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2010 年 7 月 3 日 
 

地域まちづくり計画案の留意事項について 
 
 
 地域まちづくり計画素案をふまえ、事務局が地域まちづくり計画の目的、地域まち

づくり目標、地域まちづくり活動及び今後立案する地区別まちづくり実施計画等の位

置づけを勘案し、以下の点に十分留意して調整を行うべき事項を整理し、依頼を行っ

た。 
 
１．地域まちづくり計画案について 

市民の生活実感に基づく「気づき」（約 42,000 項目）、行政実感に基づく「政

策の棚卸し」（136 項目）、市民の様々な活動実感に基づく「活動の棚卸し」（451
項目）に基づき、８３項目の「ふじさわ未来課題」を設定したものです。 
 その「ふじさわ未来課題」について、市民アンケート調査「ここに重点！未来

へのステップ調査」に基づき、「ふじさわ未来課題」の項目ごとに、どのくらい実

現できているかの「充足度」とどのくらい大切と感じているかの「重要度」を算

出し、４象限（「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」「③より効率的に価値の維持を」「④熟慮と根拠ある未来戦略を」）に分類し、

地区ごとに「ふじさわ未来課題」の重み付けを行い、「３つの都市ビジョン」と「藤

沢づくりの 9 つの方向性」を踏まえ、「重点ふじさわ未来課題」の実現に向けて

目標とすべきあるべき姿を地域まちづくり目標として設定しました。また、地域

まちづくり目標をより具体化した活動の指針として、地域まちづくり活動を設定

したものです。 
 

２．地域まちづくり計画案の地域まちづくり目標及び地域まちづくり活動について 
の留意事項 
① 地域まちづくり目標、地域まちづくり活動の表現に活動を具体にする実施計

画の内容記載が多いため、修正を行う必要がある。 
② 地域まちづくり目標や地域まちづくり活動の表現、記載のバラツキの修正を

行う必要がある。 
③ 「ふじさわ未来課題」の重点課題を踏まえ、市域全体のまちづくり計画で対

応する必要のある重点課題、地域と市域全体が連携して行う必要がある重点

課題、及び、地域間で連携する必要がある重点課題を、今後調整する必要が

ある。加えて、各地域経営会議から重点ふじさわ未来課題をふまえ、市域全

体のまちづくり計画へ位置づけるべき事項についての提案を依頼した。 
④ 「地域分権」と「新しい公共」の視点に立って再考、目標と活動を再検討す

る必要がある。 
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⑤ 地域における「ふじさわ未来課題」の重み付け作業において、「気づき」等

の確認を行い、４象限で示した「重点ふじさわ未来課題」の①「協働型の課題

解決で価値向上へ」及び②「強みや魅力の維持・向上を」で地域の課題が明ら

かになっている事象について、地域まちづくり目標及び地域まちづくり活動へ

反映されていないものは、再度、点検し反映させるものとする。 
 
以上を踏まえ、現在、地域経営会議と市民センター・公民館が中心となって現在

調整を行っている。 
 

 
３．地域まちづくり目標の修正方針 

① 言葉の統一 
・ ～の片瀬、～のまち、～のこと いずれの表現でも良い。 

ただし、統一感を出していただく。 
  ② 基本計画と実施計画のバランスを図っていただく。 

・ ビックプロジェクト、事業や実施の内容は、実施計画で記載いただく。 
・ 市域全体と地域の線引きや実施計画とのすみ分けで対応していただく。 

 ③ 地域まちづくり目標とコメントを上記修正方針に基づき修正し、事務局へ提

出いただく。 
 
４．地域まちづくり活動の修正方針 
  ① 地域まちづくり活動は、事業につなげる活動の指針である。 
 ② 活動の拡がり感を持たせる。 
 ③ 整備とか事業を示す記載とはしない。 

・ 整備、実施、～づくりなどの表現は変更する。 
～の推進、促進、向上、充実などとする。 
語尾の修正程度であっても良い。 

・ 記載内容の抽象度を高める。 
④ 具体の施設名などが分かる表現は避けていただく。 
・ ただし、「山」「坂」などの記載は良い。 

 ⑤ 各地区により記載事項の数にバラツキがあるが、記載された地域まちづくり

活動から実施計画に位置づけられる実施事業を担保するものではないこと

を理解いただく。 
・ 基本的に記載量による地区毎のアンバランスはない。 
・ ＰＤＣＡサイクルによる基本計画の見直しの中で、新たに追加記載されるこ

とも前提とする。 
 



ふじさわ未来課題マトリックス 片瀬

（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

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

③より効率的に価値の
維持を

④熟慮と根拠ある未来
戦略を

重点・ふじさわ未来課
題

（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



基本構想 基本計画　　片瀬地区地域まちづくり計画

藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性

■　都市ビジョン１ １　地域自律型の「藤沢づくり」を育むまち 7
　　市民の力が育てる
　　生活充実都市

２　明日の藤沢を担う「藤沢のこどもたち」 14
　　を育む環境

３　市民力・地域力による安全で安心して 18
　　暮らせるまち

19

23

活動指標：落書きや不法投棄の箇所数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：

活動指標：地域福祉活動に参加するボランティア、ボランティ
ア団体の数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域福祉活動の充実・発展

役割期待値：

みんながすみよい環境美化の推進

活動指標：犯罪認知件数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

防犯にも交通事故にも強い、地域で守る安全なまちづくりの
推進

役割期待値：

地域にいつでも集える居場所があるまちづくりの推進

活動指標：地域の居場所の数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

災害にも安全なまちづくりの推進

活動指標：災害危険箇所の箇所数

役割期待値：

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：イベントや各種見守り活動、パトロールへの延べ
参加者の増加率
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

子ども達を育み、見守る地域づくりの推進

成果指標：
地域活動が活発に行われていると感じている人の割合

成果指標：学校・家庭・地域のネットワークが活発と感じてい
る人の割合

成果指標：災害時に危険を感じている人の割合

現状値：　　　　　　　　　

成果指標：地域での支え合いがあると感じている人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：身近な日々の暮らしの場に存在する多様な生活・福
祉課題に地域全体で取り組み、個では負えない問題を地域
で支え合う必要があります

コメント：まちづくりには、自律と思いやりを持った個人や団体
等が連携して地域活動に取り組むことが大切です

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

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

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

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．治安の良い環境であること

地域力最大　被害最小　災害に負けないまち片瀬

お年寄りも安心！子どもも安全！すみよい片瀬

みんなで支え、みんなで守る片瀬のくらし

めざそう値：　　　　　　　　　

成果指標：安心安全なまちと感じている人の割合

コメント：災害による被害の軽減には、都市基盤の整備も重
要ですが、地域の自主的な準備や防災活動も重要です。

コメント：子どもから高齢者までが安心して暮らせる安全な地
域づくりをすすめます

ふじさわ未来課題

現状値：　　　　　　　　　

地域まちづくり活動

みんなが知っている、参加している、連携している地域活動の

地域まちづくり目標

みんなにやさしい　思いやりのまち片瀬

活動指標：地域活動団体、ボランティア団体の増加率

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：こども達の健全な育成のため、学校、家庭や地域全
体での見守り、ささえる体制が必要です

つなげよう！学校・家庭･地域の輪

役割期待値：

地域力による防災活動と助け合い対策の推進

活動指標：自主防災活動が定期的に実施されている防災会の

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

将来像
「私たちの政府」が創る、

いまも未来も住み続けたいまち「湘南ふじさわ」
歴史の薫りと潮の香りがただようふれあいのまち　片瀬・江の島

地域まちづくりのテーマ



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 ふじさわ未来課題 地域まちづくり活動地域まちづくり目標

■　都市ビジョン２ ４　共に生き、共に創る地域社会の創出 34
　　地域から地球に拡がる
　　環境行動都市

５　豊かな地域資源の次世代への継承・ 40
　　発展

６　地球温暖化防止など未来の地球環境 49
　　への投資

地球環境保全意識の向上からつなげる地域環境活動の推進

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

役割期待値：

活動指標：地域の文化行事や伝統行事に参加する延べ参加
者の増加率
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

活動指標：地域での環境問題への取組み数

活動指標：ふれあい事業や地域のイベントへの延べ参加者
の増加率
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

地域の自然や緑を守り、つなげるまちづくりの推進

活動指標：地域住民一人あたりの緑の面積

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域の歴史・文化や伝統行事の発展、継承

世代を超えたふれあいとコミュニケーションあるまちづくりの推

コメント：世代を超えた挨拶・交流にあふれ、まち全体のコミュ
ニケーションが豊かであることがまちづくりの基本です

めざそう値：　　　　　　　　　

成果指標：地球環境のための活動を生活スタイルとして実践
している人の割合

成果指標：地域の人たちと、気持ちよく挨拶ができていると思
う人の割合

キレイがいちばん！片瀬のまち

コメント：全国に誇れる観光地江の島・湘南海岸を抱える地
域として地域住民が自慢できる環境活動を実施します

活かそう！守ろう！つなげよう！片瀬の資源

３４．地域で支え合い暮らせる環境である
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

４９．人々の環境への意識が高く、快適な
まちであること

えがおで暮らそう！明るい片瀬

現状値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：片瀬・江の島特有の自然・歴史・文化・伝統を大事に
し、発展させ、次世代に継承します
成果指標：地域資源に魅力を感じている人の割合



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 ふじさわ未来課題 地域まちづくり活動地域まちづくり目標

■　都市ビジョン３ ７　「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築 57
　　さらなる可能性を追求 　　と地域経済の活力再生
　　する創造発信都市
　　

８　公共資産の維持管理と有効活用 67

71

９　「藤沢ライフスタイル」と「湘南カルチャー」 73
　　の創出

役割期待値：

安心して移動できるまちづくりの推進

活動指標：バリアフリーMAPへの掲載箇所数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

活動指標：海水浴客を除き、年間に地区を訪れた人の増加
数

水産業と商業が共に地域の活性化を進めるまちづくりの推
進

公共資産の有効活用と行政への市民参加が活発なまちづく
りの推進

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：

めざそう値：　　　　　　　　　

活動指標：公共施設の平均利用率

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：

活動指標：地域経営会議などの企画による地域事業の数

現状値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

活動指標：片瀬・江の島を訪れる人の数

役割期待値：

湘南の魅力を全国に発信するまちづくりの推進

役割期待値：

市民主体の地域事業の推進

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　

成果指標：
地元で買い物をしたいと思う人の割合

やさしい！うれしい！たのしい！片瀬のまち

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

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

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。

７３．活気があり、開放的で温かいまちで
あること

成果指標：移動に不便を感じる人の割合

成果指標：湘南海岸のひとつの地区としての認知度

コメント：湘南の自然とマッチした産業が活性化することに
よって、楽しく、元気なまちになります

広く発信、湘南のまちの魅力

コメント：湘南の環境と文化、ブランドなどを広く発信して、多く
の人が交流できるまちづくりを進めます

めざそう値：　　　　　　　　　

でかけよう！安全安心　片瀬のまちへ

コメント：駅舎、道路、建物などのバリアフリーなど子どもから
高齢者まで誰でも安全に移動できるまちづくりを進めます

利用しよう！片瀬にあるいろいろなサービス

コメント：多様化する市民ニーズに対して、行政と市民、民間
企業等が連携・役割分担し、限られた財源や地域資源を効
率的、効果的に活用し、市民サービスの充実を図ります

成果指標：地域でのサービスが充実していると感じている人
の割合



ふじさわ未来課題マトリックス 鵠沼

（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

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

③より効率的に価値の
維持を

④熟慮と根拠ある未来
戦略を

重点・ふじさわ未来課
題

（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



基本構想 基本計画　　(鵠沼地区地域まちづくり計画）

藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性

■　都市ビジョン１ １　地域自律型の「藤沢づくり」を育むまち 7
　　市民の力が育てる
　　生活充実都市

２　明日の藤沢を担う「藤沢のこどもたち」 14
　　を育む環境

３　市民力・地域力による安全で安心して 17
　　暮らせるまち

19

めざそう値：　　　　　　　　　

ふじさわ未来課題

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

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

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

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

１９．治安の良い環境であること

地域まちづくり目標

地域に住み、働き、学ぶ人たちが協働して地域活動を進める
まち

次世代を担うこどもたちを学校・家庭・地域とつながり育むま
ち

高齢者が生き生きとすごせるまち

交通事故のない安全安心のまち

地域まちづくり活動

地域活動の充実と人材の育成

活動指標：ボランティアの人数が増えたと感じた人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：次世代の担い手となる子どもの育成は、高齢者をは
じめ、すべての人が参加することが大切です。

現状値：　　　　　　　　　

コメント：地域活動を充実させるため、人材を育成し、参画機
会の提供をする。

成果指標：交通安全活動に参加している人の割合

コメント：健康で生活できることは、すべての高齢者の願いで
す。

コメント：交通安全に向けた地域の取り組みが必要です。

成果指標：鵠沼の地で一生すごしたいと感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

成果指標：地域活動に参加したいと感じた人の割合

成果指標：学校・家庭・地域であいさつが増えたと感じた人の
割合

役割期待値：

活動指標：子どもたちが地域で大切にされていると感じてい
る人の割合
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域で子どもを育てる

役割期待値：

活動指標：高齢者が地域で大切にされていると感じている人
の割合
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

高齢者支援体制の充実

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：ヒヤリ・ハットを感じない住民の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

交通安全対策の充実

緑と海と人が輝くまち「湘南ふじさわ鵠沼」

地域まちづくりのテーマ将来像
「私たちの政府」が創る、

いまも未来も住み続けたいまち「湘南ふじさわ」



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 ふじさわ未来課題 地域まちづくり目標 地域まちづくり活動

■　都市ビジョン２ ４　共に生き、共に創る地域社会の創出 24
　　地域から地球に拡がる
　　環境行動都市

５　豊かな地域資源の次世代への継承・ 39
　　発展

６　地球温暖化防止など未来の地球環境 46
　　への投資

■　都市ビジョン３ ７　「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築 59
　　さらなる可能性を追求 　　と地域経済の活力再生
　　する創造発信都市
　　

８　公共資産の維持管理と有効活用 67

68

９　「藤沢ライフスタイル」と「湘南カルチャー」 76
　　の創出

成果指標：安心して利用できる施設が増えたと感じる人の割
合

すべての人が安心して移動・利用できるまち

現状値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：美しい景観と緑は、鵠沼の財産です。

めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：商店街の賑わいは、まちの元気につながります。

コメント：子どもから高齢者までが安心してどこへでも行ける
ことが大切です。

コメント：鵠沼の資産としての海・川・緑の中で、憩える場所が
あること。

成果指標：緑が豊かと感じる人の割合

豊かな自然（海、川、緑）の中で憩えるまち

元気な商店街が多いまち

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：防犯、防災には、地域のコミュニケーションが大切で
す。
成果指標：地域のコミニュケーションがとれていると感じる人
の割合

成果指標：地域の商店街が、元気であると感じた人の割合

成果指標：豊かな自然に囲まれていると感じている人の割合

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

３９．身近にある緑が適切に保全されてい
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

５９．安全で安心な食べ物が身近で得られ
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

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

７６．訪れる人・住む人に配慮した心遣い
や工夫があること

犯罪のない、災害に強いまち

景観が守られ、緑が保全されているまち

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：公共施設を利用するのに誰もが気持ちよく利用でき
るような心遣いや工夫が必要です。
成果指標：近くに行きたくなる公共施設があると感じた人の
割合

成果指標：商店やまちに賑わいがあると感じている人の割合

コメント：市民生活に安らぎや役に立つ、便利、快適、楽し
い、と言う感覚を持てるようなまちづくりが求められています。

思い遣り、心遣いにあふれるまち

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地産品があふれる元気な観光のまち

活動指標：防犯、防災活動に参加している人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地区内の防犯、防災活動の充実

役割期待値：

活動指標：鵠沼の緑と景観が守られていると感じた人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

景観に配慮した街並みと緑の保全

役割期待値：

活動指標：憩える場所が増えたと感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

憩える場所の整備、保全

役割期待値：

活動指標：地域の商店街で消費をしたいと感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

商店街の活性化

役割期待値：

活動指標：施設が使いやすくなったと感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

住民と協働したインフラ整備

役割期待値：

活動指標：観光客が多くなったと感じている人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地産地消・観光の推進

役割期待値：

活動指標：多くの人が利用し、賑わっていると感じた人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

住民との協働によるルールづくり

役割期待値：



ふじさわ未来課題マトリックス 辻堂

（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

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

③より効率的に価値の
維持を

④熟慮と根拠ある未来
戦略を

重点・ふじさわ未来課
題

（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



基本構想 基本計画　　(辻堂地区地域まちづくり計画）

藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性

■　都市ビジョン１ １　地域自律型の「藤沢づくり」を育むまち 7
　　市民の力が育てる
　　生活充実都市

２　明日の藤沢を担う「藤沢のこどもたち」 13
　　を育む環境

３　市民力・地域力による安全で安心して 17
　　暮らせるまち

23

１３．地域が子どもを見守り育てる環境で
あること

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

保健、医療、福祉が連携しあい、健康が維持されるまち

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

成果指標：子どもが地域に見守られていると感じる人の割合

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

役割期待値：

活動指標：子ども見守り活動の登録者数

福祉の充実・人とまちのバリアフリー

コメント：地域ぐるみで健康維持に取り組み、地域で健康な生
活を続けていくことを支援します。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

成果指標：バリアフリーのまちであると感じる人の割合

コメント：ハード面のバリアフリーのみならず、ソフト面、特に
心のバリアフリーを実現する取り組みを目指します。

成果指標：体を動かす習慣のある人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

活動指標：各種生活マナー啓発活動の実施回数コメント：多くの方が自転車・ペット・ゴミなどの生活マナーの
問題点を挙げています。生活マナーを守ることをはじめ、思
いやり、尊重しあうまちを目指します。
成果指標：生活マナーがよくなったと感じる人の割合

ふじさわ未来課題

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

地域まちづくり目標

みんなが思いやりを持ち、お互いに尊重し合い安全・安心に
暮らせるまち

地域まちづくり活動

生活マナー啓発活動

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

子どもがいきいきと育つまち

コメント：子どもが安心して遊べる場所を求める意見が多くあ
ります。地域ぐるみで子どもを見守り、安心して外で遊べる環
境づくりを目指します。

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

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：

活動指標：バリアフリー改善の進捗状況

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

バリアフリー改善活動

役割期待値：

子ども見守り活動

役割期待値：

活動指標：啓発活動の実施回数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

身体を動かす習慣を普及させる啓発活動

将来像
「私たちの政府」が創る、

いまも未来も住み続けたいまち「湘南ふじさわ」
歴史と緑と潮風のかおる，健やかなまち“湘南辻堂”

地域まちづくりのテーマ



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 ふじさわ未来課題 地域まちづくり目標 地域まちづくり活動

■　都市ビジョン２ ４　共に生き、共に創る地域社会の創出 26
　　地域から地球に拡がる
　　環境行動都市

５　豊かな地域資源の次世代への継承・ 35
　　発展

45

６　地球温暖化防止など未来の地球環境 49
　　への投資

成果指標：地域ブランドとして認識されている数

コメント：辻堂地区は、みどりも残る良好な低層住宅地が広
がっている地区です。これからも住環境を守り、さらに育てて
いきます。

コメント：気づき調査では地産地消・地域ブランドの確立を求
める意見が挙げられていました。伝統文化とともに地域の誇
りとなる地域ブランドの発掘、情報発信を目指します。

現状値：　　　　　　　　　

コメント：世界的にCO2の排出量の削減が求められている中
で、地域レベルでも少しずつ取り組みを進めていく必要があ
ります。

めざそう値：　　　　　　　　　

エコ活動に積極的に取り組むまち

めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

成果指標：エコ活動の取り組み回数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

美しい自然とまちなみを守り、育てるまち

地域ブランドの情報発信

現状値：　　　　　　　　　

成果指標：環境美化運動の実施延長

安心して子育てできるまち
２６．子育て世代を支える環境が充実して
いること

３５．まちと自然環境の調和がとれている
こと

４５．地域の未来の担い手が育成されてい
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

成果指標：市民センターで管理している保全緑地等の面積

成果指標（部会案）：子育てがしやすいと感じる人の割合

みどりあふれる自然環境の保全

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：子育てを保護者だけが担うのではなく、地域で支え
られて子育てができる環境づくりを目指します。

コメント：地区内には、緑や海などの自然と生活環境とが密
接しており、日常生活に潤いをもたらしています。これからも
保たれるよう、自然環境の保全に努めます。

活動指標：子育て支援情報発信回数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

子育て支援情報の発信活動

役割期待値：

活動指標：啓発活動の実施回数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

みどりの保全に関する啓発活動

役割期待値：

活動指標：地域ブランドの情報発信の実施回数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域ブランドの情報発信活動

役割期待値：

活動指標：環境美化運動の団体数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

環境美化運動（クリーンキャンペーン・花いっぱい運動等）の
実施

役割期待値：

活動指標：環境配慮設備の設置数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

公共施設への環境配慮設備の設置推進活動
（太陽光発電設備・照明のＬＥＤ化等）

役割期待値：

風致地区の住環境を守る活動

活動指標：風致地区の住環境を守る活動の実施回数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 ふじさわ未来課題 地域まちづくり目標 地域まちづくり活動

■　都市ビジョン３ ７　「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築 64
　　さらなる可能性を追求 　　と地域経済の活力再生
　　する創造発信都市
　　

８　公共資産の維持管理と有効活用 67

71

９　「藤沢ライフスタイル」と「湘南カルチャー」 79
　　の創出

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

暮らしやすさを支える商店のあるまち

コメント：地区内には、住民の生活に密着した商店街がありま
す。これらをより魅力的なものとし、日常生活を支えるものと
していきます。

公共施設とサービスが充実しているまち

成果指標：商店街を利用したいと思う人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：辻堂地区は歴史あるまちであり、古くから継承されて
きた伝統文化もあります。それを保存し、さらに充実させ、次
世代へと継承していきます。
成果指標：公民館の伝統文化の講座の延べ参加者数

伝統文化の保存と継承

コメント：地区内の道路は段差などの障害が多く、また、歩道
がない幹線道路もあり、安心して通行できる道路の整備が求
められています。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

人・自転車に優しい道路のあるまち

コメント：地域活動や市民サービスの満足度を高めるため、
公共施設を充実します。
成果指標：公共施設の再編

成果指標：道路の問題箇所の解消率

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

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．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．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。

活動指標：商店街活性化イベントの開催回数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

商店街活性化イベントの開催

役割期待値：

活動指標：道路の問題箇所の解消実施箇所数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

道路の問題箇所の解消

商店街の情報発信活動

活動指標：商店街の情報発信活動の実施回数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

役割期待値：

活動指標：公共施設再編プラン提言に向けた会議開催回数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

公共施設建替に伴う再編プランの提言

辻堂回遊ルートの設定

活動指標：辻堂回遊ルートの設定のための会議開催回数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：伝統文化の情報発信の実施回数
　　　　　　伝統文化を発信するイベント開催回数
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

伝統文化の情報発信と伝承活動



ふじさわ未来課題マトリックス 村岡

（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

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

③より効率的に価値の
維持を

④熟慮と根拠ある未来
戦略を

重点・ふじさわ未来課
題

（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



基本構想 基本計画　　(村岡地区地域まちづくり計画）

藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性

■　都市ビジョン１ ２　明日の藤沢を担う「藤沢のこどもたち」 14
　　市民の力が育てる 　　を育む環境
　　生活充実都市

３　市民力・地域力による安全で安心して 18
　　暮らせるまち

23

めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：

防犯対策の強化

活動指標：地区内の犯罪件数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

役割期待値：

活動指標：福祉ボランティアセンターの登録者数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

子どもから高齢者まで世代を超えた福祉環境の充実

役割期待値：

活動指標：自主防災組織の活動回数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

安心できる防災体制の強化

成果指標：子どもがのびのびと育っていると思える人の割合

成果指標：住民が自主防災に備える意識の必要を感じてい
る割合

コメント：村岡の高齢化率は市内で中位ですが、今後高齢化
率が進むことが予想されます。村岡では、地区内の福祉団体
や福祉施設が中心となる福祉関係者ネットワーク連絡会が
相互の連携と福祉サービスの向上を目的に組織されていま
す。これらを踏まえ、誰もが安心して生活できる地域を目指し
ます。
成果指標：福祉が充実していると感じている住民の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

安全が地域で支えられ、安心して暮らせるまち

コメント：地区くらしまちづくり会議が取り組んだ「かけこみ１１
０番」運動や、地域団体による防犯パトロールなどの防犯対
策の効果により、村岡は市内で最も犯罪件数が少ない地域
となりましたが、さらに地域住民が一体となった「地域力」「市
民力」を発揮し、地域に生活するすべての人が安全・安心に
暮らせるまちづくりを進めます。

成果指標：犯罪に対して不安を感じている住民の割合

現状値：　　　　　　　　　

コメント：少子化が進む中で、地域では学校、家庭、ボラン
ティア、地域団体、企業、行政が連携し活動しています。
地区内各小学校校門の前では毎朝、登校する児童に声かけ
をするおはようボランティア活動が活発です。今後も学校・家
庭・地域が一体となり、次世代を担う子どもが健やかに成長
できるよう安全で安心できる環境づくりを進めます。

地域まちづくり活動

子ども達の健全育成のための環境整備

活動指標：子ども達の健全育成の取り組みが充実していると
感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域まちづくり目標

地域力で、子どもを見守り・育むまち

地域住民のつながりと備えで災害に強いまち

福祉が地域で支えられ、安心して暮らせるまち
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

ふじさわ未来課題

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

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

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：阪神淡路大震災の経験によれば、地域住民の自
助、共助の必要性が明らかになっております。いつやってくる
か分からない災害に備え、地域住民の自助・共助による「地
域力」を発揮し、災害対応能力を向上することにより、被害の
軽減に努め、減災を目指します。

地域まちづくりのテーマ

考えよう、いきいきとした村岡のまちづくり

将来像
「私たちの政府」が創る、

いまも未来も住み続けたいまち「湘南ふじさわ」



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 地域まちづくり活動地域まちづくり目標ふじさわ未来課題

■　都市ビジョン２ ４　共に生き、共に創る地域社会の創出 26
　　地域から地球に拡がる

　　環境行動都市

30

31

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

みんなで支えあい、見守りあうまち（バリアフリー）

役割期待値：

活動指標：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域活動への参加、協力意識の向上

活動指標：子育て交流事業への参加者数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

子育て世代に優しい環境の充実

成果指標：子育てに対して優しいと感じている住民の割合

コメント：核家族化が進み、また地域のつながりの希薄化が
言われている今日、地域での子育て環境の充実が必要と
なってきています。子育て中の親子が気軽につどい、相互交
流や子育ての不安や悩みを相談できる場づくりなど、地域全
体で子育て家庭を支援する環境づくりを目指します。

コメント：子ども､障がいのある人、外国人、高齢者などすべて
の社会的弱者に配慮した地域づくりが必要です。気軽に集え
る場所や道路などにも配慮した環境づくりを進めます。

成果指標：社会的弱者に配慮した地域であると感じている住
民の割合

成果指標：地域でマナーが守られていると感じている割合

みんなでつくろう「子育て環境の充実したまち」

マナーを守り、明るく、清潔、のびのびとしたまち

みんなで見守り、助けあうまち

２６．子育て世代を支える環境が充実して
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

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：　村岡にかかわる地域住民や企業などが共に地域
社会を作っていくという自覚を持ち、マナーを守り地域活動に
参画することが必要です。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 地域まちづくり活動地域まちづくり目標ふじさわ未来課題

■　都市ビジョン３ ７　「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築 57
　　さらなる可能性を追求 　　と地域経済の活力再生
　　する創造発信都市

　　

８　公共資産の維持管理と有効活用 71

９　「藤沢ライフスタイル」と「湘南カルチャー」 76
　　の創出

交通ネットワークの充実

活動指標：交通手段が充実していると感じている住民の割合

役割期待値：

活動指標：世代を超え住民・企業の交流事業の数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

誰もが参加でき、交流も図れる事業の推進

役割期待値：

活動指標：歴史遺産・文化遺産と自然遺産の保存・保護・継
承のための活動数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域に残された歴史・自然資源の保存・継承・活用の推進

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

役割期待値：

活動指標：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

多世代が交流、利用できるコミュニティーの活動拠点づくり

コメント：村岡地区の南部は工場や世界的レベルの研究所が
立地し、製品出荷額は市内で３番目となっています。
またJR東海道本線北側地域の大部分は区画整理事業など
により良好な住環境が形成されています。　また現在、村岡
新駅を中心にしたまちづくり計画が進められています。
一方、地域からは多世代が交流できる拠点の整備要望など
多岐にわたって様々なサービスが求められています。そのた
めには工場など民間施設と地域コミュニティー施設などの連
携を図り、地域資源を有効利用するなど、多様なサービスの
充実を図ります。

成果指標：元気のあるまちだと感じる人の割合

だれもが利用できる都市基盤の充実したまち

歴史と文化と自然に親しみ、活かすまち

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：村岡地区には周辺地名の由来となった弥勒寺をは
じめ、由緒ある神社・仏閣があり、郷土芸能などの文化も受
け継がれています。これらの歴史的資源を地域の協働で次
代へ継承し、発展させていくことが大切です。また、新林公園
や里山の原風景を残す川名緑地、川名清水谷戸は四季の
草花が訪れる人を迎えてくれます。こうした歴史的・自然的資
源を廻り地域に関心を持ち愛着を感じてもらえる魅力あるま
ちを創出していきます。

みんなが個性を活かし活躍できるまち
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

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．訪れる人・住む人に配慮した心遣い
や工夫があること

成果指標：地域の歴史・文化を活かした活動がなされている
と感じる人の割合

成果指標：交通など都市基盤が充実していると感じている住
民の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：子どもからお年寄りまであらゆる世代にわたって、ま
た地域住民から民間まであらゆる層が、地域が個性豊かな
活力あるまちづくりにかかわることは、地域を元気にする力
になります。新しい公共の役割を果たしながら、地域力、企業
力を全開し、地域活動が活発に行われるまちを目指します。

めざそう値：　　　　　　　　　現状値：　　　　　　　　　



ふじさわ未来課題マトリックス 明治

（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

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

③より効率的に価値の
維持を

④熟慮と根拠ある未来
戦略を

重点・ふじさわ未来課
題

（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



基本構想 基本計画　　(明治地区地域まちづくり計画）

藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性

■　都市ビジョン１ １　地域自律型の「藤沢づくり」を育むまち 7
　　市民の力が育てる

　　生活充実都市

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

２　明日の藤沢を担う「藤沢のこどもたち」 11
　　を育む環境

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

13

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

３　市民力・地域力による安全で安心して 17
　　暮らせるまち

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

将来像
「私たちの政府」が創る、

いまも未来も住み続けたいまち「湘南ふじさわ」
明るく楽しい未来を創るまち

地域まちづくりのテーマ

成果指標：いつでも安心して受けられる医療の充実度

成果指標：青少年育成の場や機会の充実度

１１．地域の歴史文化を教育活動に活用
すること

ふじさわ未来課題

教え学ぶ地域と市民のまち

コメント：耕餘塾など史跡に恵まれる地域である特性を活か
し、歴史や文化をみんなで学びあえること

地域まちづくり活動

安心できれいな道路の維持・ウオッチング活動の推進

活動指標：啓発活動、ウオッチングへの参加者数

現状値： めざそう値：

コメント：明治地区は全体に平坦で、散歩する人や自転車に
乗る人が多い。そのため、誰もが安心して通行でき、気持ち
が良いと感じられるまちであること

成果指標：道路がきれいで自転車マナーが良いと実感できる
割合

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

１３．地域が子どもを見守り育てる環境で
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

地域まちづくり目標

住んでいることに誇りと喜びを感じ住み続けたいと思えるまち

持続可能性を実現できるまち

子供たちが活き活きとしているまち

コメント：最近、外で遊ぶ子供の声を聞かなくなった。ゲーム
なども大きな原因と思えるが、地域としては子供が安心して
外で遊べる環境であること

コメント：明治地域は大きな病院があり、医院も多く、誰もが
安心して暮らせる環境が整っているが、これからもこれを維
持し、さらに発展させる必要があること

役割期待値：

安心安全で誰もが利用しやすい道路の維持推進

活動指標：安全に道路を通行するための知識を習得できた人

現状値：

地域の歴史や史跡を大切にする活動の推進

活動指標：安全を確認した延べ時間

現状値：

めざそう値：
役割期待値：

活動指標：教育活動の受講者数

現状値： めざそう値：

活動指標：活動機会の利用者数

現状値： めざそう値：

明治を医療・健康などの中核地区として推進する。

役割期待値：

役割期待値：

学びながら史跡巡りができる情報提供活動の推進

活動指標：提供された情報を活用した利用者数

現状値： めざそう値：

子供たちがみんなで屋外で活動する機会の提供を推進

子供たちが昼間安心して活動できる場所の確保を推進

めざそう値：

めざそう値：

役割期待値：

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：利用しやすい情報を共有できる健康医療施設数

現状値：



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 ふじさわ未来課題 地域まちづくり活動地域まちづくり目標

■　都市ビジョン２ ４　共に生き、共に創る地域社会の創出 26
　　地域から地球に拡がる

　　環境行動都市

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

30

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

５　豊かな地域資源の次世代への継承・ 43
　　発展

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

45

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

６　地球温暖化防止など未来の地球環境 49
　　への投資

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

ふるさと意識がもてるまち

４９．人々の環境への意識が高く、快適な
まちであること

コメント：明治地区はイベントなど楽しい思い出がたくさんある
まち。これからも、大型商業施設や湘南Ｃ－Ｘと一緒になって
楽しい思い出のできるまちであること

コメント：美化運動やエコ活動は身近なところから始めること
が大切。散歩する人や自転車に乗る人の多い明治では、環
境に配慮したまちづくりが身近に感じられること

成果指標：愛着が持てるまちと実感できる度合

成果指標：子育て支援へのさまざまな取り組みに対する認知
度

２６．子育て世代を支える環境が充実して
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

４５．地域の未来の担い手が育成されてい
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

コミュニケーションに参加できる機会があるまち

挨拶、声かけ、清潔で思いやりのありるまち

明治育ちを自慢できるまち

美化運動やエコ活動が実践できるまち

成果指標：住民主体のまちづくり活動への参加度合

コメント：保育園待機児の問題は全市共通課題である。湘南
Ｃ－Ｘを中心とした民間保育園誘致活動と共に、子育て支援
サークルなどを支援することで、まちぐるみでの安心して子育
てのできる仕組みづくりを進める

成果指標：街路樹・生け垣・花いっぱいなど緑豊かな街並み
の充実度

成果指標：個性豊かな児童生徒の育成や開かれた学びの度
合

コメント：子供からお年寄りまで、みんなで挨拶しながらきれ
いなまちづくりができること

コメント：明治地区は大学に近く、学問に触れやすい環境に
ある。また、昔の遊びを子供達に伝えてくれる高齢者も多い。
そんな特性を活かし、小中学生が先端の学問や昔の遊びに
触れられるまちであること

活動指標：情報共有化の可能な子育て支援活動施設数

現状値： めざそう値：

地域ぐるみで進める子育て支援や施設の誘致

活動指標：地域の企業や市民が参加できるイベント開催数

現状値： めざそう値：

活動指標：世代間交流ができる清掃活動参加者数

現状値： めざそう値：

世代間での挨拶、声かけ、清掃活動の推進

役割期待値：

活動指標：美化運動・エコ活動の認知度

現状値： めざそう値：

環境にやさしい地域、緑や花いっぱい活動の推進

役割期待値：

高齢者と子供が共に学び伝える昔の暮らしと遊び活動の推進

活動指標：交流活動回数

現状値：
役割期待値：

めざそう値：

誰もが参加できるイベント等の活動推進

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：学習機会を提供できた回数

現状値： めざそう値：

世代を超えて学習できる機会の推進

役割期待値：



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 ふじさわ未来課題 地域まちづくり活動地域まちづくり目標

■　都市ビジョン３ ７　「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築 65
　　さらなる可能性を追求 　　と地域経済の活力再生
　　する創造発信都市
　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

８　公共資産の維持管理と有効活用 71

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

９　「藤沢ライフスタイル」と「湘南カルチャー」 76
　　の創出

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：地区にある公共施設および商店街を大切な地域資
源と考え有効活用するため、情報共有化できるまちであるこ

６５．市内の交通・物流がスムーズに行わ
れること

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。

コメント：交通渋滞や道路問題について、情報をみんなで共
有しあえるまちであること
成果指標：地域の道路整備や交通安全対策など、良好な生
活環境の維持・整備度合

オープンで親切で恕いやりのあるまち

成果指標：連携ネットワーク・情報提供の認知度

７６．訪れる人・住む人に配慮した心遣い
や工夫があること

常に交通問題や道路事情に関心のもてるまち

地域資源が有効活用されているまち

コメント：何度でも訪れたくなるまちは、きっと住みたくなるま
ち。活動しやすく安全で楽しめことができ、思いやりが感じら
成果指標：訪れた人の把握や配慮した人および意見要望に
対応できた度合

施設の情報を共有化し有効に活用する活動の推進

活動指標：情報を共有化した機会

現状値： めざそう値：

交通問題について情報を収集、発信する活動の推進

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：情報を共有化した機会

現状値： めざそう値：

地域ぐるみで商店街問題を検討する活動の推進

役割期待値：

活動指標：情報が共有化できる施設数

現状値： めざそう値：

役割期待値：

現状値： めざそう値：
役割期待値：

いつでもどこでも意見を聴くことのできる活動の推進

活動指標：寄せられた意見の数

バリアフリー（外国語表記含む）化活動の推進。

活動指標：バリアフリー化箇所数

現状値： めざそう値：



ふじさわ未来課題マトリックス 藤沢

（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

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

③より効率的に価値の
維持を

④熟慮と根拠ある未来
戦略を

重点・ふじさわ未来課
題

（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



基本構想 基本計画　　(藤沢地区地域まちづくり計画）

藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性

■　都市ビジョン１ １　地域自律型の「藤沢づくり」を育むまち 5
　　市民の力が育てる
　　生活充実都市

※壁画のある道の制作、地下道

7

※自転車整理

歴史と文化が息づく，湘南藤沢の都心部拠点

地域まちづくりのテーマ将来像
「私たちの政府」が創る、

いまも未来も住み続けたいまち「湘南ふじさわ」

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：マナーの向上に関する活動に参加している人の
割合
現状値： めざそう値：

マナー向上活動の実施

役割期待値：

活動指標：気持ちいいお付き合いができていると感じる人の
割合
現状値： めざそう値：

あいさつがかわせる環境づくり

役割期待値：

活動指標：住んでいる地域に愛着を持って生活している人の
割合
現状値： めざそう値：

郷土愛の普及活動

成果指標：まちづくりに地域の声が活かされていると感じてい
る人の割合

成果指標：

めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：様々な地域活動を通じて魅力あるまちづくりを進め
ます。

地域まちづくり活動

地域活動の活発化

活動指標：地域活動に参加している人の割合

現状値： めざそう値：

地域まちづくり目標

市民力・地域力を活かした魅力あるまち

みんなでつくり、共に歩む明るいまち

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

#N/A

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

#N/A

ふじさわ未来課題

現状値：　　　　　 めざそう値：　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

成果指標：

コメント：みんなで守り、気持ちよく暮らせるまちづくりを進め
ます。

コメント：

成果指標：マナーが向上してきていると感じている人の割合

現状値：　　　　　　　　　



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 地域まちづくり活動地域まちづくり目標ふじさわ未来課題

２　明日の藤沢を担う「藤沢のこどもたち」 9
　　を育む環境

※地域や高齢者から子どもへの伝承

３　市民力・地域力による安全で安心して 19
　　暮らせるまち

※地下道　３K（汚い・暗い・怖い）の解消
   交番設置と安全・安心ステーション（通称　安全・安心コミュニティセンター）

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：地区内の交通事故の減少率

現状値： めざそう値：

地区内の交通事故多発地点の改善

役割期待値：

活動指標：犯罪や交通事故が減っていると感じている人の割
合
現状値： めざそう値：

地域安全活動の充実

役割期待値：

活動指標：地域の公園等に子どもと遊びに行く回数（１週あ
たり）
現状値： めざそう値：

子どもと楽しめる遊び場の整備

役割期待値：

活動指標：地域の子どもたちと交流する機会がある人の割合

現状値： めざそう値：

地域と子どもの交流の場の確保

活動指標：子どもたちが地域の人々に支えられていると感じ
る人の割合
現状値： めざそう値：

子どもの見守り活動の実施

コメント：犯罪や交通事故が少ないまちづくりを進めます。

成果指標：

みんなでつくる安心・安全なまち

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　

コメント：地域や高齢者から子どもへの伝承。将来の担い手
である子どもたちを育てやすい環境を整備します。

現状値：　　　　　　　　　

子育てにやさしいまちづくり

#N/A

９．子どもを安心して育てられる環境があ
ること

#N/A

#N/A

１９．治安の良い環境であること

成果指標：

成果指標：地区内の犯罪・交通事故の減少率

めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：

成果指標：

成果指標：子育てしやすい環境であると感じる人の割合

コメント：

めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 地域まちづくり活動地域まちづくり目標ふじさわ未来課題

■　都市ビジョン２ ４　共に生き、共に創る地域社会の創出 31
　　地域から地球に拡がる
　　環境行動都市

※段差のない歩道、トイレ、ベンチ、市民病院への動く歩道

５　豊かな地域資源の次世代への継承・ 36
　　発展

※横須賀水道道整備、藤沢小学校前歩道橋、ミニバス、陸上自衛隊所有地
 　渋滞緩和、バイパス下り口、段座のない歩道、自転車整理

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：歩道のバリアフリー化が進んでいると感じている
人の割合
現状値： めざそう値：

バリアフリーに配慮した歩道の整備

役割期待値：

活動指標：道路のインフラ整備に対する地域の理解度

現状値： めざそう値：

みんなが気持ちよく移動するための環境の整備

役割期待値：

活動指標：地域のボランティア活動に参加している人の割合

現状値： めざそう値：

ボランティア活動の推進

活動指標：高齢者や障がい者の方に配慮した施設が整備さ
れていると感じる人の割合
現状値： めざそう値：

社会的弱者の方に配慮した必要施設等（特養・地域作業所
を含む）の検証

コメント：気持ちよく快適に生活できる環境の整備を進めま
す。
成果指標：道路のインフラ整備に対する満足度

成果指標：

コメント：

気持ちよく移動するためのインフラの整備

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：

#N/A

３１．社会的弱者の方が快適に過ごせるま
ちであること

#N/A

３６．誰もが快適に暮らせ、居心地のいい
まちであること

成果指標：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：社会的弱者の方に配慮した環境の整備を進めま
す。
成果指標：社会的弱者の方の生活満足度

思いやりと助け合いのまち

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 地域まちづくり活動地域まちづくり目標ふじさわ未来課題

６　地球温暖化防止など未来の地球環境 48
　　への投資

※伊勢山公園、西富いこいの森、大清水一年中花いっぱい運動

49

※モーガン邸、遊行寺、白旗神社、蔵前通り

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：地区の歴史的資産に対する市民の認知度

現状値： めざそう値：

地域資源としての有効活用とその活性化

役割期待値：

活動指標：伝統的に受け継がれている地域の祭り等に参加
したことのある人の割合
現状値： めざそう値：

伝統行事の継承

役割期待値：

活動指標：地域の歴史的資産の保存活動に携わっている人
の割合
現状値： めざそう値：

昔ながらのまちなみの保存

役割期待値：

活動指標：緑の普及活動に携わっている人の割合

現状値： めざそう値：

みどりいっぱい運動の実施

活動指標：緑豊かな環境が整備されてきていると感じる人の
割合
現状値： めざそう値：

緑豊かな環境の整備

めざそう値：　　　　　　　　　

成果指標：

コメント：

コメント：昔ながらのまちなみの保存とその継承

成果指標：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

昔ながらの歴史と文化が息づくまち

コメント：

コメント：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

こころやすらぐ緑豊かな環境のまち

コメント：みんなで守る緑いっぱいの環境

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　

４８．豊かな緑に囲まれた生活が出来てい
ること

#N/A

４９．人々の環境への意識が高く、快適な
まちであること

#N/A

#N/A

成果指標：

成果指標：昔ながらのまちなみ、景観にやすらぎを感じてい
る人の割合

成果指標：身近に緑とふれあえる環境が整備されていると感
じる人の割合



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 地域まちづくり活動地域まちづくり目標ふじさわ未来課題

■　都市ビジョン３ ７　「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築 62
　　さらなる可能性を追求 　　と地域経済の活力再生
　　する創造発信都市
　　

※藤沢駅北口商店街の活性化、藤沢駅北口開発、藤沢本町駅周辺の整備
　　大型ショッピングモールやアウトレットモールの郊外進出への対策

８　公共資産の維持管理と有効活用 71

※藤沢高校跡地、東部地区のセンター機能場所、美術館

９　「藤沢ライフスタイル」と「湘南カルチャー」 74
　　の創出

※水辺の生き物、ふじさわめだか、ほたる、ざりがに、かぶと虫、親水公園の整備

76

※伊勢山公園、さくらの名所の復活、市民の憩いの場
　　江の島を一望できる観光スポット、遊行寺、白旗神社

活動指標：自然とのふれあいを目的とした催し物の数

役割期待値：

活動指標：地区内にお気に入りの場所がある人の割合

現状値： めざそう値：

活動指標：藤沢公民館建て替えにおける地区内の理解度

現状値： めざそう値：
役割期待値：

活動指標：商店街で買い物をする人の割合

現状値： めざそう値：

成果指標：地区外からの訪れる人が増えたと感じる人の割合

成果指標：自然とのふれあいに楽しさを感じる人の割合

コメント：訪れるたび新たな発見がある魅力あるまちづくり

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

成果指標：

藤沢公民館のあり方についての検証

みんなでひろげる地域のコミュニケーション

駅前（藤沢駅北口・藤沢本町駅）周辺のあり方の検証

商店街の活性化

役割期待値：

活動指標：駅前開発に対する地域理解度

現状値：

現状値： めざそう値：
役割期待値：

めざそう値：
役割期待値：

活動指標：地域の催しに参加したことのある人の割合

まちの顔となる魅力あるスポットの整備

地域の自然とふれあう機会の創出

現状値： めざそう値：
役割期待値：

行って楽しい　見て楽しい　いつも新しい発見があるまち

みんながいきいきと元気に暮らせるまち

コミュニティ機能をもった行政施設の整備

自然や生き物とふれあい、楽しい体験ができるまち

コメント：地域の交流の場として、また地域の情報発信基地と
しての機能を有する施設の整備

コメント：

現状値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　

コメント：身近に自然の魅力を感じることができる場の提供

コメント：活気あふれる元気な地域の創出

#N/A

７４．いつも自然の豊かさを感じられている
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

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。

#N/A

６２．産業の活力を高め、地域が元気にな
ること

成果指標：地域のコミュニティセンター設置に向けた事業進
捗率

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

成果指標：

成果指標：生きがいをもって生活をしている人の割合

めざそう値：　　　　　　　　　

めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　



ふじさわ未来課題マトリックス 善行

（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

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

③より効率的に価値の
維持を

④熟慮と根拠ある未来
戦略を

重点・ふじさわ未来課
題

（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



基本構想 基本計画　　(善行地区地域まちづくり計画）

藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性

■　都市ビジョン１ １　地域自律型の「藤沢づくり」を育むまち 1
　　市民の力が育てる
　　生活充実都市

２　明日の藤沢を担う「藤沢のこどもたち」 13
　　を育む環境

３　市民力・地域力による安全で安心して 19
　　暮らせるまち

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：地域の安全を隅々まで見渡す、安心のやさしい目
をみんながもてるまちづくり。
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

防犯意識が高まる地域

活動指標：まちのどこでも子どもたちは安心して遊べ、親たち
も安心して遊ばせられる地域の環境づくり。
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

まるごと遊べる楽しい地域

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

暮らしに活かす地域の力

役割期待値：

高齢者や子育て世代にもやさしいまち、善行。さしのべる手を
求める声に、さりげなく応えられるような環境、仕組みづくりっ

さりげないサポートの「まち」

子どもを守りはぐくむ「まち」

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域まちづくり活動

活動指標：地域の声をいつでも聞きながら、誰にもやさしくさ
しのべる手。そして、求められるやさしさをさりげなく案内する

コメント：元気な子どもが遊ぶまち、善行。地域ぐるみの子育
てって？

コメント：犯罪のない明るいまち、善行。ひとりひとりが心がけ
ることは？

地域まちづくり目標

１．身近な地域での暮らしやすさが実現し
ていること

１３．地域が子どもを見守り育てる環境で
あること

１９．治安の良い環境であること

ふじさわ未来課題

成果指標：善行が楽しいと感じる子どもが増える。

成果指標：提供する環境や仕組みに対する信頼性が増す。

めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

成果指標：日常生活において安全（安心）を実感できる人が
増える。

みんなで作る安全安心な「まち」

現状値：　　　　　　　　　

将来像
「私たちの政府」が創る、

いまも未来も住み続けたいまち「湘南ふじさわ」
みんなが元気で、誰にもやさしい　坂のまち

地域まちづくりのテーマ



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 地域まちづくり活動地域まちづくり目標ふじさわ未来課題

■　都市ビジョン２ ４　共に生き、共に創る地域社会の創出 24
　　地域から地球に拡がる
　　環境行動都市

５　豊かな地域資源の次世代への継承・ 37
　　発展

43

６　地球温暖化防止など未来の地球環境 49
　　への投資

コメント：生活環境にもやさしいまち、善行。マナーアップを図
るには？

活動指標：ルールとマナーを守ってやさしい環境を維持し、お
互いが快適な毎日を過ごせる環境づくり。

成果指標：公共マナーが向上したと感じる人が増える。 現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：

活動指標：生活に密着した、身近な資源から地域や自然へ
の愛着を深める実践活動。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

心をつなぐ地域の資産

役割期待値：

役割期待値：

つくって守る地域のルール

成果指標：善行に愛着を持つ人が増える。

成果指標：「坂」に対する不満・不便を感じる人が減る。

善い行いがあふれる「まち」

みんなが顔なじみのまち、善行。きっかけは気軽なコミュニ
ケーションから？

成果指標：まちのあちこちで挨拶や会釈を交わす人が増え
る。

めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域資源が豊富なまち、善行。身近なところから地域や自然
への愛着心と郷土愛を深めるには？

坂のまち、善行。誰もが快適に坂道とつきあえるまちづくりっ
て？

らくらく動ける便利な地域

活動指標：地域のみんなが快適に地域内を行き来のできる
移動システムの構築。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

活動指標：いつでも、どこでも、誰でもできるコミュニケーショ
ンの原点である気軽なあいさつの浸透。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

出会うよろこび感じる地域

坂道とやさしくつきあう「まち」

笑顔でふれあう「まち」

郷土や自然を愛する「まち」

４９．人々の環境への意識が高く、快適な
まちであること

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

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

４３．子供が大人になっても愛着の持てる
まちであること

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 地域まちづくり活動地域まちづくり目標ふじさわ未来課題

■　都市ビジョン３ ７　「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築 57
　　さらなる可能性を追求 　　と地域経済の活力再生
　　する創造発信都市

　　

62

63

８　公共資産の維持管理と有効活用 68

９　「藤沢ライフスタイル」と「湘南カルチャー」 73
　　の創出

成果指標：地場産農産物の地域内での流通が増える。 現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

大地のめぐみを育てる「まち」 「食」と「農」とをつなげる地域

コメント：新鮮な農産物にめぐまれたまち、善行。みんなが
「旬」を楽しむためには？

活動指標：生産者にやりがいと、消費者には味わいと安心を
与えられる環境づくり。

活動指標：誰もが生きがいを持って、地域で活躍できる活動
づくり。
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

だれもがいきいき地域の一員

役割期待値：

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：まちの玄関口、商店街を元気にし、ひとも楽しくな
るまちづくりの仕掛けづくり。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

出かけたくなるワクワク地域

役割期待値：

活動指標：地域の資源である緑と土に、様々な世代が親しみ
ながら心と体を癒す環境づくり。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

みんなでつくる癒しの地域

活動指標：誰もが気軽に立ち寄り、語らいそしていきいきと活
動のできる施設の整備。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

力が集まる地域の拠点

豊かな自然に恵まれたまち、善行。緑と土を活用した心と体
の健康づくりって？

駅前の賑わいが遠くなりつつあるまち、善行。まちに活気を
取り戻すには？

成果指標：地域内の自然を楽しむ人が増える。

現状値：　　　　　　　　　

成果指標：市民センター・公民館利用者の満足度が上がる。

みんながつどう楽しい「まち」

自然とふれあう健康な「まち」

活気あふれる元気な「まち」

６３．地域の人材が働ける機会を創造する
こと

６２．産業の活力を高め、地域が元気にな
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

７３．活気があり、開放的で温かいまちで
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

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域活動が活発なまち、善行。その活動拠点となる市民セン
ター・公民館の機能を十二分に発揮するには？

成果指標：商店街各店舗への来客数（立ち寄りも含む）が増
える。

めざそう値：　　　　　　　　　

成果指標：善行に住んで良かったと思う人が増える。

コメント：みんながいきいき暮らすまち、善行。充実した生活を
送るには？

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

いきがい、やりがい、ささえあいの「まち」



ふじさわ未来課題マトリックス 湘南大庭

（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

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

③より効率的に価値の
維持を

④熟慮と根拠ある未来
戦略を

重点・ふじさわ未来課
題

（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



基本構想 基本計画　　(湘南大庭地区地域まちづくり計画）

藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性

■　都市ビジョン１ １　地域自律型の「藤沢づくり」を育むまち 7
　　市民の力が育てる
　　生活充実都市

２　明日の藤沢を担う「藤沢のこどもたち」 13
　　を育む環境

３　市民力・地域力による安全で安心して 23
　　暮らせるまち

役割期待値：

身近で福祉・医療が受けられる体制の推進

活動指標：検診の受診者数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

役割期待値：

活動指標：地区内の犯罪件数・事故件数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

防犯活動や交通安全啓発活動、防災活動の充実

役割期待値：

活動指標：参加者数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

子育て中の親子が交流・情報交換できる場の設置

成果指標：自治会活動への参加回数

成果指標：子育てしやすいと感じている人の数

コメント：地域住民の活動が活発に行われていることで、地域
全体の安全性が高まる。
成果指標：一生住み続けたいと思っている人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

福祉・医療を支えるシステム・施設があること

コメント：急速な高齢化の進展に伴い、地区内の福祉・医療
の充実を望む住民が増えている。
成果指標：福祉・医療に満足している人の割合

コメント：地縁意識の希薄なニュータウンであることから、コ
ミュニケーションの活発な近所づきあいが求められている。

地域まちづくり活動

地域ぐるみで声かけ・あいさつの推進

活動指標：あいさつを交わした人の数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域まちづくり目標

近所づきあいの盛んなまちであること

親が安心して子育てできるまちであること

安全・安心を支える活動があるまちであること
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

ふじさわ未来課題

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

１３．地域が子どもを見守り育てる環境で
あること

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：高齢化対応として若年層の定着が求められる。子育
て世代の交流の場があることで若い人の地域への流入を促
すため子育て世代の交流の場を地域全体で運営する。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

住みたい、住み続けたいまち、湘南大庭

地域まちづくりのテーマ将来像
「私たちの政府」が創る、

いまも未来も住み続けたいまち「湘南ふじさわ」

高齢者・障がい者が暮らしやすい環境の推進

活動指標：バリアフリーの整備箇所数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 地域まちづくり活動地域まちづくり目標ふじさわ未来課題

■　都市ビジョン２ ４　共に生き、共に創る地域社会の創出 34
　　地域から地球に拡がる
　　環境行動都市

31

５　豊かな地域資源の次世代への継承・ 35
　　発展

６　地球温暖化防止など未来の地球環境 49
　　への投資

役割期待値：

役割期待値：

環境美化活動への参加ＰＲの促進

役割期待値：

活動指標：地区内のゴミ収集量

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

ＣＯ2排出量削減に向けての啓蒙啓発活動の推進

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：公園愛護会・美化ネットの活動実績

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

花と緑あふれるまちづくり活動の推進

活動指標：災害時要援護者を把握している自治会の数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

自治会内における社会的弱者の把握活動の促進

活動指標：イベント・活動への参加者数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域住民が多数参加するイベント・事業の充実

成果指標：地区内のＣＯ2排出量

成果指標：住みやすい地域と感じている人の割合

コメント：あいさつを交わすことにより、地域の連帯感が強まり
防犯等にも効果がある。

地域の人の顔がわかるまちであること

誰でもが暮らしやすいまちであること

住民参加で自然環境を守るまちであること

エコタウンの実現がはかられていること
４９．人々の環境への意識が高く、快適な
まちであること

３４．地域で支え合い暮らせる環境である
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

３５．まちと自然環境の調和がとれている
こと

成果指標：街並みが美しいと感じている住民の割合

成果指標：自治会・町内会活動に参加した回数

コメント：地域活動の拠点である自治会と地域団体との連携
によりより効果的な事業の実施が可能となる。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：地域全体が地球環境への関心を持ち、ＣＯ2削減に
向けてできることから実行する必要がある。

コメント：地域の清掃活動が盛んで、交流の場としても機能し
ている。

活動指標：地区内環境美化活動の実績

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：集合住宅が多く、孤立化しやすい傾向も見られるた
め、一人暮らしの高齢者や障がい者、外国人を支える活動
が求められている。

コメント：ニュータウン特有の整った街並みを維持するため、
自治会や個人で自主的に環境美化を行っている住民が多
く、この地域の強みとなっている。

自治会と地域活動諸団体との連携があること

成果指標：地区内環境美化活動の実施回数 現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

成果指標：連携事業の実施回数 現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

環境美化の向上がはかられていること

地区防災活動事業（共助）の推進

活動指標：防災訓練等防災活動への参加者数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：

自治会連合会と地域団体共催事業の推進

活動指標：自治会連合会事業への参加者数



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 地域まちづくり活動地域まちづくり目標ふじさわ未来課題

■　都市ビジョン３ ７　「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築 57
　　さらなる可能性を追求 　　と地域経済の活力再生
　　する創造発信都市

　　

８　公共資産の維持管理と有効活用 71

９　「藤沢ライフスタイル」と「湘南カルチャー」 76
　　の創出

役割期待値：

効率的な新交通システムの検討促進

活動指標：地域住民へのアンケート結果

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

役割期待値：

活動指標：イベント参加者へのアンケート結果

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域資源を活用した魅力ある事業の推進

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：

公園のあり方の見直しと再構築

活動指標：公園を利用した地域イベントの回数

役割期待値：

活動指標：市民の家等の利用率

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

市民の家、自治会館等を利用した新たな地域コミュニティ活
動の推進

活動指標：地区内の年齢構成

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

住宅環境・生活利便性・子育て環境等の向上若い人が住みたくなるまちであること

公共施設の有効活用がはかられていること

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

全市域課題

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

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．訪れる人・住む人に配慮した心遣い
や工夫があること

成果指標：公共施設の利用回数

成果指標：若い人への意識調査結果

成果指標：特色ある地域イベントの実施回数

湘南大庭のライフスタイルが感じられるまちであること

現状値：　　　　　　　　　

成果指標：地区内公園の利用回数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：湘南大庭地区特有の整備された街並みと豊かな自
然の中で、快適で文化の薫り高い地域づくりをめざす。

地域住民が活用できる公園のあること

コメント：ニュータウンであることから、地区内に計画的に配置
された公園が多くあるが、利用方法が限られていてさらに有
効活用する余地がある。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

交通アクセスのいいまちであること

コメント：公共交通手段がバスだけのため、時間の正確さや
目的地への到着見込等が立てにくい状況にある。
成果指標：交通利便性がいいと感じている人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：高齢者が身近で利用できる、市民の家、自治会館等
に有効利用の余地が高い施設が多数存在する。

コメント：高齢化率の進展が速い湘南大庭地区において、ま
ちが活気を取り戻すためには、若い人が住みやすい環境づく
りが必要となっている。



ふじさわ未来課題マトリックス 六会

（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

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

③より効率的に価値の
維持を

④熟慮と根拠ある未来
戦略を

重点・ふじさわ未来課
題

（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



基本構想 基本計画　　(六会地区地域まちづくり計画）

藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性

■　都市ビジョン１ １　地域自律型の「藤沢づくり」を育むまち 7
　　市民の力が育てる
　　生活充実都市

２　明日の藤沢を担う「藤沢のこどもたち」 9
　　を育む環境

14

コメント：　産み育てる環境、緑に親しめる遊びの場、地域と
学校の連携で教え学ぶ環境が整うことで、子どもたちがのび
のびと育っていきます。

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 成果指標：　子どもたちがのびのびと育っている環境が整っ

ていると感じている人の割合。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：

活動指標：イジメの減少

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

草の根三者連携に取り組む

活動指標：子育て世代の増加(流入）

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

身近で安心して子どもを産み育てる環境づくり

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

見守る人がいる

役割期待値：

地域まちづくり目標

みんなが公共のマナーを守るまち

子どもたちがのびのびと育っているまち

めざそう値：　　　　　　　　　

住民による自主的な清掃活動

活動指標：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

公共マナー集を作る

役割期待値：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

成果指標：　公共のマナーを守っていると感じている人の割
合。

現状値：　　　　　　　　　

クリーン活動(不法投棄点検）の定期実施

活動指標：（道端などに）ペットの糞が無いと感じる人が増える

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

活動指標：不法投棄の減少

役割期待値：

活動指標：多機能公園の増加

役割期待値：

活動指標：自転車事故の減少

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

自転車の運転講習会と免許

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

子ども遊び環境の充実

役割期待値：

将来像
「私たちの政府」が創る、

いまも未来も住み続けたいまち「湘南ふじさわ」

９．子どもを安心して育てられる環境があ
ること

地域まちづくりのテーマ

素的なふるさと六会

ふじさわ未来課題 地域まちづくり活動

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

コメント：　自転車の運転、駐輪・ペットの飼育・ゴミ処理など
の公共マナーを守り、六会のまちから迷惑行為をなくしてい
きます。

関 連



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 地域まちづくり目標ふじさわ未来課題 地域まちづくり活動

３　市民力・地域力による安全で安心して 23
　　暮らせるまち

57

コメント：　健常者でも障害があっても一人一人が大切にされ
ることで、自らが生きがいを見いだし、いきいきと暮らしてい
かれるようになります。

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 成果指標：　全ての世代がいきいきと活躍している人の割

合。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

めざそう値：　　　　　　　　　

コミュニティビジネスの創出

役割期待値：

活動指標：介護施設数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

福祉、医療環境の確保

活動指標：ボランティア人口の増加

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域の人材が活かされている

役割期待値：

全ての世代がいきいきと活躍しているまち

役割期待値：

活動指標：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

世代を超えた交流の充実

役割期待値：

活動指標：コミュニティビジネスの起業者の増加

現状値：　　　　　　　　　

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

関 連



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 地域まちづくり目標ふじさわ未来課題 地域まちづくり活動

■　都市ビジョン２ ４　共に生き、共に創る地域社会の創出 34
　　地域から地球に拡がる
　　環境行動都市

24

５　豊かな地域資源の次世代への継承・ 37
　　発展

74

83

６　地球温暖化防止など未来の地球環境 47
　　への投資

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

コメント：　緑いっぱい、花いっぱい、きれいな街並みは六会
の夢と希望です。みんなで取り組むエコ活動は六会から始め
る地球温暖化防止への第一歩です。

成果指標：　　きれいなまちであると感じている人の割合。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

７４．いつも自然の豊かさを感じられている
こと 成果指標：　自然と文化が大切にされていると感じている人

の割合。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：

役割期待値：

ゴミを捨てない、捨てさせないまちづくり

活動指標：不法投棄数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：

活動指標：ゴミの排出量の減少

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

エコタウン六会の実現

活動指標：地域内の公園数

役割期待値：
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　

役割期待値：

活動指標：近くに憩いの場所がないと感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

自然、景観、文化的史跡の保全

役割期待値：

活動指標：ボランティア人口の増加

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

高齢者や障がい者を持つ家庭への支援

役割期待値：

活動指標：自治会の加入率のアップ

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域の連帯意識の醸成

活動指標：地域活動への参加者の増加

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

男性の地域活動への積極参加

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

挨拶と声掛けの啓発

役割期待値：

活動指標：パトロール活動により安心感を感じる人の割合

４７．みんなが協力して、いつでもまちがき
れいであること

地域で支え合うあたたかいまち

コメント：　あいさつや声掛けで作るコミュニケーションで、他
人（ひと）を思いやる心を育み、地域活動やボランティア活動
による連帯・連携の輪を広げます。

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 成果指標：　地域で支え合っていると感じている人の割合。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：　六会の緑豊かな自然、名所・旧跡は先人が遺した
貴重な財産です。これを大切に守り、次の時代へ引き継いで
いきます。

３４．地域で支え合い暮らせる環境である
こと

豊かな自然と文化を守り育てるまち

みんなでつくろう　きれいなまち

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

役割期待値：

公園の美化と活用

めざそう値：　　　　　　　　　

市民・地域・行政が協働している

活動指標：快適な生活環境と感じる人の割合

関 連

関 連

関 連



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 地域まちづくり目標ふじさわ未来課題 地域まちづくり活動

■　都市ビジョン３ ７　「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築 65
　　さらなる可能性を追求 　　と地域経済の活力再生
　　する創造発信都市
　　

８　公共資産の維持管理と有効活用 71

９　「藤沢ライフスタイル」と「湘南カルチャー」 79
　　の創出

成果指標：　六会を自慢できる人の割合。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：　小田急線を挟んでの東西交通の不便さや交通不
便地区の解消を進め、高齢者、障がい者も安心して通行でき
るバリアフリーな道をつくり、生活しやすい交通環境を整えま
す。

成果指標：　生活しやすい交通環境ができていると感じてい
る人の割合。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：　地域の拠り所となる市民センターの早期建設を推
進し、地域の望む多様なサービスを提供できる拠点としま
す。
成果指標：　多機能な市民センターを身近に感じている人の
割合。

現状値：　　　　　　　　　

活動指標：住み続けたいと思う人の増加

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

活動指標：安心して通行できると感じるようになった人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

小田急線を挟んで東西交通がスムーズな環境づくり

活動指標：六会日大前駅踏切付近でヒヤリハット数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

市民センターの多機能化

高齢者、障がい者も安心して通行できるバリアフリーな道づくり

役割期待値：

活動指標：市民センターの利用満足度

役割期待値：

交通不便地区の解消

活動指標：外出しやすくなったと感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

地域経営会議の有効的な機能発揮

地域活動情報受発信の充実

現状値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

市民の家の有効活用

めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

活動指標：地域ポータルサイトの情報量の増加コメント：　地域の人ひとりひとりがまちづくりの主役です。住
んでよかった、いつまでも住み続けたい六会のまちにします。

新しい市民センターによる効率的なサービス提供がされるま
ち

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

住んでいることを自慢できるまち

６５．市内の交通・物流がスムーズに行わ
れること

めざそう値：　　　　　　　　　

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。

生活しやすい交通環境ができているまち

活動指標：市民の家利用率のアップ

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：



ふじさわ未来課題マトリックス 湘南台

（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

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

③より効率的に価値の
維持を

④熟慮と根拠ある未来
戦略を

重点・ふじさわ未来課
題

（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



基本構想 基本計画　　(湘南台地区地域まちづくり計画）

藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性

■　都市ビジョン１ １　地域自律型の「藤沢づくり」を育むまち 5
　　市民の力が育てる
　　生活充実都市

２　明日の藤沢を担う「藤沢のこどもたち」 9
　　を育む環境

ふじさわ未来課題

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

９．子どもを安心して育てられる環境があ
ること

子どもたちが安全に暮らせるまち

地域まちづくり活動

若者や来街者を含め、いろいろな人が参加し、交流できる場
や機会の提供
活動指標：住民の地域活動への参加率コメント：湘南台は鉄道３線が乗り入れ、様々な人が行き交う

まちであり、若者や来街者を含め様々な人が相互に協力し、
地域活動に参加することにより、暮らしやすい湘南台のまち
を築いていく。

地域まちづくり目標

幅広い年齢層が声を掛け合い、地域活動に参加するまち

めざそう値：　　　　　　　　
役割期待値：
現状値：　　　　　　　　　

役割期待値：

活動指標：子育て支援する社会資源の数

現状値：　 めざそう値：　　　　　　　　　

親と地域が一体となって働きながら安心して子育てができる
まち

保育や医療などの子育てを支援する環境づくり

企業と住民との間の情報やイベントの交流

活動指標：企業がかかわるイベントの数

現状値： めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値： 

地域で見守り育てる環境づくり

活動指標：子どもの安全にかかわる団体の数

現状値： めざそう値：　　　　　　　　　

活動指標：子どもが参加できる地域活動の数

役割期待値：

産科、保育園の開設支援体制の整備
→藤沢市域全体の課題として経営企画部に移行
活動指標：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

地域活動に子どもや若者が参加し、一緒に楽しむ仕組みづ
くり

地域まちづくりのテーマ

川と緑に囲まれ、豊かな居住環境あふれる文化創造のまち

将来像
「私たちの政府」が創る、

いまも未来も住み続けたいまち「湘南ふじさわ」

成果指標：地区が暮らしやすいと感じている人の割合

現状値：　　　79%　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：湘南台は１３地区で最も高齢化率が低く若いまちで
あるため、地域が一体となって子育てを支え、子育てしやす
いまちづくりを進める。

成果指標：子育てしやすいまちだと感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　

コメント：子どもが健やかに育つことは地域共通の願いであ
り、そのためには湘南台が持つ豊かな地域力を生かし、相
互に連携し安全に暮らせるまちを築く。

成果指標：子どもが安全だと感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 ふじさわ未来課題 地域まちづくり活動地域まちづくり目標

３　市民力・地域力による安全で安心して 17
　　暮らせるまち

19

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

１９．治安の良い環境であること

地域で声を掛け合い犯罪に遭わないまち

高齢者も障がい者も安心して暮らせるまち

夜間でも明るく安全に歩行できるまち

役割期待値：

活動指標：高齢者や障がい者の相談できる場所の数

様々な条件の人が参加できる防犯活動の推進

活動指標：犯罪発生件数の減少

現状値：　　 めざそう値：　　　　　　　　
役割期待値：

役割期待値：

活動指標：交通事故が減少した割合

役割期待値：

高齢者も障がい者もいつでも誰でも楽しく集える居場所づくり

現状値： めざそう値：　　　　　　　　　

医療（病院）と福祉（介護施設）のネットワークの推進

みんなが交通ルールを守り、安全に生活できるまち

活動指標：高齢者や障がい者が集える場所の数

現状値： めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：

活動指標：夜間に暗いと感じる場所の減少

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

街路照明等による明るい環境づくり

誰でも安全に通行できる道路環境づくり

現状値：　　 めざそう値：　　　　　　　　

交通ルールを守る意識啓発の推進

活動指標：交通違反の減少割合

現状値：　 めざそう値：　　　　　　　　
役割期待値：

福祉施設の整備（湘南台地区に特別養護老人ホームの設
置）→藤沢市域全体の課題として経営企画部に移行
活動指標：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：

成果指標：高齢者や障がい者が住みやすいと感じる割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　

コメント：様々なハンディキャップを持つ人の暮らしの安心は
湘南台が有する様々な地域資源が相互に連携することによ
り実現する。

コメント：湘南台のまちは駅周辺を除くと全体的に暗いため、
夜間も安全に歩行できるよう物理的にも明るい環境をつくる
必要がある。

コメント：繁華街を有する湘南台は相対的に犯罪件数が多く
なっているので、犯罪に遭わないためには、犯罪を未然に防
止する地域の抑止力を培うことが大切である。
成果指標：治安がよいと感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　

成果指標：夜間でも不安を感じない人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：交通機関や幹線道路の結節点である湘南台で、地
域の安全を体感するためには、住民が基本的な社会規範で
ある交通ルールを守ることが必要である。

成果指標：交通ルールが守られていると感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 ふじさわ未来課題 地域まちづくり活動地域まちづくり目標

■　都市ビジョン２ ４　共に生き、共に創る地域社会の創出
　　地域から地球に拡がる 29
　　環境行動都市

５　豊かな地域資源の次世代への継承・ 45
　　発展

６　地球温暖化防止など未来の地球環境 49
　　への投資

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

４５．地域の未来の担い手が育成されて
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

様々な人がお互いに尊重し、協力し合い、安心して暮らせる
まち

いろいろな世代の人がふれあいや交流する場が豊富にある
まち

様々なまちづくり団体が連携して活動し、地域を支える人材
が育つまち
コメント：湘南台地区は地域の活動が活発なまちであり、
様々な団体が連携し、さらに多様な活動の機会を提供するこ
とにより人材の育成を図る。

成果指標：多様な団体が連携していると感じる人の割合

異文化理解や外国人への学習支援の推進

役割期待値：

活動指標：コミュニティールームの稼働率

現状値：　　　 めざそう値：　　　　　　　

地域を支える人材の育成支援

活動指標：地域活動に参加したい人の割合

現状値：　 めざそう値：　　　　　　

役割期待値：

活動指標：若者が主体となる事業の数

活動指標：まちがきれいになったと感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　

住民の環境意識の向上への取り組みの促進

役割期待値： 

子ども達への環境教育の推進

活動指標：子どもの環境教育の取り組み数

現状値：　　 めざそう値：　　　　　　　　

良好な自然環境の保全と緑化の促進

活動指標：身近に自然があると感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　

役割期待値： 

多言語メディアによる広報の充実

活動指標：住みやすいと感じる外国人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　

活動指標：情報が提供されている感じる外国人の割合

役割期待値：

多文化共生をはじめ新しい文化の創造

活動指標：湘南台に新しい魅力ができたと感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　
役割期待値：

コメント：外国人が市内で最も多く住んでいる湘南台地区で、
様々な人々が地域で仲良く生活するためには、相互に理解
し合う交流の機会や支援が大切である。

成果指標：安心して暮らせるまちだと感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　
役割期待値：

若い世代の地域活動への参加促進

現状値：　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：

市民活動団体の拠点の整備と交流の推進

役割期待値： 

ソーラーシステム、リユース、シェアリングなど循環型社会の
構築に向けた取り組み
活動指標：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　
役割期待値： 

コメント：湘南台地区は若者が多いまちであり、次代を担う青
少年をはじめ、様々な世代の人がふれあい、交流し、地域の
未来の担い手を育成する。

成果指標：ふれあいや交流が盛んだと感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　

コメント：湘南台の豊かな自然環境を活用し、地球規模で必
要とされている環境問題について、地域の日常生活で取り
組めることを推進する。

成果指標：環境がよいと思う人の割合

住民の環境への意識が高く、豊かな自然環境と調和したま
ち

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 ふじさわ未来課題 地域まちづくり活動地域まちづくり目標

■　都市ビジョン３ ７　「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築 62
　　さらなる可能性を追求 　　と地域経済の活力再生
　　する創造発信都市
　　

８　公共資産の維持管理と有効活用 71

明るく快適な駅があり、ふれあいのイベントが常に行われて
いる利便性の高いまち

コメント：湘南台地区にしかない駅地下広場や湘南台文化セ
ンターなどの公共施設の有効活用や環境整備により、市民
が望むサービスを様々な主体が提供できる体制を築く。

成果指標：公共施設が有効に活用されていると感じる人の
割合
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：湘南台は駅を中心としたまちであり、駅の施設やス
ペースを活用することで市民サービスの向上を図る。

成果指標：駅が快適だと感じる人の割合

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。

６２．産業の活力を高め、地域が元気にな
ること

公共施設が有効に活用され、市民活動が活発に行われてい
るまち

役割期待値：

利用者の立場に立った湘南台駅の見直し

活動指標：駅が利用しやすいと感じる人の増加率

ふれあいイベントによるまちの活性化

活動指標：公共施設利用者数の増加率

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　

公共施設有効活用方策の推進

活動指標：地域貢献する企業の増加率

役割期待値：

活動指標：年間商品販売額

現状値： めざそう値：　　　　　　　　

消費者ニーズを把握した個性ある楽しい商店街づくり

住民と企業が交流し、企業の地域貢献が活性化する施策の
推進

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　
役割期待値：

活動指標：イベントでまちが活性化していると感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　
役割期待値：

相鉄延伸など市北部の交通体系の整備
藤沢市域全体の課題として経営企画部に移行
活動指標：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　
役割期待値：

コメント：湘南台地区の商店街は食料品や日常生活用品は
充足しているが、住民のニーズに応えられるように、さらに魅
力を高め、地域経済を活性化する。

成果指標：地元の商店街に満足している人の割合

楽しく集い、ほしい物が身近に揃うまち

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　

知的産業への転換を進める環境整備
→藤沢市域全体の課題として経営企画部に移行

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域貢献する企業と地域が一緒に活動するまち

コメント：商工業の従業者数が市内で最も多いのが湘南台地
区であるため、企業も地域社会の一員ととらえ、地域貢献や
住民との交流を通して、企業と地域が一緒に活動するまちを
築く。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　
役割期待値：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　

コメント：

成果指標：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　

成果指標：企業が地域貢献していると感じる人の割合



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 ふじさわ未来課題 地域まちづくり活動地域まちづくり目標

９　「藤沢ライフスタイル」と「湘南カルチャー」 76
　　の創出

住民や若者が楽しく買い物できる魅力的な店があるまち
７６．訪れる人・住む人に配慮した心遣い
や工夫があること

役割期待値：

活動指標：商店街に活気があると思う人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　

消費者ニーズの把握と商店の活性化

活動指標：まちの景観がよくなったと感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　

景観や自然に対する住民意識向上への取り組み

役割期待値：

消費者ニーズの把握と商店の活性化

活動指標：商店街に活気があると思う人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　
役割期待値：

湘南台を中心とした産業・大学・地域の交流

活動指標：交流事業数の増加率

現状値： めざそう値：　　　　　　　　
役割期待値：

コメント：湘南台に不足している食料品や日用品以外の店舗
を増やし、来街者にも住民にも喜ばれるまちにする。

成果指標：魅力的な店があると感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　

コメント：湘南台駅付近の都市環境と周辺の自然環境の調
和を図るとともに、地域にかかわる人々の交流を促進する。

成果指標：都市環境と自然が調和していると感じる人の割合

街並みの景観が整い、水と緑があり、産・学・地域の交流が
盛んなまち



ふじさわ未来課題マトリックス 長後

（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

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

③より効率的に価値の
維持を

④熟慮と根拠ある未来
戦略を

重点・ふじさわ未来課
題

（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



基本構想 基本計画　　(遠藤地区地域まちづくり計画）

藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性

■　都市ビジョン１ １　地域自律型の「藤沢づくり」を育むまち 7
　　市民の力が育てる
　　生活充実都市

２　明日の藤沢を担う「藤沢のこどもたち」 14
　　を育む環境

３　市民力・地域力による安全で安心して 19 防犯活動の充実
　　暮らせるまち

活動指標：パトロール実施回数／月

夜道の安全確保対策の推進

活動指標：１ｋｍ当たりの防犯灯設置本数

ヒヤリ・ハットを感じない住民の割合

新たな時代を拓く「健康と文化の森」を創造し“人と自然がいきづくまち"夢のあるまち遠藤をめざします。

地域まちづくりのテーマ

役割期待値：

現状値： めざそう値：

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：１５才未満の人口の割合

現状値： めざそう値：

将来像
「私たちの政府」が創る、

いまも未来も住み続けたいまち「湘南ふじさわ」

役割期待値：

役割期待値：

地域力による防災活動の充実

活動指標：防災訓練に参加した人数

現状値： めざそう値：
役割期待値：

現状値： めざそう値：

交通安全対策の推進

現状値： めざそう値：

教育環境の充実

成果指標：助け合いのある地域だと感じる者の割合

成果指標：公民館におけるイベント参加割合

めざそう値：

コメント：思いやりの気持ちを行動に移し，人と人とのふれあ
いと助け合いで心豊かに過ごせるまちづくりを目指します

地域まちづくり活動

地域活動の充実と人材育成

活動指標：ボランティア活動割合

現状値： めざそう値：

地域まちづくり目標

「助け合いの輪が広がる夢のあるまち遠藤」

「大人とこどもが相互に支え合う交流のあるまち遠藤」

「住民同志の交流が活発で安全なまち遠藤」

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

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

１９．治安の良い環境であること

ふじさわ未来課題

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値： めざそう値：

コメント：学校・家庭・地域の連携など地域の教育環境を維持
発展させることを目指します

コメント：いつでもどこでも安心して声掛け合い、安全・安心に
繋げる運動ができるまちづくりを目指します
成果指標：藤沢北警察所管内の地域の犯罪発生割合

現状値：



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 地域まちづくり活動地域まちづくり目標ふじさわ未来課題

■　都市ビジョン２ ４　共に生き、共に創る地域社会の創出 24
　　地域から地球に拡がる
　　環境行動都市

５　豊かな地域資源の次世代への継承・ 45
　　発展

６　地球温暖化防止など未来の地球環境 47
　　への投資

■　都市ビジョン３ ７　「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築 65
　　さらなる可能性を追求 　　と地域経済の活力再生
　　する創造発信都市
　　

８　公共資産の維持管理と有効活用 66

９　「藤沢ライフスタイル」と「湘南カルチャー」 73
　　の創出

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：活動参加割合

現状値： めざそう値：

多種多様なイベント活動の充実

役割期待値：

活動指標：祭り来場者割合

現状値： めざそう値：

健康づくり活動の推進

役割期待値：

活動指標：バス便の本数

現状値： めざそう値：

交通の利便性の向上

役割期待値：

活動指標：交通の便がよいと感じる者の割合

現状値： めざそう値：

新交通等の早期実現に向けた活動の促進

役割期待値：

活動指標：清掃活動参加者割合

現状値： めざそう値：

地域美化活動の促進

役割期待値：

活動指標：保存樹林面積割合

現状値： めざそう値：

緑地空間の保全・継承の推進

活動指標：地区文化祭への参加割合

現状値： めざそう値：

地域市民交流の促進

コメント：地域特有の豊かな自然と伝統文化にふれあうまち
づくりを目指します
成果指標：祭り来場者の割合

現状値： めざそう値：

成果指標：公園・緑の広場の面積割合

コメント：市民の財産である豊かな自然環境を活かしたまちづ
くりを目指します

「開放的な世代間交流があるまち遠藤」

現状値： めざそう値：

コメント：みんなの協力により，きれいなまち遠藤を目指しま
す

成果指標：経営耕地面積割合

「きれいで住みよい夢のあるまち遠藤」

現状値： めざそう値：

現状値：　　　　　

「みんなの心がかよう夢のあるまち遠藤」

「豊かな自然を将来まで受け継いでいく夢のあるまち遠藤」

６５．市内の交通・物流がスムーズに行わ
れること

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

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

４５．地域の未来の担い手が育成されてい
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

成果指標：交通の便がよいと感じる者の割合

成果指標：まちがきれいだと実感できた者の割合

めざそう値：　　　　　　　

コメント：挨拶や声かけによりみんなが連携できる地域を目指
します
成果指標：市民同士のコミュニケーションがとれていると感じ
る者の割合

コメント：市民の共有財産である豊かな自然を将来にわたっ
て次世代へ継承する地域を目指します

めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：地域の念願である新たな交通システム等の実現を
目指します

「便利な交通ネットワークのある活気あふれる豊かなまち遠
藤」

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

「自然環境を守り，育てるみんなのまち遠藤」

現状値：　　　　　　　　　



ふじさわ未来課題マトリックス 遠藤

（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

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

③より効率的に価値の
維持を

④熟慮と根拠ある未来
戦略を

重点・ふじさわ未来課
題

（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



基本構想 基本計画　　長後地区地域まちづくり計画　素案

藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性

■　都市ビジョン１ １　地域自律型の「藤沢づくり」を育むまち
　　市民の力が育てる
　　生活充実都市 1

（関連）

76

6

２　明日の藤沢を担う「藤沢のこどもたち」
　　を育む環境 13

14

【地域まちづくり活動１６】
地域情報の充実

（活動指標）
地域情報の住民への浸透度
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

[コメント]
 これからのまちづくりの重要な要素のひとつに「地域情報」があります。
情報化時代にふさわしい地域情報の拡がりに向けた取り組みをすすめま
す。
[成果指標]
地域情報の住民への浸透度
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：　

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

【地域まちづくり目標１４】

地域の情報が大切に扱われる長後
ま ち

役割期待値：　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

【地域まちづくり活動８】
学校・家庭・地域とのネットワークの推進
（活動指標）
・地域を見守るパトロールの実施率
・地域の世代間交流の実施率[コメント]

　学校や家庭、地域において相互に協力しながら健やかに育つ環境づく

りと「思いやりの心」を育てるまちづくりをめざします。

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

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域まちづくりのテーマ

さぁつくろう！まちの輪・ひとの和・みどりの環

ふじさわ未来課題 地域まちづくり目標 地域まちづくり活動

１３．地域が子どもを見守り育てる環境で
あること

【地域まちづくり目標８】

学校・家庭・地域が手を結び子どもを育む長後
ま ち

[成果指標]
地域で子どもを支える体制の充実

役割期待値：　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

【地域まちづくり活動２】
安全に安心して通行できるよう道路歩行環境を向上

[コメント]

　すべての人が安全に安心して歩くことができるよう、まちづくりをすすめ

ます。

（活動指標）
道路歩行時に不安や障がいを感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

【地域まちづくり活動１】
駅付近に集中する車両交通渋滞を緩和し、円滑な移動を推進

[コメント]
　公共交通機関の結節点である長後駅周辺は、地区の中心部としてス
ムースな交通の流れの確保と改善及び公共交通の機能強化に努め、踏
切部を含め快適で円滑な交通移動ができるようにする必要があります。

（活動指標）
駅周辺公共交通ネットワークに不便を感じる人の割合

７６．訪れる人・住む人に配慮した心遣い
や工夫があること

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値　：　
[成果指標]
駅周辺において快適で円滑な交通移動ができていると感じる人の割合

将来像
「私たちの政府」が創る、

いまも未来も住み続けたいまち「湘南ふじさわ」

１．身近な地域での暮らしやすさが実現し
ていること

【地域まちづくり目標１】

快適で円滑な交通移動をめざす長後
ま ち

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

【地域まちづくり目標２】

みんなが安全に安心して歩くことのできる長後
ま ち

[成果指標]
安全に安心して歩くことができると感じる人の割合



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 ふじさわ未来課題 地域まちづくり目標 地域まちづくり活動

３　市民力・地域力による安全で安心して
　　暮らせるまち 17

18

19

【地域まちづくり活動５】
防災・交通安全活動の拡充

（活動指標）
防災・交通安全に関する活動数

[コメント]

　安全で誰もが安心して暮らせるまちをめざします。
[成果指標]
防災・交通安全対策に対する満足度

[コメント]

　犯罪は未然に防ぐことが重要です。犯罪抑止活動を推進することで安

全安心なまちをめざします。

現状値：　　　　　　　　　

（活動指標）
・施設入所待機（希望）者数
・施設の整備数
・地域ボランティア登録数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：　

【地域まちづくり活動１１】
地域に密着した介護サービスの推進

役割期待値：　

[成果指標]
・地域保健に対する満足度
・安心できる医療体制の充実
・介護サービスの満足度

【地域まちづくり活動１０】
地域医療体制の推進
（活動指標）
・地域医療体制の満足度
・地域の救急医療体制に対する満足度

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

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

【地域まちづくり目標９】

健康でいきいきと暮らせる長後
ま ち

【地域まちづくり活動９】
健康維持の推進
（活動指標）
・スポーツ活動の実施状況
・健康増進事業の実施状況[コメント]

　保健・医療・福祉・介護の連携により住み慣れた地域で安心して暮らし

続けることができるまちをめざします。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

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

【地域まちづくり目標５】

子どもから高齢者まで安心して暮らせる長後
ま ち

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

１９．治安の良い環境であること
【地域まちづくり目標６】

犯罪を防ぐ、起こさせない長後
ま ち

【地域まちづくり活動６】
防犯活動の拡充

（活動指標）
防犯に関する活動数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
[成果指標]
防犯対策に関する満足度

役割期待値：　

めざそう値：　　　　　　　　　



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 ふじさわ未来課題 地域まちづくり目標 地域まちづくり活動

■　都市ビジョン２ ４　共に生き、共に創る地域社会の創出
　　地域から地球に拡がる
　　環境行動都市 26

（関連）

9

30

46

49

34

31

５　豊かな地域資源の次世代への継承・
　　発展

37

45

（関連）

71

【地域まちづくり活動１７】
地域活動の継承と促進

（活動指標）
地域団体の活動の継続
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

[コメント]
　長後地域がスタートして５５年。１００年に向け、まちづくりのバトンを世
代を超えて引き継ぐことが必要です。

[成果指標]
共生社会の満足度
現状値：　　　　　　　　　

４５．地域の未来の担い手が育成されてい
ること

【地域まちづくり目標１５】

未来にバトンが引き継がれる長後
ま ち

めざそう値：　　　　　　　　　

【地域まちづくり活動１４】
地域ボランティア団体等の活動の推進
（活動指標）
地域ボランティア・NPO団体の育成と活動の支援

[コメント]

　国籍や文化、性別などにかかわらず、誰もが地域の一員として互いに

認めあい、尊重しあいながら地域住民の交流活動、障がいや疾病に対す

る適切なサポート、ボランティアの育成などにより、地域で互いに支えあう

意識の醸成と共生のまちづくりをめざします。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：

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。

[成果指標]
６５才以上で要介護認定を受けていない人の割合
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

【地域まちづくり目標１２】

誰もがいきいきと暮らせる長後
ま ち

３４．地域で支え合い暮らせる環境である
こと

【地域まちづくり目標１１】

一人ひとりが安心して楽しく暮らせる長後
ま ち

【地域まちづくり活動１３】
地域で支える高齢者の生活支援の推進
（活動指標）
地域福祉の取り組みに対する満足度

[コメント]

　ボランティアや地域の支え合いなど、さまざまな資源を活用し、誰もが住

み慣れた地域でその人らしく生活することができるまちづくりをめざしま

す。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
３１．社会的弱者の方が快適に過ごせるま
ちであること

役割期待値：　

役割期待値：　

[成果指標]
・子育てをしやすい地域と思う人の割合
・放課後児童クラブの設置数・定員
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

[成果指標]
地域の様々な取り組みに参加する人材の多様化

役割期待値：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

２６．子育て世代を支える環境が充実して
いること

【地域まちづくり目標１０】

子育てをみんなで支える長後
ま ち

役割期待値：　

[成果指標]
公園や広場等が充実していると感じる人の割合

現状値： めざそう値：　　　　　　　　　

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

【地域まちづくり目標３】

親しみやすいみどりの空間がある長後
ま ち 【地域まちづくり活動３】

公園及び広場等の充実と維持管理の向上
[コメント]
　遊び、憩い及びふれあい等の場としての公園や広場等は、多目的に利
用される貴重な空間であることから、地区の状況に応じて適切な配置を
めざす必要があります。
　また地域で公園や広場等の質の高い維持管理を進め、次世代に継承
することをめざします。

（活動指標）
・身近に親しみを持てる公園や広場があると感じる人の割合
・公園や広場がきれいに管理されていると感じる人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

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 【地域まちづくり目標７】

さわやかなまち‘マナーUP長後‘
【地域まちづくり活動７】
環境美化活動の拡充

【地域まちづくり活動１２】
地域で安心して子育てができる環境の推進

（活動指標）
地域の子育て支援への取り組みに対する満足度

[コメント]

　みんなが連携するとともに支援拠点を整備し、子どもたちが健やかに育

つまちをめざします。

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
９．子どもを安心して育てられる環境があ
ること

[コメント]

　地域住民のマナーとモラルの向上により、きれいで住みよいまちをめざ

します。

（活動指標）
環境美化に関する活動数

４６．生活の便利さと環境保全の両方が実
現していること

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
[成果指標]
生活環境の満足度

役割期待値：

４９．人々の環境への意識が高く、快適な
まちであること

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 ふじさわ未来課題 地域まちづくり目標 地域まちづくり活動

■　都市ビジョン３ ７　「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築
　　さらなる可能性を追求 　　と地域経済の活力再生 59
　　する創造発信都市

62

63

64

８　公共資産の維持管理と有効活用
66

76

９　「藤沢ライフスタイル」と「湘南カルチャー」
　　の創出 81

83

[成果指標]
歴史・芸術文化活動に対する満足度
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

【地域まちづくり活動１５】
地域が有する様々な歴史や伝統ある芸術文化活動の推進

（活動指標）
地域の歴史、伝統文化に対する関心度[コメント]

　芸術文化の普及と市民文化の向上を目的として、地域の歴史、伝統文

化を伝承し、地域への誇りと愛着を育むまちをめざし、また、芸術文化活

動の拠点となる施設を提供するなど地域に根ざした活動を支援する芸術

性豊かなまちをめざします。

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

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：

８１．地域の記憶や文化が継承され、発展
すること

【地域まちづくり目標１３】

歴史・文化の継承と活動支援のある長後
ま ち

５９．安全で安心な食べ物が身近で得られ
ること

【地域まちづくり目標１６】

「長後宿」がよみがえる長後
ま ち

【地域まちづくり活動１８】

ひととモノの行き交う賑やかな長後
ま ち

への再生
[コメント]
　かつて、この「長後」は大山街道と滝山街道の交わる、文字通り地域の
中心でした。時を越えてこの賑わいが戻ってくることが、長後のこれから
に必要です。

（活動指標）
地産地消の推進等による交流人口の拡大

６２．産業の活力を高め、地域が元気にな
ること

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

[成果指標]

まちに少しづつ活気が戻ったと感じる人の割合

役割期待値：　

めざそう値：　　　　　　　　　

６３．地域の人材が働ける機会を創造する
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

【地域まちづくり目標１７】

商店街と地域が連携して生活が営まれる長後
ま ち

役割期待値：　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

【地域まちづくり活動１９】

活き活きとした商店街を持つ長後
ま ち

への推進
[コメント]
　高齢社会では「近所で賄える」ことが必要不可欠であることから、商店
街と地域の連携をすすめます。

（活動指標）
商店街再生のバックアップ
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値： めざそう値：　　　　　　　　　

[成果指標]
商店街で買い物をする地域住民の割合

現状値：　　　　　　　　　

６６．市民の財産である自然を守り、育てら
れていること

【地域まちづくり目標４】

みどりを増やし育む長後
ま ち

【地域まちづくり活動４】
みどりの保全及び継承の推進

[コメント]
　先代より培われた農地及び山林等のみどりや生活の中のみどりは、長
後地区のかけがえのない潤いとして、また生物生息の貴重な空間とし
て、今後も守っていくことをめざします。

（活動指標）
・家庭でみどりを増やそうと感じる人の割合
・農地や山林の減少割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：　
[成果指標]
身近なみどりに関して満足している人の割合



ふじさわ未来課題マトリックス 御所見

（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

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

③より効率的に価値の
維持を

④熟慮と根拠ある未来
戦略を

重点・ふじさわ未来課
題

（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



基本構想 基本計画　　(御所見地区地域まちづくり計画）

藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性

■　都市ビジョン１ １　地域自律型の「藤沢づくり」を育むまち 1
　　市民の力が育てる
　　生活充実都市

7

２　明日の藤沢を担う「藤沢のこどもたち」 10
　　を育む環境

将来像

「私たちの政府」が創る、
いまも未来も住み続けたいまち「湘南ふじさわ」

成果指標：御所見地区に住み続けたい人の割合

成果指標：事故発生件数

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：太鼓・お囃子等育成活動の状況

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

伝統文化の継承の推進

役割期待値：

活動指標：通行に危険な箇所の改善

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

自転車・歩行者もマナーを守って安全に

日常の買い物に便利な環境整備の促進

活動指標：地元で買い物をする人の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

コメント：６地区の祭礼が盛んであり、今後も伝統を伝えてい
くことが必要である
成果指標：伝統行事に参加する子どもたちの割合
文化財の掘り起こしと皆が楽しむ魅力の数
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：気づきの中では自然の豊かさの一方で、スーパーや
コンビニの必要性の意見が多い

地域まちづくり活動

身近な街並みと緑の保全の推進

活動指標：樹林面積
「綺麗な緑が増えた」と感じる活動に参加する人の増加

地域まちづくり目標

自然と街並みの調和のとれたまち

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

交通事故のない安全運転のまち

地域文化を守り育てるまち

１．身近な地域での暮らしやすさが実現し
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

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

めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：気づきのリストにおいて、交通マナーが悪いという意
見が圧倒的に多い

ふじさわ未来課題

住んで、見て、歩いてわかるまちの良さ
＝地域資源を活かし、北部新中心拠点を目指します＝

地域まちづくりのテーマ

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 地域まちづくり活動地域まちづくり目標ふじさわ未来課題

３　市民力・地域力による安全で安心して 23
　　暮らせるまち

役割期待値：

福祉・医療ネットワークの構築

活動指標：地区住民の福祉・医療に対する満足度

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

役割期待値：

自助・共助による災害への備え

活動指標：自主防災組織活動の状況

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

活動指標：街灯の数、住宅の光の数、商店街の灯の数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

夜間の安全確保の向上

成果指標：１年間で犯罪に遭った件数

コメント：広範な地域性から忍び込みなどの犯罪に対する備
えが必要である

地域で見守る安全・安心のまち
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

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

健全なコミュニティの形成

活動指標：地域活動・ボランティアへの参加率
新しいコミュニティの数と相互連携による活動の数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　



藤沢の都市ビジョン 「藤沢づくり」のめざす方向性 地域まちづくり活動地域まちづくり目標ふじさわ未来課題

■　都市ビジョン２ ４　共に生き、共に創る地域社会の創出 34
　　地域から地球に拡がる
　　環境行動都市

５　豊かな地域資源の次世代への継承・ 45
　　発展

６　地球温暖化防止など未来の地球環境 46
　　への投資

49

成果指標：御所見に誇りを持ち、住み続けたい子どもたちの
割合
御所見の学校に対する親御さんからの良い評価の割合

４６．生活の便利さと環境保全の両方が実
現していること

子どもから高齢者まで誰にも優しいまち 身近な場所でバリアフリーの推進

役割期待値：

めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

コメント：重要度の高い課題であり、家庭の役割が低下する
中、地域の担う役割は大きい

成果指標：地域の事業への参加率
役割期待値：

活動指標：地区だよりなど広報誌を読む人の割合
全ての活動の情報利活用の充実
地域から大学・企業・行政に訴える活動指標の充実

役割期待値：

心安らぐ景観の整備・保全

活動指標：地域住民が取り組む環境保全活動
景観に関する協定と企業との連携数
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

活動指標：不法投棄件数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

不法投棄のないクリーンなまちの実現

活動指標：要改善箇所の修繕率

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

活動指標：児童・生徒と地域の人の顔見知り度

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

家庭・学校・地域の連携の促進

情報提供の充実

現状値：　　　　　　　　　

活動指標：自治会加入率

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

自治会加入の促進健全なコミュニティが形成されているまち

地域ぐるみで青少年を育成するまち

身近な環境を自ら守るまち

役割期待値：

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

４９．人々の環境への意識が高く、快適な
まちであること

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：自治会加入率の低下などから、地域力向上のため
に必要である

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：豊かな自然が広がる一方、その地域性から、ごみの
散乱、ポイ捨てについての意見が圧倒的に多い
成果指標：ごみの分け方・出し方を守っている人の割合
環境活動のコミュニティの数、参加者数

コメント：豊かな自然の中、歩道が未整備の道路も多く、環境
との共生が求められる
成果指標：段差等により通行に支障や危険があると感じた人
の割合

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
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■　都市ビジョン３ ７　「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築 57
　　さらなる可能性を追求 　　と地域経済の活力再生
　　する創造発信都市
　　

役割期待値：

62

63

65

８　公共資産の維持管理と有効活用 69

９　「藤沢ライフスタイル」と「湘南カルチャー」 76
　　の創出

７６．訪れる人・住む人に配慮した心遣い
や工夫があること

新たなコミュニティを形成するまち

コメント：公共交通不便地域であり中心拠点の整備と併せイ
ンフラ整備が求められている。
成果指標：公共交通に不便を感じている人の割合

成果指標：新しいコミュニティの設立と活動の開始

主産業である農業を活かした集客の実現

活動指標：ごしょみーな実績
新しい出荷先の数、出荷物に対する高い満足度の割合
良い農産物を作る農地の面積、農家の数、
農地を保護する土地利用計画の策定

商店街を知ってもらおう

活動指標：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地域の祭礼等を通じた世代間の交流の促進

めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

役割期待値：

活動指標：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

環境など地域に配慮した施設のあり方についての検証

活動指標：各地区でのイベント実施状況

現状値：　　　　　　　　　

役割期待値：

役割期待値：

活動指標：

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

使いたい、使いやすい施設とするための活用方策の推進

役割期待値：

活動指標：高速へのアクセス時間（西北部から東名厚木インターへ）

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

混雑なく移動しやすい交通環境の整備

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

ファーマーズマーケットの充実

活動指標：商店街で行っているサービスを知っている人の割
合
現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　
役割期待値：

地域資源を活かした観光の振興に取り組むまち

コメント：気づきの意見では自然環境にも一定の整備が求められて
いる。宮原耕地の荒廃地対策など地域の資源を活用した地域振興
を進める成果指標：各種イベントに訪れる人の数

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

みんながつどう公共施設があるまち

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

コメント：地域経営の観点から公共施設の現状把握と役割を
検討する。

６２．産業の活力を高め、地域が元気にな
ること

６３．地域の人材が働ける機会を創造する
こと

６５．市内の交通・物流がスムーズに行わ
れること

北部新中心拠点の形成

コメント：市民力、地域力を活かした行政経営にあたってはあ
らゆる世代の参画が必要である

コメント：地区内には大型スーパーも無く、地域の商店街とし
ての役割は大きい

めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　

成果指標：買い物に便利なまちだと感じている人の割合
楽しく新しいチャレンジを進める若者の数

６９．市民が利用する身近な施設が大切
にされていること

成果指標：

成果指標：現役世代が参加する地域団体の実現
コミュニティから出てくる成果の数
地域が活性化したと思うコミュニティ参加者の割合

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

活気あふれる商店街の創出

現状値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

めざそう値：　　　　　　　　　

現状値：　　　　　　　　　 めざそう値：　　　　　　　　　

地産地消など新たな農業経営に取り組むまち

コメント：直売所等での新鮮で安全な農産物の提供は消費者への
責任感の醸成と生産意欲の向上につながる
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