランティア活
動がなされていること/ 交番が設置されていること/ 公園がきれいに使われていること/ 公園が充実してい
ること/ 公園の木が登りやすいこと/ 公共でのマナーが向上していること/ 公共交通機関で席を譲ってもら
うこと/があること/ 公共施設が充実しており、管理がいきわたっていること/ 公民館内の設備が充実してい
ること/ 工事が早く終わっていること/ 校門の前でボランティアの人が挨拶をしてくれていること/ 行政側が
市民活動に協力的でいること/ 行方不明者への呼びかけの放送が地区限定でなされていること/ 高齢者
がいきいきと住むこと/のできる街であること/ 高齢者が大切にされていること/ 高齢者の経験が活かせる
場を設けていること/ 国が行うサービスを地域主体の運営でなされていること/ 災害時における万全な対
策がなされること/ 雑草の処理がなされていること/ 山がきれいであること/ 産学官連携が促進されること/
史跡が多いこと/ 史跡などを用いて、教育に活用していること/ 子どもが挨拶をしていること/

 会話があること/ 街灯が多く、道が明るいこと/ 学校がきれいであること/ 学生が荒れないでいるこ
と/ 学生が親切であること/ 学生が通学路の掃除をしてくれていること/ 学生の生活指導が十分に
なされること/ 季節感を感じさせる音が聞こえること/（梵鐘など） 季節行事が根付いていること/ 喫
煙者のマナーが向上していること/ 共生社会への住民の意識が高まっていること/ 教育環境に優
れた地域社会であること/ 緊急避難所が安全であること/ 近所づき合いが盛んで仲が良いこと/ 近
所の人が挨拶をしてくれていること/ 空き家・廃屋への対応がなされていること/ 空き巣被害が減っ
ていること/ 犬の飼い主のマナーが向上していること/ 見守り隊が活動していること/ 元気な子供が
多いこと/ 言葉遣いが正しく使われていること/ 交通の安全が確保されていること/ 交通マナーが
徹底されていること/ 交通手段が充実しており都市へのアクセスが良いこと/ 交通整理のボランティ
ア活動がなされていること/ 交番が設置されていること/ 公園がきれいに使われていること/ 公園
が充実していること/ 公園の木が登りやすいこと/ 公共でのマナーが向上していること/ 公共交通
機関で席を譲ってもらうこと/があること/ 公共施設が充実しており、管理がいきわたっていること/
公民館内の設備が充実していること/ 工事が早く終わっていること/ 校門の前でボランティアの人
が挨拶をしてくれていること/ 行政側が市民活動に協力的でいること/ 行方不明者への呼びかけの
放送が地区限定でなされていること/ 高齢者がいきいきと住むこと/のできる街であること/ 高齢者
が大切にされていること/ 高齢者の経験が活かせる場を設けていること/ 国が行うサービスを地域
主体の運営でなされていること/ 災害時における万全な対策がなされること/ 雑草の処理がなされ
ていること/ 山がきれいであること/ 産学官連携が促進されること/ 史跡が多いこと/ 史跡などを用
いて、教育に活用していること/ 子どもが挨拶をしていること/ 子どもが安心して安全に暮らせる社
会であること/

子どもが安心して安全に暮らせる社会であること/ 子どもが正しく育っていること/ 子どもたちがのびのびと
育っていること/ 子どもたちが挨拶できていること/ 子どもたちが伸び伸びと遊んでいること/ 子どもたちに
声かけをしていること/ 子どもたちの態度や精神が健全であること/ 子どもたちの登下校時の態度が良く
なっていること/ 子どもとうまく向き合えるおとながいること/ 子どもに注意が払われていること/ 子どもの
活動が夜遅くまで及ばないでいること/ 子育てしやすい街であること/ 子育ての相談を安心してできること/
子育て世代の交流の場があること/ 子供が礼儀正しいこと/ 子供のいじめや虐待がなくなっていること/ 子
供達を守る意識が高まっていること/ 市の財政及び職員の活動が市民の納得のいくものであること/ 市政
や政党の看板が少なく、景観が保たれていること/ 市長のマニフェストが具体化していること/ 市民が行政
と協力してまちづくりをしていること/ 市民が地域の情報を十分に得られていること/ 市民のマナー・モラル
が高いこと/ 市民の家が気楽に利用できていること/ 市民参加型の地域社会が成立していること/ 資源回
収のルールを守ること/ 児童の受け入れ態勢が整っていること/ 時間がたてば、きっかけができ、チャンス
があること/ 治安の良いまちになっていること/ 自主的な校外活動が行われていること/ 自主防災がされ
ていること/ 自然が豊かで整備されていること/ 自然を大切にしていること/ 自宅以外での介護ができてい
ること/ 自転車が安全運転をしていること/ 自転車の盗難がなくなっていること/ 自転車を取り巻く環境が
整備されていること/ 芝生を増やし緑が豊かになっていること/ 車が安全運転をしていること/ 車が少なく
なっていること/ 若い人がお年寄りに優しいこと/ 若者の意向を受け入れる地域であること/ 弱者に配慮し
た暮らしやすい街であること/ 就労支援が充実していること/ 臭いに悩まされないこと/ 集合住宅が過度に
増え過ぎないでいること/ 住み心地が良い街であること/ 住む人の生活が、住み続けるほど良くなっている
こと/ 住んでいる地域に愛着を持っていること/ 住所不定の人にやさしい環境であること/ 住民がプライド
を持っていること/

子どもが正しく育っていること/ 子どもたちがのびのびと育っていること/ 子どもたちが挨拶できてい
ること/ 子どもたちが伸び伸びと遊んでいること/ 子どもたちに声かけをしていること/ 子どもたちの
態度や精神が健全であること/ 子どもたちの登下校時の態度が良くなっていること/ 子どもとうまく
向き合えるおとながいること/ 子どもに注意が払われていること/ 子どもの活動が夜遅くまで及ばな
いでいること/ 子育てしやすい街であること/ 子育ての相談を安心してできること/ 子育て世代の交
流の場があること/ 子供が礼儀正しいこと/ 子供のいじめや虐待がなくなっていること/ 子供達を守
る意識が高まっていること/ 市の財政及び職員の活動が市民の納得のいくものであること/ 市政や
政党の看板が少なく、景観が保たれていること/ 市長のマニフェストが具体化していること/ 市民が
行政と協力してまちづくりをしていること/ 市民が地域の情報を十分に得られていること/ 市民のマ
ナー・モラルが高いこと/ 市民の家が気楽に利用できていること/ 市民参加型の地域社会が成立し
ていること/ 資源回収のルールを守ること/ 児童の受け入れ態勢が整っていること/ 時間がたて
ば、きっかけができ、チャンスがあること/ 治安の良いまちになっていること/ 自主的な校外活動が
行われていること/ 自主防災がされていること/ 自然が豊かで整備されていること/ 自然を大切にし
ていること/ 自宅以外での介護ができていること/ 自転車が安全運転をしていること/ 自転車の盗
難がなくなっていること/ 自転車を取り巻く環境が整備されていること/ 芝生を増やし緑が豊かに
なっていること/ 車が安全運転をしていること/ 車が少なくなっていること/ 若い人がお年寄りに優し
いこと/ 若者の意向を受け入れる地域であること/ 弱者に配慮した暮らしやすい街であること/ 就労
支援が充実していること/ 臭いに悩まされないこと/ 集合住宅が過度に増え過ぎないでいること/
住み心地が良い街であること/ 住む人の生活が、住み続けるほど良くなっていること/ 住んでいる
地域に愛着を持っていること/ 住所不定の人にやさしい環境であること/ 住民がプライドを持ってい
ること/ 住民がやさしく、人柄のよい気質を持っていること/ 住民が外に出て活動をしていること/

（C） 持続的
活動（伝え
る・維持す
る）

（３）
市民力・
地域力に
よる安全
で安心し
て暮らせ
るまち
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「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

20
安全・安心を高める活動
が盛んであり、ボランティ

アの精神が高いこと

「２１　安全・安心を高める活動が盛んであ
ること」
(補足説明）
ボランティア活動の意味を含めるため、修正
したもの。

住民がやさしく、人柄のよい気質を持っていること/ 住民が外に出て活動をしていること/ 住民が健康であ
ること/ 住民の環境意識が高いこと/ 諸芸術の奨励・振興がなされていること/ 小学校の校長先生が毎朝
見守っていること/ 小学生が釣りができること/ 小中学生のレベルが高くなっていること/ 障がい者に優し
い街であること/　 植えられた草花がきれいに保たれていること/ 植物が植えられていること/ 職員スタッフ
の対応が良いこと/ 色んな観光資源が整っていること/ 信号が適切な場所に設置されていること/ 信号機
が増設されていること/ 心の病になる人が少なくなっていること/ 新しい住民が積極的に地域活動に参加
していること/ 新しい良いこと/を取り入れていること/ 新しく住む人が多いこと/ 新旧の住人が交流してい
ること/ 新築住宅がゆとりをもって建てられている 深夜営業店がなくなること/ 親が子どもと濃い関係を築
き注意したり子どもにふさわしい生活リズムを維持していること/ 人をどう育てるかが明確であること/ 人口
が増えていること/ 人材育成に力を入れていること/ 人的資源が豊富であること/ 図書館が充実している
こと/ 図書館や公民館の本が充実していること/ 水がきれいなこと/ 水はけがよいこと/ 水道管の交換が
進んでいること/ 先進的なごみ対策が取られていること/ 川の水質がよいこと/ 太陽光発電が普及してい
ること/ 大きな公園の管理・設備が充実していること/ 大学が市民に開放されていること/ 誰もが行事で活
躍していること/ 地域イベントにおけるゴミ回収が徹底されていること/ 地域での活動が活発であること/ 地
域で交流があること/ 地域に音の豊かな環境があること/ 地域の景観を良くする建物が建っていること/
地域の方がパトロールしていること/ 地域の方が落ち葉掃きをしていること/ 地域を見回ってくれる人がい
ること/ 地域一体となって、子どもを育てようという意識があること/ 地域活動が常時見直されていること/
地域活動の担い手が多いこと/ 地域主権の活動が、地域の人にわかりやすいこと/ 地域住民で清掃活動
を行っていること/

住民が健康であること/ 住民の環境意識が高いこと/ 諸芸術の奨励・振興がなされていること/ 小
学校の校長先生が毎朝見守っていること/ 小学生が釣りができること/ 小中学生のレベルが高く
なっていること/ 障がい者に優しい街であること/　 植えられた草花がきれいに保たれていること/
植物が植えられていること/ 職員スタッフの対応が良いこと/ 色んな観光資源が整っていること/ 信
号が適切な場所に設置されていること/ 信号機が増設されていること/ 心の病になる人が少なく
なっていること/ 新しい住民が積極的に地域活動に参加していること/ 新しい良いことを取り入れて
いること/ 新しく住む人が多いこと/ 新旧の住人が交流していること/ 深夜営業店がなくなること/
親が子どもと濃い関係を築き注意したり子どもにふさわしい生活リズムを維持していること/ 人をど
う育てるかが明確であること/ 人口が増えていること/ 人材育成に力を入れていること/ 人的資源
が豊富であること/ 図書館が充実していること/ 図書館や公民館の本が充実していること/ 水がき
れいなこと/ 水はけがよいこと/ 水道管の交換が進んでいること/ 先進的なごみ対策が取られてい
ること/ 川の水質がよいこと/ 太陽光発電が普及していること/ 大きな公園の管理・設備が充実して
いること/ 大学が市民に開放されていること/ 誰もが行事で活躍していること/ 地域イベントにおけ
るゴミ回収が徹底されていること/ 地域での活動が活発であること/ 地域で交流があること/ 地域
に音の豊かな環境があること/ 地域の景観を良くする建物が建っていること/ 地域の方がパトロー
ルしていること/ 地域の方が落ち葉掃きをしていること/ 地域を見回ってくれる人がいること/ 地域
一体となって、子どもを育てようという意識があること/ 地域活動が常時見直されていること/ 地域
活動の担い手が多いこと/ 地域主権の活動が、地域の人にわかりやすいこと/ 地域住民で清掃活
動を行っていること/ 地区安全センターの役割が把握できていること/ 中学生が健全であること/

地区安全センターの役割が把握できていること/ 中学生が健全であること/ 町の治安が良いこと/ 町内の
大人同士で挨拶をしていること/ 津波などの天災にも 海岸沿いが安全なこと/ 適切に土地活用しているこ
と/ 登下校を見守って下さる方たちがいること/ 踏切を安全に渡っていること/ 道で会うと挨拶されること/
道に落ちているごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ 道を掃除してくれる人
がいること/ 道路がきちんと整備されていること/ 道路標識、ミラーが正しく設置されていること/ 年寄りをよ
く見かけること/ 買い物に便利であること/ 飛行機の騒音に悩まされないこと/ 不法建築がなくなること/
福祉環境が充実していること/ 糞尿の処理など、ペットマナーが向上していること/ 平地が多く暮らしやす
いこと/ 保育園、幼稚園の子育て支援が充実していること/ 歩きタバコがないこと/ 歩行者がマナーを守っ
ていること/ 歩行者中心の交通環境であること/ 歩道が整備されていること/ 放送が聞き取りやすいこと/
暴走族がいないこと/ 防災対策が十分であること/ 防災無線で行方不明者の放送がされること/ 防犯パト
ロールの活動により、安心感があること/ 慢性的な渋滞が解消されていること/ 明るく優しい人が多いこと/
迷惑行為を辞めさせていること/ 夜の防犯が定期的に行われていること/ 友達が困っていると優しく手助
けしてくれること/ 遊園地があること/ 落し物を拾ってくれること/ 利用しやすい駅であること/ 緑が多いこと
/ 緑を守り、景観や住環境を整備していること/ 路上駐車がないこと/

町の治安が良いこと/ 町内の大人同士で挨拶をしていること/ 津波などの天災にも 海岸沿いが安
全なこと/ 適切に土地活用していること/ 登下校を見守って下さる方たちがいること/ 踏切を安全に
渡っていること/ 道で会うと挨拶されること/ 道に落ちているごみが戸別回収されるなど、先進的な
ごみ対策が取られていること/ 道を掃除してくれる人がいること/ 道路がきちんと整備されているこ
と/ 道路標識、ミラーが正しく設置されていること/ 年寄りをよく見かけること/ 買い物に便利である
こと/ 飛行機の騒音に悩まされないこと/ 不法建築がなくなること/ 福祉環境が充実していること/
糞尿の処理など、ペットマナーが向上していること/ 平地が多く暮らしやすいこと/ 保育園、幼稚園
の子育て支援が充実していること/ 歩きタバコがないこと/ 歩行者がマナーを守っていること/ 歩行
者中心の交通環境であること/ 歩道が整備されていること/ 放送が聞き取りやすいこと/ 暴走族が
いないこと/ 防災対策が十分であること/ 防災無線で行方不明者の放送がされること/ 防犯パト
ロールの活動により、安心感があること/ 慢性的な渋滞が解消されていること/ 明るく優しい人が多
いこと/ 迷惑行為を辞めさせていること/ 夜の防犯が定期的に行われていること/ 友達が困ってい
ると優しく手助けしてくれること/ 遊園地があること/ 落し物を拾ってくれること/ 利用しやすい駅であ
ること/ 路上駐車がないこと/

21
市民が協力しあい、安心
して住みやすいまちであ
ること

「２２　観光地として魅力があり市民が住み
やすいまちであること」
(補足説明）
めざす方向性と課題領域の内容を踏まえ、
包括的な表現に改めたもの。

エコイベントが行われていること/ おしゃれなベビーカーに乗り、着ている服もきれいなこと/ お祭りがにぎ
やかで活発なこと/ これまでのまちづくりの蓄積を活かした取り組みがなされていること/ テレビ取材がよく
来ること/ トンネルなども絵などが描かれ、明るい場所になっていること/ 何をするにしてもきっかけとチャ
ンスが身近にあること/ 街全体のデザイン性が良いこと/ 学生の集う場が増えていること/ 観光地としての
まちづくりが取り組まれていること/ 休耕地の市民への貸し出しが増え、有効活用がなされていること/ 漁
業が盛んであること/ 共生社会への住民の意識が高まっていること/ 近代化していること/ 近隣・景観に配
慮した建物が建てられること/（特にマンション） 空き地を有効活用されていること/ 憩いの場となる広場や
施設などが設けられていること/ 芸能人が来ていること/ 建物を制限し景観を守るっていること/ 現状の良
いところが維持されていること/ 古い街並みが残っていること/ 江ノ島が近いこと/ 史跡などが有効活用さ
れていること/ 諸芸術の奨励・振興がなされていること/ 神社仏閣があること/ 昔から変わらないところが
あること/ 地域の記念日があること/ 地域の情報が入手しやすいこと/ 地域や市内全体でのお祭りが盛ん
であること/ 町が静かで、暮らしやすいこと/ 町が発展していること/ 伝統行事が受け継がれており盛んで
あること/ 藤沢市の歴史や伝統を感じていること/ 藤沢市内の農林水産物を地産地消できること/ 農家の
新鮮な野菜が手に入ること/ 畑や田んぼがあること/ 文化活動が盛んであること/ 文化伝承の場があるこ
と/ 平地が多く暮らしやすいこと/ 来訪者にやさしい街であること/ 落し物を拾ってくれること/ 立ち寄りたく
なる街であること/

（３）
市民力・
地域力に
よる安全
で安心し
て暮らせ
るまち

（D） 創造・推
進活動 （発
展・チャレン
ジ）

エコイベントが行われていること/ おしゃれなベビーカーに乗り、着ている服もきれいなこと/ お祭り
がにぎやかで活発なこと/ これまでのまちづくりの蓄積を活かした取り組みがなされていること/ テ
レビ取材がよく来ること/ トンネルなども絵などが描かれ、明るい場所になっていること/ 何をするに
してもきっかけとチャンスが身近にあること/ 街全体のデザイン性が良いこと/ 学生の集う場が増え
ていること/ 観光地としてのまちづくりが取り組まれていること/ 休耕地の市民への貸し出しが増
え、有効活用がなされていること/ 漁業が盛んであること/ 共生社会への住民の意識が高まってい
ること/ 近代化していること/ 近隣・景観に配慮した建物が建てられること/（特にマンション） 空き地
を有効活用されていること/ 憩いの場となる広場や施設などが設けられていること/ 芸能人が来て
いること/ 建物を制限し景観を守るっていること/ 現状の良いところが維持されていること/ 古い街
並みが残っていること/ 江ノ島が近いこと/ 史跡などが有効活用されていること/ 諸芸術の奨励・振
興がなされていること/ 神社仏閣があること/ 昔から変わらないところがあること/ 地域の記念日が
あること/ 地域の情報が入手しやすいこと/ 地域や市内全体でのお祭りが盛んであること/ 町が静
かで、暮らしやすいこと/ 町が発展していること/ 伝統行事が受け継がれており盛んであること/ 藤
沢市の歴史や伝統を感じていること/ 藤沢市内の農林水産物を地産地消できること/ 農家の新鮮
な野菜が手に入ること/ 畑や田んぼがあること/ 文化活動が盛んであること/ 文化伝承の場がある
こと/ 平地が多く暮らしやすいこと/ 来訪者にやさしい街であること/ 落し物を拾ってくれること/ 立
ち寄りたくなる街であること/

テレビ取材がよく来ること/ 芸能人が来ていること/ 江ノ島
が近いこと/神社仏閣があること/

22
様々な世代が、快適で住
みよいまちであること

「２３　世代を超えて楽しめるまちづくりがな
されていること」
(補足説明）
状態を示すよう修正したもの。

「藤沢」「湘南」などの地域ブランドが向上し続けること/ ３世代家族が多いこと/ イベントが充実しているこ
と/ イベントの案内がきめ細かいこと/ いろいろな世代、いろいろな国の人たちと交流できること/ お祭りが
にぎやかで活発なこと/ クリスマスの飾り付けをしている家が多いこと/ サークル活動が充実していること/
タクシー運転手が気持ちの良い対応がなされること/ テレビ取材がよく来ること/ バスの運転手への感謝
の言葉を口にできること/ バス停で待っている時に声かけをしてくれていること/ 観光客のマナーが向上し
ていること/ 観光地としてのまちづくりが取り組まれていること/ 憩いの場となる広場や施設などが設けら
れていること/ 神社仏閣があること/ 世代間を超えた活動が多いこと/ 昔の商店街の良さが残っていること
/ 文化活動が盛んであること/ 明るく優しい人が多いこと/ 様々なところでイベントがあること/ 様々な人の
視点でまちづくりがされていること/ 立ち寄りたくなる街であること/

（３）
市民力・
地域力に
よる安全
で安心し
て暮らせ
るまち

（E）
交流基盤
（交流・つな
がり・連携）

「藤沢」「湘南」などの地域ブランドが向上し続けること/ ３世代家族が多いこと/ イベントが充実して
いること/ イベントの案内がきめ細かいこと/ いろいろな世代、いろいろな国の人たちと交流できるこ
と/ お祭りがにぎやかで活発なこと/ クリスマスの飾り付けをしている家が多いこと/ サークル活動
が充実していること/ タクシー運転手が気持ちの良い対応がなされること/ テレビ取材がよく来るこ
と/ バスの運転手への感謝の言葉を口にできること/ バス停で待っている時に声かけをしてくれて
いること/ 観光客のマナーが向上していること/ 観光地としてのまちづくりが取り組まれていること/
憩いの場となる広場や施設などが設けられていること/ 神社仏閣があること/ 世代間を超えた活動
が多いこと/ 昔の商店街の良さが残っていること/ 文化活動が盛んであること/ 明るく優しい人が多
いこと/ 様々なところでイベントがあること/ 様々な人の視点でまちづくりがされていること/ 立ち寄
りたくなる街であること/

神社仏閣があること/

10



「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

23
福祉が充実し、子どもから
高齢者まで守られている
こと

「２４　福祉が充実し高齢者が守られている
こと」
(補足説明）
高齢者に限定せず、セーフティネットの意味
から包括的な表現に修正したもの。

PTAや子供会などに親が多く参加していること/ イベントが充実していること/ エコイベントが行われている
こと/ おはようボランティアが活動してくれていること/ お祭りがにぎやかで活発なこと/ サークル活動が充
実していること/ シルバー世代が活躍していること/ ボランティアでゴミ拾いをしてくれていること/ ボラン
ティアの参加者が多くなっていること/ ボランティアの人がいつも挨拶してくれていること/ ボランティア活動
の場が充実し、その精神が培われていること/ まちづくりなどの活動をする人の負担が少ないこと/ より多
くの人が地域の役員を務めていること/ 安全に登下校できるようにボランティア方が活動していること/ 横
断歩道を安心して、渡れること/ 街の雰囲気を良くするボランティア活動が盛んなこと/ 街中で挨拶を交わ
していること/ 学生との交流があること/ 学生の集う場が増えていること/ 共生社会への住民の意識が高
まっていること/ 子供会ができていること/ 小学生が挨拶してくれていること/ 生涯学習の講座がたくさんあ
ること/ 生活環境が整備されていること/ 青少年の集う場があること/ 多くの地域住民が地域活動に参加
していること/ 多くの方と交流があること/ 地域の人材が活かされていること/

（３）
市民力・
地域力に
よる安全
で安心し
て暮らせ
るまち

（F）
市民生活の
基礎（学ぶ・
育む・人材
育成・仕組
みづくり）

PTAや子供会などに親が多く参加していること/ イベントが充実していること/ エコイベントが行われ
ていること/ おはようボランティアが活動してくれていること/ お祭りがにぎやかで活発なこと/ サー
クル活動が充実していること/ シルバー世代が活躍していること/ ボランティアでゴミ拾いをしてくれ
ていること/ ボランティアの参加者が多くなっていること/ ボランティアの人がいつも挨拶してくれて
いること/ ボランティア活動の場が充実し、その精神が培われていること/ まちづくりなどの活動を
する人の負担が少ないこと/ より多くの人が地域の役員を務めていること/ 安全に登下校できるよ
うにボランティア方が活動していること/ 横断歩道を安心して、渡れること/ 街の雰囲気を良くするボ
ランティア活動が盛んなこと/ 街中で挨拶を交わしていること/ 学生との交流があること/ 学生の集
う場が増えていること/ 共生社会への住民の意識が高まっていること/ 子供会ができていること/
小学生が挨拶してくれていること/ 生涯学習の講座がたくさんあること/ 生活環境が整備されている
こと/ 青少年の集う場があること/ 多くの地域住民が地域活動に参加していること/ 多くの方と交流
があること/ 地域の人材が活かされていること/

/より多くの人が地域の役員を務めていること

24
挨拶や声かけによる市民
同士のコミュニケーション
がとれていること

「２５　挨拶など市民同士でコミュニケーショ
ンがとれていること」
(補足説明）
声かけの活動を追加したもの。

ボランティアで安全が守られていること/ 安全・安心して暮らすこと/ができていること/ 安全センターの役割
が分かること/ 安全に登下校できるようにボランティア方が活動していること/ 開発地に防犯灯をつけてい
ること/ 外灯を増やすなどの安全対策がなされていること/ 街の雰囲気を良くするボランティア活動が盛ん
なこと/ 狭い道の整備がなされること/ 緊急避難所が安全であること/ 近隣・景観に配慮した建物が建てら
れること/（特にマンション） 空き巣被害が減っていること/ 景観がきれいであること/ 建物を制限し景観を
守るっていること/ 見守り隊が活動していること/ 交番が設置されていること/ 工事が早く終わっていること
/ 災害時における万全な対策がなされること/ 子どもたちがのびのびと育っていること/ 子どもに注意が払
われていること/ 子育ての相談を安心してできること/ 子供達を守る意識が高まっていること/ 自主防災が
されていること/ 自宅以外での介護ができていること/ 地域住民で清掃活動を行っていること/ 動物からの
被害が少ないこと/ 防災無線で行方不明者の放送がされること/ 防犯パトロールの活動により、安心感が
あること/ 夜の防犯が定期的に行われていること/ 落し物を拾ってくれること/ 隣家の方が様子を気にして
いてくれること/

（４）
共に生
き，共に
創る地域
社会の創

出

(A)市民生活
の安定（安
定・落ち着
き・安らぎ）

ボランティアで安全が守られていること/ 安全・安心して暮らすこと/ができていること/ 安全センター
の役割が分かること/ 安全に登下校できるようにボランティア方が活動していること/ 開発地に防犯
灯をつけていること/ 外灯を増やすなどの安全対策がなされていること/ 街の雰囲気を良くするボラ
ンティア活動が盛んなこと/ 狭い道の整備がなされること/ 緊急避難所が安全であること/ 近隣・景
観に配慮した建物が建てられること/（特にマンション） 空き巣被害が減っていること/ 景観がきれい
であること/ 建物を制限し景観を守るっていること/ 見守り隊が活動していること/ 交番が設置され
ていること/ 工事が早く終わっていること/ 災害時における万全な対策がなされること/ 子どもたち
がのびのびと育っていること/ 子どもに注意が払われていること/ 子育ての相談を安心してできるこ
と/ 子供達を守る意識が高まっていること/ 自主防災がされていること/ 自宅以外での介護ができ
ていること/ 地域住民で清掃活動を行っていること/ 動物からの被害が少ないこと/ 防災無線で行
方不明者の放送がされること/ 防犯パトロールの活動により、安心感があること/ 夜の防犯が定期
的に行われていること/ 落し物を拾ってくれること/ 隣家の方が様子を気にしていてくれること/

３世代家族が多いこと/ いろいろなところに花が咲いていること/ いろいろ譲り合って暮らしていること/ お
はようボランティアが活動してくれていること/ お昼のチャイムが鳴ること/ トンネルなども絵などが描かれ、
明るい場所になっていること/ バスの運転手への感謝の言葉を口にできること/ バス停で待っている時に
声かけをしてくれていること/ パトロールなど子どもたちを見てくれる方がいること/ ペットが多くなっている
こと/ ホームレスへの対策が取られていること/ ボランティアで公園清掃をしている人がいること/ やさしい
街には活気があると同時にゆったり感がある 横断歩道を安心して、渡れること/ 屋外放送の行方不明者
の安否がわかっていること/ 屋内の遊び場が充実していること/ 花火ができる場所があること/ 救急病院
が近くにあること/ 教育環境に優れた地域社会であること/ 近くに公園があること/ 近所づき合いが盛んで
仲が良いこと/ 健康で元気な人が多いこと/ 雇用が充実していること/ 高齢者がいきいきと住むこと/ので
きる街であること/ 細い道が多くて楽しめるていること/ 山の斜面からの落石が止まっていること/ 子ども
が挨拶をしていること/ 子どもが安心して安全に暮らせる社会であること/ 子どもたちがよく公園を活用して
いること/ 子供とお年寄りが安心して暮らせる街であること/ 子供のいじめや虐待がなくなっていること/ 市
の財政及び職員の活動が市民の納得のいくものであること/ 市長のマニフェストが具体化していること/ 治
安の良いまちになっていること/ 自転車が安全運転をしていること/ 自転車の盗難がなくなっていること/
自転車を取り巻く環境が整備されていること/ 車が安全運転をしていること/ 弱者に配慮した暮らしやすい
街であること/ 就労支援が充実していること/ 臭いに悩まされないこと/ 小学校の校長先生が毎朝見守っ
ていること/ 小学生が挨拶してくれていること/ 色んな観光資源が整っていること/ 信号が適切な場所に設
置されていること/ 信号機が増設されていること/ 心の病になる人が少なくなっていること/ 町が静かで、
暮らしやすいこと/ 町の治安が良いこと/ 電灯がちょうどよく、適切な明るさであること/

３世代家族が多いこと/ いろいろなところに花が咲いていること/ いろいろ譲り合って暮らしているこ
と/ おはようボランティアが活動してくれていること/ お昼のチャイムが鳴ること/ トンネルなども絵な
どが描かれ、明るい場所になっていること/ バスの運転手への感謝の言葉を口にできること/ バス
停で待っている時に声かけをしてくれていること/ パトロールなど子どもたちを見てくれる方がいるこ
と/ ペットが多くなっていること/ ホームレスへの対策が取られていること/ ボランティアで公園清掃
をしている人がいること/ やさしい街には活気があると同時にゆったり感がある 横断歩道を安心し
て、渡れること/ 屋外放送の行方不明者の安否がわかっていること/ 屋内の遊び場が充実している
こと/ 花火ができる場所があること/ 救急病院が近くにあること/ 教育環境に優れた地域社会であ
ること/ 近くに公園があること/ 近所づき合いが盛んで仲が良いこと/ 健康で元気な人が多いこと/
雇用が充実していること/ 高齢者がいきいきと住むこと/のできる街であること/ 細い道が多くて楽し
めるていること/ 山の斜面からの落石が止まっていること/ 子どもが挨拶をしていること/ 子どもが
安心して安全に暮らせる社会であること/ 子どもたちがよく公園を活用していること/ 子供とお年寄
りが安心して暮らせる街であること/ 子供のいじめや虐待がなくなっていること/ 市の財政及び職員
の活動が市民の納得のいくものであること/ 市長のマニフェストが具体化していること/ 治安の良い
まちになっていること/ 自転車が安全運転をしていること/ 自転車の盗難がなくなっていること/ 自
転車を取り巻く環境が整備されていること/ 車が安全運転をしていること/ 弱者に配慮した暮らしや
すい街であること/ 就労支援が充実していること/ 臭いに悩まされないこと/ 小学校の校長先生が
毎朝見守っていること/ 小学生が挨拶してくれていること/ 色んな観光資源が整っていること/ 信号
が適切な場所に設置されていること/ 信号機が増設されていること/ 心の病になる人が少なくなっ
ていること/ 町が静かで、暮らしやすいこと/ 町の治安が良いこと/ 電灯がちょうどよく、適切な明る
さであること/ 不審者がいないこと/ 不法投棄をしないこと/ 福祉環境が充実していること/ 糞尿の
処理など、ペットマナーが向上していること/ 平地が多く暮らしやすいこと/ 歩きタバコがないこと/
歩行者がマナーを守っていること/ 暴走族がいないこと/ 路上駐車がないこと/

心の病になる人が少なくなっていること/臭いに悩まされな
いこと/ペットが多くなっていること/ 踏切を廃止して立体交
差になっていること

踏切を廃止して立体交差になっていること/ 不審者がいないこと/ 不法投棄をしないこと/ 福祉環境が充
実していること/ 糞尿の処理など、ペットマナーが向上していること/ 平地が多く暮らしやすいこと/ 歩きタ
バコがないこと/ 歩行者がマナーを守っていること/ 暴走族がいないこと/ 路上駐車がないこと/

25

(A)市民生活
の安定（安
定・落ち着
き・安らぎ）

（４）
共に生
き，共に
創る地域
社会の創

出

「２６　生活環境を守るための地域内での結
束があること」
(補足説明）
やわらかい表現に改めたもの。

生活環境を守るために地
域でまとまりがあること

11



「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

26
子育て世代を支える環境
が充実していること

「２７　子育て世代のニーズに対応している
こと」
(補足説明）
男女共同や多文化共生の観点を尊重した
表現に修正したもの。

タクシー運転手が気持ちの良い対応がなされること/ バス路線・本数が多くなっていること/ ポストが適切
に設置されていること/ ボランティアの人がいつも挨拶してくれていること/ ミニバスが便利であること/ 駅
前の商店街を増やし活性化させること/ 花が植えられていること/ 街がきれいなこと/ 街がすみやすくなっ
ていること/ 街には活気があり、居心地のいい場所があること/ 近所の人が挨拶をしてくれていること/ 憩
いの場となる広場や施設などが設けられていること/ 公園で子どもたちが遊んでいること/ 公園の木が登
りやすいこと/ 雑草の処理がなされていること/ 子育てしやすい街であること/ 市政や政党の看板が少な
く、景観が保たれていること/ 市民が地域の情報を十分に得られていること/ 集合住宅が過度に増え過ぎ
ないでいること/ 住む人の生活が、住み続けるほど良くなっていること/ 住んでいる地域に愛着を持ってい
ること/ 保育園、幼稚園の子育て支援が充実していること/

（４）
共に生
き，共に
創る地域
社会の創

出

（B） 市民生
活の豊かさ
（役に立つ・
便利・快適・
楽しい）

タクシー運転手が気持ちの良い対応がなされること/ バス路線・本数が多くなっていること/ ボラン
ティアの人がいつも挨拶してくれていること/ ミニバスが便利であること/ 駅前の商店街を増やし活
性化させること/ 花が植えられていること/ 街がきれいなこと/ 街がすみやすくなっていること/ 街に
は活気があり、居心地のいい場所があること/ 近所の人が挨拶をしてくれていること/ 憩いの場と
なる広場や施設などが設けられていること/ 公園で子どもたちが遊んでいること/ 公園の木が登り
やすいこと/ 雑草の処理がなされていること/ 子育てしやすい街であること/ 市政や政党の看板が
少なく、景観が保たれていること/ 市民が地域の情報を十分に得られていること/ 集合住宅が過度
に増え過ぎないでいること/ 住む人の生活が、住み続けるほど良くなっていること/ 住んでいる地域
に愛着を持っていること/ 保育園、幼稚園の子育て支援が充実していること/

ポストが適切に設置されていること/

27
お互いの個性が尊重され
ていること

「２８　あらゆる人が個性を尊重されているこ
と」
(補足説明）
多文化を尊重を尊重し、誘導しない表現に
改めたもの。

おしゃれなベビーカーに乗り、着ている服もきれいなこと/ お母さんたちもおしゃれできれいな人が多いこと
/ クリスマスの飾り付けをしている家が多いこと/ サークル活動が充実していること/ シルバー世代が活躍
していること/ スポーツができること/ ファッションに興味を深くもっている子が増えていること/ 犬と遊べる
場所が増えていること/ 住民がやさしく、人柄のよい気質を持っていること/ 住民が健康であること/ 植物
がきれいに咲いていること/ 植木の手入れが十分になされていること/

（４）
共に生
き，共に
創る地域
社会の創

出

（B） 市民生
活の豊かさ
（役に立つ・
便利・快適・
楽しい）

おしゃれなベビーカーに乗り、着ている服もきれいなこと/ お母さんたちもおしゃれできれいな人が
多いこと/ クリスマスの飾り付けをしている家が多いこと/ サークル活動が充実していること/ シル
バー世代が活躍していること/ スポーツができること/ ファッションに興味を深くもっている子が増え
ていること/ 犬と遊べる場所が増えていること/ 住民がやさしく、人柄のよい気質を持っていること/
住民が健康であること/ 植物がきれいに咲いていること/ 植木の手入れが十分になされていること
/

28
地域のための一人ひとり
の活動が大切にされてい
ること

「３０　地域のために一人ひとりの活動が大
切にされていること」
(補足説明）
文言の修正をしたもの。

ゴミのポイ捨てがないこと/ ゴミを拾ってくれる人がいること/ ペットの飼い主のマナーが良くなっていること
/ ボランティアで清掃活動をしている人が多くなっていること/ ボランティア活動の場が充実し、その精神が
培われていること/ まちなかでなくても市全体が活気があること/ 家庭の植木が適切に管理されていること
/ 公共交通機関の対応が良いこと/ 校門の前でボランティアの人が挨拶をしてくれていること/ 高齢者の
経験が活かせる場を設けていること/ 自主的な校外活動が行われていること/ 住民がプライドを持ってい
ること/ 住民が外に出て活動をしていること/ 植えられた草花がきれいに保たれていること/ 新しい住民が
積極的に地域活動に参加していること/ 地域の記念日があること/ 地域の情報が入手しやすいこと/ 地域
や市内全体でのお祭りが盛んであること/ 地域主権の活動が、地域の人にわかりやすいこと/

（４）
共に生
き，共に
創る地域
社会の創

出

（C） 持続的
活動（伝え
る・維持す
る）

ゴミのポイ捨てがないこと/ ゴミを拾ってくれる人がいること/ ペットの飼い主のマナーが良くなって
いること/ ボランティアで清掃活動をしている人が多くなっていること/ ボランティア活動の場が充実
し、その精神が培われていること/ まちなかでなくても市全体が活気があること/ 家庭の植木が適
切に管理されていること/ 公共交通機関の対応が良いこと/ 校門の前でボランティアの人が挨拶を
してくれていること/ 高齢者の経験が活かせる場を設けていること/ 自主的な校外活動が行われて
いること/ 住民がプライドを持っていること/ 住民が外に出て活動をしていること/ 植えられた草花
がきれいに保たれていること/ 新しい住民が積極的に地域活動に参加していること/ 地域の記念日
があること/ 地域の情報が入手しやすいこと/ 地域や市内全体でのお祭りが盛んであること/ 地域
主権の活動が、地域の人にわかりやすいこと/

29
いろいろな世代、いろいろ
な国の人たちと交流でき
ること

「３１　世代を超えた交流が盛んであること」
(補足説明）
世代だけでなく、国籍なども合わせた交流
が望ましいと考えられるため、表現を修正し
たもの。

PTAや子供会などに親が多く参加していること/ いろいろな世代、いろいろな国の人たちと交流できること/
ボランティアの参加者が多くなっていること/ みんなが外に出て活動していること/ より多くの人が地域の
役員を務めていること/ 会話があること/ 災害時助け合い運動が盛んであること/ 市民の家が気楽に利用
できていること/

（４）
共に生
き，共に
創る地域
社会の創

出

（D） 創造・推
進活動 （発
展・チャレン
ジ）

PTAや子供会などに親が多く参加していること/ いろいろな世代、いろいろな国の人たちと交流でき
ること/ ボランティアの参加者が多くなっていること/ みんなが外に出て活動していること/ より多く
の人が地域の役員を務めていること/ 会話があること/ 災害時助け合い運動が盛んであること/ 市
民の家が気楽に利用できていること/

30
お互いにマナーを守り、協
力して地域のために活動
していること

「３２　あらゆる人が協力して地域のために
動いていること 」
(補足説明）
「マナー」「活動」を入れ、分かりやすい表現
に改めたもの。

違法駐車が少ないこと/ 喫煙者のマナーが向上していること/ 共生社会への住民の意識が高まっているこ
と/ 交通マナーが徹底されていること/ 交通整理のボランティア活動がなされていること/ 公共でのマナー
が向上していること/ 様々な人の視点でまちづくりがされていること/

（４）
共に生
き，共に
創る地域
社会の創

（D） 創造・推
進活動 （発
展・チャレン
ジ）

違法駐車が少ないこと/ 喫煙者のマナーが向上していること/ 共生社会への住民の意識が高まっ
ていること/ 交通マナーが徹底されていること/ 交通整理のボランティア活動がなされていること/
公共でのマナーが向上していること/ 様々な人の視点でまちづくりがされていること/

31
社会的弱者の方が快適
に過ごせるまちであること

「３３　障がいを持つ方が快適に過ごせるま
ちであること」
(補足説明）
表現を修正したもの。

テレビ取材がよく来ること/ まちなかでなくても市全体が活気があること/ 外国人や障害者が自然体で地域
に暮らせていること/ 活気のある街であること/ 芸能人が来ていること/ 公園愛護会と住民が情報交換が
できていること/ 行政側が市民活動に協力的でいること/ 高齢者が大切にされていること/ 産学官連携が
促進されること/ 子どもとうまく向き合えるおとながいること/ 市民が行政と協力してまちづくりをしているこ
と/ 若い人がお年寄りに優しいこと/ 若者が増え、活気溢れたまちになること/ 若者の意向を受け入れる
地域であること/ 住民同士の交流があること/　 商店街に活気があること/ 障がい者に優しい街であること
/　 地域の人材が活かされていること/ 地域一体となって、子どもを育てようという意識があること/ 町内の
大人同士で挨拶をしていること/ 藤沢ならでは、のイベントを楽しむこと/ができること/ 日中、人が多いこと
/

（４）
共に生
き，共に
創る地域
社会の創

出

（E）
交流基盤
（交流・つな
がり・連携）

 まちなかでなくても市全体が活気があること/ 外国人や障害者が自然体で地域に暮らせていること
/ 活気のある街であること/ 公園愛護会と住民が情報交換ができていること/ 行政側が市民活動
に協力的でいること/ 高齢者が大切にされていること/ 産学官連携が促進されること/ 子どもとうま
く向き合えるおとながいること/ 市民が行政と協力してまちづくりをしていること/ 若い人がお年寄り
に優しいこと/ 若者が増え、活気溢れたまちになること/ 若者の意向を受け入れる地域であること/
住民同士の交流があること/　 商店街に活気があること/ 障がい者に優しい街であること/　 地域
の人材が活かされていること/ 地域一体となって、子どもを育てようという意識があること/ 町内の
大人同士で挨拶をしていること/ 藤沢ならでは、のイベントを楽しむこと/ができること/ 日中、人が
多いこと/

テレビ取材がよく来ること/芸能人が来ていること/

32
人々が交流して、平和で
ぬくもりのある社会である
こと

「３４　人々が交流して、平和でぬくもりのあ
る社会であること」
(補足説明）
変更なし

街中で挨拶を交わしていること/ 観光客のマナーが向上していること/ 行方不明者への呼びかけの放送が
地区限定でなされていること/ 子育て世代の交流の場があること/ 市内で住民同士の交流があること/ 市
民参加型の地域社会が成立していること/ 住民のマナーが良く、優しい町になっていること/ 迷惑行為を
辞めさせていること/

（４）
共に生
き，共に
創る地域
社会の創

出

（E）
交流基盤
（交流・つな
がり・連携）

街中で挨拶を交わしていること/ 観光客のマナーが向上していること/ 行方不明者への呼びかけの
放送が地区限定でなされていること/ 子育て世代の交流の場があること/ 市内で住民同士の交流
があること/ 市民参加型の地域社会が成立していること/ 住民のマナーが良く、優しい町になって
いること/ 迷惑行為を辞めさせていること/

33
地域の中で学びあう雰囲
気があること

「３５　地域の中で何かを教え合う雰囲気が
あること」
(補足説明）
「教えあう」は「学びあう」共生の意味である
ため修正したもの。

きれいな学校で勉強ができること/ スポーツ施設が充実しており盛んであること/ 医療環境が向上すること
/ 駅周辺が適切に整備され活気があること/ 介護制度が充実していること/ 元気な子供が多いこと/ 公民
館内の設備が充実していること/ 国が行うサービスを地域主体の運営でなされていること/ 子どもがたくさ
んいること/ 子どもにとって学校が楽しい場所であること/ 子どもの遊び場が確保されていること/ 子育てし
やすい街であること/ 子供会ができていること/ 児童の受け入れ態勢が整っていること/ 地区安全センター
の役割が把握できていること/

（４）
共に生
き，共に
創る地域
社会の創

出

（F）
市民生活の
基礎（学ぶ・
育む・人材
育成・仕組
みづくり）

きれいな学校で勉強ができること/ スポーツ施設が充実しており盛んであること/ 駅周辺が適切に
整備され活気があること/ 介護制度が充実していること/ 元気な子供が多いこと/ 公民館内の設備
が充実していること/ 国が行うサービスを地域主体の運営でなされていること/ 子どもがたくさんい
ること/ 子どもにとって学校が楽しい場所であること/ 子どもの遊び場が確保されていること/ 子育
てしやすい街であること/ 子供会ができていること/ 児童の受け入れ態勢が整っていること/ 地区
安全センターの役割が把握できていること/

医療環境が向上すること/

12



「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

34
地域で支え合い暮らせる
環境であること

「３６：地域の大人が皆で子どもを育てる社
会であること」
(補足説明）
他のめざす方向性と重複する表現であるた
め、修正したもの。

IT機器が社会で適切に利用されていること/ まちの再開発のあり方が、市民にとってわかりやすいこと/ 挨
拶ができる街であること/ 学区が見直されていること/ 学生が荒れないでいること/ 学生が親切であること
/ 学生が通学路の掃除をしてくれていること/ 学生との交流があること/ 学生の集う場が増えていること/
学生の生活指導が十分になされること/ 企業誘致の方法が地域に納得のいく手続きが確立していること/
協調性があること/ 犬の飼い主のマナーが向上していること/ 言葉遣いが正しく使われていること/ 交通イ
ンフラが充実していること/ 公共交通機関で席を譲ってもらうこと/があること/ 行政区分が市民にとって自
然な形になっていること/ 子どもたちが挨拶できていること/ 子どもたちに声かけをしていること/ 子どもた
ちの登下校時の態度が良くなっていること/ 子どもの活動が夜遅くまで及ばないでいること/ 市民のマ
ナー・モラルが高いこと/ 住所不定の人にやさしい環境であること/ 諸芸術の奨励・振興がなされているこ
と/ 小中学生のレベルが高くなっていること/ 職員スタッフの対応が良いこと/ 新しく住む人が多いこと/ 地
域活動の担い手が多いこと/ 中学生が健全であること/ 有名な人が地域で身近にいること/ 労働環境が
向上していること/

（４）
共に生
き，共に
創る地域
社会の創

出

（F）
市民生活の
基礎（学ぶ・
育む・人材
育成・仕組
みづくり）

IT機器が社会で適切に利用されていること/ まちの再開発のあり方が、市民にとってわかりやすい
こと/ 挨拶ができる街であること/ 学区が見直されていること/ 学生が荒れないでいること/ 学生が
親切であること/ 学生が通学路の掃除をしてくれていること/ 学生との交流があること/ 学生の集う
場が増えていること/ 学生の生活指導が十分になされること/ 企業誘致の方法が地域に納得のい
く手続きが確立していること/ 協調性があること/ 犬の飼い主のマナーが向上していること/ 言葉遣
いが正しく使われていること/ 交通インフラが充実していること/ 公共交通機関で席を譲ってもらうこ
と/があること/ 行政区分が市民にとって自然な形になっていること/ 子どもたちが挨拶できているこ
と/ 子どもたちに声かけをしていること/ 子どもたちの登下校時の態度が良くなっていること/ 子ども
の活動が夜遅くまで及ばないでいること/ 市民のマナー・モラルが高いこと/ 住所不定の人にやさし
い環境であること/ 諸芸術の奨励・振興がなされていること/ 小中学生のレベルが高くなっているこ
と/ 職員スタッフの対応が良いこと/ 新しく住む人が多いこと/ 地域活動の担い手が多いこと/ 中学
生が健全であること/ 有名な人が地域で身近にいること/ 労働環境が向上していること/

35
まちと自然環境の調和が
とれていること

「３７　古い街並み・海・山・川などの調和が
とれていること」
(補足説明）
包括的な表現に修正したもの。

パチンコ店やゲームセンターの建設場所が見直されていること/ やさしい街には活気があると同時にゆっ
たり感がある 街がきれいなこと/ 街には活気があり、居心地のいい場所があること/ 街全体のデザイン性
が良いこと/ 古い街並みが残っていること/ 江の島がとてもきれいなこと/ 江ノ島が近いこと/ 山があること
/ 自然が多くあること/ 自然と街並みの調和がとれていること/ 神社仏閣があること/ 政治の看板が少な
く、景観が保たれていること/ 動物がいること/

（５）
豊かな地
域資源の
次世代へ
の継承・

発展

(A)市民生活
の安定（安
定・落ち着
き・安らぎ）

パチンコ店やゲームセンターの建設場所が見直されていること/ やさしい街には活気があると同時
にゆったり感がある 街がきれいなこと/ 街には活気があり、居心地のいい場所があること/ 街全体
のデザイン性が良いこと/ 古い街並みが残っていること/ 江の島がとてもきれいなこと/ 江ノ島が近
いこと/ 山があること/ 自然が多くあること/ 自然と街並みの調和がとれていること/ 神社仏閣があ
ること/ 政治の看板が少なく、景観が保たれていること/ 動物がいること/

36
誰もが快適に暮らせ、居
心地のいいまちであること

「３８　快適に暮らせ、居心地のいいまちで
あること」
(補足説明）
文言を修正したもの。

イベントの案内がきめ細かいこと/ カラスなどの害獣に困ること/がないこと/ きれいな公園の管理・設備が
充実していること/ コミュニティバスが走っていること/ ショッピングの環境が整備されていること/ スーパー
マーケットがあること/ バリアフリーに配慮した暮らしやすい街になっていること/ ベビーカーの通りやすい
道を整備がなされていること/ ボールで遊べる場所があること/ 安心して育児ができる環境であること/ 案
内が分かりやすくなっていること/ 街灯が多く、道が明るいこと/ 交通の安全が確保されていること/ 交通
手段が充実しており都市へのアクセスが良いこと/ 公園がきれいに使われていること/ 公園が充実してい
ること/ 公園で高齢者の方に声かけがされていること/ 公園の管理・設備が充実していること/ 公共施設
が充実しており、管理がいきわたっていること/ 坂が少ないこと/ 山の斜面からの落石が止まっていること/
子どもが挨拶をしていること/ 子どもが正しく育っていること/ 子どもたちが伸び伸びと遊んでいること/ 子
どもたちの態度や精神が健全であること/ 子どもとうまく向き合えるおとながいること/ 都市ガスが入って、
支払額も少なくなり、便利であること/ 日中、人が多いこと/

（５）
豊かな地
域資源の
次世代へ
の継承・

発展

(A)市民生活
の安定（安
定・落ち着
き・安らぎ）

イベントの案内がきめ細かいこと/ カラスなどの害獣に困ることがないこと/ きれいな公園の管理・
設備が充実していること/ コミュニティバスが走っていること/ ショッピングの環境が整備されている
こと/ スーパーマーケットがあること/ バリアフリーに配慮した暮らしやすい街になっていること/ ベ
ビーカーの通りやすい道を整備がなされていること/ ボールで遊べる場所があること/ 安心して育
児ができる環境であること/ 案内が分かりやすくなっていること/ 街灯が多く、道が明るいこと/ 交通
の安全が確保されていること/ 交通手段が充実しており都市へのアクセスが良いこと/ 公園がきれ
いに使われていること/ 公園が充実していること/ 公園で高齢者の方に声かけがされていること/
公園の管理・設備が充実していること/ 公共施設が充実しており、管理がいきわたっていること/ 坂
が少ないこと/ 山の斜面からの落石が止まっていること/ 子どもが挨拶をしていること/ 子どもが正
しく育っていること/ 子どもたちが伸び伸びと遊んでいること/ 子どもたちの態度や精神が健全であ
ること/ 子どもとうまく向き合えるおとながいること/ 都市ガスが入って、支払額も少なくなり、便利で
あること/ 日中、人が多いこと/

37
市民、地域、行政が協力
し、快適な生活が実現し
ていること

「３９　市民と市が協力し、快適な生活が実
現していること」
(補足説明）
基本構想の理念を踏まえ、文言を修正した
もの。

ATMが近くにあること/ いいウォーキングコースがあること/ イルミネーションでまちが彩られていること/ い
ろいろなところに花が咲いていること/ クリスマスの飾り付けをしている家が多いこと/ ミニバスが便利であ
ること/ 愛着の持てる街であること/ 映画館のような娯楽施設が充実すること/ 温暖で穏やかな街であるこ
と/ 家庭の植木が適切に管理されていること/ 河川の整備がされていること/ 花が植えられていること/
海、山、川全てがそろっていること/ 海がきれいになっていること/ 海に近いこと/ 海の見える暮らしがある
こと/ 海岸と海岸沿がきれいに整備されていること/ 街がきれいなこと/ 街全体のデザイン性が良いこと/
街並みがきれいであること/ 街路樹の整備がされていること/ 各家庭の自然がきれいなこと/ 環境問題に
積極的に取り組むまちづくりがされていること/ 気候が温暖で住みやすいこと/ 共生社会への住民の意識
が高まっていること/ 近くに公園があること/ 近代化していること/ 空が自然が豊かで整備されていること/
空き家・廃屋への対応がなされていること/ 景観がきれいであること/ 古い街並みが残っていること/ 公園
がきれいになっていること/ 公園がきれいに使われていること/ 公園が自然が豊かで整備されていること/
公園が充実していること/ 公園が多いこと/ 公園の管理・設備が充実していること/ 公園愛護会と住民が
情報交換ができていること/ 公共交通機関で席を譲ってもらうこと/があること/ 江の島など観光地が身近
にあること/ 細い道が多くて楽しめるていること/ 坂が少ないこと/ 山があること/ 史跡が多いこと/ 自然が
豊かで整備されていること/ 自然と街並みの調和がとれていること/ 芝生を増やし緑が豊かになっているこ
と/住み心地が良い街であること/ 植物がきれいに咲いていること/ 植木の手入れが十分になされている
こと/ 新築住宅がゆとりをもって建てられている 親水公園があること/ 水がきれいなこと/ 水はけがよいこ
と/ 生活環境が整備されていること/ 静かで暮らしやすい街であること/ 昔の商店街の良さが残っているこ
と/ 川の水質がよいこと/ 草木がたくさん植えられていること/

ATMが近くにあること/ いいウォーキングコースがあること/ イルミネーションでまちが彩られている
こと/ いろいろなところに花が咲いていること/ クリスマスの飾り付けをしている家が多いこと/ ミニ
バスが便利であること/ 愛着の持てる街であること/ 映画館のような娯楽施設が充実すること/ 温
暖で穏やかな街であること/ 家庭の植木が適切に管理されていること/ 河川の整備がされているこ
と/ 花が植えられていること/ 海、山、川全てがそろっていること/ 海がきれいになっていること/ 海
に近いこと/ 海の見える暮らしがあること/ 海岸と海岸沿がきれいに整備されていること/ 街がきれ
いなこと/ 街全体のデザイン性が良いこと/ 街並みがきれいであること/ 街路樹の整備がされてい
ること/ 各家庭の自然がきれいなこと/ 環境問題に積極的に取り組むまちづくりがされていること/
気候が温暖で住みやすいこと/ 共生社会への住民の意識が高まっていること/ 近くに公園があるこ
と/ 近代化していること/ 空が自然が豊かで整備されていること/ 空き家・廃屋への対応がなされて
いること/ 景観がきれいであること/ 古い街並みが残っていること/ 公園がきれいになっていること/
公園がきれいに使われていること/ 公園が自然が豊かで整備されていること/ 公園が充実している
こと/ 公園が多いこと/ 公園の管理・設備が充実していること/ 公園愛護会と住民が情報交換がで
きていること/ 公共交通機関で席を譲ってもらうこと/があること/ 江の島など観光地が身近にある
こと/ 細い道が多くて楽しめるていること/ 自然が豊かで整備されていること/ 自然と街並みの調和
がとれていること/ 芝生を増やし緑が豊かになっていること/

（B） 市民生
活の豊かさ
（役に立つ・

（５）
豊かな地
域資源の

13



「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

37
市民、地域、行政が協力
し、快適な生活が実現し
ていること

「３９　市民と市が協力し、快適な生活が実
現していること」
(補足説明）
基本構想の理念を踏まえ、文言を修正した
もの。

 大きな公園の管理・設備が充実していること/ 適切に整備された綺麗な海があること/ 都市ガスが入っ
て、支払額も少なくなり、便利であること/ 動物からの被害が少ないこと/ 道路がきちんと整備されているこ
と/ 買い物に便利であること/ 畑や田んぼがあること/ 美術館や博物館が設けられること/ 不審者がいな
いこと/ 富士山や丹沢が見える場所があること/ 平地が多く暮らしやすいこと/ 遊水地公園があること/
様々な人の視点でまちづくりがされていること/ 利用しやすい駅であること/ 立ち寄りたくなる街であること/
緑が多いこと/ 緑を守り、景観や住環境を整備していること/

住み心地が良い街であること/ 植物がきれいに咲いていること/ 植木の手入れが十分になされて
いること/ 新築住宅がゆとりをもって建てられている 親水公園があること/ 水がきれいなこと/ 水は
けがよいこと/ 生活環境が整備されていること/ 静かで暮らしやすい街であること/ 昔の商店街の
良さが残っていること/ 川の水質がよいこと/ 草木がたくさん植えられていること/ 大きな公園の管
理・設備が充実していること/ 適切に整備された綺麗な海があること/ 都市ガスが入って、支払額も
少なくなり、便利であること/ 動物からの被害が少ないこと/ 道路がきちんと整備されていること/ 買
い物に便利であること/ 畑や田んぼがあること/ 美術館や博物館が設けられること/ 不審者がいな
いこと/ 富士山や丹沢が見える場所があること/ 平地が多く暮らしやすいこと/ 遊水地公園がある
こと/ 様々な人の視点でまちづくりがされていること/ 利用しやすい駅であること/ 立ち寄りたくなる
街であること/ 緑が多いこと/ 緑を守り、景観や住環境を整備していること/

38
イベントや物産品などの
地域ブランドが定着してい
ること

「４０　イベントや物産品などの地域ブランド
が定着していること 」
(補足説明）
変更なし。

イベントが充実していること/ お祭りがにぎやかで活発なこと/ 季節行事が根付いていること/ 藤沢ならで
は、のイベントを楽しむこと/ができること/ 藤沢市内の農林水産物を地産地消できること/ 農家の新鮮な
野菜が手に入ること/

（５）
豊かな地
域資源の
次世代へ
の継承・

発展

（B） 市民生
活の豊かさ
（役に立つ・
便利・快適・
楽しい）

イベントが充実していること/ お祭りがにぎやかで活発なこと/ 季節行事が根付いていること/ 藤沢
ならでは、のイベントを楽しむことができること/ 藤沢市内の農林水産物を地産地消できること/ 農
家の新鮮な野菜が手に入ること/

39
身近にある緑が適切に保
全されていること

「４１　身近にある緑が適切に保全されてい
ること」
(補足説明）
変更なし。

エネルギーが大切にされていること/ ボランティアで公園清掃をしている人がいること/ 海がきれいになっ
ていること/ 街並みがきれいであること/ 空が自然が豊かで整備されていること/ 空気がきれいであること
/ 景観がきれいであること/ 建物を制限し景観を守るっていること/ 古い街並みが残っていること/ 江の島
がとてもきれいなこと/ 江の島にごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ 山が
きれいであること/ 市政や政党の看板が少なく、景観が保たれていること/ 自然が多くあること/ 自然が豊
かで整備されていること/ 自然を大切にしていること/ 住民の環境意識が高いこと/ 植物が植えられている
こと/ 昔から変わらないところがあること/ 地域の方が落ち葉掃きをしていること/ 道に落ちているごみが
戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ 畑や田んぼがあること/ 不法投棄をしないこ
と/ 遊水地公園があること/ 緑が多いこと/

（５）
豊かな地
域資源の
次世代へ
の継承・

発展

（C） 持続的
活動（伝え
る・維持す
る）

エネルギーが大切にされていること/ ボランティアで公園清掃をしている人がいること/ 海がきれい
になっていること/ 街並みがきれいであること/ 空が自然が豊かで整備されていること/ 空気がきれ
いであること/ 景観がきれいであること/ 建物を制限し景観を守るっていること/ 古い街並みが残っ
ていること/ 江の島がとてもきれいなこと/ 江の島にごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対
策が取られていること/ 山がきれいであること/ 市政や政党の看板が少なく、景観が保たれている
こと/ 自然が多くあること/ 自然が豊かで整備されていること/ 自然を大切にしていること/ 住民の
環境意識が高いこと/ 植物が植えられていること/ 昔から変わらないところがあること/ 地域の方が
落ち葉掃きをしていること/ 道に落ちているごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取ら
れていること/ 畑や田んぼがあること/ 不法投棄をしないこと/ 遊水地公園があること/ 緑が多いこ
と/

40
地域にある様々な地域資
源が活かされていること

「４２　地域にある様々な資源が活かされて
いること」
(補足説明）
「４４　新しい視点で地域資源を生かす試み
を行っていること」と類似しているため統合し
たもの。

「藤沢」「湘南」などの地域ブランドが向上し続けること/ エコイベントが行われていること/ お祭りがにぎや
かで活発なこと/ これまでのまちづくりの蓄積を活かした取り組みがなされていること/ ロケ地になっている
こと/ 観光事業が充実していること/ 観光地としてのまちづくりが取り組まれていること/ 季節行事が根付
いていること/ 江の島など観光地が身近にあること/ 行事が多いこと/ 史跡が多いこと/ 史跡などが有効
活用されていること/ 史跡などを用いて、教育に活用していること/ 誰もが行事で活躍していること/ 地域
や市内全体でのお祭りが盛んであること/ 伝統行事が受け継がれており盛んであること/ 藤沢ならでは、
のイベントを楽しむこと/ができること/ 藤沢市の歴史や伝統を感じていること/ 農家の新鮮な野菜が手に
入ること/ 農地を充実させ、地産地消が普及していること/ 福祉環境が充実していること/ 文化伝承の場が
あること/ 歩道が整備されていること/ 慢性的な渋滞が解消されていること/

（５）
豊かな地
域資源の
次世代へ
の継承・

発展

（C） 持続的
活動（伝え
る・維持す
る）

「藤沢」「湘南」などの地域ブランドが向上し続けること/ エコイベントが行われていること/ お祭りが
にぎやかで活発なこと/ これまでのまちづくりの蓄積を活かした取り組みがなされていること/ ロケ
地になっていること/ 観光事業が充実していること/ 観光地としてのまちづくりが取り組まれているこ
と/ 季節行事が根付いていること/ 江の島など観光地が身近にあること/ 行事が多いこと/ 史跡が
多いこと/ 史跡などが有効活用されていること/ 史跡などを用いて、教育に活用していること/ 誰も
が行事で活躍していること/ 地域や市内全体でのお祭りが盛んであること/ 伝統行事が受け継が
れており盛んであること/ 藤沢ならでは、のイベントを楽しむことができること/ 藤沢市の歴史や伝
統を感じていること/ 農家の新鮮な野菜が手に入ること/ 農地を充実させ、地産地消が普及してい
ること/  文化伝承の場があること/

福祉環境が充実していること/歩道が整備されていること/
慢性的な渋滞が解消されていること/

41
調和のとれた景観づくり
が進められていること

「４３　統一感のある景観づくりが進められて
いること」
(補足説明）
統一感が画一的・統制的な印象を受けるた
め、文言を修正したもの。

イルミネーションでまちが彩られていること/ 休耕地の市民への貸し出しが増え、有効活用がなされている
こと/ 景観がきれいであること/ 集合住宅が過度に増え過ぎないでいること/ 藤沢市内の農林水産物を地
産地消できること/

（５）
豊かな地
域資源の
次世代へ
の継承・

発展

（D） 創造・推
進活動 （発
展・チャレン
ジ）

イルミネーションでまちが彩られていること/ 休耕地の市民への貸し出しが増え、有効活用がなされ
ていること/ 景観がきれいであること/ 集合住宅が過度に増え過ぎないでいること/ 藤沢市内の農林水産物を地産地消できること/

42
市民同士が協力し合いな
がら暮らしていること

「４５　市民同士が協力し合いながら暮らし
ていること」
(補足説明）
変更なし。

いろいろ譲り合って暮らしていること/ より多くの人が地域の役員を務めていること/ 市民参加型の地域社
会が成立していること/

（５）
豊かな地
域資源の
次世代へ
の継承・

発展

（E）
交流基盤
（交流・つな
がり・連携）

いろいろ譲り合って暮らしていること/ より多くの人が地域の役員を務めていること/ 市民参加型の
地域社会が成立していること/

43
子供が大人になっても愛
着の持てるまちであること

「４６　子どもが大人になっても愛着の持てる
街であること」
(補足説明）
変更なし。

ボールで遊べる場所があること/ 愛着の持てる街であること/ 観光事業が充実していること/ 観光都市とし
て、名所旧跡に看板があること/ 元気な子供が多いこと/ 子どもの遊び場が確保されていること/ 子供会
ができていること/ 多くの子どもが公園で遊んでいること/ 立ち寄りたくなる街であること/

（５）
豊かな地
域資源の
次世代へ
の継承・

発展

（E）
交流基盤
（交流・つな
がり・連携）

ボールで遊べる場所があること/ 愛着の持てる街であること/ 観光事業が充実していること/ 観光
都市として、名所旧跡に看板があること/ 元気な子供が多いこと/ 子どもの遊び場が確保されてい
ること/ 子供会ができていること/ 多くの子どもが公園で遊んでいること/ 立ち寄りたくなる街である
こと/

（役に立つ・
便利・快適・
楽しい）

次世代へ
の継承・

発展
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「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

44
河川や海岸が市民に開
かれていること

「４７　川や海岸が市民の目線で整備されて
いること」
(補足説明）
整備が土木維持のイメージであるため、文
言を修正したもの。

河川の整備がされていること/ 海岸と海岸沿がきれいに整備されていること/ 近代化していること/ 江ノ島
が近いこと/ 自然が多くあること/ 自然と街並みの調和がとれていること/ 自然を大切にしていること/ 政
治の看板が少なく、景観が保たれていること/ 適切に土地活用していること/ 遊水地公園があること/ 緑を
守り、景観や住環境を整備していること/

（５）
豊かな地
域資源の
次世代へ
の継承・

発展

（F）
市民生活の
基礎（学ぶ・
育む・人材
育成・仕組
みづくり）

河川の整備がされていること/ 海岸と海岸沿がきれいに整備されていること/ 近代化していること/
江ノ島が近いこと/ 自然が多くあること/ 自然と街並みの調和がとれていること/ 自然を大切にして
いること/ 政治の看板が少なく、景観が保たれていること/ 適切に土地活用していること/ 遊水地公
園があること/ 緑を守り、景観や住環境を整備していること/

45
地域の未来の担い手が
育成されていること

「４８　地域の未来を担う人材育成がなされ
ていること」
(補足説明）
文言を修正したもの。

これまでのまちづくりの蓄積を活かした取り組みがなされていること/ シルバー世代が活躍していること/
学校がきれいであること/ 学力が向上していること/ 環境問題に積極的に取り組むまちづくりがされている
こと/ 観光都市として、名所旧跡に看板があること/ 企業にとって魅力的な街となり、誘致できていること/
高齢者の経験が活かせる場を設けていること/ 史跡などを用いて、教育に活用していること/ 若者が増
え、活気溢れたまちになること/ 道路がきちんと整備されていること/ 農地を充実させ、地産地消が普及し
ていること/ 歩道が整備されていること/

（５）
豊かな地
域資源の
次世代へ
の継承・

発展

（F）
市民生活の
基礎（学ぶ・
育む・人材
育成・仕組
みづくり）

これまでのまちづくりの蓄積を活かした取り組みがなされていること/ シルバー世代が活躍している
こと/ 学校がきれいであること/ 学力が向上していること/ 環境問題に積極的に取り組むまちづくり
がされていること/  企業にとって魅力的な街となり、誘致できていること/ 高齢者の経験が活かせる
場を設けていること/ 史跡などを用いて、教育に活用していること/ 若者が増え、活気溢れたまちに
なること/  農地を充実させ、地産地消が普及していること/

観光都市として、名所旧跡に看板があること/道路がきち
んと整備されていること/歩道が整備されていること/

46
生活の便利さと環境保全
の両方が実現しているこ
と

「４９　生活の便利さと環境保全の両方が実
現していること」
(補足説明）
変更なし。

いろいろなところに花が咲いていること/ エネルギーが大切にされていること/ ゴミの分別回収が適切にな
されること/ バイクや航空機などの騒音問題がないこと/ 河川の整備がされていること/ 花が植えられてい
ること/ 季節感を感じさせる音が聞こえること/（梵鐘など） 空気がきれいであること/ 自然が多くあること/
自然が豊かで整備されていること/ 車が少なくなっていること/ 植物がきれいに咲いていること/ 水がきれ
いなこと/ 川の水質がよいこと/ 草木がたくさん植えられていること/ 地域に音の豊かな環境があること/
適切に整備された綺麗な海があること/ 藤沢市内の農林水産物を地産地消できること/ 富士山や丹沢が
見える場所があること/ 緑が多いこと/

（６）
地球温暖
化防止な
ど未来の
地球環境
への投資

(A)市民生活
の安定（安
定・落ち着
き・安らぎ）

いろいろなところに花が咲いていること/ エネルギーが大切にされていること/ ゴミの分別回収が適
切になされること/ バイクや航空機などの騒音問題がないこと/ 河川の整備がされていること/ 花
が植えられていること/ 季節感を感じさせる音が聞こえること/（梵鐘など） 空気がきれいであること
/ 自然が多くあること/ 自然が豊かで整備されていること/ 車が少なくなっていること/ 植物がきれ
いに咲いていること/ 水がきれいなこと/ 川の水質がよいこと/ 草木がたくさん植えられていること/
地域に音の豊かな環境があること/ 適切に整備された綺麗な海があること/ 藤沢市内の農林水産
物を地産地消できること/ 富士山や丹沢が見える場所があること/ 緑が多いこと/

47
みんなが協力して、いつ
でもまちがきれいであるこ
と

「５０　カラスなどの対策とマナー向上によ
り、街中がきれいであること」
(補足説明）
ゴミの問題、ペットの問題等も含め包括的な
表現に改めたもの。

カラスなどの害獣に困ること/がないこと/ ゴミのポイ捨てがないこと/ ゴミを拾ってくれる人がいること/ 街
がきれいなこと/ 観光客のマナーが向上していること/ 公園がきれいに使われていること/

（６）
地球温暖
化防止な
ど未来の
地球環境
への投資

(A)市民生活
の安定（安
定・落ち着
き・安らぎ）

カラスなどの害獣に困ること/がないこと/ ゴミのポイ捨てがないこと/ ゴミを拾ってくれる人がいるこ
と/ 街がきれいなこと/ 観光客のマナーが向上していること/ 公園がきれいに使われていること/

48
豊かな緑に囲まれた生活
が出来ていること

「５１　豊かな緑に囲まれた生活が出来てい
ること」
(補足説明）
変更なし。

海岸と海岸沿がきれいに整備されていること/ 街路樹の整備がされていること/ 各家庭の自然がきれいな
こと/ 気候が温暖で住みやすいこと/ 空気がきれいであること/ 自然が豊かで整備されていること/

（６）
地球温暖
化防止な
ど未来の
地球環境
への投資

（B） 市民生
活の豊かさ
（役に立つ・
便利・快適・
楽しい）

海岸と海岸沿がきれいに整備されていること/ 街路樹の整備がされていること/ 各家庭の自然がき
れいなこと/ 気候が温暖で住みやすいこと/ 空気がきれいであること/ 自然が豊かで整備されてい
ること/

49
人々の環境への意識が
高く、快適なまちであるこ
と

「５２　人々の環境への意識が高く、快適な
まちであること」
(補足説明）
変更なし。

エコイベントが行われていること/ ごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ ゴ
ミの戸別収集があること/ ゴミ出しのルールが守られていること/ バス路線・本数が多くなっていること/ ボ
ランティアでゴミ拾いをしてくれていること/ 温暖で穏やかな街であること/ 交通インフラが充実していること
/ 交通マナーが徹底されていること/ 江の島にごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られて
いること/ 自然を大切にしていること/ 芝生を増やし緑が豊かになっていること/ 住民の環境意識が高いこ
と/ 深夜営業店がなくなること/ 太陽光発電が普及していること/

（６）
地球温暖
化防止な
ど未来の
地球環境
への投資

（B） 市民生
活の豊かさ
（役に立つ・
便利・快適・
楽しい）

エコイベントが行われていること/ ごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られているこ
と/ ゴミの戸別収集があること/ ゴミ出しのルールが守られていること/  ボランティアでゴミ拾いをし
てくれていること/ 温暖で穏やかな街であること/ 江の島にごみが戸別回収されるなど、先進的なご
み対策が取られていること/ 自然を大切にしていること/ 芝生を増やし緑が豊かになっていること/
住民の環境意識が高いこと/ 深夜営業店がなくなること/ 太陽光発電が普及していること/

バス路線・本数が多くなっていること/交通インフラが充実
していること/ 交通マナーが徹底されていること

50
市民の環境美化への意
識を高める工夫がされて
いること

「５３　市民の環境美化への意識を高める工
夫がされていること」
(補足説明）
変更なし。

エコイベントが行われていること/ エネルギーが大切にされていること/ ゴミの分別回収が適切になされる
こと/ ボランティアで清掃活動をしている人が多くなっていること/ 海がきれいになっていること/ 資源回収
のルールを守ること/ 自然を大切にしていること/ 芝生を増やし緑が豊かになっていること/ 車が少なく
なっていること/ 緑を守り、景観や住環境を整備していること/

（６）
地球温暖
化防止な
ど未来の
地球環境
への投資

（C） 持続的
活動（伝え
る・維持す
る）

エコイベントが行われていること/ エネルギーが大切にされていること/ ゴミの分別回収が適切にな
されること/ ボランティアで清掃活動をしている人が多くなっていること/ 海がきれいになっているこ
と/ 資源回収のルールを守ること/ 自然を大切にしていること/ 芝生を増やし緑が豊かになっている
こと/ 車が少なくなっていること/ 緑を守り、景観や住環境を整備していること/

51
先進的な環境対策がなさ
れていること

「５４　先進技術を取り入れた環境対策がな
されていること」
(補足説明）
技術では家庭とかけ離れており、活動が含
まれないため、文言を修正したもの。

エコイベントが行われていること/ 環境問題に積極的に取り組むまちづくりがされていること/ 太陽光発電
が普及していること/

（６）
地球温暖
化防止な
ど未来の
地球環境
への投資

（D） 創造・推
進活動 （発
展・チャレン
ジ）

エコイベントが行われていること/ 環境問題に積極的に取り組むまちづくりがされていること/ 太陽
光発電が普及していること/

52
周辺自治体や他地域と共
に環境対策を進めている
こと

「５５　周辺自治体や他地域と共に環境対策
を進めていること」
(補足説明）
変更なし。

街がすみやすくなっていること/街には活気があり、居心地のいい場所があること/街全体のデザイン性が
良いこと/各家庭の自然がきれいなこと/環境問題に積極的に取り組むまちづくりがされていること/観光客
のマナーが向上していること/教育環境に優れた地域社会であること/公園が自然が豊かで整備されてい
ること/江の島がとてもきれいなこと/行政区分が市民にとって自然な形になっていること/高齢者がいきい
きと住むことのできる街であること/雑草の処理がなされていること/山がきれいであること/市民が地域の
情報を十分に得られていること/若者の意向を受け入れる地域であること/住み心地が良い街であること/
住む人の生活が、住み続けるほど良くなっていること/住民の環境意識が高いこと/植えられた草花がきれ
いに保たれていること/植木の手入れが十分になされていること/生活環境が整備されていること/地域イ
ベントにおけるゴミ回収が徹底されていること/地域住民・行政・地域団体との連携体制が整備されている
こと/地域住民で清掃活動を行っていること/道に落ちているごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対
策が取られていること/福祉環境が充実していること/緑を守り、景観や住環境を整備していること/路上の
ごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること

（６）
地球温暖
化防止な
ど未来の
地球環境
への投資

（E）
交流基盤
（交流・つな
がり・連携）

街がすみやすくなっていること/街には活気があり、居心地のいい場所があること/街全体のデザイ
ン性が良いこと/各家庭の自然がきれいなこと/環境問題に積極的に取り組むまちづくりがされてい
ること/観光客のマナーが向上していること/教育環境に優れた地域社会であること/公園が自然が
豊かで整備されていること/江の島がとてもきれいなこと/行政区分が市民にとって自然な形になっ
ていること/高齢者がいきいきと住むことのできる街であること/雑草の処理がなされていること/山
がきれいであること/市民が地域の情報を十分に得られていること/若者の意向を受け入れる地域
であること/住み心地が良い街であること/住む人の生活が、住み続けるほど良くなっていること/住
民の環境意識が高いこと/植えられた草花がきれいに保たれていること/植木の手入れが十分にな
されていること/生活環境が整備されていること/地域イベントにおけるゴミ回収が徹底されているこ
と/地域住民・行政・地域団体との連携体制が整備されていること/地域住民で清掃活動を行ってい
ること/道に落ちているごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/福祉環
境が充実していること/緑を守り、景観や住環境を整備していること/路上のごみが戸別回収される
など、先進的なごみ対策が取られていること

15



「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧
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方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

53
市民・地域が協力して持
続可能な環境ができてい
ること

「５６　ボランティアをする個人や団体が協力
し活動できること」
(補足説明）
地球温暖化の話として「環境」を強調する必
要があるため、修正したもの。

エコイベントが行われていること/ エネルギーが大切にされていること/ カラスなどの害獣に困ること/がな
いこと/ きれいな公園の管理・設備が充実していること/ ごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が
取られていること/ ゴミのポイ捨てがないこと/ ゴミの戸別収集があること/ ゴミの分別回収が適切になさ
れること/ ゴミを拾ってくれる人がいること/ ゴミ出しのルールが守られていること/ これまでのまちづくりの
蓄積を活かした取り組みがなされていること/ サークル活動が充実していること/ シルバー世代が活躍して
いること/ バイクや航空機などの騒音問題がないこと/ ボランティアでゴミ拾いをしてくれていること/ ボラン
ティアで公園清掃をしている人がいること/ ボランティアで清掃活動をしている人が多くなっていること/ ま
ちづくりなどの活動をする人の負担が少ないこと/ 温暖で穏やかな街であること/ 家庭の植木が適切に管
理されていること/ 河川の整備がされていること/ 花が植えられていること/ 海、山、川全てがそろっている
こと/ 海がきれいになっていること/ 海岸と海岸沿がきれいに整備されていること/ 街がきれいなこと/ 街
がすみやすくなっていること/ 街並みがきれいであること/ 街路樹の整備がされていること/ 環境問題に積
極的に取り組むまちづくりがされていること/ 共生社会への住民の意識が高まっていること/ 協調性があ
ること/ 近隣・景観に配慮した建物が建てられること/（特にマンション） 空が自然が豊かで整備されている
こと/ 公園がきれいになっていること/ 江の島にごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られ
ていること/ 雑草の処理がなされていること/ 山があること/ 山がきれいであること/ 山の斜面からの落石
が止まっていること/ 子どもの遊び場が確保されていること/ 臭いに悩まされないこと/ 住む人の生活が、
住み続けるほど良くなっていること/ 住民の環境意識が高いこと/ 清掃活動が盛んであること/ 川の水質
がよいこと/ 掃除をしていて、顔見知りの方が先に、声をかけてくれること/ 草木がたくさん植えられている
こと/ 太陽光発電が普及していること/ 地域の情報が入手しやすいこと/ 道に落ちているごみが戸別回収
されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ 道を掃除してくれる人がいること/ 遊水地公園がある
こと/ 緑が多いこと/ 緑を守り、景観や住環境を整備していること/

（６）
地球温暖
化防止な
ど未来の
地球環境
への投資

（E）
交流基盤
（交流・つな
がり・連携）

エコイベントが行われていること/ エネルギーが大切にされていること/ カラスなどの害獣に困るこ
と/がないこと/ きれいな公園の管理・設備が充実していること/ ごみが戸別回収されるなど、先進
的なごみ対策が取られていること/ ゴミのポイ捨てがないこと/ ゴミの戸別収集があること/ ゴミの
分別回収が適切になされること/ ゴミを拾ってくれる人がいること/ ゴミ出しのルールが守られてい
ること/ これまでのまちづくりの蓄積を活かした取り組みがなされていること/ サークル活動が充実
していること/ シルバー世代が活躍していること/ バイクや航空機などの騒音問題がないこと/ ボラ
ンティアでゴミ拾いをしてくれていること/ ボランティアで公園清掃をしている人がいること/ ボラン
ティアで清掃活動をしている人が多くなっていること/ まちづくりなどの活動をする人の負担が少な
いこと/ 温暖で穏やかな街であること/ 家庭の植木が適切に管理されていること/ 河川の整備がさ
れていること/ 花が植えられていること/ 海、山、川全てがそろっていること/ 海がきれいになってい
ること/ 海岸と海岸沿がきれいに整備されていること/ 街がきれいなこと/ 街がすみやすくなってい
ること/ 街並みがきれいであること/ 街路樹の整備がされていること/ 環境問題に積極的に取り組
むまちづくりがされていること/ 共生社会への住民の意識が高まっていること/ 協調性があること/
近隣・景観に配慮した建物が建てられること/（特にマンション） 空が自然が豊かで整備されている
こと/ 公園がきれいになっていること/ 江の島にごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が
取られていること/ 雑草の処理がなされていること/ 山があること/ 山がきれいであること/ 山の斜
面からの落石が止まっていること/ 子どもの遊び場が確保されていること/ 臭いに悩まされないこと
/ 住む人の生活が、住み続けるほど良くなっていること/ 住民の環境意識が高いこと/ 清掃活動が
盛んであること/ 川の水質がよいこと/ 掃除をしていて、顔見知りの方が先に、声をかけてくれるこ
と/ 草木がたくさん植えられていること/ 太陽光発電が普及していること/ 地域の情報が入手しやす
いこと/ 道に落ちているごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ 道を
掃除してくれる人がいること/ 遊水地公園があること/ 緑が多いこと/ 緑を守り、景観や住環境を整
備していること/

54
地球環境に優しい手段で
移動できること

「５７　地球環境にやさしい交通機関が整備
されていること」
(補足説明）
整備はハードインフラの表現であるため修
正したもの。

車の販売店が少なくなっていること/ 歩行者中心の交通環境であること/ 慢性的な渋滞が解消されている
こと/

（６）
地球温暖
化防止な
ど未来の
地球環境
への投資

（F）
市民生活の
基礎（学ぶ・
育む・人材
育成・仕組
みづくり）

車の販売店が少なくなっていること/ 歩行者中心の交通環境であること/ 慢性的な渋滞が解消され
ていること/

55
環境美化活動を支える仕
組みがあること

「５８　環境美化に対応した仕組みが整備さ
れていること」
(補足説明）
変更なし。

ゴミのポイ捨てがないこと/ ゴミの分別回収が適切になされること/ ゴミを拾ってくれる人がいること/ ゴミ出
しのルールが守られていること/ ボランティアで清掃活動をしている人が多くなっていること/ 環境問題に
積極的に取り組むまちづくりがされていること/ 資源回収のルールを守ること/ 時間がたてば、きっかけが
でき、チャンスがあること/ 住民の環境意識が高いこと/ 清掃活動が盛んであること/ 先進的なごみ対策
が取られていること/ 地域イベントにおけるゴミ回収が徹底されていること/

（６）
地球温暖
化防止な
ど未来の
地球環境
への投資

（F）
市民生活の
基礎（学ぶ・
育む・人材
育成・仕組
みづくり）

ゴミのポイ捨てがないこと/ ゴミの分別回収が適切になされること/ ゴミを拾ってくれる人がいること
/ ゴミ出しのルールが守られていること/ ボランティアで清掃活動をしている人が多くなっていること
/ 環境問題に積極的に取り組むまちづくりがされていること/ 資源回収のルールを守ること/ 時間
がたてば、きっかけができ、チャンスがあること/ 住民の環境意識が高いこと/ 清掃活動が盛んで
あること/ 先進的なごみ対策が取られていること/ 地域イベントにおけるゴミ回収が徹底されている
こと/

56
身近に親しみや愛着のも
てる景観があること

「５９　身近に親しみや愛着のもてる景観が
あること」
(補足説明）
変更なし。

富士山や丹沢が見える場所があること/ 夜ライトアップしていること/ 来訪者にやさしい街であること/ 緑が
多いこと/

（７）
「藤沢づく
り」を支え
る都市構
造の再構
築と地域
経済の活
力再生

(A)市民生活
の安定（安
定・落ち着
き・安らぎ）

富士山や丹沢が見える場所があること/ 夜ライトアップしていること/ 来訪者にやさしい街であるこ
と/ 緑が多いこと/

57
すべての世代がのびの
び・いきいきと活躍してい
ること

「６０　すべての世代がのびのび・いきいきと
活躍していること」
(補足説明）
変更なし。

エコイベントが行われていること/ お昼のチャイムが鳴ること/ カラスなどの害獣に困ること/がないこと/ シ
ルバー世代が活躍していること/ パチンコ店やゲームセンターの建設場所が見直されていること/ ポストが
適切に設置されていること/ ボランティアの人がいつも挨拶してくれていること/ まちの再開発のあり方が、
市民にとってわかりやすいこと/ 愛着の持てる街であること/ 安全センターの役割が分かること/ 違法駐車
が少ないこと/ 空き家・廃屋への対応がなされていること/ 空き巣被害が減っていること/ 経済が発展して
いること/ 交通の安全が確保されていること/ 交番が設置されていること/ 高齢者が大切にされていること
/ 災害時における万全な対策がなされること/ 子どもがたくさんいること/ 子どもたちがのびのびと育ってい
ること/ 車が安全運転をしていること/ 就労支援が充実していること/ 人が多すぎず、暮らしやすいこと/ 電
灯がちょうどよく、適切な明るさであること/ 踏切を廃止して立体交差になっていること/ 動物からの被害が
少ないこと/ 道路がきちんと整備されていること/ 日中、人が多いこと/ 買い物に便利であること/

（７）
「藤沢づく
り」を支え
る都市構
造の再構
築と地域
経済の活
力再生

(A)市民生活
の安定（安
定・落ち着
き・安らぎ）

エコイベントが行われていること/ お昼のチャイムが鳴ること/ カラスなどの害獣に困ること/がない
こと/ シルバー世代が活躍していること/ パチンコ店やゲームセンターの建設場所が見直されてい
ること/ ボランティアの人がいつも挨拶してくれていること/ まちの再開発のあり方が、市民にとって
わかりやすいこと/ 愛着の持てる街であること/ 安全センターの役割が分かること/ 違法駐車が少
ないこと/ 空き家・廃屋への対応がなされていること/ 空き巣被害が減っていること/ 経済が発展し
ていること/ 交通の安全が確保されていること/ 交番が設置されていること/ 高齢者が大切にされ
ていること/ 災害時における万全な対策がなされること/ 子どもがたくさんいること/ 子どもたちがの
びのびと育っていること/ 車が安全運転をしていること/ 就労支援が充実していること/ 人が多すぎ
ず、暮らしやすいこと/ 電灯がちょうどよく、適切な明るさであること/ 踏切を廃止して立体交差に
なっていること/ 動物からの被害が少ないこと/ 道路がきちんと整備されていること/ 日中、人が多
いこと/ 買い物に便利であること/

お昼のチャイムが鳴ること/ポストが適切に設置されている
こと/

58
地域の特徴が活かされた
まちであること

「６１　海側と山側の特徴を活かしたまちで
あること」
(補足説明）
すべての地域に共通する表現に修正したも
の。

ゴミの分別回収が適切になされること/ 海岸と海岸沿がきれいに整備されていること/ 狭い道の整備がな
されること/ 空が自然が豊かで整備されていること/ 憩いの場となる広場や施設などが設けられていること
/ 公園がきれいになっていること/ 公園で子どもたちが遊んでいること/ 行政区分が市民にとって自然な形
になっていること/ 自宅以外での介護ができていること/ 新築住宅がゆとりをもって建てられている 親水公
園があること/ 側溝の蓋が統一されていること/ 地域の景観を良くする建物が建っていること/ 町が静か
で、暮らしやすいこと/ 町が発展していること/ 町の治安が良いこと/

（７）
「藤沢づく
り」を支え
る都市構
造の再構
築と地域
経済の活
力再生

（B） 市民生
活の豊かさ
（役に立つ・
便利・快適・
楽しい）

 海岸と海岸沿がきれいに整備されていること/ 狭い道の整備がなされること/ 空が自然が豊かで
整備されていること/ 憩いの場となる広場や施設などが設けられていること/ 公園がきれいになっ
ていること/ 公園で子どもたちが遊んでいること/ 行政区分が市民にとって自然な形になっているこ
と/ 自宅以外での介護ができていること/ 新築住宅がゆとりをもって建てられている 親水公園があ
ること/ 側溝の蓋が統一されていること/ 地域の景観を良くする建物が建っていること/ 町が静か
で、暮らしやすいこと/ 町が発展していること/ 町の治安が良いこと/

ゴミの分別回収が適切になされること/

59
安全で安心な食べ物が身
近で得られること

「６２　安全で安心な食べ物が身近で得られ
ること」
(補足説明）
変更なし。

お母さんたちもおしゃれできれいな人が多いこと/ 観光事業が充実していること/ 企業にとって魅力的な街
となり、誘致できていること/ 漁業が盛んであること/ 近代化していること/ 経済が発展していること/ 雇用
が充実していること/ 交通インフラが充実していること/ 交通手段が充実しており都市へのアクセスが良い
こと/ 公共交通機関の対応が良いこと/ 商店街に活気があること/ 新しく住む人が多いこと/ 大型スー
パーのような商業施設が充実していること/

（７）
「藤沢づく
り」を支え
る都市構
造の再構
築と地域
経済の活
力再生

（B） 市民生
活の豊かさ
（役に立つ・
便利・快適・
楽しい）

漁業が盛んであること/ 経済が発展していること 商店街に活気があること/ 大型スーパーのような
商業施設が充実していること/ 企業にとって魅力的な街となり、誘致できていること/

お母さんたちもおしゃれできれいな人が多いこと/ 観光事
業が充実していること/  近代化していること/ 新しく住む人
が多いこと/ 公共交通機関の対応が良いこと/ 雇用が充
実していること/ 交通インフラが充実していること/ 交通手
段が充実しており都市へのアクセスが良いこと/

16



「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

60
まちに若者が多く、活気
があること

「６３　若者の未来を考えたまちづくりがなさ
れていること」
(補足説明）
元気・活気というキーワードを入れ修正した
もの。

元気な子供が多いこと/ 市民が行政と協力してまちづくりをしていること/ 若者が増え、活気溢れたまちに
なること/

（７）
「藤沢づく
り」を支え
る都市構
造の再構
築と地域
経済の活
力再生

（C） 持続的
活動（伝え
る・維持す
る）

元気な子供が多いこと/ 若者が増え、活気溢れたまちになること/
 市民が行政と協力してまちづくりをしていること

61
観光により地域が元気に
なること

「６４　観光により地域が元気になること」
(補足説明）
変更なし。

江の島にごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ 国が行うサービスを地域主
体の運営でなされていること/ 車が少なくなっていること/ 昔の商店街の良さが残っていること/ 適切に整
備された綺麗な海があること/ 農地を充実させ、地産地消が普及していること/

（７）
「藤沢づく
り」を支え
る都市構
造の再構
築と地域
経済の活
力再生

（C） 持続的
活動（伝え
る・維持す
る）

江の島にごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ 国が行うサービスを
地域主体の運営でなされていること/ 昔の商店街の良さが残っていること/ 適切に整備された綺麗
な海があること/ 農地を充実させ、地産地消が普及していること/

 車が少なくなっていること/

62
産業の活力を高め、地域
が元気になること

「６５　市の施策が藤沢の現状をとらえてい
ること」
(補足説明）
抽象的なため削除し、「６９　産業の活力を
高め、地域が元気になること」に統合したも
の。

企業誘致の方法が地域に納得のいく手続きが確立していること/ 公共交通機関の対応が良いこと/ 公民
館内の設備が充実していること/ 行方不明者への呼びかけの放送が地区限定でなされていること/ 市長
のマニフェストが具体化していること/ 児童の受け入れ態勢が整っていること/ 小中学生のレベルが高く
なっていること/ 人口が増えていること/ 人的資源が豊富であること/ 政治の看板が少なく、景観が保たれ
ていること/ 太陽光発電が普及していること/ 地域一体となって、子どもを育てようという意識があること/
地域主権の活動が、地域の人にわかりやすいこと/ 中学生が健全であること/

（７）
「藤沢づく
り」を支え
る都市構
造の再構
築と地域
経済の活
力再生

（D） 創造・推
進活動 （発
展・チャレン
ジ）

企業誘致の方法が地域に納得のいく手続きが確立していること/ 公共交通機関の対応が良いこと
/ 公民館内の設備が充実していること/  市長のマニフェストが具体化していること/ 児童の受け入
れ態勢が整っていること/ 小中学生のレベルが高くなっていること/ 人口が増えていること/ 人的資
源が豊富であること/ 政治の看板が少なく、景観が保たれていること/ 太陽光発電が普及している
こと/ / 地域主権の活動が、地域の人にわかりやすいこと

行方不明者への呼びかけの放送が地区限定でなされてい
ること/地域一体となって、子どもを育てようという意識があ
ること/ 中学生が健全であること/

63
地域の人材が働ける機会
がつくられていること

「６６　地域の雇用が安定していること」
(補足説明）
身近で働ける場所があることを強調するた
め修正したもの。

小学生が挨拶してくれていること/ 新しい住民が積極的に地域活動に参加していること/ 世代間を超えた
活動が多いこと/ 地域の人材が活かされていること/

（７）
「藤沢づく
り」を支え
る都市構
造の再構
築と地域
経済の活
力再生

（D） 創造・推
進活動 （発
展・チャレン
ジ）

新しい住民が積極的に地域活動に参加していること/ 世代間を超えた活動が多いこと/ 地域の人
材が活かされていること/ 小学生が挨拶してくれていること/

64
商店街と大型店舗が共存
共栄し、活気あるまちにな
ること

「６７　商店街も大型店舗も活気があるまち
になること」
(補足説明）
文言を修正したもの。

広域的な行政の連携を始め、市民・企業・大学等と行政の連携・協力による新たな公共サービスを形づくる
こと/広域的な視点により、都市機能の集積を今後も推進するが、そのためには、地域の市民・商業関係
者等との合意形成が必要であること/地域・行政・民間団体などと連携し、まちづくり計画を協働で進める
必要があること/地域と行政で協働してまちづくり計画を進めるには、課題解決に向けて、お互いパート
ナーシップの強化をしつつ、有機的に機能分担ができる仕組みづくりが必要であること/地域と行政が協働
でまちづくりを進めるためには、課題解決に向けて、お互いがパートナーシップの強化をしつつ、有機的に
機能が発揮できる仕組みづくりが必要であること

（７）
「藤沢づく
り」を支え
る都市構
造の再構
築と地域
経済の活
力再生

（E）
交流基盤
（交流・つな
がり・連携）

広域的な行政の連携を始め、市民・企業・大学等と行政の連携・協力による新たな公共サービスを
形づくること/広域的な視点により、都市機能の集積を今後も推進するが、そのためには、地域の市
民・商業関係者等との合意形成が必要であること/地域・行政・民間団体などと連携し、まちづくり計
画を協働で進める必要があること/地域と行政で協働してまちづくり計画を進めるには、課題解決に
向けて、お互いパートナーシップの強化をしつつ、有機的に機能分担ができる仕組みづくりが必要
であること/地域と行政が協働でまちづくりを進めるためには、課題解決に向けて、お互いがパート
ナーシップの強化をしつつ、有機的に機能が発揮できる仕組みづくりが必要であること

65
市内の交通・物流がス
ムーズに行われること

「６８　交通インフラが整っていること」
(補足説明）
交通だけではなく、移動先の対象を含めた
表現に修正したもの。

ゴミのポイ捨てがないこと/ ボランティアで清掃活動をしている人が多くなっていること/ 学生が荒れないで
いること/ 教育環境に優れた地域社会であること/ 近隣・景観に配慮した建物が建てられること/（特にマン
ション） 公園が自然が豊かで整備されていること/ 集合住宅が過度に増え過ぎないでいること/ 住民が健
康であること/ 新しいビルが増えていること/ 適切に土地活用していること/

（７）
「藤沢づく
り」を支え
る都市構
造の再構
築と地域
経済の活
力再生

（F）
市民生活の
基礎（学ぶ・
育む・人材
育成・仕組
みづくり）

近隣・景観に配慮した建物が建てられること/（特にマンション） 公園が自然が豊かで整備されてい
ること/ 集合住宅が過度に増え過ぎないでいること/ 適切に土地活用していること/

ゴミのポイ捨てがないこと/ ボランティアで清掃活動をして
いる人が多くなっていること/ 学生が荒れないでいること/
教育環境に優れた地域社会であること/  住民が健康であ
ること/ 新しいビルが増えていること/

66
市民の財産である自然を
守り、育てられていること

「７０　市民が守る自然と、街並みとの調和
がとれていること」
(補足説明）
街並との調和は他のめざす方向性で挙げら
れているため修正したもの。

自然が多くあること/ 自然が豊かで整備されていること/ 自然と街並みの調和がとれていること/ 植えられ
た草花がきれいに保たれていること/ 植物がきれいに咲いていること/ 川の水質がよいこと/ 草木がたくさ
ん植えられていること/ 地域に音の豊かな環境があること/ 農家の新鮮な野菜が手に入ること/ 緑が多い
こと/

（８）
公共資産
の維持管
理と有効

活用

(A)市民生活
の安定（安
定・落ち着
き・安らぎ）

自然が多くあること/ 自然が豊かで整備されていること/ 自然と街並みの調和がとれていること/ 植
えられた草花がきれいに保たれていること/ 植物がきれいに咲いていること/ 川の水質がよいこと/
草木がたくさん植えられていること/ 地域に音の豊かな環境があること/ 農家の新鮮な野菜が手に
入ること/ 緑が多いこと/

67
移動や利用にあたり、誰
でも利用できる道路や施
設であること

「７１　移動のためのインフラが整っているこ
と」
(補足説明）
バリアフリーの視点を取り入れるため修正し
たもの。

きれいな学校で勉強ができること/ ベビーカーの通りやすい道を整備がなされていること/ ホームレスへの
対策が取られていること/ ミニバスが便利であること/ 案内が分かりやすくなっていること/ 開発地に防犯
灯をつけていること/ 外灯を増やすなどの安全対策がなされていること/ 学校がきれいであること/ 救急病
院が近くにあること/ 憩いの場となる広場や施設などが設けられていること/ 山の斜面からの落石が止
まっていること/ 児童の受け入れ態勢が整っていること/ 職員スタッフの対応が良いこと/ 信号機が増設さ
れていること/ 心の病になる人が少なくなっていること/ 神社仏閣があること/ 生活環境が整備されている
こと/ 待機児童が解消され、保護者が安心して働いている 大きな公園の管理・設備が充実していること/
地域の景観を良くする建物が建っていること/ 地域住民・行政・地域団体との連携体制が整備されている
こと/ 文化伝承の場があること/ 放送が聞き取りやすいこと/ 毎日掃除してくれる方がいること/ 利用しや
すい駅であること/

（８）
公共資産
の維持管
理と有効

活用

(A)市民生活
の安定（安
定・落ち着
き・安らぎ）

きれいな学校で勉強ができること/ ベビーカーの通りやすい道を整備がなされていること/ ホームレ
スへの対策が取られていること/ ミニバスが便利であること/ 案内が分かりやすくなっていること/
開発地に防犯灯をつけていること/ 外灯を増やすなどの安全対策がなされていること/ 学校がきれ
いであること/ 救急病院が近くにあること/ 憩いの場となる広場や施設などが設けられていること/
山の斜面からの落石が止まっていること/ 児童の受け入れ態勢が整っていること/ 職員スタッフの
対応が良いこと/ 信号機が増設されていること/  神社仏閣があること/ 生活環境が整備されている
こと/ 待機児童が解消され、保護者が安心して働いている 大きな公園の管理・設備が充実している
こと/ 地域の景観を良くする建物が建っていること/ 地域住民・行政・地域団体との連携体制が整
備されていること/ 文化伝承の場があること/ 放送が聞き取りやすいこと/ 毎日掃除してくれる方が
いること/ 利用しやすい駅であること/

心の病になる人が少なくなっていること/

17



「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
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68
日常生活に安らぎや豊か
さを与えてくれる場所があ
ること

「７２　日常生活に安らぎを与えてくれる場所
があること　」
(補足説明）
「豊かさ」の観点を追加したもの。

きれいな公園の管理・設備が充実していること/ スポーツ施設が充実しており盛んであること/ バス路線・
本数が多くなっていること/ ボールで遊べる場所があること/ ポストが適切に設置されていること/ ミニバス
が便利であること/ 街全体のデザイン性が良いこと/ 街並みがきれいであること/ 学校がきれいであること
/ 観光都市として、名所旧跡に看板があること/ 季節感を感じさせる音が聞こえること/（梵鐘など） 休耕地
の市民への貸し出しが増え、有効活用がなされていること/ 救急病院が近くにあること/ 漁業が盛んであ
ること/ 狭い道の整備がなされること/ 近くに公園があること/ 空き地を有効活用されていること/ 憩いの
場となる広場や施設などが設けられていること/ 公園がきれいになっていること/ 公園がきれいに使われ
ていること/ 公園が自然が豊かで整備されていること/ 公園が充実していること/ 公園が多いこと/ 公園の
管理・設備が充実していること/ 公園の木が登りやすいこと/ 公園愛護会と住民が情報交換ができている
こと/ 公共施設が充実しており、管理がいきわたっていること/ 公民館内の設備が充実していること/ 行政
側が市民活動に協力的でいること/ 子どもたちがよく公園を活用していること/ 市政や政党の看板が少な
く、景観が保たれていること/ 市民の家が気楽に利用できていること/ 自転車を取り巻く環境が整備されて
いること/ 色んな観光資源が整っていること/ 信号が適切な場所に設置されていること/ 図書館や公民館
の本が充実していること/ 政治の看板が少なく、景観が保たれていること/ 生活の利便性が高いこと/ 静
かで暮らしやすい街であること/ 多くの子どもが公園で遊んでいること/ 大きな公園の管理・設備が充実し
ていること/ 地域での活動が活発であること/ 地域に音の豊かな環境があること/ 都市ガスが入って、支
払額も少なくなり、便利であること/ 藤沢市内の農林水産物を地産地消できること/ 道で会うと挨拶される
こと/ 道を掃除してくれる人がいること/ 買い物に便利であること/ 美術館や博物館が設けられること/ 美
味しい食事を楽しんでいること/ 慢性的な渋滞が解消されていること/ 夜ライトアップしていること/ 遊園地
があること/ 遊水地公園があること/

（８）
公共資産
の維持管
理と有効

活用

（B） 市民生
活の豊かさ
（役に立つ・
便利・快適・
楽しい）

きれいな公園の管理・設備が充実していること/ スポーツ施設が充実しており盛んであること/ バス
路線・本数が多くなっていること/ ボールで遊べる場所があること/ ポストが適切に設置されている
こと/ ミニバスが便利であること/ 街全体のデザイン性が良いこと/ 街並みがきれいであること/ 学
校がきれいであること/ 観光都市として、名所旧跡に看板があること/ 季節感を感じさせる音が聞こ
えること/（梵鐘など） 休耕地の市民への貸し出しが増え、有効活用がなされていること/ 救急病院
が近くにあること/  狭い道の整備がなされること/ 近くに公園があること/ 空き地を有効活用されて
いること/ 憩いの場となる広場や施設などが設けられていること/ 公園がきれいになっていること/
公園がきれいに使われていること/ 公園が自然が豊かで整備されていること/ 公園が充実している
こと/ 公園が多いこと/ 公園の管理・設備が充実していること/ 公園の木が登りやすいこと/ 公園愛
護会と住民が情報交換ができていること/ 公共施設が充実しており、管理がいきわたっていること/
公民館内の設備が充実していること/ 行政側が市民活動に協力的でいること/ 子どもたちがよく公
園を活用していること/ 市政や政党の看板が少なく、景観が保たれていること/ 市民の家が気楽に
利用できていること/ 自転車を取り巻く環境が整備されていること/ 色んな観光資源が整っているこ
と/ 信号が適切な場所に設置されていること/ 図書館や公民館の本が充実していること/ 政治の看
板が少なく、景観が保たれていること/ 生活の利便性が高いこと/ 静かで暮らしやすい街であること
/ 多くの子どもが公園で遊んでいること/ 大きな公園の管理・設備が充実していること/ 地域での活
動が活発であること/ 地域に音の豊かな環境があること/ 藤沢市内の農林水産物を地産地消でき
ること/ 道で会うと挨拶されること/ 道を掃除してくれる人がいること/ 買い物に便利であること/ 美
術館や博物館が設けられること/ 美味しい食事を楽しんでいること/ 慢性的な渋滞が解消されてい
ること/ 夜ライトアップしていること/ 遊園地があること/ 遊水地公園があること/

漁業が盛んであること/ 都市ガスが入って、支払額も少な
くなり、便利であること

69
市民が利用する身近な施
設が大切にされているこ
と

「７４　市民から身近な公共施設が大切にさ
れていること」
(補足説明）
実際に使うという視点を入れ、修正したも
の。

きれいな公園の管理・設備が充実していること/ ボランティアで公園清掃をしている人がいること/ 空き地
を有効活用されていること/ 公園がきれいに使われていること/ 公共施設が充実しており、管理がいきわ
たっていること/ 史跡が多いこと/ 史跡などが有効活用されていること/ 市民の家が気楽に利用できている
こと/ 図書館や公民館の本が充実していること/ 早急な対策が必要な場所の工事が行われていること/ 中
学校の給食化などの学校機能が充実していること/ 道路標識、ミラーが正しく設置されていること/

（８）
公共資産
の維持管
理と有効

活用

（C） 持続的
活動（伝え
る・維持す
る）

きれいな公園の管理・設備が充実していること/ ボランティアで公園清掃をしている人がいること/
空き地を有効活用されていること/ 公園がきれいに使われていること/ 公共施設が充実しており、
管理がいきわたっていること/ 史跡が多いこと/ 史跡などが有効活用されていること/ 市民の家が
気楽に利用できていること/ 図書館や公民館の本が充実していること/ 早急な対策が必要な場所
の工事が行われていること/ 中学校の給食化などの学校機能が充実していること/ 道路標識、ミ
ラーが正しく設置されていること/

70
様々な主体によって、身
近な公共の場が維持管理
されていること

「７５　公共の施設や設備を使う人が十分に
サポートされていること」
(補足説明）
維持管理の視点を優先させるため修正した
もの。

エネルギーが大切にされていること/ ごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/
ゴミの戸別収集があること/ トンネルなども絵などが描かれ、明るい場所になっていること/ バス路線・本
数が多くなっていること/ ボールで遊べる場所があること/ まちづくりなどの活動をする人の負担が少ない
こと/ 案内が分かりやすくなっていること/ 河川の整備がされていること/ 海がきれいになっていること/ 観
光地としてのまちづくりが取り組まれていること/ 近代化していること/ 公園愛護会と住民が情報交換がで
きていること/ 工事が早く終わっていること/ 行事が多いこと/ 産学官連携が促進されること/ 市の財政及
び職員の活動が市民の納得のいくものであること/ 資源回収のルールを守ること/ 水はけがよいこと/ 水
道管の交換が進んでいること/ 知らない人でも悪いこと/をしていると注意が出来ていること/ 地域の人が
道を教えてくれること/ 地域の方がパトロールしていること/ 地域の方にきちんとあいさつしていること/ 地
域を見回ってくれる人がいること/ 電線が地中に埋まっており、電柱が少ないこと/ 登下校を見守って下さ
る方たちがいること/ 都市ガスが入って、支払額も少なくなり、便利であること/ 踏切を安全に渡っているこ
と/ 踏切を廃止して立体交差になっていること/ 道路がきちんと整備されていること/ 年寄りをよく見かける
こと/ 歩きタバコがないこと/

（８）
公共資産
の維持管
理と有効

活用

（D） 創造・推
進活動 （発
展・チャレン
ジ）

エネルギーが大切にされていること/ ごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られてい
ること/ ゴミの戸別収集があること/ トンネルなども絵などが描かれ、明るい場所になっていること/
バス路線・本数が多くなっていること/ ボールで遊べる場所があること/ まちづくりなどの活動をする
人の負担が少ないこと/ 案内が分かりやすくなっていること/ 河川の整備がされていること/ 海がき
れいになっていること/ 観光地としてのまちづくりが取り組まれていること/ 近代化していること/ 公
園愛護会と住民が情報交換ができていること/ 工事が早く終わっていること/ 行事が多いこと/ 産
学官連携が促進されること/ 市の財政及び職員の活動が市民の納得のいくものであること/ 資源
回収のルールを守ること/ 水はけがよいこと/ 水道管の交換が進んでいること/ 知らない人でも悪
いことをしていると注意が出来ていること/ 地域の人が道を教えてくれること/ 地域の方がパトロー
ルしていること/ 地域の方にきちんとあいさつしていること/ 地域を見回ってくれる人がいること/ 電
線が地中に埋まっており、電柱が少ないこと/ 登下校を見守って下さる方たちがいること/ 都市ガス
が入って、支払額も少なくなり、便利であること/ 踏切を安全に渡っていること/ 踏切を廃止して立
体交差になっていること/ 道路がきちんと整備されていること/ 年寄りをよく見かけること/ 歩きタバ
コがないこと/

71
多様な連携を通じて、市
民が望むサービスが提供
されていること

「７６　多くの人々がみんなが使う物や場所
を大切にすること」
(補足説明）
「７３　様々な連携によって、市民が望む
サービスがまちにあること。」と統合したも
の。

まちづくりなどの活動をする人の負担が少ないこと/ 屋内の遊び場が充実していること/ 公園で高齢者の
方に声かけがされていること/ 公園愛護会と住民が情報交換ができていること/ 公共でのマナーが向上し
ていること/ 自転車を取り巻く環境が整備されていること/ 生涯学習の講座がたくさんあること/ 大学が市
民に開放されていること/ 町の中に集会所があること/

（８）
公共資産
の維持管
理と有効

活用

（E）
交流基盤
（交流・つな
がり・連携）

まちづくりなどの活動をする人の負担が少ないこと/ 屋内の遊び場が充実していること/ 公園で高
齢者の方に声かけがされていること/ 公園愛護会と住民が情報交換ができていること/ 公共でのマ
ナーが向上していること/ 自転車を取り巻く環境が整備されていること/ 生涯学習の講座がたくさん
あること/ 大学が市民に開放されていること/ 町の中に集会所があること/

72
いろいろな市民の学びの
場が充実していること

「７７　いろいろな市民の学びの場が充実し
ていること」
(補足説明）
変更なし。

きれいな学校で勉強ができること/ スポーツができること/ スポーツ施設が充実しており盛んであること/ ト
ンネルなども絵などが描かれ、明るい場所になっていること/ 運動に適した環境が整備されていること/ 学
区が見直されていること/ 子どもにとって学校が楽しい場所であること/ 親水公園があること/ 図書館が充
実していること/ 図書館や公民館の本が充実していること/ 大きな公園の管理・設備が充実していること/
知らない人でも悪いこと/をしていると注意が出来ていること/ 地区安全センターの役割が把握できている
こと/ 中学校の給食化などの学校機能が充実していること/ 駐車場・駐輪場を充実していること/ 美術館
や博物館が設けられること/ 保育園、幼稚園の子育て支援が充実していること/ 防災対策が十分であるこ
と/

（８）
公共資産
の維持管
理と有効

活用

（F）
市民生活の
基礎（学ぶ・
育む・人材
育成・仕組
みづくり）

きれいな学校で勉強ができること/ スポーツができること/ スポーツ施設が充実しており盛んである
こと/ トンネルなども絵などが描かれ、明るい場所になっていること/ 運動に適した環境が整備され
ていること/ 学区が見直されていること/ 子どもにとって学校が楽しい場所であること/ 親水公園が
あること/ 図書館が充実していること/ 図書館や公民館の本が充実していること/ 大きな公園の管
理・設備が充実していること/  地区安全センターの役割が把握できていること/ 中学校の給食化な
どの学校機能が充実していること/ 美術館や博物館が設けられること/ 保育園、幼稚園の子育て
支援が充実していること/

知らない人でも悪いことをしていると注意が出来ていること
/駐車場・駐輪場を充実していること/防災対策が十分であ
ること/
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「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧
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ふじさわ未来課題の種
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方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

73
活気があり、開放的で温
かいまちであること

「７８　活気があり、開放的で温かいまちであ
ること」
(補足説明）
変更なし。

いろいろ譲り合って暮らしていること/ クリスマスの飾り付けをしている家が多いこと/ バスの運転手への
感謝の言葉を口にできること/ バリアフリーに配慮した暮らしやすい街になっていること/ ボランティアで安
全が守られていること/ みんなが外に出て活動していること/ やさしい街には活気があると同時にゆったり
感がある より多くの人が地域の役員を務めていること/ 違法駐車が少ないこと/ 駅前の商店街を増やし活
性化させること/ 外国人や障害者が自然体で地域に暮らせていること/ 街灯が多く、道が明るいこと/ 学生
の集う場が増えていること/ 緊急避難所が安全であること/ 近所づき合いが盛んで仲が良いこと/ 見守り
隊が活動していること/ 公園で子どもたちが遊んでいること/ 江の島にごみが戸別回収されるなど、先進的
なごみ対策が取られていること/ 高齢者がいきいきと住むこと/のできる街であること/ 高齢者の経験が活
かせる場を設けていること/ 細い道が多くて楽しめるていること/ 雑草の処理がなされていること/ 市民の
マナー・モラルが高いこと/ 時間がたてば、きっかけができ、チャンスがあること/ 自主防災がされているこ
と/ 神社仏閣があること/ 道で会うと挨拶されること/ 美術館や博物館が設けられること/ 暴走族がいない
こと/ 防災無線で行方不明者の放送がされること/ 防犯パトロールの活動により、安心感があること/ 夜の
防犯が定期的に行われていること/

（９）
「藤沢ライ
フスタイ
ル」と「湘
南カル

チャー」の
創出

(A)市民生活
の安定（安
定・落ち着
き・安らぎ）

いろいろ譲り合って暮らしていること/ クリスマスの飾り付けをしている家が多いこと/ バスの運転手
への感謝の言葉を口にできること/ バリアフリーに配慮した暮らしやすい街になっていること/ ボラ
ンティアで安全が守られていること/ みんなが外に出て活動していること/ やさしい街には活気があ
ると同時にゆったり感がある より多くの人が地域の役員を務めていること/ 違法駐車が少ないこと/
駅前の商店街を増やし活性化させること/ 外国人や障害者が自然体で地域に暮らせていること/
街灯が多く、道が明るいこと/ 学生の集う場が増えていること/ 緊急避難所が安全であること/ 近所
づき合いが盛んで仲が良いこと/ 見守り隊が活動していること/ 公園で子どもたちが遊んでいること
/ 江の島にごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ 高齢者がいきいき
と住むこと/のできる街であること/ 高齢者の経験が活かせる場を設けていること/ 細い道が多くて
楽しめるていること/ 雑草の処理がなされていること/ 市民のマナー・モラルが高いこと/ 時間がた
てば、きっかけができ、チャンスがあること/ 自主防災がされていること/ 神社仏閣があること/ 道で
会うと挨拶されること/ 美術館や博物館が設けられること/ 暴走族がいないこと/ 防災無線で行方
不明者の放送がされること/ 防犯パトロールの活動により、安心感があること/ 夜の防犯が定期的
に行われていること/

74
いつも自然の豊かさを感
じられていること

「７９　いつも緑の豊かさを感じられているこ
と」
(補足説明）
緑より自然の方が実感が沸くため、修正し
たもの。

３世代家族が多いこと/ バイクや航空機などの騒音問題がないこと/ 安全・安心して暮らすこと/ができて
いること/ 医療環境が向上すること/ 河川の整備がされていること/ 介護制度が充実していること/ 海の見
える暮らしがあること/ 街がきれいなこと/ 学区が見直されていること/ 学力が向上していること/ 環境問
題に積極的に取り組むまちづくりがされていること/ 観光客のマナーが向上していること/ 季節感を感じさ
せる音が聞こえること/（梵鐘など） 空が自然が豊かで整備されていること/ 高齢者が大切にされているこ
と/ 山がきれいであること/ 子どもが安心して安全に暮らせる社会であること/ 子どもの活動が夜遅くまで
及ばないでいること/ 市政や政党の看板が少なく、景観が保たれていること/ 自然が豊かで整備されてい
ること/ 住み心地が良い街であること/ 住民のマナーが良く、優しい町になっていること/ 植物が植えられ
ていること/ 生活の利便性が高いこと/ 労働環境が向上していること/

（９）
「藤沢ライ
フスタイ
ル」と「湘
南カル

チャー」の
創出

(A)市民生活
の安定（安
定・落ち着
き・安らぎ）

 バイクや航空機などの騒音問題がないこと/ 安全・安心して暮らすことができていること/河川の整
備がされていること/  海の見える暮らしがあること/ 街がきれいなこと/ 環境問題に積極的に取り
組むまちづくりがされていること/ 観光客のマナーが向上していること/ 季節感を感じさせる音が聞
こえること/（梵鐘など） 空が自然が豊かで整備されていること/ 山がきれいであること/ 子どもが安
心して安全に暮らせる社会であること/  市政や政党の看板が少なく、景観が保たれていること/ 自
然が豊かで整備されていること/ 住み心地が良い街であること/ 住民のマナーが良く、優しい町に
なっていること/ 植物が植えられていること/

３世代家族が多いこと/介護制度が充実していること/ 医
療環境が向上すること/ / 学区が見直されていること/ 学
力が向上していること/ 高齢者が大切にされていること/子
どもの活動が夜遅くまで及ばないでいること/生活の利便
性が高いこと/ 労働環境が向上していること/

75
豊かな地域資源を宝に、
楽しい体験ができるまち
であること

「８０　豊かな地域資源を宝に、楽しい体験
ができるまちであること」
(補足説明）
変更なし。

いいウォーキングコースがあること/ イベントが充実していること/ イルミネーションでまちが彩られているこ
と/ おしゃれなベビーカーに乗り、着ている服もきれいなこと/ お祭りがにぎやかで活発なこと/ お母さんた
ちもおしゃれできれいな人が多いこと/ クリスマスの飾り付けをしている家が多いこと/ これまでのまちづく
りの蓄積を活かした取り組みがなされていること/ サークル活動が充実していること/ スポーツができること
/ スポーツ施設が充実しており盛んであること/ テレビ取材がよく来ること/ トンネルなども絵などが描か
れ、明るい場所になっていること/ ファッションに興味を深くもっている子が増えていること/ ペットが多く
なっていること/ ボールで遊べる場所があること/ ボランティアの参加者が多くなっていること/ ボランティア
活動の場が充実し、その精神が培われていること/ みんなが外に出て活動していること/ やさしい街には
活気があると同時にゆったり感がある 愛着の持てる街であること/ 運動に適した環境が整備されているこ
と/ 映画館のような娯楽施設が充実すること/ 駅周辺が適切に整備され活気があること/ 屋内の遊び場が
充実していること/ 何をするにしてもきっかけとチャンスが身近にあること/ 花が植えられていること/ 花火
ができる場所があること/ 会話があること/ 街全体のデザイン性が良いこと/ 街中で挨拶を交わしているこ
と/ 学生との交流があること/ 活気のある街であること/ 観光地としてのまちづくりが取り組まれていること
/ 近所づき合いが盛んで仲が良いこと/ 憩いの場となる広場や施設などが設けられていること/ 芸能人が
来ていること/ 犬と遊べる場所が増えていること/ 古い街並みが残っていること/ 江の島など観光地が身
近にあること/ 子どもたちがよく公園を活用していること/ 子どもたちが挨拶できていること/ 子どもたちが
伸び伸びと遊んでいること/ 市民が地域の情報を十分に得られていること/ 青少年の集う場があること/
多くの方と交流があること/ 地域に音楽スタジオがあること/ 地域の記念日があること/ 地区レクリエーショ
ンで沢山の人が楽しんでいること/ 美術館や博物館が設けられること/ 美味しい食事を楽しんでいること/
文化活動が盛んであること/ 有名な人が地域で身近にいること/ 立ち寄りたくなる街であること/

（９）
「藤沢ライ
フスタイ
ル」と「湘
南カル

チャー」の
創出

（B） 市民生
活の豊かさ
（役に立つ・
便利・快適・
楽しい）

いいウォーキングコースがあること/ イベントが充実していること/ イルミネーションでまちが彩られ
ていること/ おしゃれなベビーカーに乗り、着ている服もきれいなこと/ お祭りがにぎやかで活発なこ
と/ お母さんたちもおしゃれできれいな人が多いこと/ クリスマスの飾り付けをしている家が多いこと
/ これまでのまちづくりの蓄積を活かした取り組みがなされていること/ サークル活動が充実してい
ること/ スポーツができること/ スポーツ施設が充実しており盛んであること/ テレビ取材がよく来る
こと/ トンネルなども絵などが描かれ、明るい場所になっていること/ ファッションに興味を深くもって
いる子が増えていること/ ペットが多くなっていること/ ボールで遊べる場所があること/ ボランティ
アの参加者が多くなっていること/ ボランティア活動の場が充実し、その精神が培われていること/
みんなが外に出て活動していること/ やさしい街には活気があると同時にゆったり感がある 愛着の
持てる街であること/ 運動に適した環境が整備されていること/ 映画館のような娯楽施設が充実す
ること/ 駅周辺が適切に整備され活気があること/ 屋内の遊び場が充実していること/ 何をするに
してもきっかけとチャンスが身近にあること/ 花が植えられていること/ 花火ができる場所があること
/ 会話があること/ 街全体のデザイン性が良いこと/ 街中で挨拶を交わしていること/ 学生との交
流があること/ 活気のある街であること/ 観光地としてのまちづくりが取り組まれていること/ 近所づ
き合いが盛んで仲が良いこと/ 憩いの場となる広場や施設などが設けられていること/ 芸能人が来
ていること/ 犬と遊べる場所が増えていること/ 古い街並みが残っていること/ 江の島など観光地
が身近にあること/ 子どもたちがよく公園を活用していること/ 子どもたちが挨拶できていること/ 子
どもたちが伸び伸びと遊んでいること/ 市民が地域の情報を十分に得られていること/ 青少年の集
う場があること/ 多くの方と交流があること/ 地域に音楽スタジオがあること/ 地域の記念日がある
こと/ 地区レクリエーションで沢山の人が楽しんでいること/ 美術館や博物館が設けられること/ 美
味しい食事を楽しんでいること/ 文化活動が盛んであること/ 有名な人が地域で身近にいること/
立ち寄りたくなる街であること/
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「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

ATMが近くにあること/ イベントの案内がきめ細かいこと/ いろいろなところに花が咲いていること/ おはよ
うボランティアが活動してくれていること/ お昼のチャイムが鳴ること/ きれいな公園の管理・設備が充実し
ていること/ ごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ ゴミの戸別収集があるこ
と/ コミュニティバスが走っていること/ ゴミ出しのルールが守られていること/ ショッピングの環境が整備さ
れていること/ スーパーマーケットがあること/ バリアフリーに配慮した暮らしやすい街になっていること/ ベ
ビーカーの通りやすい道を整備がなされていること/ ボランティアでゴミ拾いをしてくれていること/ ボラン
ティアで公園清掃をしている人がいること/ 安全センターの役割が分かること/ 安全に登下校できるように
ボランティア方が活動していること/ 案内が分かりやすくなっていること/ 横断歩道を安心して、渡れること/
温暖で穏やかな街であること/ 家庭の植木が適切に管理されていること/ 海、山、川全てがそろっているこ
と/ 海に近いこと/ 海岸と海岸沿がきれいに整備されていること/ 外国人や障害者が自然体で地域に暮ら
せていること/ 街がすみやすくなっていること/ 街には活気があり、居心地のいい場所があること/ 街の雰
囲気を良くするボランティア活動が盛んなこと/ 街灯が多く、道が明るいこと/ 街路樹の整備がされている
こと/ 各家庭の自然がきれいなこと/ 学区が見直されていること/ 学生が親切であること/ 喫煙者のマナー
が向上していること/ 教育環境に優れた地域社会であること/ 近くに公園があること/ 景観がきれいである
こと/ 健康で元気な人が多いこと/ 交通インフラが充実していること/ 公園がきれいになっていること/公園
が自然が豊かで整備されていること/ 公園が多いこと/ 公共交通機関の対応が良いこと/ 公民館内の設
備が充実していること/ 江の島がとてもきれいなこと/ 江ノ島が近いこと/ 子どもたちに声かけをしているこ
と/ 子どもたちの態度や精神が健全であること/ 子どもたちの登下校時の態度が良くなっていること/ 子ど
もにとって学校が楽しい場所であること/ 子供会ができていること/ 治安の良いまちになっていること/

ATMが近くにあること/ イベントの案内がきめ細かいこと/ いろいろなところに花が咲いていること/
おはようボランティアが活動してくれていること/ お昼のチャイムが鳴ること/ きれいな公園の管理・
設備が充実していること/ ごみが戸別回収されるなど、先進的なごみ対策が取られていること/ ゴミ
の戸別収集があること/ コミュニティバスが走っていること/ ゴミ出しのルールが守られていること/
ショッピングの環境が整備されていること/ スーパーマーケットがあること/ バリアフリーに配慮した
暮らしやすい街になっていること/ ベビーカーの通りやすい道を整備がなされていること/ ボランティ
アでゴミ拾いをしてくれていること/ ボランティアで公園清掃をしている人がいること/ 安全センター
の役割が分かること/ 安全に登下校できるようにボランティア方が活動していること/ 案内が分かり
やすくなっていること/ 横断歩道を安心して、渡れること/ 温暖で穏やかな街であること/ 家庭の植
木が適切に管理されていること/ 海、山、川全てがそろっていること/ 海に近いこと/ 海岸と海岸沿
がきれいに整備されていること/ 外国人や障害者が自然体で地域に暮らせていること/ 街がすみ
やすくなっていること/ 街には活気があり、居心地のいい場所があること/ 街の雰囲気を良くするボ
ランティア活動が盛んなこと/ 街灯が多く、道が明るいこと/ 街路樹の整備がされていること/ 各家
庭の自然がきれいなこと/ 学区が見直されていること/ 学生が親切であること/ 喫煙者のマナーが
向上していること/ 教育環境に優れた地域社会であること/ 近くに公園があること/ 景観がきれいで
あること/ 健康で元気な人が多いこと/ 交通インフラが充実していること/ 公園がきれいになってい
ること/公園が自然が豊かで整備されていること/ 公園が多いこと/ 公共交通機関の対応が良いこ
と/ 公民館内の設備が充実していること/ 江の島がとてもきれいなこと/ 江ノ島が近いこと/ 子ども
たちに声かけをしていること/ 子どもたちの態度や精神が健全であること/ 子どもたちの登下校時
の態度が良くなっていること/ 子どもにとって学校が楽しい場所であること/ 子供会ができているこ
と/ 治安の良いまちになっていること/

自然が多くあること/ 自然を大切にしていること/ 自転車の盗難がなくなっていること/ 芝生を増やし緑が
豊かになっていること/ 臭いに悩まされないこと/ 新築住宅がゆとりをもって建てられている 水はけがよい
こと/ 静かで暮らしやすい街であること/ 昔から変わらないところがあること/ 先進的なごみ対策が取られ
ていること/ 川の水質がよいこと/ 地域の方が落ち葉掃きをしていること/ 地域活動の担い手が多いこと/
歩道が整備されていること/ 迷惑行為を辞めさせていること/ 緑を守り、景観や住環境を整備していること/

 自然が多くあること/ 自然を大切にしていること/ 自転車の盗難がなくなっていること/ 芝生を増や
し緑が豊かになっていること/ 臭いに悩まされないこと/ 新築住宅がゆとりをもって建てられている
水はけがよいこと/ 静かで暮らしやすい街であること/ 昔から変わらないところがあること/ 先進的
なごみ対策が取られていること/ 川の水質がよいこと/ 地域の方が落ち葉掃きをしていること/ 地
域活動の担い手が多いこと/ 歩道が整備されていること/ 迷惑行為を辞めさせていること/ 緑を守
り、景観や住環境を整備していること/

77
藤沢の魅力がメディアで
発信されていること

「８２　藤沢の魅力がメディアで発信されてい
ること 」
(補足説明）
変更なし。

テレビ取材がよく来ること/ まちの再開発のあり方が、市民にとってわかりやすいこと/ ロケ地になっている
こと/ 観光事業が充実していること/ 観光都市として、名所旧跡に看板があること/ 古い街並みが残ってい
ること/ 山があること/ 色んな観光資源が整っていること/

（９）
「藤沢ライ
フスタイ
ル」と「湘
南カル

チャー」の
創出

（C） 持続的
活動（伝え
る・維持す
る）

テレビ取材がよく来ること/ まちの再開発のあり方が、市民にとってわかりやすいこと/ ロケ地に
なっていること/ 観光事業が充実していること/ 観光都市として、名所旧跡に看板があること/ 古い
街並みが残っていること/ 山があること/ 色んな観光資源が整っていること/

78
常により良い地域にしよう
と住民が活躍していること

「８３　常により良い地域にしようと住民が活
躍していること 」
(補足説明）
変更なし。

シルバー世代が活躍していること/ ファッションに興味を深くもっている子が増えていること/ 季節感を感じ
させる音が聞こえること/（梵鐘など） 現状の良いところが維持されていること/ 交通整理のボランティア活
動がなされていること/ 国が行うサービスを地域主体の運営でなされていること/ 山の斜面からの落石が
止まっていること/ 史跡が多いこと/ 史跡などを用いて、教育に活用していること/ 自転車が安全運転をし
ていること/ 住む人の生活が、住み続けるほど良くなっていること/ 諸芸術の奨励・振興がなされているこ
と/ 植えられた草花がきれいに保たれていること/ 藤沢市の歴史や伝統を感じていること/ 文化伝承の場
があること/

（９）
「藤沢ライ
フスタイ
ル」と「湘
南カル

チャー」の
創出

（C） 持続的
活動（伝え
る・維持す
る）

シルバー世代が活躍していること/ ファッションに興味を深くもっている子が増えていること/ 季節感
を感じさせる音が聞こえること/（梵鐘など） 現状の良いところが維持されていること/ 交通整理のボ
ランティア活動がなされていること/ 国が行うサービスを地域主体の運営でなされていること/ 山の
斜面からの落石が止まっていること/  史跡などを用いて、教育に活用していること/ 住む人の生活
が、住み続けるほど良くなっていること/ 諸芸術の奨励・振興がなされていること/ 植えられた草花
がきれいに保たれていること/ 藤沢市の歴史や伝統を感じていること/ 文化伝承の場があること/

史跡が多いこと/ 自転車が安全運転をしていること/

79
市民の意識が高く、市民
参加型の地域づくりが進
んでいること

「８４　市民の意識が高く、市民参加型の地
域づくりが進んでいること」
(補足説明）
変更なし。

「藤沢」「湘南」などの地域ブランドが向上し続けること/ PTAや子供会などに親が多く参加していること/ イ
ベントが充実していること/ イルミネーションでまちが彩られていること/ いろいろな世代、いろいろな国の
人たちと交流できること/ お祭りがにぎやかで活発なこと/ お母さんたちもおしゃれできれいな人が多いこと
/ バス停で待っている時に声かけをしてくれていること/ ホームレスへの対策が取られていること/ ロケ地
になっていること/ 挨拶ができる街であること/ 何をするにしてもきっかけとチャンスが身近にあること/ 学
生が通学路の掃除をしてくれていること/ 企業誘致の方法が地域に納得のいく手続きが確立していること/
共生社会への住民の意識が高まっていること/ 空気がきれいであること/ 経済が発展していること/ 健康
で元気な人が多いこと/ 公園で高齢者の方に声かけがされていること/ 公園の木が登りやすいこと/ 史跡
などが有効活用されていること/ 子育て世代の交流の場があること/ 子供とお年寄りが安心して暮らせる
街であること/ 市内で住民同士の交流があること/ 市民の家が気楽に利用できていること/ 市民参加型の
地域社会が成立していること/ 時間がたてば、きっかけができ、チャンスがあること/ 若者の意向を受け入
れる地域であること/ 弱者に配慮した暮らしやすい街であること/ 新旧の住人が交流していること/ 大学が
市民に開放されていること/ 誰もが行事で活躍していること/ 文化活動が盛んであること/ 歩きタバコがな
いこと/

（９）
「藤沢ライ
フスタイ
ル」と「湘
南カル

チャー」の
創出

（D） 創造・推
進活動 （発
展・チャレン
ジ）

「藤沢」「湘南」などの地域ブランドが向上し続けること/ PTAや子供会などに親が多く参加している
こと/ イベントが充実していること/ イルミネーションでまちが彩られていること/ いろいろな世代、い
ろいろな国の人たちと交流できること/ お祭りがにぎやかで活発なこと/  バス停で待っている時に
声かけをしてくれていること/ ホームレスへの対策が取られていること/ 挨拶ができる街であること/
何をするにしてもきっかけとチャンスが身近にあること/ 学生が通学路の掃除をしてくれていること/
企業誘致の方法が地域に納得のいく手続きが確立していること/ 共生社会への住民の意識が高
まっていること/ 経済が発展していること/ 健康で元気な人が多いこと/ 公園で高齢者の方に声か
けがされていること/ 史跡などが有効活用されていること/ 子育て世代の交流の場があること/ 子
供とお年寄りが安心して暮らせる街であること/ 市内で住民同士の交流があること/ 市民の家が気
楽に利用できていること/ 市民参加型の地域社会が成立していること/ 時間がたてば、きっかけが
でき、チャンスがあること/ 若者の意向を受け入れる地域であること/ 弱者に配慮した暮らしやすい
街であること/ 新旧の住人が交流していること/ 大学が市民に開放されていること/ 誰もが行事で
活躍していること/ 文化活動が盛んであること/ 歩きタバコがないこと/

お母さんたちもおしゃれできれいな人が多いこと/ ロケ地に
なっていること/ 空気がきれいであること/ 公園の木が登り
やすいこと

（９）
「藤沢ライ
フスタイ
ル」と「湘
南カル

チャー」の
創出

76

「８１　訪れる人・住む人に配慮した心遣い
や工夫があること」
(補足説明）
変更なし。

訪れる人・住む人に配慮
した心遣いや工夫がある
こと

（B） 市民生
活の豊かさ
（役に立つ・
便利・快適・
楽しい）
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「ふじさわ未来課題」・「気づき」の関係修正結果一覧

新 新フレーズ（アンケート版） 元のフレーズ（4/18時点）
ふじさわ未来課題の種

450の気づき+行政の気づき
方向性 課題分野 気付き（整合） 気付き（かけはなれている）

80
市民と来訪者が交流でき
る機会や場があること

「８５　まちのために人々が集まる機会や場
所があること」
(補足説明）
「まち」に集まる目的を限定しないため表現
を修正したもの。

いろいろな世代、いろいろな国の人たちと交流できること/ サークル活動が充実していること/ 学生の集う
場が増えていること/ 学生の生活指導が十分になされること/ 季節行事が根付いていること/ 芸能人が来
ていること/ 健康で元気な人が多いこと/ 公園が多いこと/ 市内で住民同士の交流があること/ 市民の家
が気楽に利用できていること/ 若者が増え、活気溢れたまちになること/ 住民が外に出て活動をしているこ
と/ 住民同士の交流があること/　 諸芸術の奨励・振興がなされていること/ 親子で仲間作りをし、積極的
に子育てを楽しんでいること/ 生活の利便性が高いこと/ 大学が市民に開放されていること/ 誰もが行事
で活躍していること/ 地域で交流があること/ 地域の記念日があること/ 地域の情報が入手しやすいこと/
地域や市内全体でのお祭りが盛んであること/ 地区レクリエーションで沢山の人が楽しんでいること/ 町内
の大人同士で挨拶をしていること/ 伝統行事が受け継がれており盛んであること/

（９）
「藤沢ライ
フスタイ
ル」と「湘
南カル

チャー」の
創出

（E）
交流基盤
（交流・つな
がり・連携）

いろいろな世代、いろいろな国の人たちと交流できること/ サークル活動が充実していること/ 学生
の集う場が増えていること/ 学生の生活指導が十分になされること/ 季節行事が根付いていること
/ 芸能人が来ていること/ 健康で元気な人が多いこと/ 公園が多いこと/ 市内で住民同士の交流
があること/ 市民の家が気楽に利用できていること/ 若者が増え、活気溢れたまちになること/ 住
民が外に出て活動をしていること/ 住民同士の交流があること/　 諸芸術の奨励・振興がなされて
いること/ 親子で仲間作りをし、積極的に子育てを楽しんでいること/ 生活の利便性が高いこと/ 大
学が市民に開放されていること/ 誰もが行事で活躍していること/ 地域で交流があること/ 地域の
記念日があること/ 地域の情報が入手しやすいこと/ 地域や市内全体でのお祭りが盛んであること
/ 地区レクリエーションで沢山の人が楽しんでいること/ 町内の大人同士で挨拶をしていること/ 伝
統行事が受け継がれており盛んであること/

81
地域の記憶や文化が継
承され、発展すること

「８６　文化が継承され、発展すること」
(補足説明）
記憶や歴史、姿、かたち、文化まで包括した
表現に修正したもの。

国際交流の取り組みを、団体、企業、学校、市民、市民ボランティア等の知恵と力を集め、市民一人ひとり
が豊かな心を育み、文化にふれあう交流発信のまちをつくりあげることをめざすこと/多角的な国際交流事
業を多方面の担い手との協働による対応が必要であること/市民・地域が必要とする文化活動に対して、
金銭面・実施面での支援を積極的に取り組む必要があること/新たな広域連携や市民団体等との協働を
図るための取り組みが必要になること/地域分権に合致した連携の仕組みについて考慮する必要があるこ
と/多角的な国際交流事業に呼応した、きめ細かい対応ができること/市民まつりのあり方・開催方法等を
検討すること/地域が主体的に取り組む事業への協力（専門職員の助言・人の紹介・職員の派遣）などへ
の取り組みが必要になること

（９）
「藤沢ライ
フスタイ
ル」と「湘
南カル

チャー」の
創出

（E）
交流基盤
（交流・つな
がり・連携）

国際交流の取り組みを、団体、企業、学校、市民、市民ボランティア等の知恵と力を集め、市民一
人ひとりが豊かな心を育み、文化にふれあう交流発信のまちをつくりあげることをめざすこと/多角
的な国際交流事業を多方面の担い手との協働による対応が必要であること/市民・地域が必要とす
る文化活動に対して、金銭面・実施面での支援を積極的に取り組む必要があること/新たな広域連
携や市民団体等との協働を図るための取り組みが必要になること/地域分権に合致した連携の仕
組みについて考慮する必要があること/多角的な国際交流事業に呼応した、きめ細かい対応ができ
ること/市民まつりのあり方・開催方法等を検討すること/地域が主体的に取り組む事業への協力
（専門職員の助言・人の紹介・職員の派遣）などへの取り組みが必要になること

82
 藤沢ならではの取り組み
が実践されていること

「８７　藤沢ならではの取り組みが実践され
ていること 」
(補足説明）
変更なし。

エコイベントが行われていること/ ゴミを拾ってくれる人がいること/ スポーツができること/ タクシー運転手
が気持ちの良い対応がなされること/ ペットの飼い主のマナーが良くなっていること/ 安心して育児ができ
る環境であること/ 環境問題に積極的に取り組むまちづくりがされていること/ 喫煙者のマナーが向上して
いること/ 協調性があること/ 近所の人が挨拶をしてくれていること/ 建物を制限し景観を守るっていること
/ 犬の飼い主のマナーが向上していること/ 古い街並みが残っていること/ 交通マナーが徹底されている
こと/ 公共でのマナーが向上していること/ 公共交通機関で席を譲ってもらうこと/があること/ 校門の前で
ボランティアの人が挨拶をしてくれていること/ 子どもの遊び場が確保されていること/ 子供が礼儀正しい
こと/ 若い人がお年寄りに優しいこと/ 住所不定の人にやさしい環境であること/ 住民がやさしく、人柄のよ
い気質を持っていること/ 小学生が挨拶してくれていること/ 藤沢ならでは、のイベントを楽しむこと/ができ
ること/ 落し物を拾ってくれること/ 路上駐車がないこと/

（９）
「藤沢ライ
フスタイ
ル」と「湘
南カル

チャー」の
創出

（F）
市民生活の
基礎（学ぶ・
育む・人材
育成・仕組
みづくり）

エコイベントが行われていること/ ゴミを拾ってくれる人がいること/ スポーツができること/  安心し
て育児ができる環境であること/ 環境問題に積極的に取り組むまちづくりがされていること/  協調
性があること/ 近所の人が挨拶をしてくれていること/ 建物を制限し景観を守るっていること/ 犬の
飼い主のマナーが向上していること/ 古い街並みが残っていること/ 交通マナーが徹底されている
こと/ 公共でのマナーが向上していること/ 公共交通機関で席を譲ってもらうことがあること/ 校門
の前でボランティアの人が挨拶をしてくれていること/ 子どもの遊び場が確保されていること/ 子供
が礼儀正しいこと/ 若い人がお年寄りに優しいこと/ 住所不定の人にやさしい環境であること/ 住
民がやさしく、人柄のよい気質を持っていること/ 小学生が挨拶してくれていること/ 藤沢ならでは、
のイベントを楽しむこと/ができること

タクシー運転手が気持ちの良い対応がなされること/ ペット
の飼い主のマナーが良くなっていること/喫煙者のマナー
が向上していること/落し物を拾ってくれること/ 路上駐車
がないこと/

83
子どもから大人まで、文
化に触れる環境が整って
いること

「８８　子どもから大人まで、文化に触れる環
境が整っていること」
(補足説明）
変更なし。

市民・地域が必要とする文化活動に対して、金銭面・実施面での支援を積極的に取り組む必要があること
/新たな広域連携や市民団体等との協働を図るための取り組みが必要になること/地域分権に合致した連
携の仕組みについて考慮する必要があること/多角的な国際交流事業に呼応した、きめ細かい対応がで
きること/市民まつりのあり方・開催方法等を検討すること/地域が主体的に取り組む事業への協力（専門
職員の助言・人の紹介・職員の派遣）などへの取り組みが必要になること/国際交流の取り組みを、団体、
企業、学校、市民、市民ボランティア等の知恵と力を集め、市民一人ひとりが豊かな心を育み、文化にふれ
あう交流発信のまちをつくりあげることをめざすこと/多角的な国際交流事業を多方面の担い手との協働に
よる対応が必要であること/

（９）
「藤沢ライ
フスタイ
ル」と「湘
南カル

チャー」の
創出

（F）
市民生活の
基礎（学ぶ・
育む・人材
育成・仕組
みづくり）

市民・地域が必要とする文化活動に対して、金銭面・実施面での支援を積極的に取り組む必要が
あること/新たな広域連携や市民団体等との協働を図るための取り組みが必要になること/地域分
権に合致した連携の仕組みについて考慮する必要があること/多角的な国際交流事業に呼応し
た、きめ細かい対応ができること/市民まつりのあり方・開催方法等を検討すること/地域が主体的
に取り組む事業への協力（専門職員の助言・人の紹介・職員の派遣）などへの取り組みが必要にな
ること/国際交流の取り組みを、団体、企業、学校、市民、市民ボランティア等の知恵と力を集め、市
民一人ひとりが豊かな心を育み、文化にふれあう交流発信のまちをつくりあげることをめざすこと/
多角的な国際交流事業を多方面の担い手との協働による対応が必要であること/
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「重点・ふじさわ未来課題」検討シート（１） 

 
（１）①と②に分類された「ふじさわ未来課題」をみて気づいたこと 
  （地域や領域固有の問題や、全市・他の地区・領域などとの違いについて意見交換し、   
   以下に箇条書きで記入）  
 
 
 
 
 
 
 

地区・領域： 
 



「重点・ふじさわ未来課題」検討シート（２） 

 
（２）③や④に分類されたが「重点課題」として加えた方が良いもの  

未来課題 
番  号 

 
（課題名） 
 
 

追加する根拠 

（指摘する根拠、①や②に分類されなかった原因や背景など） 

根拠を裏付ける 
ために想定される

データ等 

（必要なデータなど） 

 

未来課題 
番  号 

 
（課題名） 
 
 

追加する根拠 

（指摘する根拠、①や②に分類されなかった原因や背景など） 

根拠を裏付ける 
ために想定される

データ等 

（必要なデータなど） 

 

地区・領域： 
 



「重点・ふじさわ未来課題」検討シート（３） 

 
（３）「まちづくり指標」の設定時に、“気づき”や“未来課題の種”を参考に、「重点課題」

の原因や背景を深掘りした上で、的確な指標を検討します。 地域や領域の特性を 
特に意識した“深掘り”をした方がよい「重点課題」を指摘してください。  

未来課題 
番  号 

 
（課題名） 
 
 

根拠 

（地区や領域の特性を意識した深掘りをした方が良いと考える根拠） 

 

未来課題 
番  号 

 
（課題名） 
 
 

根拠 

（地区や領域の特性を意識した深掘りをした方が良いと考える根拠） 

 

未来課題 
番  号 

 
（課題名） 
 
 

根拠 

（地区や領域の特性を意識した深掘りをした方が良いと考える根拠） 

 

地区・領域： 
 



「重点・ふじさわ未来課題」検討シート（４） 

（４）（83 項目にはないが）各種実感の積み上げからは出てきにくい「課題（未来予測や 
地域性に基づくもの、基盤を提供するものなど）」について、説明責任を果たせる 
レベルのデータや根拠を明確にした上で、追加すべき項目を指摘してください。  

追加すべき課題 
 
 

追加する根拠 

（指摘する根拠） 

根拠を裏付ける 
ために想定される

データ等 

（必要なデータなど） 

 

追加すべき課題 
 
 

追加する根拠 

（指摘する根拠） 

根拠を裏付ける 
ために想定される

データ等 

（必要なデータなど） 

 

地区・領域： 
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