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地域活性化事業交付金とは 

 

■地域活性化事業交付金とは、より多くの市民の参加と協働による地域の活性化を目指

し、本市のまちづくりを進めてきた２２の地区で展開される市民による自主的な事業に

対して交付される交付金です。 

 

■対象事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■優先的な交付対象事業 

 

 

 

 

 

■交付対象とならない事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■交付金の申請は、原則として交付金の趣旨に合致する事業を行う５人以上の構成員で組

織される団体とします。申請にあたっては、事業を実施する地区のまちづくりセンターへ

ご相談ください。 

 

■当該年度の事業実施期間は、４月１日から翌年３月末とします。また、同一の事業に継

続して交付する場合については、３年を限度とします。 

・地域の防災･防犯に関する事業        ・地域福祉の増進に関する事業 

・地域の保健･健康づくりの増進に関する事業  ・産業や観光の振興に関する事業 

・環境の保護･保全に関する事業        ・青少年の健全育成に関する事業 

・地域の文化･伝統の振興に関する事業     ・生涯学習に関する事業 

・地域及び地域活動の情報発信及び広報に関する事業   

・区が推進する重点事業 

・その他地域のコミュニティづくりを目的とし、区長が特に認める事業 

・自治会への加入促進           ・地域における公共的な活動の担い手育成  

・公共的な活動への参加者増加             ・地域の公共的な活動団体間の連携強化 

・まちづくり会議が提示した地域課題の解決 

・政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする事業 

・交付申請を行う年度において、相模原市が実施する他の補助制度等の対象となる事業 

・政策提案又は講座等の開催を主たる目的とする事業  

・調査、研究を主たる目的とする事業。ただし、地域の活性化に資する事業に繋がる計

画があるものを除く。 

・第三者への事業促進を求める事業 

・前各号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める事業 
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ただし、まちづくり会議の意見を踏まえ、継続を必要と認める事業は、４年目以降も

継続して交付ができます。 

 

■交付金は、次の経費を交付対象とし、その交付率は１０分の１０以内とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※備品（物品等で１件１万円以上の財産）にかかる経費の交付率は、対象経費の３分の２

以内となります。 

 

※同一の事業に継続して４年目以降も交付する場合は、交付率を２分の１以内とします。

このうち、まちづくり会議で議論されている地域の課題解決につながる事業に対する交

付率は、事業の成果やまちづくり会議における検証結果を踏まえ、区長が認めるとき

は、１０分の１０以内とします。 

  

・事業に要する消耗品費、郵便代等の通信費、印刷製本費等 

・事業を行う上で必要な食糧費（交付対象者の構成員に対するものを除く）、備品購入

費、施設使用料、備品借上料等 

・事業を行う上で必要な施設等の光熱水費等 

・イベント等の開催時に掛ける保険料、警備費等 

・講演会等の講師に対する報償費 

・研修会の旅費等、研修に要する経費（交付対象者の構成員個人の資質向上に対するも

のを除く） 

・その他事業遂行に必要な経費であって区長が必要と認めるもの 
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子ども食堂「マリ・いこいの家」を中心とする地域交流事業 橋本地区 

 

団体名：マリ・いこいの家 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

厚生労働省の「平成２８年国民生活基礎調査の概況」によると子どもの貧困の状況は、近

年改善はみられるものの依然「７人に１人の子どもが貧困状況」で暮らしおり、地域のつな

がりの希薄化とともに、子どもの貧困は身近な地域の課題となっています。こうした中、平

成２９年度から本事業をスタートしたところ、子育てに不安や疲労感を抱える保護者と子ど

も、保護者の仕事の都合で孤食となってしまうことが多い子どもなどが訪れています。また、

地域には一人暮らしの高齢者等も多く、活動を通じ子どもだけでなく高齢者の孤食といった

課題の解決にも取り組んでいく必要があると感じています。 

 

２ 事業の目的  

子ども食堂のサービスを必要とする子どもやその保

護者の方などに週に 1 回温かい夕食を提供すること

（毎週火曜日 午後５時３０分～７時３０分）、子ど

もが安心して過ごせる居場所を作ること、来場者とボ

ランティアスタッフの交流や地域のつながり作るこ

と、新たなボランティアの発掘、ボランティア同士の

ネットワークの形成、地域の福祉力の向上を図ること

を目的としています。また、活動の幅を広げ一人暮ら

しの高齢者にもバランスの良い夕食の提供を行ってい

くことを目的としていきます。 

３ 事業の実績  

子ども食堂を週 1 回開催し、親子への食事提供や食後の遊び、交流の場の提供を通して、

保護者の帰宅が遅い家庭や食事の準備が難しい家庭の支援を継続的に行うことができまし

た。事業も定着し平均３０名もの利用者がいらっしゃる食堂となっています。また、一人暮

らしの高齢者の方の利用者もいらっしゃるようになりました。 
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４ 事業の成果  

毎週開催することで来場者への継続的な支援や見守りができ、来場者とボランティアスタ

ッフとの関係構築が進み、座談など気軽に行える雰囲気づくりができました。幅広い年齢層

が一堂に会し、食事と交流ができる場所として地域に根付いた活動ができています。保護者

はもちろん子どもも片付けの手伝いに参加したり、保護者はよその子どもの世話をするなど

お互いに助けたりするなど、食事の提供をする・されるの関係ではなく、お互いに助け合う

関係を構築することができました。地域のお店から食材等を買い入れ微力ながらも地域の経

済に貢献するように心がけて活動を行いました。 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

本事業の目的である経済的理由や

保護者の仕事などの都合により一人

で食事をする子ども等に週に 1 回、

夕食を提供するという目的は達成で

きました。週１回の開催はスタッフ

にとって負担は大きいですが、来場

者から感謝の言葉を多数いただき、

これを励みに頑張っています。活動

も３年目となり毎週参加する家庭や

楽しみにしてくれる子どもも多く、

頼りにされていることを実感しています。多くの来場者を受け入れている現在、体制の整備

や配膳の仕方などを工夫し、効率的に事業が行えるよう務めていきたいと考えています。 

 

 

６ 今後の展望  

３年間を通じて、子どもやその家族、一人暮らし高齢者など「マリ・いこいの家」の活

動を必要とする多くの方が訪れるようになりました。また、地域活性化事業交付金を活用

し必要な備品等が揃い、スタッフや協力者など体制の基礎作りができました。今後は、自

己資金や他の制度からの助成を受けながら、訪れた方が温かい手作りの食事を摂ることが

でき、そこにいる皆との団らんを楽しむことができる場所の提供を継続していきたいと考

えています。 
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子どもに関する普及啓発事業 橋本地区 

 

団体名：TSUNAGARI UNITED 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

出生数が１００万人を割るといった全国的な少子化が進むにかかわらず、子どもの虐待件

数の増加や子どもの貧困といった子どもが被害者となる問題や、子どもの声が騒音と言われ

る事例、ベビーカー問題といった子育て環境の問題などの子どもに関する問題は多く、なか

なか改善されない状況です。現在、橋本地区は市内でも子どもが多い地区であり、今後さら

に橋本駅周辺の開発により若い子育て世帯が流入し、子どもの増加が見込まれています。子

どもの増加は喜ばしいことですが、一方で前述の問題を惹起する可能性が高くなります。ま

た、急速な開発等による都市環境の変化は、地域のつながりを希薄化させ、より一層の子ど

もに関する問題が深刻な状況となることも懸念されます。今後の橋本地区で起こる生活環境

の変化等を見越し、子どもに関する普及啓発事業を実施する必要性を感じました。 

２ 事業の目的  

子育て世代が多く居住し、また人が多く集まる

橋本地区（ソレイユさがみはら）において、子育

てを行う親や、子どもを取り巻く周囲の大人を対

象に、講演と話し合いを通じ子どもに関する普及

啓発活動を実施し、すべての子どもたちに見守り

と寄り添いのある地域作りを目指します。リニア

中央新幹線の開通は２０２７年であり、それに伴

う橋本駅の開発もまだ将来の話であるが、子ども

に関する普及啓発活動は一朝一夕では成り立た

ないものです。橋本地区の将来を見据えながら活動を行い、子育て環境の整備という観点か

ら橋本駅の発展に寄与できればと考えています。 

３ 事業の実績  

９月に「親子ｄｅワークショップ Ｍｙ Ｓｔｏｒｙ～写真

カードで自分だけの絵本づくり」、１１月に「親子ｄｅワー

クショップ お金の使い方について親子で考えよう！」と

うワークショップを開催しました。魅力的な講師からお話

を聞いた後、大人も子どもも参加者皆で、家族写真を使った

絵本作りや、自分で考えたお金の有意義な使い方の計画作

りなどのワークショップを実施し好評を得ました。３月に

「親子ｄｅワークショップ コドモの思考を覗いてみよう」というワークショップの実施を

予定していましたが、新型コロナウイルスの影響で中止となってしまい残念でした。 
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４ 事業の成果  

今年度から新たにワークショップ

形式に内容をリニューアル開催し、

これまでと違う人たちにもアプロー

チできたと思います。また、参加い

ただいた大人の方に子どもと一緒に

考える場を提供することができたた

め、子どもたちに向ける視点や見方

を変えるきっかけになったと感じま

した。 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

これまで事業の方向性を大人が考える場の提供することで子どもに関する普及啓発をメ

インとしてきましたが、今年度は大人の隣で「子どもが一緒に考え」ることで、よりリアル

に子どものことを大人が考える場として事業を実施できたことは良かったです。昨年度から

事業を継続し、その経験を活かし３月の事業に向けて内容をブラッシュアップし準備をして

きましたが新型コロナウイルスにより中止となってしまったことは非常に残念でした。 

 

６ 今後の展望  

新型コロナウイルスの影響で今後

「集まる」という行為にハードルがで

きてしまったこともあり、対策を講じ

る必要を感じておりますが、「体験」の

価値は絶対になくならないと思うので

今後もタイミングを図りつつ子どもに

ついて大人が考えることのできる場を

提供していきたいなと考えておりま

す。 
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「コミュニティカフェより道」を中心とする地域交流事業 橋本地区 

 

団体名：あったけ～本舗 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

地域の人間関係の希薄化や、若者から高齢者まで様々な年齢層の人の閉じこもりが全国的

に社会問題となっています。橋本地区においても、地域ケア会議などで協議がなされ、だれ

もが気軽に集いお茶飲みやおしゃべりできるコミュニティカフェといった場所作りが必要

であると課題に上がっていると伺っています。特に、元橋本町周辺は橋本駅から少し離れ住

宅街で、だれもが気軽に集える場所があまりない地域であり、コミュニティカフェのような

場所が必要であると課題を感じていました。 

２ 事業の目的  

元橋本町にある元パン屋の空き店舗をお借

りして、毎週火曜日の午後１２時３０分から

４時まで「コミュニティカフェ より道」を開

催し、近隣の住民を含め多くの方に気軽に集

まっていただき、地域住民間の交流を活性化

することを目的としています。また、皆さんに

気軽に来ていただけるよう落語会といったイ

ベントの開催を織り交ぜながら介護予防講座

など、各種出前講座を定期的に開催し、地域の

人が必要とする情報の発信や、学びの場の提供を行うことも目的としています。 

 

３ 事業の実績  

当初の目標のとおり毎週火曜日午後１２時

３０分から午後４時まで、スタッフ１０人が役

割を分担し、「コミュニティカフェ より道」

を開催しています。利用料は２００円で、利用

者は、お茶やお菓子を口にしながらおしゃべり

を楽しんでいる様子です。活動も２年目となり

口コミ等で利用者が増え賑やかな交流の場と

なっています。落語会やコーヒーの淹れ方教室

のイベントを実施するとともに介護予防教室

やフィットケア教室などの健康増進のための講座を実施し、利用者の皆さんの好評を得まし

た。また、手芸や写真などの趣味をお持ちの方に、講座を開いていただくといった利用者に

運営に協力いただく取組みも行いました。 
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４ 事業の成果  

一人暮らしの利用者から、毎回、開催日を楽しみにしているとの声をいただいています。

その中には一人暮らしの男性も数人、常連となり利用いただいており、地域での閉じこもり

抑止に役立っています。また、クリスマスなどのイベント時の飾り付けを利用者にも参加い

ただき、スタッフと利用者が協力し盛り上げながら、にぎやかな雰囲気の中で笑いが絶えな

い場所となっています。今では「コミュニティカフェより道」が、近隣の地域住民の交流活

性化に一役買っていると考えています。 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

昨年度から継続し週１回という頻度で

「コミュニティカフェ より道」を開催し

ています。これもひとえにスタッフ皆の努

力とチームワークの賜物だと思います。ま

た、毎回、楽しみに来てくださる利用者の方

の声も励みとなっています。頻繁にスタッ

フ間で意見交換し色々な企画を考え楽しみ

ながら事業を行っており、そのような雰囲

気が利用者の方にも伝わり、和やかな雰囲

気で参加いただき様々なご協力をいただけ

ているのだと思います。 

 

 

６ 今後の展望  

今後も週１回の定期開催を継続しつ

つ、更に団体の活動を広く知ってもら

うため、バザーの開催や子ども向けの

イベント等の随時開催も検討していき

たいと考えていています。また、近隣

へのチラシ配布、地域情報紙やタウン

ニュースへの掲載などの広報活動に力

を入れ利用者の増加を図っていきたい

と考えています。 
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青色防犯パトロール事業 橋本地区 

 

団体名：相北地域安全ネットワーク会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

橋本地区の安心して暮らせるまちづくりに貢献するため、平成２２年度から青色回転灯装

備車（以下「青パト」）を活用し、週３回程度、地域内の定期パトロールを実施しています。 

視認性が高い青パトを利用し１０年間継続しパトロール実施してきた取組は、橋本地区の

防犯や交通事故の抑止に貢献していると自負しています。 

しかしながら最近ではひったくりや強盗に加えオレオレ詐欺などの特殊詐欺などの犯罪

の発生や自転車事や高齢者の交通事故の増加などの課題があり、地域の防犯や交通安全の向

上のために不断の活動が必要だと感じています。 

 

２ 事業の目的  

青パトでの地域内のパトロール活動や

安全・安心メールを活用した防犯に対す

る広報を行い、犯罪抑止や交通安全活動

を行い地域の安全を守ります。週３回程

度、青パトで回転灯を回し防犯を呼びか

ける放送を流しながら、人通りが少ない

裏通りや路地などを中心に、空き巣や自

転車の盗難、痴漢等の犯罪を抑止し被害

を未然に防ぎます。 

パトカーに似た青パトでパトロールす

ることで、無謀運転の抑止や交通ルール

の遵守等にも役立っています。 

また、本会には６０名という大勢の会員がおり、防犯・交通安全活動を通じ会員間の連携

強化等を目的としています。 

 

３ 事業の実績  

今年度も継続し、青パトを利用した週３回の地区内のパトロール、本団体からの安全・安

心メールの発送による防犯啓発活動、犯罪発生情報があった場合の臨時パトロールなどの活

動を実施しました。 

また、今年の１月に橋本地区で、路上強盗やコンビニ強盗などの事件が連続し発生しまし

たが、その際、市や相模原北警察署と協働し迅速に地区内のパトロールを実施するといった

対応を行いました。 
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４ 事業の成果  

青パトを利用したパトロール、安全・安心メール配信やキャンペーンでの啓発活動により、

地域の防犯、交通安全の向上に貢献しました。これらの活動を堅実に行うことで、地域の住

民の皆様に本会の活動を広く知っていただくことができました。 

また、今年の路上強盗やコンビニ強盗の発生時に、迅速にパトロールが実施できたことは、

大勢の地域住民が関わり自分たちの地域のために活動を行っている強みを出すことができ

たと考えています。 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

１０年間継続している本会の事業は、

地域の防犯・交通安全の向上に大きく寄

与していると考えています。地域の方か

らも「頻繁に地域をパトロールしていて

見かけると安心する」との声を頂きます。 

また、活動を継続することで、会員の間

に「自分たちの地域は自分たちで守る」と

いう意識が強まり、会員間の連携強化ひ

いては地域内の連携強化に寄与している

と考えています。 

 

 

 

６ 今後の展望  

今後も青パトでのパトロールや安全・安

心メール等を利用した防犯・交通安全活動、

交通キャンペーンでの啓発活動により、地

域の防犯、交通安全の向上に貢献します。

また、本会の活動を堅実に継続することで、

更に地域内でご理解、ご協力をいただき本

活動に参加いただける方が増えるように

努めていきます。 
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着物で文化「メモリーフォト」事業 橋本地区 

 

団体名：さがみはら着物ＤＥ文化フォト部 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

橋本地区は急激な都市化が進み、本来家族間や地域間で育む「日本文化の豊かな知恵」や

「季節を重んじる心の育成」、「通過儀礼」など文化への親しみが薄れています。また、自分

自身の橋本七夕まつりといった地域のお祭りや橋本地区の地域活動への関わりを通じ、子供

会・自治会加入者の減少や、地域を共に盛り上げようという「地域愛を感じる心の豊かさ」

が希薄化していると危惧しています。橋本で働く着物スタイリスト、カメラマンなどの有志

が集まり何か地域に貢献できないだろうか話し合った際に、お祝い事の着物の着付けや記念

撮影をしている現場で、地域から孤立し経済的理由も重なり成人式前撮りや七五三の記念写

真などは撮りたくても撮れないなどの声をよく耳にします。経済的理由等から成人式や七五

三等の記念日に思い出を残せない若者や子どもに対し、地域で手を差し伸べることで地域の

和や人の和を感じてもらい、次世代の地域活性化への担い手を育てたいという想いから活動

をスタートさせました。 

２ 事業の目的  

ひとり親家庭といった経済的な理由で、成人式前撮りや七

五三の記念撮影ができない方々への子育て支援として、本人

と家族の思い出になるようなボランティアの写真撮影会を

実施します。事業の実施にあたり、着付けやヘアメイクなど

を学んでいる若者たちに参加してもらい現場体験や地域活

動への参加体験を通じ、ボランティア意識を高めることを目

的とします。また、撮影会を通じて、参加した子どもたちに

「七五三の時に自分が地域の人たちから親切にしてもらっ

た」といった人や地域への感謝の気持ちを知ってもらうとと

もに、着物を通じて和のアイデンティティを育て橋本七夕まつり、各自治会、子ども会など

地域イベントへの興味や参加など、地域活性を次世代へと継承していくことを目的とします。 

３ 事業の実績  

「ソレイユさがみ」を会場とし、９月に成人式の写真撮影会を実施し２０名の方に参加い

ただきました。また、１０月に七五三記念写真撮影会を実施し１２名の方に参加いただきま

した。参加者の方からのアンケート結果で、昨年の参加者の方や関係者などからの口コミで

しったという回答が７割を超えており、去年の実績が今年の成果へつながったと思います。

両親がいないご家族からは、「記念になる着物姿が残せるとは夢にも思わなかったので、初

めて袖を通す着物に感激している」とのご意見をいただき、地域の助け合いの和に貢献でき

たのではないかと感じています。 
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４ 事業の成果  

ご参加者様のご家族、付き添いのお友達などには地域活性化の意

義、大切さを知ってもらうきっかけを作ることができました。参加

人数の枠を増やし事業の実施時間を延ばした都合上、学生ボランテ

ィアのスタッフだけでは満足のいくサービスが提供できない懸念

があったため、市内で着付けやヘアメイクを生業としている方に講

師として参加していただき、ボランティアスタッフの指導や補助に

当たってもらいました。ボランティアスタッフたちは、自身が学ん

でいる技術を活かすことで地域の人が喜ぶ状況を目の前で感じ、地

域への貢献がどれほど大切なことであるか知っていただくきっか

けになったと思います。 

５ 事業実施団体による自己評価  

申請実施返答（6 月下旬）と告知開始（7 月）が遅かったこと、

保育園・幼稚園回りが遅くなったために集客が困難だったことが最

大の反省点でした。今年は市にも保育園周りの事前調整等の協力を

頂いたが、時期は同じとなってしまった。今年はお金をかけてチラ

シやポスターなどを多くの場所に配布、挨拶回りも２０箇所近くの

園を回ったが、あまり効果は得られませんでした。地道な活動を通

じ信用を得てコネクションを作り口コミによる周知を図る必要性

があると感じています。去年の参加者の方から「通常の家庭と一緒

のイベントには参加したくない」といった意見もあり、今年は対象

者のみの募集としたことは好評でした。気兼ねすることなく、会場

に集まった参加者の方同士が会話をするシーンも見られました。 

 

６ 今後の展望  

コロナの影響から、七五三、成人式のあり方までもが変わりまし

た。また一人親家庭のみならず経済的困窮者が増えた今年、来年以

降の節目を迎えられるご家族の皆様に支援の和を広げたいと模索

しています。令和２年度には本事業が３年目を迎えますので、現在

までに培ってまいりましたネットワークを糧に他のファウンド活

用等を検討しながら続けてまいりたいと思っています。 
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くすのき広場事業 大沢地区 

 

団体名：子どもの育ち応援団 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

当地域には１００世帯を超えるひとり親世帯があり、その家庭の子どもたちの中に、夜間、

無秩序な遊行を繰り返している子どもたちがいたことから、地域で子どもたちを見守る必要

があると考えました。 

 そこで、地域において、子どもたちが安全に安心していられる場所として広場事業を行う

ことにしました。 

 

２ 事業の目的  

地域と行政が協力して、子どもたちの居場所を提供することで、親は安心して仕事ができ、

子ども達も落ち着いて親の帰りを待てる環境の確保を目的としています。 

 

 

３ 事業の実績  

 今年度から子どもたちの学力向上を目 

指して新規に学習塾事業に取組みました。 

また、（株）オギノパンの支援で平成 30 

年 7月に開始した朝食会は、小学生が少 

なく、特に冬場は厳しい状況ではありま 

したが、今後も継続していきたいと思い 

ます。 

 

 

 

 

 

 

また、今期の特色は、内出中学校の生徒会の会

長をはじめ役員の生徒が毎回参加して小学生の

面倒を見てくれたことです。地域が子どもを守

り育てる環境が整いつつあると思っています。 
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４ 事業の成果  

                     

                      この事業も令和元年度で 6年目に入りま 

した。今年度は、複数の会場でパネリストと

して実践報告する機会があり、7 月 21 日に

緑区橋本台の生活リハビリクラブ橋本で、9

月 3 日にはソレイユさがみで子ども食堂セ

ミナーに参加し、11月 30日には、神奈川大

学でワーカーズの全国集会子どもの居場所

づくりの計 3ヶ所に参加して、報告発表後は、

東京練馬や横浜からも多くの見学者が来訪

しました。 

11月 21日に内閣府より令和元年「子ども・若者育成支援」部門の表彰を受け、3月 10日

市長に報告いたしました。 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

６年間継続すると見えて来たことがあります。第１は子どもとの信頼関係が日に日に増し

ている事です。そして今まで心の内を話さなかった子が色々話すようになり、それによって

その子の置かれている状況が理解できるようになりました。第２に中学生がその役割を理解

し積極的に協力してくれるようになったことです。学習塾には、子どもが 10 人以上いて、

学年がバラバラだと先生一人では対応困難ですが、中学生がリードしてくれることで一体化

した事業ができています。ここで育った子が活躍してくれて、とても頼もしい限りです。 

 

 

６ 今後の展望  

 今後も、機会あるごとに本事業の紹介を実施し、本市はもちろん、県の内外にも事業が広

がるように努めたいと考えています。 

 少子化が進む中、子どもの居場所づくり事業がいかに大切であるか、その苦労を含めて発

信することで、事業の必要性と理解を深められるよう啓発活動を継続してまいります。 
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村芝居による地域活性化事業 大沢地区 

 

団体名：劇団 青い山脈 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

地域の活性化は自治会の行事に委ねられて 

いましたが、変化に乏しく、また地域住民の 

高齢化とともに、元気が損なわれていく傾向 

にありました。上大島地域の行事には、諏訪 

明神例大祭があるものの、演芸大会はカラオ 

ケやプロ歌手による歌謡ショーが主流でした。 

そこで、まず諏訪明神の例大祭を盛り上げよ 

うと平成 7年に近隣の有志が集まり、村 

芝居をやろうと「劇団青い山脈」が産声をあ 

げました。当初は諏訪明神例大祭への参加の 

みでしたが、活動を進めるにつれ、高齢者施設を訪問する機会が増えました。ご高齢の方々

が劇を観て、手を叩いて喜んでいる姿、一緒に歌っている姿を目の当たりにすることによ

り、活動している喜びを感じるようになりました。この事業は、社会の高齢化に伴うご高

齢の方々へのサポートのあり方における課題解決策の一つとして、特に大沢地区の活性化

へつながる事業であると考えています。 

 

２ 事業の目的  

地域が抱える次のテーマの実現にむけた活動ととらえています。 

・高齢者をサポートする環境づくりの一翼を担います。 

劇・マジック等の娯楽を提供することにより、そこから  

生まれる笑い、和みのコミュニケーションによって、脳  

機能の活性化や、ストレス軽減など、健康寿命を延ばし、  

介護予防・健康増進につなげてゆく。高齢者施設からの   

出演依頼も多く、成果につながると確信しています。 

・相模川自然の村公園周辺の地域活性化の一翼を担います。 

   相模川自然の村公園に隣接している古民家園を活動拠点 

の一つとし、定期公演を開催し、相模川自然の村公園周 

辺の来場者増につなげます。 

 

 

 

 

      

  

 

 

 



平成３１年度 緑区 地域活性化事業交付金 活用事例 

 

 
- 19 - 

 

３ 事業の実績 

 

４月 おおさわ桜まつり 

６月 相模川自然の村古民家園イベント 

８月 まち・みどり公社事業(渓松園イベント) 

９月 中の郷デイサービス(敬老会) 

10月 上九沢西自治会敬老会 

12月 中の郷デイサービス(クリスマスイベント) 

３月 大沢公民館まつリ 

(新型コロナウイルス感染拡大防上のため中止) 

 

４ 事業の成果  

創作村芝居活動を推進することで、和みの 

コミュニケーションの提供、地域の支え合い 

意識の向上、ご高齢の方々の介護予防・健康 

増進にも寄与しました。また、文化財保護課と

の共同企画による相模川自然の村古民家園の

ＰＲなど、地域の活性化に注力しました。 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

我々の活動理念は「和みのコミュニケーションの提供」。高齢者施設でのイベント参加、

近隣地域敬老会での活動は、ご高齢の方々の健康増進につながるサポートの一つと考え

ています。 

また、この村芝居の活動は、大沢地区のみならず、緑区郷土芸能フェスタ（旧村芝居フ

ェスタ）への参画により、さらに知名度が向上しました。地域の活性化に寄与しているも

のと確信しています。 

 

６ 今後の展望  

引続き創作演劇活動を推進することにより、諏訪明神例大祭、大沢公民館まつり、おお

さわ桜まつり、高齢者施設における行事、近隣自治会での敬老事業、緑区内の各種イベン

トへの参加及び古民家園での公演などを通して、和みのコミュニケーションを提供し、地

域の保健・健康づくり、地域福祉の増進等、高齢者がいつまでも安心して地域で暮らせる

ための環境づくりのために活動いたします。 
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地元の冊子作製及び定期的イベント開催による地域活性

化事業 
大沢地区 

 

団体名：古清水歴史ガイド編纂委員会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

 古清水地区は、総世帯約５００世帯、自治会 

加入世帯は約４００世帯で（加入率約８０％） 

他地区と比較して加入率は高い状況です。 

しかし、ここ数年来、自治会加入率が減少傾向

にあることから、ご近所同士で地元の良さと特

徴でもある自然・風土・名所旧跡・歴史を周知で

き、「住めば都」を彷彿させるような冊子の作製

と関連イベントの開催を検討しました。 

これに伴い地域の連帯感が高まり、自治会活

動も一層活発化するとともに、加入率の向上に

もつなげられたら良いと考えています。 

 

 

２ 事業の目的   

冊子作製によって、今まで知られてい

な  

い部分を含め、地元の自然の素晴らしさ

や  

歴史・名所・旧跡等を地域の皆さんに伝

承 

することを目的としています。 

また、定期的にイベント（焼き芋等）を   

開催することにより、地域の温もりを体感 

していただくとともに、何よりも地元愛を 

育むことを目指しています。 
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３ 事業の実績  

 ２か月ごとに会合を開き、資料の検討、計画的な情報収集等を行いました。 

令和元年10月からは、地域の年長者に対して取材を実施し、令和２年２月までに合計12名

の地域内の高齢者から、地域に伝わる昔話を拝聴できました。 

 

４ 事業の成果  

複数の地域の年長者から、地域伝来の貴重な昔話を聴取することができました。また、

歴史的にも価値のある資料の提供を受け、伝承材料として後世に残せるかけがえのない情

報を入手することができました。 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

 

地域活性化に貢献できる冊子の作製に 

向け、予想以上の貴重な資料収集ができ、 

次年度以降の活動にも弾みがつきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

 残り２年をかけて冊子作成を進めていきますが、初年度を終えた時点で、伝承内容が思っ

ていたよりも壮大で、聞き手の興味をそそる内容であったことから、リアリティのある中に

も古からの夢が見え隠れするような表現ができるよう編集に努めます。
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旧笹野家住宅の保存活用事業 大沢地区 

 

団体名：旧笹野家住宅を考える会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

旧笹野家住宅は、平成 27年度に市に家屋と屋 

敷が寄贈され、主屋と長屋門は平成 27 年 11 月

に国の登録有形文化財となりました。しかし建

物群と屋敷地は、所有者の不在などで 10年近く

空き家状態となっています。    

私たちは、市教育委員会の「旧笹野家住宅保存

活用ワークショップ」を契機にボランティアと

して清掃活動を行うとともに、文化遺産の維持・

継承と活用を図るため「旧笹野家住宅を考える

会」を結成しました。 

                       ・・笹野家 主屋と前庭・・ 

２ 事業の目的  

国登録有形文化財「旧笹野家住宅主屋と長屋 

門」及び敷地内にある文化遺産の保存と活用を 

図る事業を行うことにより、まちづくりに寄与 

することを目的としています。 

 

 

 

 

・・保存作業 障子の貼替・・ 

３ 事業の実績  

今年度は、定期清掃や障子貼り替えなど旧笹野家住宅の維持管理を7回(延べ参加者104

人)実施しました。また、旧笹野家住宅に親しんでいただくイベント(春と秋のまつり)や、

公民館をはじめ各種団体の求めに応じた見学会やウォーキングなどを実施し、約400名の

方々の参加をいただきました。 

旧笹野家住宅の意義と魅力を地域住民や広く市民に発信するため、補助事業決定後に会

報「やまく」の４～８号まで発行配布し、イベント報告用の４号と６号は大沢白治会の協

力を得て会員に回覧周知することができました。 

さらに、『ＦＭさがみ』や『タウンニュース』などを通じ事業の紹介などを行っています。 

 

 

      

 写 真 

 

 

 

      

 写 真 
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４ 事業の成果  

国登録有形文化財旧笹野家住宅主屋と長屋門及び敷地内にある文化遺産の価値と保存・

活用の意義について、地域の住民をはじめ広く市民の方々に知っていただくことができま

した。 

文化遺産の保存を行政に任せるだけでなく、住民による主体的な保存と活用事業が実施

できました。また、活力ある地域づくりに地域遺産を生かす方策をイベント参加者等と語

り合い、協働する場を創造することができました。 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

旧笹野家住宅について学んだ成果を、自治会     

や各種団体と連携し、広く市民に知っていただ  

くことができました。 

旧笹野家住宅の魅力を市民と共有するイベ 

ント事業などを公民館や文化財保護課などと 

連携して実施し、将来に向かって整備活用す

る  

ための建設的な意見交換ができました。 

 

 

 

 

・・春まつりイベント お茶会・・ 

 

６ 今後の展望  

引続き旧笹野家住宅の魅力を市民と共有するため、公民館や文化財保護課などと連携して

関連するイベント事業などを実施し、市に対して具体的な提言を行うとともに、文化遺産の

価値と保存活用の意義について、広く市民に発信していきたいと考えております。 

また、本補助事業が３年で終わってしまうため、継続して事業展開が図れるよう関係各方

面との調整も進めます。 

 

 

 

 

      

 写 真 
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地域の子どもに夢・感動イベント～本物に触れよう～ 

事業 
大沢地区 

 

団体名：地域で本物に触れよう実行委員会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

『地域の子どもに夢・感動イベント～本物に触れよう～』

事業は、身近で気軽に「本物」に触れる機会を創ることによ

り、子どもたちに自分の未来像（将来の夢や希望）を描くき

っかけや感動を与えたいとの思いから企画しました。 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の目的  

子を持つ親たちが「自分たちの手」でイベント

事業を企画し、その運営に携わることによって、

地域住民同士の連携強化や新たなコミュニティー

の構築（人材発掘や地域活動の担い手の育成）を

促進し、地域の活性化に繋げることを目的として

実施しているものです。 

今年度は、令和元年 11月 23日（土）に、内出中

学校体育館を使用して、【内出の森 2019「鼓動」～

魂の響演～】を開催しました。 

 

３ 事業の実績  

当日は４００名以上の方にご来場いただき、和太鼓グループ彩 saiの迫力ある演奏やパル

クールパフォーマー山本華歩さんの華麗な演技を堪能しました。また光明学園和太鼓部、相

原高校ジャグリング部、内出中学校吹奏楽部、演劇部、歌声リーダー「響」の出演、文芸部、

科学部の作品展示もあり、日常では接することのできない『本物』を身近な施設で、感じる

ことができたと思います。 

 

 

 

      

 

 

写 真 

 

 

      

 写 真 
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４ 事業の成果  

 

子を持つ親が中心となって実行委員会を組織し、地域で活動する様々な団体に協力・出演

を依頼したことで、新たなコミュニティーの構築や団体間の強化につながりました。 

広報紙などに連絡先を記載したため、多くの方から問い合わせの連絡があり、大沢地区

で【本物を身近】に触れることへの需要は多いと感じていただけたと思います。 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

 

我々、実行委員会の思いは『地域の 

子どもたちに、身近で気軽に本物に触 

れる機会を創出したい。』ということ 

でありますが、ただのイベントにする 

のではなく、地域住民が参画すること 

で地域の活性化につなげていきたいと 

の想いがあります。 

事業の周知という面では、地域情報 

誌や新聞などを活用し多くの方にＰＲ 

できたのではないかと思っております。 

 

 

 

６ 今後の展望  

今後も『地域の子ども達のために身近で気軽に本物に触れる機会を創出したい。』と考え

ております。 

引続き、事業への関心や理解を深め、より多くの賛同者（協賛団体・個人）、協力者（活

動ボランティア）を増やしていけるように努め、次年度以降の事業継続実施へ向けた自主財

源の確保や人材の発掘に繋げてまいります。 

皆様方には、誰にでも貢献できる地域での教育や地域活性化の事業となれるよう見守って

いただきたいと考えています。 

 

 

      

 

写 真 
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「城山地区で本物に触れよう」 城山地区 

 

団体名：城山地区青少年健全育成協議会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

・城山地区は自然豊かで、人情味のある地域である

が、芸術文化などに触れる機会が残念ながらあま

りない。 

・城山地区の子どもたちの望ましい健全育成を考

えた時に、情操を育む点からも一流の芸術や日本

古来の伝統文化などの本物に触れる機会を提供

することは、子どもの周りにいる大人の責務であ

ると考える。 

・以上のことから、子どもたちを中心に据えて地区

にある青少年健全育成協議会が主催して取り組

むことに意義がある。 

 

２ 事業の目的  

・子どもたちが、一流の芸術や日本古来の伝統文

化などの本物を直接に観たり、聴いたり、感じた

りすること。このことを通して、子どもたち一人

ひとりの情操面を豊かにし、健全育成に繋げる。 

・また、この取り組みは、子どもたちを中心に据え

た取り組みであるが、子どもたちと共に地域の

方々にも参加を広げることで、地域の繋がりなど

が希薄化している今日的課題の解消に向けた一

歩とし、地域のコミュニティを広げ、世代間の繋

がりを深める。 

 

３ 事業の実績  

◆開催日：11月 23日（土） 

◆会場：中沢中学校体育館 

◆内容：N響団友会によるオーケストラの鑑賞 

◆周知：地域情報紙への掲載、自治会掲示板へのポスター掲示など 

◆来場者：３６７人 

◆その他：全体会（計５回）、運営委員会（計６回）開催 
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４ 事業の成果  

情操教育の一環として地域の子どもたちが一流のオーケストラの演奏を直接に鑑賞する

機会を持つことができた。 

また、会場となった中沢中学校および PTAとの協働・連携が進み、学校の行事として在校

生の参加があった。 

さらに、地域の子どもたちだけでなく、地域の一般の方々の参加も数多くあり、地域に根

差した活動の一つとなってきている。 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

地域の子どもたちが一流の芸術に触れる機会は、残念ながらいまだに多くはない。この

ような状況の中でそういう機会を企画・運営し、実施・提供できたことは事業に対する最

大の評価と考えている。 

 また、周知に際してポスターやちらしの配付について様々な地域の方々のご理解やご協

力を得ることができたことも、今後のイベント実施に向けて大きな財産となってきてい

る。さらにこのイベントがマスコミ報道された

り、地域情報紙に掲載されるなど評価されている

ことを実感できる。 

３６７名の参加者（内青少年は 127 名）があり、

アンケート結果から「とても良い企画だと思う」と

いう回答は 94 パーセント、「また実施してほしい」

という回答は 91パーセントであった。 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

３年間で交付金が終了となり、本協議会の予算内では一流の団体等を招いてイベントを今

までのように実施することは難しい。しかしながら、参加者からたくさんのよい評価を得て

おり、毎回楽しみに待っているという声もあることから、何とか継続してイベントを実施す

る方向を検討したい
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第２回城山湖ヒルクライムアタック雌龍籠山ステージ 城山地区 

 

団体名：城山湖ヒルクライム実行委員会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

・高齢化や価値観の多様化によって地域の行事等へ

の参加者が減少している。 

・微少であるが年々人口が減ってきており、城山地

区の魅力発信と知名度の向上を図る。 

・2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開

催され、城山地区が自転車ロードレースの開催地に

選定されている。 

 

２ 事業の目的  

・市民が主体となって「城山地区のために!!」をス

ローガンとして地域内住民の連携強化を図る。 

・自転車競技のメッカとしての知名度の向上を図

る。 

・東京オリンピック・パラリンピック機運の向上を 

図る。 

 

３ 事業の実績  

◆実行委員会全５回(出席者：①10名②11名③11名④10名⑤10名） 

◆ボランティアスタッフ説明会（出席者：35名） 

◆前日準備（参加者 30 名） 

◆大会当日（参加選手：86名エントリー ボランティアスタッフ 135 名） 
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４ 事業の成果  

昨年より城山地区内外から多くの参加があり、地

域の各種団体（自治会、城山観光協会、城山商工会）・

個人のボランティア協力、お囃子（小松、町屋、若葉

台）の演奏等、地域一体となった事業運営を図ること

ができ、盛大に開催することができた。また、今回は、

「さがみはらサイクルフェスティバル」と連携を図

り、上位入賞者を「さがみはらサイクルフェスティバ

ル」に招待するなど、事業実施において新たな展開を

持たせることができ、城山地区における自転車競技

を PR するとともに東京オリンピック競技大会自転車ロードレース競技における気運醸成の

一翼を担うことができたと認識している。 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

・地域の各種団体・個人のボランティアの協力を得ることに

より、地域一体となり運営したことにより、地域の絆を強め

ることに繋がったと認識している。 

・今年は、白熱したレースを間近で観戦することができるよ

うコースの両側に歩行者用通路を設置したことで、レース

の盛り上げに繋がった。 

・城山地区の資源でもあり、素晴らしい展望である城山湖を

会場とすることで城山地区の魅力発信、知名度向上に繋が

ったと認識している。 

・安全対策においても警備員の増加や地域のボランティアの

増加により前年より充実させることができた。 

 

６ 今後の展望  

・事業を継続的に実施するため、参加者の増加につながる取組や東京オリンピック競技大会

自転車ロードレース競技後のレガシーにつながるような取組を検討していきたい。 

・今後も、地域の各種団体・ボランティアの協力のもと実施することで、地域一体となった

事業運営を図り、城山地区の魅力発信、知名度の向上を図っていきたい。 
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ホームページ：相模原市の若葉台住宅 

アドレス  https://www.sagamihara-wakabadai.com/ 

多世代が安心して幸せに暮らせるまちづくり「若葉台

住宅の魅力づくりと情報発信事業」 
城山地区 

 

団体名：若葉台住宅を考える会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

若葉台住宅は周囲に昔ながらの里山風景

を残し、都心を一望出来る高台に位置して

います。世界的な建築家である黒川紀章氏

がグラウンドデザインを担当し、神奈川県

のまちなみ１００選に選ばれるなど緑に囲

まれ、地域内に幼稚園や小学校があり子育

て世代にも良好な住環境です。 

ただ、高齢化率が５４％と市内で最も高

い住宅団地であり、空き家も増え続けてい

ます。数年後には後期高齢者住民が半数以

上を占め、世帯数減もあり、団地が空洞化す

る事が懸念されております。 

また、この団地の良さが世間に全く知られ

ていないという解決すべき課題があります。 

 

 

２ 事業の目的  

若葉台住宅の魅力の掘り起こしや、

さらなる魅力づくりと共に、こうした

地域の魅力を外部に向けて発信する

事で、新規入居者の導入促進をはかり

団地の空洞化、高齢化に歯止めをかけ

る事を目的とします。 

同時に城山地域全体の振興をも狙

うものであります。 

 

３ 事業の実績  

１）ドローンによる空中撮影で、若葉台地区及び周辺エリアの四季を撮影し、短編の動画

に仕上げて城山地区の情報を発信（継続事業） 

２）会独自のホームページを運用し１）の動画をともに若葉台の地域情報や周辺の観光情

報を広く発信（継続事業） 
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３）広報誌「若葉台タイムス」を 5回発行（初めての試み） 

４）桜美林大学と組み、「団地納涼祭のイベント」を盛り上げた（初めての試み） 

５）住民の大きな困りごとである、「来訪者用臨時駐車場」を開設した。（初めての試み） 

６）こども会と組み、「納涼流しそうめん大会」を開催し夏休みの子どもたちとの交流（初

めての試み） 

７）法政大学と組み、全住民を対象とした「住民意識調査アンケート」を実施（初めての

試み） 

  ３）５）は規模を拡大し今後の収益事業化を考える 

 

４ 事業の成果  

情報発信については、ホームページおよ

びドローン撮影による動画で外部に地区

情報発信し、閲覧者は 1 年間で３０００ビ

ューから８０００ビューと倍増し。大勢の

人に見ていただき相模原市緑区、城山地区

および若葉台の宣伝に役にたち、空き家解

消の一助になったものと考えています。

（若葉台への新入居者増効果） 

地区内において実施している朝市、若葉

台タイムス、臨時駐車場の運営活動を通じて当会の認知度が向上、地区住民の方々から好評

を得るとともに感謝されている。 

全住民アンケートの結果から、地域を愛しいつまでもここで暮らしたいと言う住民の意識

が浮き彫りになった。また要望事項も多数集まったので、結果を次年度以降の若葉台の魅力

つくり活動につなげていく。 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

地域活性化交付金の２年度目の活動でしたが、前半は、２大学との連携活動もスタート

し地区の活性化に大きく寄与するなど、計画以上の活動が出来て満足のいくものだった。 

 後半は活動拠点のサロンの閉鎖、令和元年度東日本台風、新型コロナウイルス感染症の

影響により、いくつかのイベントを縮小、または中止にせざるを得なくなり課題が残っ

た。 

日程上の理由で実施できなかった子ども防災イベントの代わりに、全住民対象の住民アン

ケートを実施出来たのは大きな成果である。 

６ 今後の展望  

令和元年度で実施出来た「全住民アンケート」の結果をもとに、報告会や検討会を開催し、

全住民が要望している「商店の再開」を中心に据えて次年度の活動を行う。 

また交付金事業終了後に自主財源で活動できる体制つくりを進める。 
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金刀比羅宮東側高台整備事業 城山地区 

 

団体名：城山湖周辺見晴らし応援隊 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

城山地区の城山湖周辺地域は、本沢ダムや本沢梅

園、城山湖散策施設や金刀比羅宮東側高台など、城

山地区の魅力的なポテンシャルを有しており、近

年、この地を訪問する人は、城山観光協会が実施し

ている観光客入込調査によると年々増加傾向にあ

ります。とりわけ、金刀比羅宮東側高台は気軽に行

くことのできる眺望スポットとして、近くの評議原

とあわせてハイキング客等から好評を得ています。 

 こうした、城山地区の魅力をさらに市外へＰＲす

ることによって城山地区のさらなる活性化を図っていきたいと考えております。 

 しかしながら、紹介する場所には危険な箇所もあり積極的にＰＲできていないという現状

があります。 

来年は、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、今後ますますインバウンド観光

を見据えた取り組みが全国的にも増えてくるものと推測されます。このため、城山湖周辺を

訪れる方々に、安全で安心して楽しんでいただける観光スポットとしての魅力を高めていき

たいと考えております。 

 

２ 事業の目的  

城山湖周辺の環境向上を図り、城山湖周辺を訪れる

方々に、安全で安心して楽しんでいただける観光ス

ポットとしての魅力を高める。 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の実績  

12月 25日 金刀比羅宮東側高台の安全柵の塗装、高台部分の除草などを、応援隊のメン

バーと城山湖里地里山観光振興協議会の有志、その他協力者による共同作業

として実施した。（13人） 
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12月 26日 当該箇所が、市内屈指の初日の出スポットのため、市と城山観光協会のホー       

ムページを通じて、初日の出を安全に楽しめる環境整備ができたことをＰＲ

した。 

12月 30日 応援隊のメンバーが、現地において施設の点検、清掃など、初日の出の観望

者の受け入れのための準備を実施した。（2人） 

令和２年 

 1月 1日 応援隊のメンバーが、現地における初日の出の観望状況を視察した。（2人） 

（参考） 

  １月 20 日 当該安全対策の実施を踏まえ、城山湖里地里山観光振興協議会が、当該展

望スポットを市所管の城山湖散策施設の案内看板等へ追加表示すること

について、市に申請を行った。 

 

４ 事業の成果  

当該地の安全対策は喫緊の課題とされながらも、長年、実現が図られない状況が続いてき

たが、この度の取組により、市内屈指の眺望を安全に楽しめる環境を提供することができる

ようになったほか、周囲の景観に配慮した形で安全

対策を行ったことで、観光スポットとしての魅力も

格段に向上した。 

 また、整備を城山湖周辺地域観光振興計画の推進

母体である城山湖里地里山観光振興協議会と共同で

行うことにより、今後の観光振興への連携ある取組

の意識を高めることができた。 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

初日の出に間に合う形で当該地の安全柵や土留め

などの整備を行うことができたため、元日の早朝には

多くの観望者に安全な環境の中で初日の出を楽しん

でいただくことができた。 

また、当該地での安全対策の実施を踏まえ、城山湖

里地里山観光振興協議会により「龍籠山展望台」とし

て、現地周辺の観光案内図への追加表示など、積極的

なＰＲの取組が開始された。 

 

６ 今後の展望  

城山湖里地里山観光振興協議会をはじめ、城山観光協会など、地域で活動する団体と連携、

協力し、城山湖周辺の観光振興や地域活性化に向けた取組を応援していきたい。 
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休耕田を復活し、災害に強い棚田を守る事業 津久井地区 

 

団体名：農園会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

耕作者の高齢化や減少に伴い、休耕田が増え、ヤマビルをはじめ、鹿、猪、カラス、ハク

ビシン等の有害鳥獣の被害が増える。これらの被害から田畑や生活環境を守るため、地域住

民が協働作業をすることにより、地域の繋がりを強固にし、美しい故里の景色を守る。 

 

 

２ 事業の目的  

・耕田を復活させ、有害鳥獣の被害を阻み、先祖伝

来 

の美しい棚田の広がる里山の景色を守る。 

・地域内外の方々と協働することによって交流人口

を 

増やし、地域全体の活性化を促進する。 

・地域住民の協調融和を促進するとともに、若い世代 

（特に、小・中・高、大学）に農業体験をしてもら 

い、日本の米作りと食文化を学ぶ機会を作る。 

 

 

３ 事業の実績 

 

・棚田を中心とする故里の景観が維持できた。 

・収穫したもち米でもちをつき、文化祭で大いに 

好評だった。 

・田植えや稲刈りで地域外の人々と協働できた。 

 

 

 

４ 事業の成果  

・田植えや稲刈り、脱穀作業では会員と地域外の方々が一緒になり、活気に溢れている。 

・地元の小学生も案山子を作ってくれるなど「交流」が盛んである。 

・地域の文化祭で、他の団体との交流を通して当事業を広報することができた。 
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５ 事業実施団体による自己評価  

会員の高齢化が進む中、事業が停滞することもなく、互助、協力の精神がむしろ強まり親

和力も強まった。 

 

６ 今後の展望  

棚田の整備を通じて、地域内外の交流と地域活性化を図っているが、令和元年東日本台風

の影響を受けて水路等が使用できない状況になっている。当面は、稲作以外の活動で事業を

継続していくことを模索している。
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里山を活かしたこどもの遊び場と大人のコミュニティ

スペース 

津久井地区 

 

団体名：土沢森あそびの会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

・地域資源である里山の荒廃 

・親世代が子連れで楽しめる場所の少なさ 

・自治会活動の担い手不足などにも象徴される、大人の繋がりを形成できるコミュニティの

脆弱化 

・こどもが自由に外遊びできる場の少なさ 

・大人が文化的活動をする場や機会の少なさ 

 

２ 事業の目的  

・地域資源としての里山の保全と活用 

・こどもの健全育成 

・地域でこどもを育てる 

・子育て支援 

・大人のレクリエーションや生涯学習機会の提供 

 ・コミュニティ（地域での繋がり）の形成促進 

      

３ 事業の実績  

会員による定期的な除伐・間伐・下草刈り、ウッドチッパーに

よる林床整備も実施。12月はサトウ草木の指導のもと、企業ボ

ランティアの協力で森林整備を実施。遊歩道整備、山野草の植

生調査を 5 回実施。老朽化してきた東屋の修復をプロの指導の

もと、メンバーも協力して実施。 

定期開催のこどもの遊び場は 7 回実施（雨天で 3 回中止、新

型コロナウイルスの影響で 1回中止）。森での自由な遊びを行う

とともに、間伐材を用いた工作や薪割りなども実施。また、自主

保育グループ「つちのこくらぶ」の平日利用（3回/月）、マウン

テンバイク講習会、あおいそら保育園、串川小学校 5 年生の授

業の利用もあった。これら子どもの活動に関わる利用人 

数は延べ 971 名（こども 740 名、大人 231 名）となった。また、 

相模原市プレイリーダー養成講座の実習生 6名を受け入れた。 
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４ 事業の成果  

森の手入れを行い 8年目になり、定期的な間伐により森林内も明るく、山野草などの自生

が増えてきている。植生調査でもこの土地ならではの植生が確認できた。保育グループや学

校の利用、森で遊ぼうを通して森林保全について次世代を担う子どもたちと共に感じ考える

機会が持てた。企業や他団体との連携も良い形で継続できている。 

森で遊ぼうはリピーターが 3/4、初めて会う子ども同士も異年齢でも一緒に遊ぶ姿がみら

れ、障害児も健常児も楽しむことができ、森の中で自然な形で様々な子どもたちが交流する

ことができている。 

大人も森で楽しみ癒されたという感想も多く、参加者同士の交流の場ともなっている。 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

土沢の森の利用人数は年々増えており、チラシやブログなどによる認知度増や利用者の口

コミでの広がりを感じている。 

新会員は増えたが、運営は人手不足のため今後も地道な広報を行っていく。 

森林整備は、会員でできること、他団体の協力を得て行うこと、プロに依頼することなど、

作業に必要な連携が年々スムーズになっており、無理なく整備できるようになってきている。 

大人による整備だけでなく、遊び場においてこどもたちが自然な形で森林に触れる機会を

持つことで、地域への愛着や環境保全への意識も持ってくれるのではないかと考えている。 

自主保育グループ、ＮＰＯ法人子どもの居場所づくり相模原、企業ボランティアやマウン

テンバイクサークルなど、様々な他団体と連携がとれたことや遊歩道完成で森にアクセスし

やすくなったことで、多様な交流を持てる場（森）が提供できていると考える。 

 

６ 今後の展望  

 森林整備は内容の充実を図り継続していく。こどもの遊び場として森であそぼうを継続し

て開催し、近隣の保育園や幼稚園など未就学児の参加も増えるよう広報していく。大人のコ

ミュニティスペースとして、新たにブッシュクラフト体験会などを企画していきたい。これ

までとは違う森での楽しみ方を提案し、参加者のすそ野を広げていきたい。
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津久井こども食堂の開催 津久井地区 

 

団体名：相模原市食生活改善推進団体わかな会津久井地区 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

核家族化が進み、親が働きに出ている昨今、こどもの孤立、孤食化が進んでいる。 

そういった状況下のこどもたちを学校教育の現場のみで発見・支援することが難しくなっ

ている。 

 

２ 事業の目的  

こどもの孤立、孤食化が進んでいる現状を少しでも解消していくため、地域でこどもたち

を支える「こども食堂」を開催する。 

 

３ 事業の実績  

いずれも日曜日の午前 11時 30分～午後 1時 30分、津久井中央公民館にて開催。 

①5/12 参加者 46名 

②7/28 参加者 33名 

③8/18 参加者 99名 

④11/24 参加者 49名 

⑤1/26 参加者 68名 

⑥3/15 新型コロナウイルスの影響で中止 

 

 

 

 

４ 事業の成果  

新型コロナウイルスの影響により１回開催できなかったが、徐々に住民にこども食堂の存

在が知れわたり、参加者も増えている。特に中野中学校ではホームページで情報発信してい

ただき、先生と生徒が一緒に参加してボランティアと交流する姿が多数みられるようになっ

た。また、退任した民生委員がボランティアとして活動したり、紙芝居を行う方も増えてき

た。このように様々な立場の方が多数参加し、浸透しつつあると感じている。 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

津久井こども食堂の開催をきっかけに、様々な立場の方が多数参加している本活動は地域

住民にとって必要なものであると感じており、今後もできる限り活動を進めていきたい。 
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６ 今後の展望  

 今後も子供たちとコミュニケーションを図りながらニーズを把握していきたい。また、現

在は津久井中央公民館を会場とし開催しているが、他の地域の子供たちも参加できるよう別

会場での開催も可能か今後検討していきたい。地区社会福祉協議会とも連携を図りながら事

業を盛り上げていきたい。
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道志川写真コンテスト 津久井地区 

 

団体名：道志川写真コンテスト実行委員会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

道志川の自然は地域のシンボルであり、豊かな自然を後世に伝える大切さと、保護・保全

活動への機運が高まったことから、写真コンテストを通じ、当地を訪れる多くの方に道志川

のすばらしさを再認識してもらうとともに、郷土愛を育む機会としたい。 

 

２ 事業の目的  

四季折々の道志川の魅力を広く伝えるとともに、後世に向けた記録保存と道志川及び周辺

環境の保護意識の啓発を図る。 

 

３ 事業の実績  

＜第１４回道志川写真コンテスト＞ 

募集期間：令和元年９月１４日（土）～９月２９日（日） 

応募点数：８２点 応募者数：２５人 

審 査 会：令和元年１０月８日（火）（審査員８人） 

入賞作品：最優秀賞１点、優秀賞５点、佳作１０点 ＜合計１６点＞ 

表彰式：津久井中央地区文化祭の縮小開催に伴い取りやめ   

＜入賞作品常設展示＞ 

展示期間：令和元年１１月３日（日）～  

会場：津久井生涯学習センター         

＜入賞作品巡回展示＞ 

展示期間：令和２年１月１０日～３月３日  

会場：ユニコムプラザさがみはら（南区）、 

総合学習センター（中央区）等 全５か所 

 

 

 

４ 事業の成果  

 道志川流域の貴重な自然を記録・保存するとともに、入賞作品展示により本流域をはじめ、

津久井地域における自然の良さなどを広く伝えることができた。 

 

 

最優秀賞作品 
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５ 事業実施団体による自己評価  

表彰式の取りやめなどの状況を踏まえ、かつてない

規模の巡回展示を実施した。道志川流域の地図の掲示

も含め行ったことで、南区・中央区の区民を含め、多

くの市民に対し本流域等の存在と魅力をアピールす

ることができた。こうした取組みを継続することによ

り、写真撮影を手段とした津久井地域への来訪者の増

加が見込め、また、新たな視点からの津久井地域の発

見が期待できるなど、津久井地域全体のＰＲに多大な 

貢献をしているとものと考える。 

 

６ 今後の展望  

道志川をはじめとする自然景観の保護・保全に対する意識の高揚が図られており、特に道

志川流域の地域（津久井中央、青野原、青根ならびに内郷）に根差したものとなってきてい

ることや、近隣市町などの市外からの応募者も増加し、着実に趣旨が浸透してきていること

がうかがえる。今後も継続して事業を実施し、貴重な自然環境の保全を目指していきたい。 
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花を植えよう事業 津久井地区 

 

団体名：花を植えよう会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

過疎化が著しい地域において、地域の活性化及び当地域の魅力アップ効果が期待できる事

業が必要である。 

 

２ 事業の目的  

過疎化が著しい地域において、休耕地の有効利用により当地域の魅力アップ効果を期待す

る。同時に地域住民の交流を図る。 

 

３ 事業の実績  

5月  畦、順路等の草刈り 

6月  畦、順路等の草刈り 

7月  役員会、草刈り、耕運 

8月  耕運及びコスモス種まき 

9月  草刈り及び草むしり 

10月 役員会、コスモスイベント準備 

10月  台風接近により案内標識等片付け 

10月 19日・20日  

令和元年東日本台風によりイベント中止 

10月 コスモス刈り取り 

11月 耕運  

２月 土壌改善事業 

 

４ 事業の成果  

年々来訪者の増加が感じられる。開園前後において

も車・オートバイを止めて写真撮影をしている様子が

見られるなど、地元以外からの花見客や写真愛好家が

確実に増加してきている。この時期は別のイベントと

も重なるが、地元地域団体や施設等と協力し、地域活

性化に向けた活動に貢献できていると感じている。 
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５ 事業実施団体による自己評価  

今年度は、コスモスの開花時期が問題となって

いることから、種子を蒔く時期をずらしたり肥料

の加え方等を工夫し、作業日数を増やして草刈り

草むしりを行ってきたが、夏の高温や甚大な被害

に見舞われた令和元年東日本台風により、残念な

がらイベントを開催できないという悔しい思いを

せざるを得なかった。ところが、例年見学に来て

いただいている方や広報を見た方などからの問い

合わせは数多くあり、事業に携わっている私たち

にとって大変嬉しい励みとなった。 

 

６ 今後の展望   

より多くの栽培面積を確保できるよう取り組み、さらに大勢の方にＰＲできる方法を検討

していく。青根地域の活性化に向けて、地元地域団体や施設とも連携し、台風被害に遭われ

た地域住民の癒しにもなるよう活動を継続し、災害復興にも寄与していきたい。 
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津久井湖城山イルミネーション事業 津久井地区 

 

団体名：津久井湖城山イルミネーション実行委員会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

津久井湖や城山を抱える津久井湖周辺地域は、冬季になると観光客やハイキングのお客様

が減少することから、この時期の観光客誘引のための魅力づくり事業が必要と考える。 

 

２ 事業の目的  

津久井の玄関口である津久井湖城山公園（花の苑地）をイルミネーションで装飾し、地域

の魅力をアピールするとともに、津久井地区と津久井湖城山周辺の活性化を図ることを目的

とする。 

 

３ 事業の実績  

11月 17日（日）午後４時 30分から点灯式を行った。 

（津久井湖観光センターまつりも同日開催） 

【主催】津久井湖城山イルミネーション実行委員会 

【共催】津久井観光協会、津久井商工会、神奈川県公園 

協会、つくい湖湖上祭実行委員会、津久井青年 

会議所、津久井湖周辺まちづくり協議会、小網 

自治会、津久井湖観光センター 

【後援】相模原市、相模原市観光協会、津久井地区自治 

会連合会、中野地区６自冶会連合会、三井自治 

会、名手自治会、又野自治会、 

【来場者】約 12,000人 

【点灯期間】11月 17日～1月 3日 

メタセコイア樹木への装飾や、トンネルイルミネーシ

ョンを中心にＬＥＤ電球約 4.5 万個を飾りつけた。新規

のイルミネーションとして、滝、噴水のオブジェ、津久井

湖観光センター壁面に星形や雪などのモチーフライトを

設置、また津久井高校の生徒が作成したミウルのイルミ

ネーションパネル等も好評であった。 

「つくい湖湖上祭」や「イルミネーションの夕べ」のイベントとも連携し、さらなる来場

者の増加につながった。 
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４ 事業の成果  

実行委員会と各種地域団体が連携を図り、地域の連携

が一層強固なものとなった。また、津久井湖における冬

の風物詩として定着し、毎年趣向を凝らしたメニューを

取り入れ着実に来場者を伸ばしている。広報媒体にも取

り上げられるなど、津久井湖の魅力発信と地域活性化に

大きく貢献できた。初日は「つくい湖湖上祭」との連携、

12 月には地元地域団体による「イルミネーションの夕

べ」が開催され、さらなる津久井湖の魅力を発信する 

相乗効果につながった。 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

津久井湖における冬の観光イベントとして定着し、魅力ある地域づくりと地域活性化に

貢献できた。実行委員会と地域団体との連携が図られ、地域の繋がりがより一層強固なも

のとなった。 

 

６ 今後の展望  

現在イルミネーションとしての規模は小さいが、これ

からさらなる拡大が期待されている。来場者からの意見

を取り入れ、噴水オブジェイルミネーションの改良や公

園内のまだ装飾可能な場所を充実させていくことなど

を検討していきたい。 
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自治会退会抑制及び自治会加入促進事業 津久井地区 

 

団体名：津久井地区自治会連合会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

自治会加入世帯の高齢化等に伴い、自治会退会世帯が増加しており、また転入世帯につい

ても自治会加入が進んでおらず、加入世帯が津久井地区全体で 200 世帯以上減少している。 

 

２ 事業の目的  

少子高齢化に伴う単位自治会からの退会世帯の抑制策や加入促進を実施し、単位自治会の

充実及び自治会活動の活性化を図る。 

 

３ 事業の実績  

10月に「2020年版防災カレンダー」の作成に取りかかり、「遠

くの親戚より近くの自治会」の文言を入れ、11月末までに各単位

自治会に加入・未加入世帯分の枚数を配布し、年内を目途に全世

帯に配布した。 

 防災カレンダーの内容について、今年度は特に気象警戒レベ

ルの変更と取るべき行動をいかにわかり易く表示するかに注力

した。 

 

 

 

４ 事業の成果  

津久井地区においては、令和元年東日本台風によるこれまでにない大きな被害が発生した

ことから、防災意識も高まっており、また防災カレンダーの内容も時宜を得た改訂内容とな

り、「遠くの親戚より近くの自治会」の言葉通り自治会の存在意義も改めて認識されつつあ

るように思われる。  

 

５ 事業実施団体による自己評価  

今年度のように、現実の災害に自治会への加入・未加入を問わず多くの方が直面したこと

から、情報の収集や避難行動の大切さを実感でき、防災カレンダーの有用性が認識されると

同時に、共助組織としての自治会の存在意義も改めて実感できたのではないかと評価してい

る。 
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６ 今後の展望  

自治会加入促進は継続して行っていくことが重要であり、今後も自治会退会抑制及び未加

入世帯の加入促進を進める方策を引き続き検討していきたい。
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里山を活かしたまちづくりに関する勉強会 津久井地区 

 

団体名：津久井地区まちづくり会議（地域活性化部会） 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

まちづくり会議において「地域の課題」として「魅力あるまちづくり」について検討して

きた。平成３０年度のまちづくり懇談会では「中野山を拠点とした観光振興と都市づくり」

をテーマのひとつとしており、引き続き検討していく必要がある。 

 

２ 事業の目的  

里山の有効活用を基軸に内外から多くの人が来訪する仕組みづくりと、自然の豊かさを享

受することで、地域の活性化に向けた今後の取り組みの参考とする。 

 

３ 事業の実績  

◎里山を活かしたまちづくりに関する勉強会 

 日時 令和元年６月２５日（火） 

午後７時～９時 

 会場 津久井総合事務所３階会議室 

 講師 相模原協同病院長 高野靖悟氏 

 対象 津久井地区まちづくり会議委員 

および構成団体の委員 

 参加者 ８６名 

 

 

 

４ 事業の成果  

勉強会では、まちづくり会議におけるこれまでの取組内容を説明するとともに、相模原協

同病院の今後の取り組みや、病院と津久井地区との関わりについて説明してもらった。アン

ケートを実施し、津久井地域の活性化のために今後取り組むべき事項や、リニアに関する意

見を確認することができた。これらの意見は今後の地域活性化部会の活動の参考として活か

していく。 
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５ 事業実施団体による自己評価  

参加者８６名中、７１名からアンケートを回収した。勉強会の内容に対する設問では、「非

常に良い」「やや良い」の２項目で約８５％を占めた。 

 地域活性化部会が取り組んできた「里山を活かしたまちづくり」に関する部会員からの経

過説明、高野病院長の講演は、参加者に対して「里山の有効活用を基軸とした地域活性化」

を考えてもらうための「きっかけ」にしてもらえたと自負している。 

 

６ 今後の展望  

まちづくり会議で検討している課題について、勉強会を通じて地域の方々と共有できたと

感じている。また、まちづくり会議での活動や、魅力あるまちづくりに広く関心を持っても

らえるよう、今後もまちづくり会議でも事業展開し、多くの方々にまちづくりに関わってい

ただくよう啓発していきたい。
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高齢者の健康増進事業 津久井地区 

 

団体名：Ｍｙかなまる 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

山を開発し、宅地造成された金丸地区は交通が不便で坂や階段が多く高齢者は体の衰えと

共に家に引きこもりがちになる。そのため住民同士の繋がりも希薄になる。人生 100年時代

を交通の不便な地域で健康に楽しく生活するために、介護予防を兼ねた活動が歩いていける

範囲で気軽に参加できる仕組みが必要である。 

 

２ 事業の目的  

高齢者が健康で楽しく暮らせる地域づくりの推進 

 

３ 事業の実績  

１．毎週水曜日の健康サロンの開催 

  ①百歳体操 ②お口の体操 ③脳トレ ④数独（持ち帰り） 

２．月 1回の金丸地区在住の高齢者の伴奏による歌おう会や有資格者による自力整体 

３．インターネット利用によるリクエスト方式のカラオケやシニアダンス（盆ダンス） 

４．プロの演奏者によるクリスマスコンサートの開催 

 

４ 事業の成果  

・自治会館を活用している団体として、地域の人 

から認められるようになった。 

・一人暮らしの高齢者のコミュニケーションの場 

となっている。 

・一人暮らしの高齢者の見守りの役目を果たして 

いる。 

・介護認定を受けている高齢者の参加が増えた。 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

参加者の方々が毎週楽しみにして来てくださるのがなによりの成果だと思う。一人暮らし

の非社交的であった男性の方がよくお話をするようになり、体操以外の活動にも参加される

ようになったのが嬉しい。 
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６ 今後の展望  

 現在週に１回開催している活動の実施回数を増やす

ことを検討していきたい。また、高齢者の要望に応じ

て、生涯学習にかかる活動項目として、パソコン教室や

外国語教室なども開催していきたい。地域で安定した

活動ができるようになったら、他地域の高齢者との交

流を図る催しも検討していきたい。
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地域資源を活用した美と健康とおもてなし 相模湖地区 

 

団体名：さがみ湖コンシェルジュ 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

 まちづくりワークショップをきっかけに話し合いを継続し

た中で、相模湖は駅から近く、観光資源にも恵まれ、様々なイ

ベントや PRが行われているが、地域の活性化に繋がっていな

いという課題があげられました。そこで魅力的な相模湖の統

一したイメージ作り、イベントの連携が必要であると考え、事

業を実施することになりました。 

２ 事業の目的  

 自然の中でのんびり過ごす事は、心身の美と健康に繋がるというコンセプトから、女性

の視点で都心より近い癒しの場所“相模湖”の魅力を発信する。観光客を増やすために、

異業種(福祉・企業・市民)団体が協力し合うイベントを開催し「魅力的なまち相模湖」の

統一したイメージづくりを図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の実績  

  ・５月２６日:『新緑の石老山の森を楽しもう』（仮称）相模原市市民の森イベントにお

いて事業を実施 

・６月２３日:『１０万着のバレエ衣装を見に行こう！』を開催 

・８月１７日: 湖畔にて盆踊り＆ビアガーデンイベントを実施 

・１０月１８日: 公民館女性学級『相模湖再発見』での講演講師 

＊１１月に予定していた（仮称）相模原市市民の森イベントと連携した事業は、台風被

害により中止 

＊３月に予定していた『春の相模湖 心・音・灯』イベントは新型コロナウイルス感染拡
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大防止の観点から中止 

４ 事業の成果  

 バレエ衣装のイベント『１０万着のバレエ衣装を見に行こう！』では地元企業からの協

力をいただき、遠くは大阪からの応募もあるなど、募集人数を上回った集客がありました。 

近隣から参加された方からも「会社名は知っていたが内容がわかってよかった」などの好

評を得ました。また、盆踊りにおいては昨年度より更に協力団体が増え、大変盛り上がり

ました。今年度は、台風被害や新型コロナウイルス感染拡大防止による自粛等で準備をし

ていたイベントを実施することができなかったことが残念でした。 

  

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

 活動も３年目となり、自らのイベントだけではなく、他団体と協力し合うという良い関

係性も定着し始めました。藤野観光協会が事務局として発信している津久井地域里山体験

ツアー運営協議会のホームページ『津久井里山体験 りとりと』にも掲載していただくな

ど、相模湖だけでなく津久井、藤野地区との連携を図ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

 今後も相模湖の各地区・団体・企業が連携し、協力し合うイベントを開催することでビ

ジターを増やしていきたいと考えております。 

 また、人口減少、空き家対策、森林対策などに少しでも寄与する活動を行っていき、次

世代に繋げていきたいです。 
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オリーブの栽培で地域の活性化 相模湖地区 

 

団体名：さがみ湖 オリーブの会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

高齢化が進み近所の方々とのふれあいも減り地域が疲弊してきている。また、休耕  

地も増えつつあり、自然に恵まれた環境が生かされていない。さらに、退職後の高齢者の

地域デビューが少ない。 

 

２ 事業の目的  

１．オリーブの栽培を通じて耕作放棄地の活用と疲弊しつつある相模湖地域の活性化と

食文化の向上を目指す。 

２．オリーブの苗木の植栽と販売、葉の出荷 

３．オリーブの葉を使い地元の農産物との商品開発をして販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の実績  

１．オリーブの植栽 

 ・4月、5月：畑の開墾、肥料を施し、苗木の植え付け 134本 

 ・定期的に水遣り、雑草取り、害虫除去を会員が交代で実施 

２．講習会 

 ・5月 17日：有機栽培の土づくり、農薬の弊害について勉強 

 ・12月 8日：オリーブアカデミー古賀社長を招き「オリーブの育て方」について 

        勉強会を開催 会員 13名参加  

＊社長コメント：総合的に見て、相模湖のオリーブ畑は非常に順調 

        に育っている。 

３．会員勉強会  

月に 1回会員が集り事業の進め方等について打ち合わせを実施 
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４ 事業の成果  

今年度は、植栽 1年目で 134本のオリーブの苗木が順調に育っていることが 1番の成果

と言える。3年後の葉の収穫が楽しみである。 

 また、休憩所（東屋）を手づくりし、作業の合間に仲間で交流することも大きな楽しみ

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

 会員が協力して、農作業から勉強会をこなし、苗木が 1本も枯らすことなく順調に育っ

ていることは、先ずは評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

  オリーブの剪定方法、葉の増やし方等を学び生育に努め、3年後に葉の出荷、葉の加工、

苗木の寄贈や販売に向けて地道に事業を継続する。
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ＳＡＧＡＭＩＫＯ ＭＵＳＩＣ ＰＡＲＫ 相模湖地区 

 

団体名：相模湖ミュージックパーク実行委員会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

 青少年達が楽器を練習し、バンドを組むが、既存の地域イベントではその他団体の出演

が多く、発表するチャンスが少ないことから、音楽のみのイベントが必要であると考え、

事業を実施することになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の目的  

 青少年達にイベント業務「スタッフ体験・ライブ出演・観客（会議、会場設営、音響操

作、司会、演奏、片付け）」を一から体験してもらうことで、支えてくれる方々のおかげで

ライブが成り立っているという感謝する気持ちや、裏方に見えてしまう業務の重要性や大

切さを感じてもらい、責任感のあるリーダーシップをとれる人間に育成することを目的と

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の実績  

  ・令和元年６月１日（土）相模湖公民館にて小中学生参加者会議を開催 

  ・令和元年７月１５日（月・祝）相模湖公民館にて出演者会議、ワークショップを開催 

  ・令和元年８月２４日（土）相模湖公民館にて 

   『SAGAMIKO MUSIC PARK A to Z 2019』を開催 
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  ・会議では、当日までのスケジュール確認、各担当者の決定や、当日の動きの確認、自

分たちが演奏する曲とそのパートの決定等を行いました。 

イベント当日は、機材搬入・会場設営・司会進行・バンド演奏・スタッフ体験・プロ

ミュージシャンとのセッション・ライブ鑑賞・片づけ・施設清掃まで皆で協力して行

いました。 

 

４ 事業の成果  

  今回は、「興味はあるのだけれど楽器に触れたことがない」という子供たちでも参加が

できるよう、経験を問わず小中学生を対象に募集を行いました。６月の小中学生の会議で

曲とパートを決め、経験を積んだ先輩の指導のもと各自が練習を重ね、本番までに１～２

曲を演奏できるようになりました。初めて参加した小中学生、そのサポートについてくれ

た学生や OB・OG、大人のスタッフ、全員で会議やワークショップを重ねて準備してきたこ

とが本番では発揮することができました。 

  ワークショップでは、楽器や機材の搬入からセッティング、配線等を学べ、回を重ねる

ごとに子供たちの成長が見られます。また、発足当時小学生で参加をしていた者が青年と

なり、今では子供たちの指導をするほどに成長していました。SAGAMIKO MUSIC PARK での

経験を活かし、相模湖地区等のイベントへ出向き、ステージのサポートも行っています。 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

 今回は、未経験者を募集するという例年にない試みでした。手探りで短期間での準備で

開催までできたことは貴重な経験になりました。子供たちにとっては、演奏（出演）する

だけでなく、準備の大切さも体験できたと思います。また、演奏においても数少ない時間

で練習し、他の参加者やプロミュージシャンとステージに立ち、成し遂げたことも子供た

ちの自信につながると思います。今年度も皆様の協力・連携のおかげで、子供から大人ま

で音楽を通して幅広い世代の交流ができたことに感謝いたします。             

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

  青少年達がこの事業を通じて学んだことを地域活動等に生かし、将来的に地区の担い手

となるよう青少年の育成に努めたいと考えています。また、地区内の多くの方々に活動に

ついて知っていただき、地区の方々や様々な団体と連携を深め、さらに地域の活性化に繋

がるイベントになるよう活動していきたいと考えています。
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石老そば作りで地域の活性化 相模湖地区 

 

団体名：相模湖そば作り友の会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

 相変わらず、相模湖の少子高齢化や地域の疲弊、休耕地の広がりは治まりそうもない。 

一方、石老山を中心とした（仮称）相模原市市民の森構想やハイカーの間で石老山の魅力

が見直されてか訪れるハイカーも増えつつある。そんな中で、石老そばの魅力を更に地域

に広めたい。 

 

２ 事業の目的  

 １．そば作りを通じて疲弊しつつある相模湖地区の活性化と食文化の向上を目指す。 

 ２．近所付き合いが疎遠になりつつある地区でそば畑の作業、そば打ち、地域のイベン

トなどに参加・協力する中で仲間作りに努める。 

 ３．石老山の麓で美味しいそば粉が作れる事から、この事業を通じて石老山周辺の魅力

アップを図る。 

 

３ 事業の実績  

  １．そば粉の収穫 

   約 800 ㎡の畑を耕し約 5 キロの種をまき 50 キロの収穫を目指したが、2 度の台風に

見舞われ 7キロの収穫に留まった。 

  ２．そばの花鑑賞会の開催 

   9 月 29 日満開のそば畑で花の観賞会を開催、近くの関口自治会館で手打ちそばを振

舞った。登山客 45 名や地元の見物客を含め約 150名に大変喜ばれた。 

  ３．そば打ち体験教室の開催 

   11月 20日そば打ち体験教室を開催、今年度は相模湖地区生きがい大学の講座として 

12名の市民にそば打ちを体験して頂き、そば打ちの魅力を広める事が出来た。 

毎回人気が高くキャンセル待ちが出るほどです。 

  ４．地域団体との交流 

   ①相模湖地区で活動している「男の料理教室」に参加し、そば打ち体験を指導すると

ともに手打ちの美味しいそばを味わって頂いた。 

   ②相模湖地区老人クラブ連合会の〜「ホットする」「ホットな地域作り」〜研修会に

地域の活動団体として参加、そば作りを通した仲間作りについて発表した。 

  ５．そば打ち鍛錬会の開催 

   鍛錬会は毎月開催、残念ながら 2月、3月は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から、やむなく中止としましたが、一般参加者も含め約 146名が参加、修練に努めた。
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また、オリーブの葉の粉末入りそばの新メニューなどにも取り組んだ。 

  ６．その他 

   例年、台風の被害に見舞われており、春そばに挑戦すべく秦野市のそば屋「丹沢そば

本店」を訪問し、春そば作りの情報を収集した。来年度は春そばに挑戦！ 

 

４ 事業の成果  

そばの栽培で、台風被害に見舞われ、当初の目標の収穫が達成できず…また、石老山周 

辺の「（仮称）相模原市市民の森構想」の準備事業も台風被害で中止となり、一寸残念な

ところもありました。しかし、「そばの花鑑賞会」「そば打ち体験教室」で多くの皆さんに

鑑賞と体験を通してそばの魅力を知っていただき、さらに、老人クラブの研修会で、相模

湖地区のそば作り事業を多くの皆さんに紹介できた。 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

  各種事業を通じ、会員相互や地域との交流が出来た。また、ハイカーや地域に対しそば 

作りの面白さ、そばの美味しさなどの話題提供や石老山周辺の魅力アップに貢献出来たと 

思っている。さらに、ユニホームを揃え会員の意識が盛り上がった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

 次年度以降も継続的に事業を行い、そば作りの魅力、石老山周辺の魅力アップに繋げて 

いけるような活動をして行きたい。 

 

 

 



平成３１年度 緑区 地域活性化事業交付金 活用事例 

 

 
- 60 - 

さがみ湖やまなみイルミネーション 相模湖地区 

 

団体名：さがみ湖やまなみイルミネーション実行委員会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

相模湖周辺地域は、冬季には観光客やハイキングに訪れる登山客が減少し、閑散として

くるため、この期間の相模湖地域の魅力づくりや観光客誘客のための活動が課題となって

います。一方、さがみ湖イルミリオンへの来客者は増加しており、少しでもその来客者が

相模湖駅や県立相模湖公園を中心とした相模湖地域に足を運んでもらえるよう相模湖を

PRしていくことが必要であると考え、事業を実施しています。 

 

２ 事業の目的  

相模湖駅周辺や県立相模湖公園でのイルミネーションの設置、渡し舟の夜間運航、湖畔

商店街との連携を通じ、相模湖地域の魅力づくりと県立相模湖公園や湖畔商店街への観光

客の誘客及びより一層の地域の活性化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の実績  

１．「冬の相模湖で遊ぼう」をテーマに、県立相模湖公園及び相模湖駅周辺へイルミネ 

ーションの装飾を行いました。 

   ・県立相模湖公園：令和元年 12月 1日～12月 30日 

   ・相模湖駅周辺：令和元年 12月 1日～令和 2年 1月 12日 

    相模湖駅前・駅前商店街・相模湖公民館（今年度より実行委員会に参加）までのイ

ルミネーションの装飾。 

２．県立相模湖公園でのミニコンサート、湖畔商店街の夜間営業、模擬店の開催、子 

供向けお菓子・甘酒の配布（令和元年 12月 21日） 

  ３．県立相模湖公園からプレジャーフォレストへの渡し舟の夜間運行を実施し、800名 
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以上の方が利用されました。（令和元年 12月 21日、22日） 

  ４．渡し舟の夜間運行のための、関川船着き場付近へのイルミネーションの飾りつけと

照明のバージョンアップ・歩道の整備等により、イルミネーション来客者の安全が

より確保されました。 

 

４ 事業の成果  

県立相模湖公園及び相模湖駅周辺へのイルミネーションの装飾、渡し舟の夜間運行を通

じ、冬季の公園利用の促進並びに商店街の活性化に貢献することができました。相模湖駅

前商店街にイルミネーションを装飾したことにより、「駅前商店街が明るくなった」との

声に加え、今年度から相模湖公民館にもイルミネーションの装飾をしたことにより、駅前

がより明るくなりました。また、夜間渡し舟の関川船着き場付近の照明増加・歩道の整備

を行った結果、渡し舟利用客からも喜ばれ、相模湖のイメージアップになりました。 

 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

相模湖駅前等で湖畔商店街や県立相模湖公園へ観光客を誘客する案内、チラシの配布を

実施したことにより、多くの観光客に湖畔商店街や湖畔のボートに足を運んでもらうこと

ができました。また、地域団体が協力し、事業を実施したことにより、地域団体間の連携

が強化されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

令和元年度もさがみ湖プレージャーフォレストにご協力いただき、さがみ湖イルミリオ

ンのホームページにて「さがみ湖やまなみイルミネーション」のＰＲを行ったことで、相

模湖駅を訪れた多くの方が相模湖湖畔まで足を運び、相模湖地区の活性化に貢献すること

ができました。今後も地域の様々な団体との連携を図りながら、相模湖地区の魅力づくり

のＰＲに取り組んでいきたいと思います。 
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“米づくりは人づくり”田んぼが育む地域コミュニティ活性化事業 藤野地区 

 

団体名：藤野関野・田んぼクラブ 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

 平成２８年より、米づくりに興味のある藤野地区在住の数世帯が集まり、関野の水田を借

りて水稲栽培を行ってきました。水田の貸主の指導のもと、米づくりのすべての工程に関わ

り、無事に収穫の時期を迎えられると大きな幸福感を得ることができます。さらに、“米づ

くり”を通して、人間同士が協力し合い、自

然と共生できる環境を守り、日々の食を尊ぶ

大切さを実体験として学ぶことができます。 

 近年、ライフスタイルの多様化に伴う人間

関係の希薄化、都市化に伴う自然破壊、大量

生産大量消費による食品ロスなど、私たちは、

世代を問わず考えていかなければならない課

題に直面しています。このような社会背景の

中、藤野地区に暮らす私たちが、伝統的な農

法による米づくりに関わり、その環境を維持

していく活動は非常に意義深いものと感じて

います。 

２ 事業の目的  

・“米づくり”を通じ、大人や子ども関係なく地域住民との交流機会を増やし、協調的なか 

かわりを促進します。 

・“米づくり”を通じ、“食”の大切さを学ぶ 

機会を作ります。 

・伝統農法（無農薬）による”米づくり“を 

保存し、自然と共生することの重要性を意 

識できる環境を整えます。 

・活動内容およびその有効性を藤野地区以外 

にも発信し、他の地域の人々との交流を活 

性化します。 

 

３ 事業の実績  

 年度を通して３０回程度集まって田んぼを耕し、うるち米６０㎏、もち米２０㎏（玄米ベ

ース）を収穫しました。さらに、田植え、稲刈り、餅つき、しめ縄づくりなどの体験ワーク

ショップを開催し、メンバーおよび地域内外から延べ１２世帯３０名の参加がありました。 
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４ 事業の成果  

 “米づくり”を通し、当クラブが目指す藤野の田んぼ有効活用、多世代の交流機会の創出、

子どもたちへの食育および伝統文化の継承を達成することができました。 

 

 

 

 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

東日本台風の被害もありましたが、年間スケジュールに基づき、メンバー同士で協力し合

って活動することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

 まず、事業を軌道に乗せることに努め、その後、地域内外の方々を米づくり活動に誘致す

る予定です。 

 さらに、同種の活動を行っている団体と情報交換をして、活動内容の見直しや事業の発展

を図っていきます。 
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金剛山山道遊歩道を守る 藤野地区 

 

団体名：遊歩道を守る会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

 近年、藤野地区には金剛山を中心に登山客が増加しています。そのような中、近隣のコー

スで滑落事故が発生し、ハイキングコースの整備が必要不可欠となっています。登山客の皆

さんに、安全にハイキングを楽しんでもらえるように、整備等を実施したいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の目的  

 ハイキングコースの点検や整備を実施することで、藤野地区を訪れた人に、安全にハイキ

ングを楽しみながら、藤野地区の自然の魅力を満喫してもらうことを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の実績  

 金剛山中腹にベンチを設置、遊歩道および登山口の草刈り等の作業を実施しました。 

 また、東日本台風の被害があり、登山客に危険を知らせる必要があったため告知板を設置

しました。さらに、遊歩道の倒木処理、ベンチの塗装を実施しました。 
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４ 事業の成果  

東日本台風の影響で、予定していた作業が遅延してしまったこともありましたが、登山客

の皆さんの安全を守るために遊歩道を整備しました。また、遊歩道を整備したことで、登山

客を呼び込むことができました。 

さらに、自治会活動や小学校の環境整備等にも協力しました。 

 

 

 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

 当会は、藤野地区の遊歩道の整備等を目的に活動していますが、災害の復興にも寄与し、

自治会活動にも積極的に協力しています。活動を通して、地域住民の皆さんとも相互の親睦

が深められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

 当会は発足してまだ日も浅いため、足元を見つめながら目的を確実に達成していきたいと

思います。 

 今後も引き続き地元住民の皆さんや自治会、小学校等と連携し、遊歩道の整備を実施して

いく予定です。 
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牧郷地区環境整備事業 藤野地区 

 

団体名：里山の自然を守り隊 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

 藤野地区の道路や川、谷には不法投棄されプラスチックごみや家電製品が多数あります。

このようなごみは川の汚染、生態系への悪影響や、海洋プラスチックごみ問題等の様々な問

題につながっています。 

 子どもから大人、地域住民や都市部に居住

する人々とともに清掃活動を行うことで、ご

みおよび環境問題についてともに考え、行動

し、交流する事業が必要だと考えました。 

 

 

 

 

２ 事業の目的  

地域住民をはじめ都市部に居住する人々等、多世代他地域の人々に、活動や不法投棄の現

状を伝え、環境問題に対する意識を向上させ、牧郷地区のきれいな自然を後世に受け継いで

いくことを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の実績  

 牧郷地区を中心に、道路や川の清掃を実施するとともに、東日本台風による土砂流入や倒

木等を地域内外の人々で撤去作業を実施しました。 

 また、環境問題や自然保護の勉強会を開催し、環境問題への理解を深めました（１６回開

催、延べ１３２人参加）。 
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４ 事業の成果  

川や谷の清掃では、冷蔵庫や洗面台、タイヤ等大小様々なごみを２トントラック２台分撤

去し、牧郷地区およびその下流の環境保全につなげました。 

また、地域住民だけでなく、都市部に居住する人々にも参加してもらい、都市と里山のつ

ながりや多様な環境問題に対する意識を向上させることができました。 

さらに、多様な生物と共生し、安心して遊べる川や谷を再生することができました。 

 

 

 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

 川や谷の清掃はかなりの重労働でしたが、地元の子どもたちも自分たちが遊べる川を作る

ために頑張っていました。それに刺激を受けて、地域の大人や都市部に居住する人々の参加

もあり、想定以上のごみを撤去することができました。 

 また、勉強会では、幼児から高齢者まで参加し、世代を超えて環境問題を話し合えたのが

良かったと思います。 

 しかし、まだ藤野地区の川や谷には多くのごみが存在し、撤去が必要です。そのためには、

地域内外のコミュニティづくりと人材育成、予算確保が必要だと強く感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

今後は、地域内の他の環境団体と連携し、活動を発展させていきたいです。 

また、会員がそれぞれ自主的にごみ拾い活動を実施し、情報共有をしていく予定です。 
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認知症予防のためのウォーキングと体操 藤野地区 

 

団体名：３木会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

 高齢者のための認知症予防活動の場が少ないと感じ、悠遊シニアスタッフメンバーを中心

に３木会を立ち上げることにしました。 

 今後、藤野地区はますます高齢化が進んでい

くと考えられるため、閉じこもりになりやすい

高齢者を対象に、体操やウォーキングを通して

仲間づくりをしながら活動を広げていきたい

と思います。 

 

 

 

 

２ 事業の目的  

藤野地区の高齢者を対象に、ウォーキングと筋力アップのための運動を習慣化し、体力お

よび健康維持を目的とする会に参加してもらうよう呼びかけます。 

また、会に参加してもらうことで、閉じこ

もりを防ぎ、仲間づくりをしてもらうことを

目的とします。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の実績  

 ・藤野地区の高齢者を対象に、ウォーキングを実施しました（６回実施）。 

 ・運動指導員を招いて、筋力アップ運動および脳トレーニング、コグニサイズを実施しま 

した（５回実施）。 

 

延べ２５５名の方に参加していただきました。 
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４ 事業の成果  

 ウォーキングおよび筋力アップ運動によって、参加者から「足腰が丈夫になった」との声

を多数いただきました。 

 また、参加者同士の交流も活発に行われているので、運動仲間づくりおよび閉じこもり防

止にもつながっていると思います。 

 

 

 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

高齢化に伴い、参加者が減少していくかと思われましたが、皆さま元気で毎月多くの方に

ご参加いただいています。 

また、高齢者の方々に新しい仲間をつくる機会を提供することができ、地域に貢献できた

と考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

来年度も引き続き、高齢者を対象としたウォーキングおよび筋力アップ運動を実施し、歩

く距離を延ばしたり早歩きを取り入れたりして体力の維持を図る予定です。 

さらに、他の事業、グループ等の活動情報を取り入れ、活動の場を広げていきたいです。 
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シェアキッチンスペース日連 藤野地区 

 

団体名：みんなのキッチン 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

藤野地区には他地区からの移住者が増えてきているが、もともと藤野地区に居住している

住民とのコミュニケーションが不足している面が感じられます。 

その問題を解決するため、食事会や料理教室を開催するなど、身近な「食」を通して住民

同士の交流を促進することができないかと考え、本事業を立ち上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の目的  

生活に不可欠な「食」を通して、地域住民が参加しやすいコミュニティを形成し、移住者

および以前から居住している住民双方の交流を図るとともに、藤野地区の食材を活用した安

心安全な食文化を築くことを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の実績  

 キッチンスペースの整備をし、安心安全な子どもの料理教室や、防災食クッキング体験会

を開催しました。 

 また、飲食店を開店したい方へ、キッチンスペースのレンタルを実施しました。 

 さらに、東日本台風の被災者への炊き出しを実施しました。 
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４ 事業の成果  

料理教室や食事会を通して食文化の向上とコミュニティ形成に貢献できました。 

また、防災食づくりや、ボランティアで炊き出しを実施したことで、今後も起こりうる災

害への対策として実績を残せたと思います。 

 

 

 

 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

今年度は、料理教室、食事会、災害対策など、多くの活動ができ、食のある場では人々が

心を開いて集いやすいことを実感させられました。 

また、藤野地区では、資格取得済のキッチンの需要が確実にあることが分かり、今後も資

格取得済のキッチンを活用していく価値があることを認識しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

 引き続き、「食」を通して住民のコミュニティの活性化を図るとともに、藤野地区の食材

を加工し、商品化を目指します。 

 さらに、災害時に支援の拠点となれるよう、講習会や体験会も開催したいと考えています。
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緑のラブレターを灯すプロジェクト 藤野地区 

 

団体名：藤野商工会青年部 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

藤野地区においても少子高齢化が進み、若い世代が地元を離れる現状となっています。 

しかし、一方では、芸術を活かしたまちづくりや学校誘致等を進めてきた歴史があります。 

そこで、恵まれた自然を活かし、多種多様な

ネットワークを持つ移住者と旧来からの地域

住民、そして藤野商工会青年部が融合するこ

とで、藤野地区のさらなる飛躍を目指すこと

ができるのではないかと考え、商工会青年部

４５周年を機会に藤野を地区内外へＰＲする

事業を計画しました。 

 

 

２ 事業の目的  

 藤野地区の象徴的な芸術作品である「緑のラブレター」をライトアップすることで、藤野

地区に暮らすすべての人に夢を与え、より一層の郷土愛を育むとともに、藤野地区の魅力を

地区内外の多くの人に伝えることを目的と

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の実績  

 実施にあたっては、「緑のラブレター」の作者である髙橋政行氏に意向を伺って、ライト

アップのイメージを固めながら作業を進めました。 

 途中、東日本台風の災害があり、商工会青年部も災害からの復旧に従事することになった

ため、令和元年１２月に披露する予定だったライトアップが令和２年３月に延期となりまし

た。当初、ライトアップ期間は３月１日から２１日までの予定でしたが、コロナウイルスに

よる学校休校に伴う地域応援のため、点灯期間を学校始業日の４月７日まで延長しました。 
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４ 事業の成果  

 プロジェクトを通して、商工会青年部メンバー、作者である髙橋政行氏、藤野電力、藤粋

会、自治会連合会、藤野まちづくりセンターとチーム一丸となって作品を作ることができま

した。 

 また、大勢の方々に藤野地区の魅力を発信するため、イベントポスターの作成とお店への

掲示、チラシの新聞折り込み、ＦＭ相模ＰＲ、神奈川新聞への記事掲載、タウンニュースへ

の記事掲載、青年部ブログでのＰＲ、ユーチューブ動画によるＰＲ、市長および区長からの

お祝いメッセージの動画撮影を実施し、地域内外に藤野地区の魅力を発信しました。 

 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

藤野地区の各団体とひとつの作品を作ることで、目指していたチームになり、底力を見せ

る事ができたと思います。 

令和２年３月１日に開催予定だった点灯式は、コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、

中止としましたが、その後、来賓者へのお礼を 1人１人にしたことで、感謝の気持ちを伝え

ることができました。 

また、地域内外の方々から暖かい応援の声と、高評価をいただき、苦労して取り組んでき

たことが喜びにつながりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

 プロジェクトを実施するにあたり、各団体と協働することで、藤野地区のポテンシャルを

より高めることができたので、今後の藤野地区の更なる活性化へつながることが期待できる

と思われます。 
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地域の里山再生とバイオマスエネルギー利用促進 藤野地区 

 

団体名：まきクラブふじの 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

藤野地区では、森林率が８割を超え長年手入れされず荒廃した森林が多く存在しています。

一方で、住宅の暖房用として薪ストーブを活用する家庭が増加していて、燃料となる薪の需

要も増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の目的  

荒廃林の整備を行い、伐採した木材をバイオマスとして活用することにより、里山におけ

る資源の循環利用の促進及び景観改善を目的とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の実績  

・地主の方の依頼による伐採林の処理 

・里山林の伐採作業（地主の依頼により２回実施） 

・月１回の休日を利用した薪づくり作業 

・薪ストーブの焚き方教室の実施（年１回、参加者１７名） 

・薪ストーブ使用により得られた灰を地元農家に提供 

・このまさわキャンプ場の原木（流木）整備 被災地ボランティア 
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４ 事業の成果  

地主の方の依頼による荒廃林の伐採処理や里山林の伐採作業ついては、地域の里山再生に

繋がる事業であると思います。またこの活動は、メンバー６人が休日を利用して対応し、伐

採木の処理に困る地主の方の支援及び住宅隣接地の里山林の伐採による地主、住宅所有者等

の生活環境の改善を行いました。 

また、台風災害に対して、会の活動枠内でボランティアとして貢献することができました。 

 

 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

今の活動が定着してきており、徐々に地域内での認知度も向上しています。今後はさらに

里山再生に向けた活動を活発に行い、藤野地区のバイオマスエネルギーの利用促進に取り組

んでいく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

地域の薪ストーブユーザーが必要とする燃料を十分に確保するため、原木入手計画及び作

業計画を立てて実行し、エネルギーの地産地消を目指します。また、他の薪製造グループと

の情報交換を促進し、より有効なバイオマス資源の循環利用を検討していきます。 
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子育てで繋げる世代交流事業 藤野地区 

 

団体名：つなぐ会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

藤野地区では、共働きで子育てをしている家庭が多く、子育てに関する情報収集をしたく

ても交流範囲が学校関係者のみになりがちであり、保護者同士のコミュニケーションを図る

機会が少ない。 

そのため、子育て中の家族が集まるきっかけ

を作りたいと考えました。 

 

 

２ 事業の目的  

子育て中の家族が集まるきっかけ作りのためのイベントや講演会等を企画し、保護者同士 

が子育ての相談や情報交換することができる場を提供することにより、保護者が孤立するこ

とを防ぎ、子育てのしやすい地域づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の実績  

・月２～３回、体育館の開放日を作り、子連れでバレーボールを楽しみました。 

 ・元オリンピック選手による、講習会を開催し、体育館いっぱいの参加がありました。 

 ・親子まつりイベントを実施しました。（参加者５０名） 
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４ 事業の成果  

昨年度以上に、活動を通しての絆が深まったと思います。 

藤野地区が台風被害を受けた時も、仲間同士で声を掛け合って支援したり、支援金も集め

たりしました（支援金はボランティア支援へ寄付しました）。 

 活動の趣旨を理解し、地域で協力してくれる方々との絆が深まったことが最も大きな第一

歩でした。地元の小学校バレーチーム、その他の方々の力添えでイベントを開催できたこと、

それを機に互いを知り理解を深める良い機会になりました。 

 

 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

活動を通して、子育て世代の交流が出来てきました。また、活動は個人のストレスの発

散や自己啓発につながりました。 

さらに幅広い世代交流のために、年配の方々の協力を得ることが必要であると思います。

そのために、移動手段の確保と季節による配慮などが必要なので、今後、取り組んでいきた

いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

地域で同様の活動を行っている団体及び高齢者世代、福祉団体と連携して、さらに子育て

世代が交流する機会を増やすと共に、子どもたちの見守りを地域全体へ広げていきます。 
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やしき村コミュニティガーデンプロジェクト 藤野地区 

 

団体名：藤野里山ランドスケープ 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

地域住民の高齢化と若い人材の流出により地域の過疎化が進み、それに伴って耕作放棄地

が増加し、荒廃しています。 

獣害などの二次被害もあり、早急に環境を改

善する必要があると考えています。 

 

  

２ 事業の目的  

 鑑賞できて、人が集える、体験型のコミュニティガーデンを創出することにより、過疎化

の進む地域に人を呼び込み、地域の活性化を図ります。 

 また、地域の保育園や幼稚園とも連携して地域住民の憩いの場にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の実績  

 ガーデンづくりワークショップを月２回開催しました。 

 また、地域の人を対象としたお月見会を開催しました。 
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４ 事業の成果  

ガーデンづくりワークショップを月２回開催したことにより、過疎化の進む地域に人を呼

び込むことができました。 

さらに、地域の人たちへ向けたお月見会を開催したことにより、交流促進の場を提供する

ことができ、地域の活性化を図ることができました。 

 

 

 

 

  

５ 事業実施団体による自己評価  

 昨年度７月から３月までの間で月２回のペースで開催したワークショップにてガーデン

化した部分が、イノシシやシカに地盤を荒らされてしまいました。しかし、来年度の活動に

つながる材料の準備等はしているため、獣除けフェンスの制作とともに、引き続き活発な活

動を行いたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

 ガーデン内の植物を使って、切り花、ドライフラワー、リース、クラフトなどを制作

し、植物を暮らしに取り入れるワークショップやイベントを開催する予定です。 

 また、植物観察会にて採取、種取りした植物の苗を生産し、ストックしている植物の

葉、実、枝とあわせて、グリーンマルシェなどのイベントで販売する予定です。 

 さらに、昨年度作ったガーデン部分がイノシシの被害に遭ったため、その部分に獣除け

フェンスを制作、新しい種類の植物の栽培、バラ植栽をする予定です。
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藤野郷土かるた作成・普及による地域活性化事業 藤野地区 

 

団体名：藤野郷土かるたをつくる会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

藤野に住みながら藤野の良さを知らない人が増えています。例えば、藤野小学校の児童に

「友達が藤野に来たらどんな所を案内したいですか」と質問した際に「スリーエフ、まつば」

といった答えが多くありました。まずは子どもたちをはじめ多くの藤野地区在住者等に藤野

の良さをよく知っていただき、藤野に誇りを持ってもらうことが藤野の活性化を進める上で

極めて重要な課題だと感じています。 

 

 

 

２ 事業の目的  

藤野に住む子どもたち、大人すべてが藤野の実態を 

よく知り、自分が住んでいる藤野に誇りを持ち、進ん 

で地域活性化に貢献しようとする姿勢を養うことを 

目的とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【絵札募集チラシ】 

３ 事業の実績  

前年度募集及び選定した読み札に対応する絵札を藤野地区内の小・中学生対象に募集し

ました。２７１点の募集があり、それらについて絵本作家、児童文学者を交えた選定委員

会で３８点を選定し、不足する６点については藤野地区内の絵画サークル２団体に作成を

依頼しました。 

また、読み札の裏面に記載する簡単な説明文、題材の所在地を記載したマップを作成し

ました。さらに、デザイナーに読み札、絵札、箱、マップなどのデザインをお願いし、１

００セットの郷土かるたが完成しました。 
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４ 事業の成果  

絵札の募集にあたっては、藤野地区内の小学校、中字校に全面的に協力していただき、

多くの子どもたちが応募してくれることになりました。 

子どもたちにとっては、読み札作成に続いて、藤野の魅力を考える良いきっかけになっ

たと思います。 

また、デザイナーの力量、地元の絵本作家の協力などによって、大変クオリティが高い

郷土かるたを作成することができました。 

今後は、かるたを子どもたちや様々な団体に活用していただくことによって、地域活性

化に貢献することが大いに期待できると思います。 

 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

郷土かるたの作成はこれまで藤野地区では前例がない画期的な取り組みです。作成まで

２年の歳月を要しましたが、その時間に十分値する成果が期待できたと思います。 

絵札の応募点数に表れているように、多くの藤野地区の小・中学生がかるた制作に関わ

ったことは子どもたちが藤野の魅力を考えるきっかけになったという点で評価できます。

この成果をさらに生かしていくため、郷土かるたの利用促進に今後とも努力していきたい

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【藤野郷土かるた】 

 

６ 今後の展望  

郷土かるたセットの増刷及び教育関連施設や区内の施設等へ配布し、藤野の魅力をＰＲし

ます。また、かるたマップに従ったウォーキングイベントの開催を目指します。 
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上河原地区河川環境整備事業及び環境教育事業 

（カジカの生育環境整備事業） 

藤野地区 

 

団体名：上河原たすきの会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

上河原地区では、以前「カジカ」が多数生息していましたが、徐々に個数が少なくなり、

現在は目にすることが難しい状況です。 

「カジカ」は河川の水質や環境に敏感な生物

のため、「カジカ」が生息できるような河川を取

り戻す必要性を感じていて、本事業を実施した

いと考えました。 

 

２ 事業の目的  

カジカが生息できる川づくりを実施して、カジカの生育する姿を子どもたちと観察するこ

とを目標に、環境整備の奥深さを学び、この事業の継続の必要性をともに学んでいける場を

作ることを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の実績  

 以下のことを、多くのボランティアと業者にご協力いただき実施しました。 

・計画に基づいて光入の妨げになる倒木、竹、大木の枝等の伐採 

・川底の流れを良くする浮き石の川づくり 

・大水から中州を守るための芦の植え付け 

・水槽のクリーニング及び修理 

・カジカの成長を確認し防鳥ネットの取り付け 
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４ 事業の成果  

川に光を導入することができ、勉強した川づくりの成果としてカジカの成長を観察するこ

とができました。 

また、子どもたちからもカジカ放流後、カジカの成長を祈る声や川を守ろうという声を聞

くことができました。 

さらに、個人ボランティアや事業所からの団体ボランティアの方など、多くの方から本事

業に賛同いただきました。 

 

 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

皆さんと協力し、川を整備することで、魚たちが生息しやすい川に段々近づいていると感

じています。 

また、東日本台風による被害から、自然の猛威に負けない共存可能な川づくりへの探求に

考えをシフトしていく必要があることを学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

河川の整備を継続して実施するとともに、環境教育については、藤野北小学校だけではな

く、藤野地区全体の小・中学校にも野外授業を実施し、子どもたちが地域の豊かな自然を知

り、自然を守る意識を高めるための一助となることを目指します。 

さらに、市教育委員会と連携し、市内の児童や生徒を対象とした環境教育へと広げていけ

たらと思います。 
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移動型図書館事業 藤野地区 

 

団体名：なぐら図書を楽しむ会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

地域に図書館が充実していないことと、そこにアクセスするのが子ども達にとって容易で

ない状況により、子ども達の読書機会があまりないという課題に対し、移動型図書館を活用

して一石を投じたいと考えたことが事業を企画した最初の背景にあります。さらに、地域の

主婦や様々な活動を行っている人たちの声を聞

いているうちに、事業の特色である「移動型」と

いう強みを他の地域活動に使ってもらう仕組み

を整えることで、他団体や個人の活動を促進で

きるのではないかと考えました。 

 

 

 

２ 事業の目的  

事業の大きな目的としては、移動型図書館を地域住民とシェアする仕組みを整えることで、

地域の様々な活動に「移動型」という機能を付け加え、アートヴィレッジやマルシェなど緑

区の魅力的な活動を１カ所に限定せずに、地

域外にも広げられるようにすることが挙げ

られます。また、緑区内で移動型図書館を活

用し、子ども達が自由に本を貸し借りできる

環境を整えて読書機会を増やすことを事業

の目的としています。 

 

 

 

 

 

３ 事業の実績  

・自主イベントを３つ開催し、その他７つのイベントに出展しました。 

・自主イベントに高齢者の方を招き、活動を知ってもらうことができました。 

・藤野以外のイベントに３回出展し、対外的なアピールができました。 

・藤野北小学校に令和元年１１月から２月末まで長期間貸し出しを行いました。 
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４ 事業の成果  

今年度は、高齢者の方々に利用していただくことを主目的としていました。場所について

は、地元住民の方と無償の使用貸借契約を行い、今後２年間自由に使わせてもらえることに

なりました。これによって定期的に高齢者の方と会って話す機会を作り、イベント等にも来

てもらえるようになりました。 

また、貸し出し制度をつくるためのテストを様々な形で実施することができました。料金

体系の設定が難しいですが、多くの子どもたちに使ってもらえるように試行錯誤をしており、

据え置き型と移動型の２種類での施策を実施しました。 

 

 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

移住してきた住民と藤野に元々住んでいる住民との垣根を低くできるような取り組みを

したいと思っていたので、その第一歩を踏み出すことができました。 

また、車体の貸し出しを実施できたことで、自由に移動型図書館を使ってもらうイメージ

を掴めました。今後はもう少し広範囲で実施したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

今年度は台風やコロナウイルスの影響もあり、当初予定していたイベントに参加できない

事態も多かったが、藤野北小学校に車体を貸し出したり、子ども向けに無人図書館を実施す

るといった挑戦が出来たので今後につなげたいです。 

また、移動型図書館の車体を利用して、藤野地区在住作家の作品などを販売したり、イベ

ントに参加し、その際の出店料を確保したりするなど、持続的に活動するための運営資金の

拡充を図っていく予定です。
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藤野在住作家の展示会及びコンサート 藤野地区 

 

団体名：藤野アート・コミュニティ 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

藤野地区では、春に在住作家の陶芸作品を展示・販売する大規模なイベントを開催し、多

くの人々が訪れていますが、地元の来訪者数は増えておらず、在住芸術家と地元住民の交流

が少ない状況です。また、個人規模のイベント

を開催しても、来訪者が少なく効果が出ない状

況が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の目的  

お年寄りから子どもまでが参加できるコンサートや落語を実施することにより、地域住民

同士が交流する場を設定し、その中で、地域の自治会等と協働しながら、在住芸術家の活動

に触れる機会を増やし、芸術文化を通じた新たな地

域コミュニティの形成を図ることを目的としていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の実績  

１１月１６日（土）～２４日（日）に藤野在住作家による陶彫展及びコンサート、落語会

を開催しました。 

 また、東日本台風のチャリティー販売会を実施しました。 
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４ 事業の成果  

本事業に参加した方々には、藤野の芸術文化の奥深さに触れる良い機会となりました。 

また、落語会やコンサートを行うことにより、より気軽に地域住民の来訪を促すことがで

きました。 

さらに、東日本台風の被災者を援助することができました。 

 

 

 

 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

作品の展示だけではなく、落語やコンサートを行うことにより、より芸術に親しみやすい

環境を提供できました。 

次年度以降も企画や情報発信方法を工夫し、イベントの実施を通して、更なる地域のコミ

ュニティの形成及び活性化につなげていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

今後も、陶芸作品等の展示会と親しみやすい内容のイベントを組み合わせたイベントを継

続して開催し、在住作家と地域住民の交流の機会を促進するとともに、名倉地区を拠点とし

たコミュニティの更なる充実を目指していきます。 

また、将来的には藤野を代表するイベントとなるように努力します。
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高齢者の健康増進！いきいき百歳体操普及事業 藤野地区 

 

団体名：名倉いきいき百歳体操の会 

 

１ 事業実施の背景や地域の現状と課題  

藤野地区においても高齢化が進み、高齢者のみの世帯、独居世帯が増えつつあります。そ

うした状況において高齢者は孤立しがちになり、健康面でも不安を抱えています。高齢者が

社会性を維持しながら心身ともに健康に過ごしていくことは地域の活力を維持する上で大

切なことです。その実現のためには、高齢者が

交流し合い、健康増進を目指す具体的な取り組

みが必要であると考えます。 

 

 

 

 

２ 事業の目的  

いきいき百歳体操を普及させることで、高齢者が日常的に交流する場を設けるとともに、

高齢者の健康増進に貢献し、高齢者が元気に楽しく生活していける地域づくりに努めていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の実績  

週１回の実施を基本に、「いきいき百歳体操」および認知症予防に有効な「コグニサイズ」

「シナプソロジー」等を実施しました。また年に複数回、高齢者向け体操の専門指導者を招

いた体操会、年２回、地域に向けた体操体験会を実施しました。その他、新年会を兼ねたお

茶会を開催したり、貸し切りバスでのお花見会を開催したりして、会員相互の親睦を図りま
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した。 

４ 事業の成果  

高齢者に日常的な活動を提供する団体として、本会は名倉地区において初めて設立されま

した。現在の会員数は３２名、居住地は２名を除き名倉地区となっています。 

本会の活動に参加することで「転倒しにくくなった」「気分が明るくなった」との声があ

ります。高齢者が定期的に外出し、運動を行い、隣人と交流する機会を設けたことは、公益

性の観点からきわめて高いものがあると考えられ、社会貢献度においても大きいと感じてい

ます。 

 

 

 

 

５ 事業実施団体による自己評価  

本会の活動は、高齢者に「教育」（今日行く）・「教養」（今日用がある）の機会を提供しま

した。 

また、市主催の交流会および高齢者支援センター主催の各種研修会にも積極的に参加し、

自らの活動の質的向上を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の展望  

市主催の研修会や交流会に多くの会員を派遣することで、スタッフの力量を向上させ、

また人員面での充実を図ることで、専門家の指導にかわる認知症予防の諸活動ができるよ

うにする予定です。 

 また、認知症予防の活動を広げるとともに、さらなる地域住民の参加を促して高齢者が

生き生きと暮らすことの出来る地域づくりを目指していきます。
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