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平成２６年度第４回府中市文化センターあり方検討協議会 会議録 

 

■日 時  平成２６年１０月７日（火）午前８時４０分～午後６時半 

■場 所  神奈川県藤沢市 

■出席者  （委員） 

藤江会長、志水副会長、石坂委員、小島委員、小林委員、 

髙木委員、隆委員、田中委員、谷委員、奈良﨑委員、 

丸山委員、宮山委員、山﨑委員、米村委員 

（事務局） 

村越市民活動支援課長、岩田市民活動支援課長補佐、 

山元地域コミュニティ係長、望月事務職員 

■欠席者  土方委員 

■対応者  ・長後地区 

（推進会議委員） 

       市川長後地区郷土づくり推進会議長 ほか２名 

      （事務局） 

       小泉長後市民センター長 ほか２名 

      ・鵠沼地区 

      （推進会議委員） 

       北島鵠沼地区郷土づくり推進会議副議長 ほか８名 

      （事務局） 

       井出鵠沼市民センター長 ほか２名 

■議 事  １ 開会 

      ２ 長後地区視察について 

      ３ 鵠沼地区視察について 

      ４ その他 

■資 料  １ 視察の行程について 

      ２ 視察の質問事項 

■参 考  １ 藤沢市広報（視察先の特徴） 
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１ 開会 

（会 長）定刻になりましたので、第４回府中市文化センターあり方検討協

議会を開会いたします。 

まず、事務局の方から本日の委員の出席状況などについて、報告を

お願いします。 

（事務局）皆様おはようございます。本日は朝早くから本協議会にご出席い

ただき、ありがとうございます。それでは、事務局から何点かご報

告を申しあげます。 

まず、本日の出席状況でございますが、土方委員から欠席とのご連

絡をいただいております。現在、定数１５名中１４名の委員の皆様に

出席をいただいております。よって、過半数を超えておりますので、

本協議会は有効に成立していることを併せてご報告します。 

続いて、本日の行程と資料の確認をさせていただきます。 

まず、１枚目が本日の会議次第でございます。 

次に、資料１といたしまして、本日の行程表となっております。現

在、バスは国立府中インターへ向かっております。中央道から圏央道

を通り、まずは「長後市民センター」へ向かいます。視察は約１時間

と考えております。昼食後、「鵠沼市民センター」へ向かいます。こ

こでの視察も約１時間と考えており、府中市役所への帰着が、１７時

と考えております。 

次に、資料２といたしまして、「視察の質問事項」が、Ａ４版の両

面刷りで２枚となっております。 

次に、参考資料として、「藤沢市広報」が、Ａ３版の片面刷りで１

枚となっております。 

資料は以上でございますが、不足等はございませんでしょうか。 

事務局からは以上でございます。藤江会長、どうぞよろしくお願い

いたします。 

（会 長）それでは、議事を進めます。前回８月２８日に実施した第３回協

議会の議事録につきましては、事前にご確認いただいておりますが、
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改めて修正等でお気づきになることはございますか。よろしいでし

ょうか。 

（※事前送付した議事録の修正、確認） 

（会 長）それでは、第３回協議会議事録として確定し、あわせて議事録及

び資料を、市役所３階情報公開室、中央図書館、ホームページ等で

公開することといたします。 

 

２ 長後地区視察について 

（※長後市民センター到着 

長後地区郷土づくり推進会議長あいさつ 

府中市文化センターあり方検討協議会長あいさつ 

府中市市民協働推進本部市民活動支援課長あいさつ 

出席者自己紹介の後、研修会開始） 

（長後市民センター長） 

     まず、藤沢市の地域と行政とのコミュニケーションのとりかた、

連携の仕方からご説明します。昭和５６年に各地区の「市民集会」

が開催されました。この集会に、当時の市長、助役、部長が出席し、

市民の皆様と対話するというのが始まりでございます。その後、そ

の次の市長が「暮らしまちづくり会議」というものを立ち上げ、地

区の課題、要望を各地区で検討していただき、市にご提言いただく

という形で開催しておりました。その次の市長の時には、「地域経

営会議」というものを立ち上げました。ここからは、市の予算その

ものを各地区に振り分け、自由に地域の課題を地域の皆様に洗い出

してもらい、解決をしていくという手法をとっておりました。そし

て現在は「郷土づくり推進会議」という名称に変わりまして、運営

をしております。 

     資料として、藤沢市郷土づくり推進会議の設置要綱をご用意して

おります。第１条の目的ですが、市民、地域団体等の市民参画によ

り、地域の特性を活かした郷土愛あふれるまちづくりを推進するた
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め、市民センター又は公民館の管轄する区域ごとに、藤沢市郷土づ

くり推進会議を設置しております。 

     第３条には推進会議の所掌事務があり、１点目は、地域の意見を

集約しながら地域の課題を把握し、課題解決に向けた方向性を検討

すること、２点目は、検討の結果に基づき、市長に提案を行うとと

もに、必要な意見もしくは要望を提出し、又は施策の提言を行うこ

と、３点目は、地域の特性を活かした事業を企画及び実施すること

となっております。 

     第５条の委員につきましては、地区内に居住する方で各地区の委

員選考委員会が選考した方及び地域団体から推薦された方になりま

す。委員は無報酬となっております。 

     第７条の役員等については、議長１名、副議長２名となります。 

     第１１条では推進会議には、必要に応じて部会を置くことができ

るとあります。長後地区郷土づくり推進会議には、現在２つの部会

がありますが、後ほど具体的にご説明いたします。 

     第１２条には市長の責務についての記載があり、第２号には、推

進会議から意見もしくは要望の提出又は施策の提言があったときは、

十分な検討を行い、必要に応じて市の施策に反映するものとすると

あります。第３号では、市長は事業の企画及び実施に要する経費の

予算化に努めるという記載があります。 

     資料といたしまして、長後地区郷土づくり推進会議運営要領もお

配りしております。主だったところだけご説明させていただきます

が、第２条で意見の集約ということがございます。地区全体集会を

年１回開催しております。 

     第４条でございますが、役員として、議長が１名、副議長が２名、

現在２つの部会がありますので、それぞれに専門部会長が１名、加

えて広報委員長が１名で、合計６名の方で役員を構成しております。 

     第７条で部会及び委員会の記載がございます。長後地区では安全・

安心、福祉部会と地域活性化部会の２部会に加えて、地区の住民向
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けに発行している広報紙を管轄する広報委員会を設置しています。 

     ここからは事前にいただいておりました質問事項に沿う形で、進

めていきたいと思います。最後の質問までまとめて、お答えさせて

いただきますので、最後に一括してご質問を受け付けたいと思いま

す。 

     まず Q１、選出される団体について、Q２構成委員の人数と団体の

内訳ですが、資料の１９ページをご覧ください。こちらに地域団体

が一覧で載っております。記載の１５団体の中から、推薦をいただ

いている方が１５名おります。それと公募委員が５名おりますので、

現在合計２０名で運営をしております。 

     Q３部会や分科会についてですが、資料の１ページをご覧ください。

こちらが長後地区郷土づくり推進会議の組織図となっております。 

（※資料１ページの説明） 

     Q４委員の選出方法ですが、地域の団体から推薦される方につきま

しては、それぞれの団体でご協議いただき、各団体１名ずつ推薦し

ていただいております。公募委員でございますが、資料の２ページ

をご覧ください。平成２５年度に、平成２６年度に向けて募集をし

た要綱です。募集につきましては、広報紙等で募集をかけておりま

す。 

（※資料２ページの説明） 

     Q５選出要件についてですが、募集要綱にもあるとおり、長後地区

在住の方、推進会議に出席が可能な方、藤沢市の常勤の特別職・職

員及び議員でない方としております。 

（長後市民センター主幹） 

     Q６のこれまでの取組についてですが、２つの専門部会で５つずつ、

合計１０の事業を展開しております。事業の具体的な内容について

ご説明させていただきます。資料の３、４ページをご覧ください。 

（※資料３、４ページの説明） 

     Q７の会議の手法ですが、推進会議は概ね月に１回、定期的に開催
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しております。先ほど組織図を見ていただきましたが、開催前に各

部会長で構成される企画会議を行いまして、定例会での議題を決定

しています。また、それぞれの部会は定期的な開催ではなく、必要

に応じて不定期に会議を開催しています。イベント事業が近くなる

と月に２、３回集まることもあります。 

     Q８事業内容に対する「検討方法」、Q９「決定方法」、Q１０「実

施方法」ですが、この１０事業については、各部会が主体となり進

めております。部会で事業内容がまとまれば、定例会に報告を行い、

承認を得て事業展開しております。当該事業の進捗状況については

年１回開催される長後地区全体集会で報告し、市民の方から意見を

聞いています。 

     Q１１財源についてですが、資料の５、６ページをご覧ください。

１０の事業全てに予算がついている訳ではないのですが、記載の５

つの事業については、市と協議のうえ、予算が計上されています。

６ページについては推進会議を行うための運営費です。 

     Q１２自主財源についてですが、現在推進会議の予算は全て市の予

算なので自主財源はありません。 

（長後市民センター長補佐） 

     Q１３の推進会議に所属していない協力者についてですが、推進会

議の構成団体からのご協力はございますが、その他の協力者は今の

ところいません。ただ、今後事業を展開していく中で、協力者の受

け入れといったところも考えていきたいと思います。 

     Q１４公民館を協議会が使用する場合の施設使用料ですが、市民セ

ンターが協議会の事務局となっているため、使用料等は発生しませ

ん。 

     Q１５事業実施の際、行政の職員も活動をしているかという部分で

すが、協議会の事務局として各事業の活動に参加しています。例え

ばイベントの会場設営、活動に必要な備品等の購入、広報紙の印刷

などです。 
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     Q１６の公民館の運営に対し、協力していることですが、特にあり

ません。 

     Q１７の広報の仕方について、先ほどもご説明いたしました添付資

料の７～１２ページまでの長後まちだよりを、現在第３号まで発行

しており、長後地区に全戸配布しております。 

（長後地区郷土づくり推進会議長） 

     Q１８推進会議の運営を振り返り、良かった点、課題の残った点に

ついてですが、先ほど所長からの説明でもありましたように、藤沢

市は、市長の交代により名称は変わっておりますが、地域のことは

地域に任せるという姿勢があります。特に、公募の方は地域のこと

に強い関心を持っているので、推進会議をとおして地域住民の声を

吸い上げる機会があるということが良かった点かと思います。 

     課題としては、予算との関係もありますので、行政と一体となっ

て動けるような体制作りを常に努力して行っていかなければいけな

いことと考えております。 

（長後地区郷土づくり推進会議副会長） 

     課題としましては、住民自身がなかなか溶け込んでこないという

ことも若干あると思います。長後地区も高齢化が進んでおります。

定年後、なかなか家から出てこないという方が多い中で、地域で活

動を始める方に対して「地域デビュー」ということで呼びかけをし

ていこうと考えております。 

（長後地区郷土づくり推進会議副会長） 

     良かった点としては、自主的に地域の問題を議論できる場がある、

課題解決に向けて検討できる場があるという部分かと思います。ま

た、この推進会議をとおしてどういった問題が地域に存在している

のかを把握できるということも良い点だと思います。 

     課題としましては、会議で行う参加者をどうやって増やしていく

かという部分です。間口を広くとって、どなたでも参加できるよう

にしたいです。 
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（長後市民センター所長） 

     事前にいただいた質問に沿って一括してお答えさせていただきま

した。続いて、質疑に移りたいと思います。 

     ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

（会 長）ご説明ありがとうございました。 

     私は、横浜市の区民会議などに何箇所か行ったことがあります。

横浜市と藤沢市では性格が異なる部分もあるかと思うのですが、地

域住民が地域の課題に取り組んでいくということでは、同じ役割を

持っていると考えてよろしいのでしょうか。 

（長後市民センター所長） 

     規模としては横浜市と藤沢市で違いますが、住民の声を吸い上げ

るという大きな意味では同じ役割を持っていると思います。 

（委 員）先ほどご説明いただきました地域活性化事業の２つ目の健康づく

り普及事業の中で、市民の家というものが設置されているとおっし

ゃいましたが、どういった機能を持っているのかをもう少し具体的

に教えてください。現在、どの自治体でも空き家が問題となってい

ますが、空き家の再利用などと関連するのかどうかも教えてくださ

い。 

     また、商店街活性化事業において空き店舗を活用すると記載があ

りますが、これは閉店した空き店舗を市が率先して活用するような

事業になるのでしょうか。 

     また、地域人材発掘・育成事業で地域デビュー講座を開催すると

いうことでしたが、退職してもすぐに地域活動、市民活動に参加す

る方は少ないと思います。こういった方々に市民活動に参加してい

ただくためにどういった講座を開催する予定でしょうか。 

（長後市民センター主幹） 

     市民の家については、公民館のような施設になっております。だ

いたい４部屋ほどで構成されており、約３０畳のホール、会議室、

和室などがございます。地域の子ども会が使用したり、地域団体の
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ダンスサークルや囲碁サークルが使用しております。市民の家は市

が建てたものですが、市民で構成される運営委員会によって管理運

営しております。１つの地区に３軒ほどございます。空き家に関し

ては、市内にどのぐらい空き家があるのか、市としても調査をして

おり、空き家を地域の支えあいのための事業に活用できないかとい

った話も出ておりますが、現在は特に市民の家と空き家の活用とい

うことで関連性はございません。 

商店街の空き店舗についてですが、大型店舗が近くに建ち始めて

から空き店舗が目立つようになりました。そこで、推進会議におい

て商店街の活性化のために、支援サポートしております。 

     地域デビュー講座についてですが、まだ企画の段階で１１月に第

１回目を開催します。内容としては、地域でボランティアをしたい

という方、自治会などの団体活動を担っていく意欲のある方の発掘

のために、専門家の講師を招いて、その手法を学んでいただくとい

うことを考えております。 

（委 員）６ページの郷土づくり推進会議関係費は１３地区で予算が違って

おりますが、人口などで予算が決まっているのですか。 

（長後市民センター長） 

     郷土づくり推進会議関係費の内容については推進会議の会議運営

に要する経費や推進会議が実施する事業の企画及び実施に要する経

費になります。それぞれの地区が実施する事業によって予算額が変

わってきます。 

（委 員）郷土づくり推進会議ですが、市長が代わると名称が変わるという

ことなのですが、行っている事業内容や組織図、方針も変わってい

るのでしょうか。 

（長後市民センター長） 

     藤沢市でも市長が代わることによって、前市長が行っていた事業

を軌道修正することがありますが、基本方針としては、地域住民の

意見を吸い上げて、地域の課題を地域住民自身が課題解決に向けて



- 10 - 

 

検討していくという部分は変わっておりません。 

（長後市民センター長） 

     それでは、お時間も迫っておりますので、これで長後地区視察研

修会を終了したいと思います。最後に安田副議長より閉会の言葉を

述べさせていただきます。 

（※長後地区郷土づくり推進会議副議長あいさつ、終了） 

 

３ 鵠沼地区視察について 

（※鵠沼市民センター到着） 

（※鵠沼市民センター長あいさつ） 

（※府中市文化センターあり方検討協議会長あいさつ） 

（※鵠沼地区郷土づくり推進会議副議長） 

（※出席者自己紹介、研修会開始） 

（鵠沼市民センター主幹） 

 それでは、議題を進めてまいりたいと思います。まず鵠沼地区

の紹介をさせていただきます。 

（※資料１１ページの説明） 

 資料１の１２ページをご覧ください。郷土づくり推進会議で運

営しております鵠まつりは、約１万人の市民が来場する地区最大

のイベントで、今年度で６回目となります。写真でご覧になって

いただけるように、非常ににぎやかなイベントとなっておりま

す。出店が３１店舗、フリーマーケットが８店舗、更に鵠沼公民

館を中心に活動しているフラダンスのステージなどの催しを行っ

ております。 

 次の鵠沼魚醤拡販事業についてですが、鵠沼地区の新たな地産

品として、片瀬漁港で水揚げされたイワシ類と天然塩だけで１年

間つけ込んだ魚醤を鵠沼魚醤として、平成２４年１０月から市内

一斉販売しました。当事業は、郷土づくり推進会議の前身である

地域経営会議の発案から始まりまして、市内の各飲食店と連携
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し、新しい商品を紹介するという地域の取組です。 

 次が子育て支援事業でございます。鵠沼地域には市外から若い

世代のご夫婦も多く転入してきます。若いお母さんの子育て支援

のための講演会を行っております。 

 次に公園見直し事業でございます。藤沢市で最大の人口を誇る

鵠沼地区には３２の公園があります。老朽化した公園から順に、

段差の解消や水飲場に車椅子で入れるようなバリアフリー化を進

めています。 

（鵠沼地区郷土づくり推進会議委員） 

     鵠沼元気塾事業についてご説明します。小学生の子ども達は、放

課後、学童クラブなどでお預かりされて然るべきかと思いますが、

鵠沼地区は児童の数が多く、小学１，２，３年生だけで学童クラブ

の定員を満たしており、４年生以上は入れない状況です。そういっ

たお子さんたちをお預かりできる場所を作りたいということで元気

塾を始めました。海外で働いていた方、子育てを終えた主婦の方、

学校の先生をしていた方たちが地域全体で子ども達を見守るという

趣旨に賛同してくださり、ボランティアとして子ども達を見守って

おります。現在、ボランティアの先生は１０名おり、お子さんも 

２１名おります。宿題を手伝ったり、最近のニュースなどを教えた

り、本の読み聞かせをしたりしています。また、音楽の授業では、

クラシックなどの歴史を教えたり、バイオリン、リコーダーなどの

演奏もしております。夏休みのイベントとしてはバスで県立秦野戸

川公園と神奈川県水道記念館へ出かけて、学習したり遊んだりしま

した。 

（鵠沼地区長後づくり推進会議委員） 

     鵠沼地区ボランティアセンター「ささえ」について、ご説明させ

ていただきます。資料１の１４ページをご覧ください。 

（※資料１４ページからの説明） 
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（鵠沼市民センター主幹） 

     続いて、府中市から事前にいただいている質問への回答をさせて

いただきます。 

     Q１から Q５の協議会の構成についてですが、資料２の２ページ

をご覧ください。記載のとおり、団体推薦から１４名、公募市民が

９名の２３名で構成されております。公募委員の募集及び選出方法

については、資料２別紙の選考要領に基づき決定しております。 

     Q６から Q１０主な活動についてですが、先ほど鵠沼市の紹介で

ご説明しましたとおり、様々な事業を行っております。事業の手法

については、役員会・全体会を毎月行っております。 

     Q１１、１２の財源については、郷土づくり推進会議運営費と、

鵠沼元気塾や鵠まつり事業のように鵠沼地区に特化したまちづくり

事業として予算化されているものの２本でございます。事業費を市

に対して予算要求し、具体的な事業を行っております。 

     Q１３地域資源の活用方法についてですが、資料１の２ページの

名簿下段に記載されている退任者に加え、商店街の方、飲食店の

方、様々な民間事業者の方も事業に協力していただいております。 

     Q１４から Q１６の推進会議と公民館との関係については、推進

会議が公民館を使用する場合は減免となります。 

     推進会議の事業実施の際には、行政職員も会場の設営からチラシ

の印刷・回覧と、推進会議の委員さんと話し合いながら協働して行

っております。 

     Q１７の広報の方法につきましては、皆様に配布しております鵠

沼地区郷土づくり推進会議だよりを作成・配布しております。 

     Q１８課題についてですが、これまでは地域のことは全て地域で

決定しておりましたが、地区を跨ぐような大きな事業、市として行

う施策とのすみ分けが混乱してしまう部分がありました。今年度以

降は、地域で検討した課題を市に提案し、協議を行い、地域の風土

を活かした取り組みについては、地域で行っていくこととなりまし
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た。 

     最後に Q１９今後の目標についてですが、見守り・気づき・つな

がりをテーマに資料１の３ページに記載のあります３つの委員会を

軸に事業を展開していこうと考えております。 

     事前にいただいたご質問については一括してご説明させていただ

きました。これから質疑に移りたいと思います。何かご質問のある

方はいらっしゃいますでしょうか。 

（委 員）ご説明ありがとうございます。 

推進会議は施策提言という意味でも、重要な意味を持っている

と思いますが、施設や推進会議の運営面について、市民センター

として苦労されている点や工夫されている点がございましたら、

教えてください。 

（鵠沼市民センター長） 

     地域で行うイベント、公民館まつりや先ほどご説明させていただ

いた鵠まつりでは、職員も一丸となって協力していこうという意識

は持っております。推進会議につきましては、皆様がボランティア

として事業に協力していただいておりますので、行政として市民の

皆様にどこまでお願いしていいのかと気にすることもあります。 

（事務局）資料１の１５ページに「ささえ」が支援する内容ということで、

訪問支援、ふれあい支援ということで記載があるのですが、社会福

祉協議会などが有償ボランティアで行っているものと似ているので

すが、それとは別に独自で行っているのでしょうか。 

（鵠沼地区郷土づくり推進会議委員） 

     ボランティアセンター「ささえ」は社会福祉協議会の一員という

ことで位置づけられています。 

（事務局）郷土づくり推進会議の所掌事務が、地域の課題を把握し、課題解

決に向けた方向性を検討する、市長に対して提案をするとあるので

すが、そういった政策提言のほかに、資料１の３ページにあるよう

な事業も行っています。例えば、認知症のサポートおせっかいネッ
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トワークで行っているような事業は地域包括支援センターでも行っ

ていると思うのですが、それとは別に、地域包括支援センターでは

目が行き届かないような隙間を埋めるために、推進会議でも独自に

行っているのでしょうか。 

（鵠沼地区市民センター主幹） 

     地域包括支援センターを含めて、推進会議とその他の関係団体と

で協働で行っていこうと考えています。協働で行うことで、認知症

サポーター養成講座の回数を増やして高齢化社会に対応していきた

いと考えております。鵠沼地区の人口は約５５，０００人ですが、

認知症サポーターを２，０００人に増やすことが目標です。 

（鵠沼市民センター主幹） 

     そろそろお時間になりましたので、視察研修会を終了したいと思

います。最後に府中市文化センターあり方検討協議会藤江会長より

ごあいさつをいただきたいと思います。 

（※府中市文化センターあり方検討協議会長あいさつ） 

（※鵠沼郷土資料展示室を見学後、終了） 

 

（※帰りバス車内） 

（副会長）おつかれさまでした。視察はいかがでしたでしょうか。 

市役所への帰着まで時間がありますので、何か感想などをいただ

ければと思います。 

（委 員）元気塾のような事業はおもしろいと思いました。 

（委 員）協議会の委員の選考の仕方は参考になりました。コミ協も公募委

員、団体に所属していない方を入れてみたらいいのではないでしょ

うか。 

（委 員）子どもの見守り事業は参考になりました。 

（委 員）推進会議では多様な活動を行っていますが、推進会議以外の地域

団体や市民センター以外の行政で行っている事業との重複など、縦

割りの部分でもう少しお話を聞けたら良かったなと思います。 
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（委 員）地域デビュー講座など新しい人をどうやって取り込んでいくかと

いう取組みは素晴らしいと思いました。コミ協にも新しい人を取り

込むかということは大事だと思います。 

（委 員）市民の方のボランティア意識が高いと思いました。いかに多くの

人が関ってくれるかということを常に考えている部分が非常に感じ

られました。 

（委 員）行政が市民を巻き込んだ形で事業を行っている、市民と協働して

いる部分が参考になりました。 

（委 員）市民の家、民間公民館など、市民が集う場所を考えているという

ことは大事なことだと思います。 

（委 員）推進会議の自主性が高いところに驚きました。藤沢市に比べる

と、コミ協は事務局に頼りすぎている部分があるのではないでしょ

うか。 

 

３ その他 

（副会長）それでは、議題の３その他につきまして、事務局からお願いしま

す。 

（事務局）次回協議会の日程のお知らせを行いたいと思います。 

次回の第５回協議会は、１０月２８日（火）の午前１０時から、

北庁舎３階会議室での予定となっております。 

以上でございます。 

（副会長）それでは、第５回の協議会は１０月２８日（火）の午前１０時か

らとなりますのでご協力をお願いいたします。 

以上をもちまして、平成２６年度第４回府中市文化センターあり

方検討協議会を閉会いたします。お疲れさまでした。 


