
 

 

 

 

令和３年４月にスタートした総合計画はだの２０３０プランにおける 「地

域まちづくり計画」を推進する支援体制を強化するため、1 地区あたり１００

万円を上限として秦野市から「地域まちづくり計画推進交付金」を交付してい

ます。 

この交付金は、各地区のまちづくり委員会に交付し、それぞれの地域の特色

を生かしたまちづくりを行っていただくためのお金です。 

令和３年度の各地区の取り組み（活動報告）を簡単にまとめました。今後も

各地区のまちづくり委員会の活動をさまざまな方法で市民の皆様にご報告さ

せていただきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域まちづくり計画推進交付金について 
各地区の事業報告～令和３年度事業 Version～ 

本町地区 

南地区 

東地区 北地区 

大根地区 西地区 

上地区 

鶴巻地区 

秦野市・秦野市自治会連合会 



 

 

 

地域まちづくり計画の位置付け・役割 

地域まちづくり計画は、本市の都市像「水とみどりに育まれ誰もが輝く暮らしよい都市（ま

ち）」の実現を図り、市民一人ひとりが地域に愛着を持ち、地域の個性や魅力を生かしたま

ちづくりを市民と行政が協働・連携して進めるための指針とするものです。 

 

地域まちづくり計画の意義等 

❶地域づくりの指針 

まちづくりの推進には、その主体となる地域住民が地域の特性や課題を把握し、まちづく

りの必要性を認識するとともに、地域のまちづくりに対する考え方や方針を行政と共有する

ことが大切です。地域まちづくり計画は、市民一人ひとりがまちづくりの構成員としての認

識に立ち、自助、共助の立場から、地域に根ざしたまちづくりに参加し実践していくための

指針となるものです。 

❷協働による地域づくり 

この地域まちづくり計画は、地区まちづくり委員会を中心とした市内８地区の地域まちづ

くり計画策定会議により検討、提案された計画案をもとに、地域特性を踏まえつつ、市全体

としての調和も考慮しながら作成しました。 

この計画をもとに、地域と行政が共に目指す地域（まち）の姿に向かって持続的に行動し、

地域が活性化することにより本市のまちづくりの発展につなげていきたいと考えています。 

 

地域区分 

それぞれの地域におけるまちづくりの課題等に対応するため、自然や歴史、文化等の視点

から、市内８地区（本町、南、東、北、大根、鶴巻、西、上）ごとに定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域まちづくり計画とは… 



 

 

 

■目指す地域（まち）の姿 

①目指すまちの姿(将来像)  

活力とふれあいに満ちた、きれいで安全な暮らしよいまち 

②基本理念 

コミュニティ活動が活発で高齢者から子どもたちに伝統文化が受け継がれるなど、世代間の

交流が盛んなふれあいの心を大切にしたまちを目指します。 

■地域づくりの基本目標 

①にぎわいづくりによる活気あふれるまち 

②地域活動や多世代交流が盛んで、多文化が共生するあたたかいまち 

③みんなで子どもや高齢者、障害者を支えるまち 

④子どもや高齢者の交通安全が確保されたまち 

⑤安心して暮らせる災害に強く、治安のよいまち 

⑥豊かな自然に囲まれ、歴史と伝統を感じるまち 

■令和３年度の活動報告 

地域まちづくり計画における基本目標 主な活動内容 

にぎわいづくりによる活気あふれるまち 
・秦野曽屋高校生との交流の場づくり 

・拠点づくり 
地域活動や多世代交流が盛んで、多文化が

共生するあたたかいまち 
・弘法山桜植樹事業 

豊かな自然に囲まれ、歴史と伝統を感じる

まち 
・水無川花壇の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 町 地 区 

 かねてからの悲願だった本町地区の拠点「あつま

る本町交流館」が、2021 年 8 月、旧駅前郵便局の

隣にオープンしました。駐車台数は少ないものの、

地区の中央に位置し交通の便もよく、本町地区の

各種団体が事務所や会議、懇談会などに利用して

います。拠点専門委員会では秦野曽屋高校生メン

バーの意見を取り入れ、若者も集う交流拠点として

の活用を検討しています。 



 

 

 

■目指す地域（まち）の姿(将来像) 

豊かな水と緑に囲まれ、素晴らしい環境で誰もが住んでみたいと思うまち 

■地域づくりの基本目標 

①交通安全、防犯、防災対策による安全で安心して暮らせるまち 

②ふれあいやいたわりによる、生きがいを持って暮らせるまち 

③安心して子育てができ、子どもたちが心豊かに成長できるまち 

④恵まれた自然を生かした観光地、名所づくりによる活力に満ちたまち 

⑤地区にかかわる様々な人々が交流するあたたかいまち 

■令和３年度の活動報告 

地域まちづくり計画における基本目標 主な活動内容 

交通安全、防犯、防災対策による安全で安

心して暮らせるまち ・通学路の環境整備 

ふれあいやいたわりによる、生きがいを持

って暮らせるまち ・女性組織の結成と地域活動の基盤強化 

安心して子育てができ、子どもたちが心豊

かに成長できるまち ・室川の環境整備 

恵まれた自然を生かした観光地、名所づく

りによる活力に満ちたまち ・震生湖の環境整備 

地区にかかわる様々な人々が交流するあた

たかいまち 
・まちづくり活動の活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南 地 区 

 豊かな自然が四季折々の表情を見せる震生

湖は、市内の観光スポットの一つとして、遠くか

ら訪れるハイカーや地元の人々の憩いの場所に

なっています。より一層親しまれる場所になるよ

うに、尾根道沿いの草刈りと水仙の植え付けを

行いました。関東大震災で川がせき止められて

できた震生湖は、来年、誕生１００年を迎えま

す。2021 年３月には国登録記念物に登録さ

れ、これを励みに今後も清掃活動や環境整備

を進めていきます。 



 

 

 

■目指す地域（まち）の姿 

①目指すまちの姿(将来像)  

豊かな自然と歴史や文化が調和した住みよいまち 

②基本理念 

心の絆を大切にするまちづくり 

■地域づくりの基本目標 

①住民が誇りにできる丹沢や大山、湧水等の豊かな自然と、史跡や文化財等の遺産を積極的

に生かしたまちづくり 

②豊かな自然に囲まれたゆとりある環境を大切にした、安全で安心して暮らせる持続可能な

まちづくり 

③日常のふれあいや共同活動を通して生み出される連帯感や信頼関係を基礎に、自分たちが

住んでいる地域をみんなの力で支えあい、住みよくしていく心の絆を大切にするまちづくり 

■令和３年度の活動報告 

地域まちづくり計画における基本目標 主な活動内容 

住民が誇りにできる丹沢や大山、湧水等の

豊かな自然と、史跡や文化財等の遺産を積

極的に生かしたまちづくり 

・観光案内板改修費 

・植物園内ベンチ改修費 

みんなの力で支えあい、住みよくしていく

心の絆を大切にするまちづくり ・イベント用テーブル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東 地 区 

 東田原中庭地区には、鎌倉三代将軍

源実朝公の首を祀った「源実朝公御首

塚」があり、東地区自治連では清掃活動

や維持管理を行っています。例年、11 月

23 日の「実朝まつり」（東地区まちづくり

委員会主催）は、多くの来場者でにぎわっ

ています。周囲には、和歌の名手だった

実朝公の金槐和歌集にちなんだ「波多野

金槐植物苑」があり、憩いの場として親し

んでもらえるように、ベンチの設置や案

内板の整備を行いました。 



 

 

 

 

■目指す地域（まち）の姿 

①目指すまちの姿(将来像)  

豊かで美しい自然と共生し、地域の活力があるまち 

②基本理念 

良好な河川環境、みどり豊かな里地里山を保全しながら、地域住民のふれあいがあり、安全

で快適に住み続けることができるまち 

■地域づくりの基本目標 

①誰もが安全で安心して暮らし続けられるまち 

②新東名高速道路を中心に利便性の高い活力あるまち 

③みどり豊かな自然景観の適切な保全と活用による魅力あるまち 

④住民のふれあいと交流が盛んで、次世代へとつながれるまち 

■令和３年度の活動報告 

地域まちづくり計画における基本目標 主な活動内容 

誰もが安全で安心して暮らし続けられる

まち 
・地域の防災力強化のための備品整備 

みどり豊かな自然景観の適切な保全と活

用による魅力あるまち 
・景観まちづくり看板設置等 

住民のふれあいと交流が盛んで、次世代へ

とつながれるまち 

・高齢者見守り活動 

・福祉ふれあいまつり 

・障がい者団体、子育て団体への助成 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北 地 区 

コロナ禍で多くの事業が中止になる中、「何

かできることはないか」の声が上がり、「こども

作品展」を10月２、３日に北公民館で開催し

ました。地区内の小中学校、幼稚園、保育園、

施設の子どもたちの作品が展示され、来場者

たちはその出来栄えに感心していました。ま

た、貴重な東京オリンピックの聖火トーチと衣

装も展示され、モニターから響く北中学校吹

奏楽部の演奏をＢＧＭに、トーチを持って記念

撮影する姿もありました。 



 

 

 

■目指す地域（まち）の姿 

①目指すまちの姿(将来像)  

安全・安心・清々しいやさしいまち 

②基本理念 

安心に、いつまでもいきいきと暮らせる住み良いまち 

■地域づくりの基本目標 

①自然を大切にするまち 

②子ども、高齢者、社会的弱者の誰もが快適で、安全な生活環境づくりへ努力するまち 

③いやしの場づくりへ努力するまち 

④人間関係を豊かにするまち 

⑤思いやりとやさしさを持つ、元気な子どもを育てるまち 

■令和３年度の活動報告 

地域まちづくり計画における基本目標 主な活動内容 
子ども、高齢者、社会的弱者の誰もが快適

で、安全な生活環境づくりへ努力するまち 
・青少年育成団体等の活動支援 

いやしの場づくりへ努力するまち ・拠点づくり 
思いやりとやさしさを持つ、元気な子ども

を育てるまち 
・子ども食堂の物品購入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 根 地 区 

「子どもたちの地域の居場所づくり」をプ

ロジェクト名に、ひろはた自習・相談室、子

ども食堂の運営や、学校と連携した活動に

取り組んでいます。現在の「みんなの食堂

☆広畑」に加え、「みんなの食堂☆ラパニ

ス」を４月開設に向け準備中で、地区内に

大根・広畑の２カ所に子供たちの居場所が

できることになります。 

 また、青少年指導員用の備品保管倉庫

や大根ふれあい館の設備を充実し、活動

環境の向上を図りました。 



 

 

 

■目指す地域（まち）の姿 

①目指すまちの姿(将来像)  

水と緑と眺めを楽しめる、人にやさしいにぎわいのあるまち 

②基本理念 

誰もが誇りと愛着の持てる「住みたい・住んでよかった鶴巻まちづくり」 

■地域づくりの基本目標 

①温泉を楽しめるにぎわいと活力のあるまち 

②安全で安心して暮らせる人にやさしいまち 

③歴史、文化、環境を大切にし景観を楽しめるまち 

④人との交流を深め、互いに助けあうまち 

■令和３年度の活動報告 

地域まちづくり計画における基本目標 主な活動内容 

温泉を楽しめるにぎわいと活力のあるまち 
・ほっとワーク鶴巻 

・みんなのて 
・つどいの場 嬉楽 

歴史、文化、環境を大切にし、景観を楽しめ

るまち 
・あじさい遊歩道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴 巻 地 区 

大根川、善波川沿いの２・７㎞に延び

る遊歩道は、富士山や大山の雄大な眺

望と、アジサイや桜、ユリ、酔芙蓉など

四季折々の草花に癒される、市民に人

気の憩いの場です。 

毎年、あじさい遊歩道美化の会（4団

体）が草刈りなどの活動を続けており、

今年度は、交付金で草刈り機を買うこ

とができました。遊歩道の管理には、ア

ジサイの手入れなどの軽作業もありま

す。老若男女問わずどなたでも大歓迎

です。ご参加をお待ちしております。 



 

 

 

■目指す地域（まち）の姿 

①目指すまちの姿(将来像)  

・豊かな自然環境を維持し、四季を感じることができる美しい町並みのあるまち 

・個性豊かで元気とにぎわいのあるまち 

②基本理念 

・誰もが安心して暮らせるよう、互いに協力します 

・住民同士のふれあいを通じて地域の活性化を進めます 

■地域づくりの基本目標 

①まちの魅力、にぎわいの創出 

②道路・交通環境の整備 

③防災・防犯・安全の強化 

④教育・文化・福祉の拡充、交流の促進 

⑤農林業の振興 

■令和３年度の活動報告 

地域まちづくり計画における基本目標 主な活動内容 

まちの魅力・にぎわいの創造 
・花の植え付け 

・観光ＰＲパンフレット作成 

防災・防犯・安全の強化 

・声掛けベスト作成 

・地域の防災力強化のための訓練用水消火

器の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西 地 区 

渋沢駅周辺の町おこし、魅力発信のた

め、渋沢駅から渋沢丘陵、頭高山までの

ハイキングマップを作成しました。西地区

自治連、民生委員、西商店会連合会に市

観光振興課、観光協会の協力を得て「西

地区ＰＲパンフレット作成プロジェクト会

議」を発足。メンバー自らが歩いてコースを

確認し、歴史ある寺社や名所旧跡、八重

桜やビュースポットなど、地元の者ならでは

の情報の詰まったマップになりました。ぜひ

西地区に遊びにおいでください。 



 

 

 

■目指す地域（まち）の姿 

豊かな自然と交通環境との調和、人・まち・資源を生かした魅力と活力あるまち 

■地域づくりの基本目標 

①多様な介護予防運動に取り組む笑顔があふれるまち 

②豊かな自然や地域資源を利活用した新しい地域おこしを目指すまち 

③里地里山の豊かな自然と共生し、住む喜びを感じるまち 

④地域の生活にあった交通手段を維持し、便利で暮らしよいまち 

■令和３年度の活動報告 

地域まちづくり計画における基本目標 主な活動内容 
里地里山の豊かな自然と共生し、住む喜び

を感じるまち 
・「子どもたちを地域で育てる」活動として

富士山登山の実施 
多様な介護予防運動に取り組む笑顔があふ

れるまち 
・長寿会備品 

豊かな自然や地域資源を利活用した新しい

地域おこしを目指すまち 

・生き物の里掲示板 
・ハイキングコース整備等 
・いなか暮らしふる里塾、農園ハイク支援費 

里地里山の豊かな自然と共生し、住む喜び

を感じるまち 
・非行化防止支援活動 
・まちづくり担い手育成塾 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 地 区 

 「子どもたちを地域で育てる」事業の一つ、

上小６年生の富士登山。大自然の素晴らし

さと怖さ、忍耐と協同、思いやり、そして達

成感を感じてほしいと、毎年行ってきました。

保護者からは、「このような状況下で、無事

に開催していただき感謝しております。子供

も『また中止かも』と不安を募らせる中、皆様

が実行に向け知恵を絞り動いてくださったこ

とは、富士登山の感動と共に最高の思い出

になりました」とお礼の言葉をいただきまし

た。 


