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市民アイデアブックとは？

秦野市では、現在、新総合計画の策定に向けた作業を進めています。この策定に当
たり、幅広い世代・分野の市民意見やアイデアを計画に反映していくため、市民意識調
査や市民ワークショップ「はだのみらいづくりワークショップ～３つの視点から秦野ら
しさを考えよう～」を実施しました。
「市民アイデアブック」は、これらワークショップ等で市民の皆さまからいただいた

意見やアイデアをひとつにまとめたもので、新総合計画の各施策を検討するための基礎
資料として活用していきます。
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アンケート調査概要

項目 市民意識調査
市外在住者

アンケート調査

調査対象
市内在住の満16歳以上の市民の中
から2,000名を無作為抽出

秦野市にふるさと納税をされた方で
近県にお住まいの方300名を抽出

調査期間
平成30年11月19日

～同12月３日
平成30年11月19日

～同12月３日

調査方法

○配布
ｱﾝｹｰﾄ調査票を郵送

○回収
郵送又はWEB

○配布
ｱﾝｹｰﾄ調査票を郵送

○回収
郵送又はWEB

回収状況
799件
＞回収率40.0％

96件
＞回収率32.0％

市民ワークショップ概要

テーマ 開催日 参加人数

子育て
令和元年
７月27日（土）

26名

魅力
令和元年
８月３日（土）

30名

健康
令和元年
８月３日（土）

25名
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秦野市の10テーマ５６の取り組みに関する満足度・期待度１

市の取組に関する「現在の満足度」

(1)⑥水道水の供給（味、水質、安全性など）

(1)⑩身近な公園や緑地などの整備と保全

(1)⑨秦野らしい風景やまちなみ(自然風景、歴史的建造物、建物の色など)の保全

(5)⑨住民票や証明書の発行など窓口サービス（土日開庁、連絡所の設置）の充実

(1)④ごみの減量・分別やリサイクル対策

(1)②きれいな河川や里地里山（住宅地に近い田畑や森林など）の再生や保全

(2)⑨市民の安全を支える消防・救急体制の充実

(2)①市民が心身ともに健康で暮らせる環境づくり

(3)⑥秦野産の農産物の販売拡大や地元での購入の拡大

(2)④検（健）診や生活習慣病（高血圧症、糖尿病など）の予防と対策

(5)③市役所からの生活に関する情報を簡単に知る手段の充実

(3)⑤四季折々の「祭り」の振興に向けた取組

(1)⑪下水道や道路の排水溝などの整備による雨水対策

(4)⑥スポーツ、レクリエーションに親しむ機会や場の充実

(4)②幼稚園・こども園、小・中学校の教育内容の充実や安心して学ぶことができる環境

(4)⑦地域に残る伝統や文化の保存や継承

(5)⑫公民館や福祉センターなどで実施する事業の質や提供するサービスの向上

(5)⑦平和意識の普及や自主的な平和推進活動の促進

(1)⑦動物と共生できる環境の整備

(4)⑤市民の生きがいづくりとしての生涯学習活動の機会や場の充実

(2)②高齢者が住み慣れた地域で暮らすための施設やサービス

(2)⑧災害に強い都市基盤整備や地域での災害への備え（自主防災活動の充実など）

(5)④インターネットを利用した申請や届出など行政サービスの提供

(4)①保育園・こども園への入園や児童ホームなど子育てをしながら働くことができる環境

(2)③障がい児・者が地域で自立して暮らすための支援や活動

(5)⑩民間委託・民営化の推進、事務事業の見直しなどの行財政改革の推進

(3)④観光拠点の整備や魅力的なイベントの企画などによる観光振興

(2)⑦地域での見回り、声かけや不審者情報の提供などの防犯体制の充実
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(4)⑧質の高い文化・芸術に親しむための催し物の充実と機会の提供

(5)⑭効率的で最小限の経費で運営を行うための公共施設の統廃合

(5)⑧近隣の市町村と連携した効率の良い行政サービスの提供（公共施設の相互利用）

(5)⑤市役所の所有情報をオープンデータとして提供

(5)⑬公共施設を利用する人に利用料の負担を求めるなど受益者負担の適正化

(5)⑪市民ニーズに合った公共施設の建設や必要な設備の整備

(5)①懇談会、市民意見の募集など、市民の声を市政に反映させる取組

(2)⑥認知症や知的・精神障がい者の権利擁護（成年後見）の体制

(3)②金融、人材育成などによる中小企業経営基盤の強化への支援

(5)②定年退職した高齢者世代が地域活動などに関わる機会の提供

(5)⑥姉妹都市や友好都市との市民交流の活発化に向けた取組

(2)⑪商品取引や悪質商法による消費者トラブルを相談できる環境

(1)①市や市民、事業者(工場、事務所、店舗)それぞれに応じた地球温暖化防止策

(4)④子育てに伴う経済的負担軽減や安心して子どもを産み育てられる環境

(3)①企業誘致や市内企業の事業拡大への支援

(1)⑭高速バス路線の便利さの向上と広域交通のネットワークの促進

(4)③いじめ、不登校、ひきこもりなどの相談や学習支援、自立への支援

(5)⑮公共施設における公衆無線LAN（フリーWi-fi）の利用環境の整備

(2)⑤病院、救急医療などの住民に身近な医療体制

(3)⑦若者の就職や働く人の雇用の安定に向けた支援

(1)③ごみ、タバコなどのポイ捨て、ごみの不法投棄などを減らす環境美化

(1)⑧家のまわりの生活道路などの整備

(3)③地域と商店街との協力や交流などによる商店街の活性化対策

(2)⑩管理が不十分な空家等への対策

(1)⑤自家用車から環境負荷の少ない公共交通への転換

(1)⑮歩道やガードレール、カーブミラーのある道路などの交通安全対策

(1)⑫交通渋滞対策

(1)⑬バスの経路や本数などの公共交通の便利さの向上

1.08 

1.06 

1.05 

1.01 

0.96 

0.94 

0.92 

0.92 

0.90 

0.87 

0.82 

0.81 

0.81 

0.70 

0.66 

0.65 

0.63 

0.56 

0.49 

0.47 

0.30 

0.27 

0.23 

0.00 

-0.08 

-0.13 

-0.40 

-0.41 

-1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

満足度では、「水道水の供給（味、水質、安全性など）」が最も高く、次いで「身近な公園や緑地などの整
備と保全」「秦野らしい風景やまちなみの保全」「住民票や証明書の発行など窓口サービス（土日開庁、連絡
所の設置）の充実」「ごみの減量・分別やリサイクル対策」と続いています。
一方で、「公共交通の便利さの向上」「交通渋滞対策」「交通安全対策」「自家用車から公共交通への転

換」「生活道路の整備」など道路・交通面での満足度は低くなっています。また、「空家対策」「環境美化」
「商店街の活性化」についても低くなっています。
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市の取組に関する「今後の期待度」

(1)③ごみ、タバコなどのポイ捨て、ごみの不法投棄などを減らす環境美化

(1)⑮歩道やガードレール、カーブミラーのある道路などの交通安全対策

(1)②きれいな河川や里地里山（住宅地に近い田畑や森林など）の再生や保全

(1)⑥水道水の供給（味、水質、安全性など）

(1)⑧家のまわりの生活道路などの整備

(2)⑤病院、救急医療などの住民に身近な医療体制

(1)⑩身近な公園や緑地などの整備と保全

(1)⑬バスの経路や本数などの公共交通の便利さの向上

(1)⑪下水道や道路の排水溝などの整備による雨水対策

(1)⑫交通渋滞対策

(1)④ごみの減量・分別やリサイクル対策

(2)⑧災害に強い都市基盤整備や地域での災害への備え（自主防災活動の充実など）

(2)②高齢者が住み慣れた地域で暮らすための施設やサービス

(1)①市や市民、事業者(工場、事務所、店舗)それぞれに応じた地球温暖化防止策

(1)⑨秦野らしい風景やまちなみ(自然風景、歴史的建造物、建物の色など)の保全

(2)①市民が心身ともに健康で暮らせる環境づくり

(4)④子育てに伴う経済的負担軽減や安心して子どもを産み育てられる環境

(2)⑦地域での見回り、声かけや不審者情報の提供などの防犯体制の充実

(2)⑨市民の安全を支える消防・救急体制の充実

(1)⑤自家用車から環境負荷の少ない公共交通への転換

(4)③いじめ、不登校、ひきこもりなどの相談や学習支援、自立への支援

(4)②幼稚園・こども園、小・中学校の教育内容の充実や安心して学ぶことができる環境

(4)①保育園・こども園への入園や児童ホームなど子育てをしながら働くことができる環境

(2)④検（健）診や生活習慣病（高血圧症、糖尿病など）の予防と対策

(3)⑥秦野産の農産物の販売拡大や地元での購入の拡大

(3)⑦若者の就職や働く人の雇用の安定に向けた支援

(2)③障がい児・者が地域で自立して暮らすための支援や活動

(3)③地域と商店街との協力や交流などによる商店街の活性化対策
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(3)④観光拠点の整備や魅力的なイベントの企画などによる観光振興

(2)⑩管理が不十分な空家等への対策

(2)⑥認知症や知的・精神障がい者の権利擁護（成年後見）の体制

(5)⑨住民票や証明書の発行など窓口サービス（土日開庁、連絡所の設置）の充実

(5)②定年退職した高齢者世代が地域活動などに関わる機会の提供

(2)⑪商品取引や悪質商法による消費者トラブルを相談できる環境

(1)⑭高速バス路線の便利さの向上と広域交通のネットワークの促進

(1)⑦動物と共生できる環境の整備

(4)⑤市民の生きがいづくりとしての生涯学習活動の機会や場の充実

(3)①企業誘致や市内企業の事業拡大への支援

(5)③市役所からの生活に関する情報を簡単に知る手段の充実

(3)⑤四季折々の「祭り」の振興に向けた取組

(4)⑦地域に残る伝統や文化の保存や継承

(4)⑥スポーツ、レクリエーションに親しむ機会や場の充実

(5)④インターネットを利用した申請や届出など行政サービスの提供

(5)①懇談会、市民意見の募集など、市民の声を市政に反映させる取組

(5)⑫公民館や福祉センターなどで実施する事業の質や提供するサービスの向上

(4)⑧質の高い文化・芸術に親しむための催し物の充実と機会の提供

(5)⑧近隣の市町村と連携した効率の良い行政サービスの提供（公共施設の相互利用）

(5)⑪市民ニーズに合った公共施設の建設や必要な設備の整備

(5)⑮公共施設における公衆無線LAN（フリーWi-fi）の利用環境の整備

(3)②金融、人材育成などによる中小企業経営基盤の強化への支援

(5)⑬公共施設を利用する人に利用料の負担を求めるなど受益者負担の適正化

(5)⑭効率的で最小限の経費で運営を行うための公共施設の統廃合

(5)⑩民間委託・民営化の推進、事務事業の見直しなどの行財政改革の推進

(5)⑤市役所の所有情報をオープンデータ(※１として提供

(5)⑦平和意識の普及や自主的な平和推進活動の促進

(5)⑥姉妹都市や友好都市との市民交流の活発化に向けた取組
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期待度は、上位10位までの項目をみると、「環境美化」「河川や里地里山の再生や保全」「水道水の供給」
などの自然環境・生活環境に関する項目、「交通安全対策」「生活道路の整備」「公園や緑地などの整備と保
全」「公共交通の便利さの向上」「交通渋滞対策」「雨水対策」など道路交通・公園・下水道に関する項目が
高くなっています。その他、「住民に身近な医療体制」も高くなっています。
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市の取組に関する相対評価

(1)①

(1)②

(1)③

(1)④

(1)⑤

(1)⑥

(1)⑦

(1)⑧

(1)⑨

(1)⑩
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(2)⑧

(2)⑨

(2)⑩
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(3)⑦ (4)①
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(4)⑦

(4)⑧
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(5)③(5)④

(5)⑤

(5)⑥

(5)⑦

(5)⑧

(5)⑨

(5)⑩

(5)⑪
(5)⑫

(5)⑬ (5)⑭

(5)⑮
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期
待

度

満足度

Ａ：優先して取り組むべき施策 Ｂ：現在の水準を維持
すべき施策

Ｄ：取組の必要性が
低い施策

Ｃ：現状維持、または
あり方について検討を要すべき施策

(1)①市や市民、事業者それぞれに応じた地球温暖化防止策

(1)③ごみ、タバコなどのポイ捨て、ごみの不法投棄などを減らす環境美化

(1)⑤自家用車から環境負荷の少ない公共交通への転換
(1)⑧家のまわりの生活道路などの整備
(1)⑫交通渋滞対策
(1)⑬バスの経路や本数などの公共交通の便利さの向上
(1)⑮歩道やガードレール、カーブミラーのある道路などの交通安全対策
(2)②高齢者が住み慣れた地域で暮らすための施設やサービス
(2)⑤病院、救急医療などの住民に身近な医療体制
(2)⑦地域での見回り、声かけや不審者情報の提供などの防犯体制の充実
(2)⑧災害に強い都市基盤整備や地域での災害への備え
(3)⑦若者の就職や働く人の雇用の安定に向けた支援
(4)①保育園・こども園への入園や児童ホームなど子育てをしながら働くことができる環境
(4)③いじめ、不登校、ひきこもりなどの相談や学習支援、自立への支援
(4)④子育てに伴う経済的負担軽減や産前・産後の支援など安心して子どもを産み育てられる環境

A：優先して取り組むべき施策

Ａは満足度が平均以下、期待度が平均以上の「優先して取り組むべき施策」であり、「環境美化」「地球温
暖化対策」「自家用車から公共交通への転換」といった自然環境・生活環境に関する項目、「交通安全対策」
「生活道路の整備」「公共交通の便利さの向上」「交通渋滞対策」といった道路交通に関する項目、「住民に
身近な医療体制」といった健康・医療に関する項目、「子どもを産み育てられる環境」「いじめ、不登校、引
きこもりなどの相談や学習支援、自立への支援」といった子育て・教育環境に関する項目、「若者の就職や雇
用の安定に向けた支援」があげらています。
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(1)②きれいな河川や里地里山（住宅地に近い田畑や森林など）の再生や保全
(1)④ごみの減量・分別やリサイクル対策
(1)⑥水道水の供給（味、水質、安全性など）
(1)⑨秦野らしい風景やまちなみの保全
(1)⑩身近な公園や緑地などの整備と保全
(1)⑪下水道や道路の排水溝などの整備による雨水対策
(2)①市民が心身ともに健康で暮らせる環境づくり
(2)④検（健）診や生活習慣病（高血圧症、糖尿病など）の予防と対策
(2)⑨市民の安全を支える消防・救急体制の充実
(3)⑥秦野産の農産物の販売拡大や地元での購入の拡大
(4)②幼稚園・こども園、小・中学校の教育内容の充実や安心して学ぶことができる環境

(1)⑭高速バス路線の便利さの向上と広域交通のネットワークの促進

(2)③障がい児・者が地域で自立して暮らすための支援や活動

(2)⑥認知症や知的・精神障がい者の権利擁護（成年後見）の体制

(2)⑩管理が不十分な空家等への対策

(2)⑪商品取引や悪質商法による消費者トラブルを相談できる環境
(3)①企業誘致や市内企業の事業拡大への支援
(3)②金融、人材育成などによる中小企業経営基盤の強化への支援
(3)③地域と商店街との協力や交流などによる商店街の活性化対策
(3)④観光拠点の整備や魅力的なイベントの企画などによる観光振興
(4)⑧質の高い文化・芸術に親しむための催し物の充実と機会の提供
(5)①懇談会、市民意見の募集など、市民の声を市政に反映させる取組

(5)②定年退職した高齢者世代が地域活動などに関わる機会の提供

(5)④インターネットを利用した申請や届出など行政サービスの提供
(5)⑤市役所の所有情報をオープンデータ(※１)として提供
(5)⑥姉妹都市や友好都市との市民交流の活発化に向けた取組
(5)⑧近隣の市町村と連携した効率の良い行政サービスの提供
(5)⑩民間委託・民営化の推進、事務事業の見直しなどの行財政改革の推進
(5)⑪市民ニーズに合った公共施設の建設や必要な設備の整備
(5)⑬公共施設を利用する人に利用料の負担を求めるなど受益者負担の適正化
(5)⑭効率的で最小限の経費で運営を行うための公共施設の統廃合
(5)⑮公共施設における公衆無線LAN（フリーWi-fi）の利用環境の整備

B：現在の水準を維持すべき施策

C：現状維持、またはあり方について検討を要すべき施策

D：取組みの必要性が低い施策
(1)⑦動物と共生できる環境の整備
(3)⑤四季折々の「祭り」の振興に向けた取組

(4)⑤市民の生きがいづくりとしての生涯学習活動の機会や場の充実

(4)⑥スポーツ、レクリエーションに親しむ機会や場の充実
(4)⑦地域に残る伝統や文化の保存や継承
(5)③市役所からの生活に関する情報を簡単に知る手段の充実
(5)⑦平和意識の普及や自主的な平和推進活動の促進
(5)⑨住民票や証明書の発行など窓口サービス（土日開庁、連絡所の設置）の充実

(5)⑫公民館や福祉センターなどで実施する事業の質や提供するサービスの向上
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４つのプロジェクトに関する評価2

小田急線４駅周辺におけるソフト事業を中心としたにぎわい創出について、秦
野市はどのようなことに力を入れるべきだと思いますか。※２項目まで選択可

新東名高速道路を最大限に活かした地域の活性化について、秦野市はどのよう
なことに力を入れるべきだと思いますか。※２項目まで選択可

市外から誘客する仕組みづくり

地域と商店街が連携したイベントの充実

学生や若年層などが活動できる拠点づくり

市民活動や地域コミュニティを支援する拠点づくり

文化財などの地域資源を活かした散策ルートづくり

地域情報やイベント事業などが発信できる空間づくり

レンタサイクルなど自転車活用の充実

市民が主催するコンサートや舞台パフォーマンスなどのイベントの充実

34.0%

29.0%

25.9%

18.4%

18.0%

12.6%

9.3%

7.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

県立秦野戸川公園をはじめ表丹沢野外活動センター、田原ふるさと公園
などの周辺公共施設を活かした取組

地場産品などの販売施設の整備

農家レストランや農家民宿など山間の自然環境を活かした取組

豊かな里地里山を活かした森林セラピーなどの自然体験プログラムの整備

丹沢表尾根（山登り）を活かした取組

市民農園や観光農園などの良好な農地を活かした取組

スポーツ・レクリエーション施設の整備

34.4%

33.0%

24.3%

22.3%

18.8%

16.8%

14.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

市民
意識調査

「市外から誘客する仕組みづくり」が最も多く、次いで「地域と商店街が連携したイベントの充実」「学
生や若年層などが活動できる拠点づくり」と続いています。

「県立秦野戸川公園をはじめ表丹沢野外活動センター、田原ふるさと公園などの周辺公共施設を活かした
取組」が最も多く、次いで「地場産品などの販売施設の整備」、「農家レストランや農家民宿など山間の自
然環境を活かした取組」と続いています。



豊かな自然環境、生活環境の維持

子どもを生み育てやすい環境の整備

住み慣れた地域で健康で自立して生活できる環境の整備

災害に強く防犯意識の高いまちづくり

道路、公園、下水道等の都市基盤の整備、維持

健全な財政運営や行政改革の推進など市民に信頼される市役所づくり

就業機会の確保

人生１００歳時代を見据えた健康寿命を延ばす環境の整備

市内産業力の向上と地産地消・地域内消費の推進

市民意見の市政への反映・若者の市政参加の促進

教育環境の充実

生涯学習の充実や文化の振興

10

秦野市の関係人口を増やすためどのような取組が必要だと思いますか。
※２項目まで選択可

皆さんに秦野市に「住み続けたい住みたい」と思われるため、秦野市はどのよ
うなことに力を入れるべきだと思いますか。※２項目まで選択可

31.9%

31.0%

22.2%

21.8%

17.8%

12.1%

10.8%

9.0%

6.9%

4.8%

4.5%

3.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

市外在住者を対象とした、グリーンツーリズムや農業体験など秦野市
ならではの体験ができるイベントの開催

秦野の魅力を全国に発信するための旗印となるブランドメッセージ
やロゴマークなどの作成

お試し居住など秦野に宿泊体験できるような取組

地域の課題を解決するためのプロジェクトの立上げと市外在住者への
参加の呼び掛け

市内各地域のお祭りなどへの参加の呼び掛け

「（仮称）秦野ふるさと市民※」の創設

秦野市全般のことを学べる学習講座の開設

39.2%

16.9%

13.5%

10.8%

8.8%

7.6%

3.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

※（仮称）秦野ふるさと市民：「秦野ふるさと市民」として登録した方（居住者以外）に、定期的に市政情報を送ったりイ
ベントに参加していただいたりする制度

「市外在住者を対象とした、グリーンツーリズムや農業体験など秦野市ならではの体験ができるイベント
の開催」が最も多く、次いで「秦野の魅力を全国に発信するための旗印となるブランドメッセージやロゴ
マークなどの作成」、「お試し居住など秦野に宿泊体験できるような取組」が続いています。

「豊かな自然環境、生活環境の維持」、「子どもを生み育てやすい環境の整備」について多くの意見があ
り、次いで「住み慣れた地域で健康で自立した生活できる環境の整備」、「災害に強く防犯意識の高いまち
づくり」が続いています。
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秦野市のイメージ
～新たな都市像の策定に向けて～

３

選択肢 回答数 （％）
＜自然に関するキーワード＞
空気と水がおいしい 306 38.3%

水とみどりに育まれた 268 33.5%

みどりが豊かな 173 21.7%

表丹沢の麓に広がる 134 16.8%

自然に触れられる 123 15.4%

景色が美しい 71 8.9%

まちなみが美しい 39 4.9%

潤いのある 22 2.8%

＜芸術・文化・産業に関するキーワード＞
歴史や文化が感じられる 123 15.4%

働きやすい 101 12.6%

農業が盛んな 73 9.1%

芸術や文化が感じられる 64 8.0%

商業活動が盛んな 43 5.4%

工業が盛んな 27 3.4%

選択肢 回答数 （％）
＜生活に関するキーワード＞
暮らしやすい 260 32.5%

子育てのしやすい 139 17.4%

災害に強い 124 15.5%

交通が便利な 92 11.5%

スポーツや健康づくりが盛んな 85 10.6%

教育や生涯学習が盛んな 56 7.0%

＜市民参加に関するキーワード＞
ふれあいや助け合いがある 147 18.4%

次世代につながる 144 18.0%

人にやさしい 124 15.5%

市民がつくりあげる 61 7.6%

希望のある 58 7.3%

元気あふれる 42 5.3%

持続可能な 40 5.0%

＜その他＞
その他 13 1.6%

特に見直す必要はない 34 4.3%

現在、秦野市では、「みどり豊かな暮らしよい都市（まち）」を都市像（まちのイメージ）として掲げて
います。都市像を定めてから４０年以上が経過し、策定当時と比べて社会経済情勢をはじめ、市民の皆さま
のまちづくりへの参加意識や日常生活に対する価値観が大きく変化しています。
そこで、新総合計画の策定に際して、都市像について改めて検討を行うため、市民及び市外の皆さまに秦

野市のイメージについて伺いました。
また、市民ワークショップでは秦野市の魅力を踏まえ、「秦野からなくなってほしくないもの」について

話し合い、秦野のイメージについて広く議論を進めました。

市民が考える秦野のイメージ ～市民意識調査より～

市民
意識調査

市民
WS

市外
在住者
アンケート
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選択肢 回答数 （％）

＜自然に関するキーワード＞

みどりが豊かで自然に触れられるまち 74 77.1%

空気と水がおいしい潤いのあるまち 45 46.9%

景色やまちなみが美しいまち 9 9.4%

＜芸術・文化・産業に関するキーワード＞

芸術や文化活動が盛んなまち 0 0.0%

歴史や文化が感じられるまち 5 5.2%

農業が盛んなまち 16 16.7%

工業が盛んなまち 1 1.0%

商業が盛んなまち 1 1.0%

観光や祭りが盛んなまち 6 6.3%

＜生活に関するキーワード＞

スポーツや健康づくりが盛んな 6 6.3%

子育てのしやすいまち 5 5.2%

災害に強く、治安のよいまち 0 0.0%

交通が便利なまち 7 7.3%

＜市民参加に関するキーワード＞

地域のふれあいや助け合いがあるまち 4 4.2%

市外の住民との交流が盛んなまち 0 0.0%

市民意識調査では、「空気と水がおいしい」が最も多く、次いで「水とみどりに育まれた」と続き
いずれも「水」というキーワードが入っているのが特徴です。また、生活に関するものとして「暮ら
しやすい」というキーワードも多くあげられました。
一方、市外在住者アンケートでは、 ８割弱の方が「みどり豊かで自然に触れられるまち」のイ

メージがあるとしています。また、市民意識調査で少なかった「農業が盛んなまち」も比較的多くあ
がっており、市民と市外在住者とでイメージがやや異なることがわかります。

市外の人が考える秦野のイメージ ～市外在住者アンケートより～
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自然に関するものは全体でも多く意見が出されており、特に「自然」、「おいし
い水」、「丹沢」、「みどり」が多くあげられました。
連想マップをみてみると、これだけの豊かな自然が身近にあることを魅力として

考えている人が多いことや「おいしい水」に関連する「きれいな水」や「湧水」も
重要な資源としてなくなってほしくないと思う市民が多いことがわかります。

自然
に関するもの

芸術・文化・産業では、「桜並木」、「農業」、「たばこ祭」が多くあげられま
した。
連想マップをみてみると、農業に関して「地産地消」や「無農薬」等に魅力を感

じているとともに、休耕地等を有効活用しながら農地を保全していくこともあげら
れました。また都心部から近い観光やレジャーのまちとしてのポテンシャルに
ついてもあげられています。

芸術・文化・
産業に関するもの

■連想マップ

■連想マップ

秦野からなくなってほしくないもの ～市民ワークショップより～
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生活関連では、「子ども」、「秦野赤十字病院」といった子育てに関するキーワー
ドが多くあげられました。また生活を支える４駅を中心とした公共交通機関もあげら
れています。
連想マップをみてみると、自由に遊べる場所があることや子どもの遊ぶ姿が見られ

るまちであってほしいという想いや、交通についてはロマンスカーなどによる都心部
へのアクセスの良さも魅力であることがわかります。

生活
に関するもの

市民参加については、「地域のつながり」をあげる市民が非常に多く、それに関連す
るキーワードとして「地域力」、「助け合い」などのキーワードもあげられました。
連想マップをみてみると、気軽に相談できたり頼りになる人が身近にいることなど

を大切にしていきたいということがわかるとともに、これらによる地域力も貴重な資
源のひとつであることがわかります。

市民参加
に関するもの

■連想マップ

■連想マップ

連想マップとは…。
ワークショップであげられた様々なキーワードの関係性を図式化したもので、組み合わせが多い語ほど太

い線で結ばれます。連想マップとして表現することで、各キーワードの意図や重要度をビジュアル的に読み
取ることができます。



市民ワークショップ 子育て×暮らし

このまちで育てたい、学びたい！みらいにつなぐ子育てとは？

開催日 ：令和元(2019)年７月27日（土）午後１時～午後４時

参加者数：26名

こんな方々にご参加いただきました！

市内在住で子育て世代のお父さん・お母さん
秦野総合高校の学生さん
託児ボランティア、家庭的保育室の保育ママ、秦野市ＰＴＡ連絡協議会の方々

など

検討テーマ：

15

データと市民の声から探る、
テーマ別まちづくりのこれから

４

ワーク１：子育てする上で大切に思う環境とは？

ワーク２：そのために「必要なこと」、「できること」とは？

市民
WS



１．子育てする上で大切に思う環境とは？

16

①秦野で子育てしたいと思う人がたくさん出てくる

・出生率を上げ、結婚率を上げるために婚活（のイベント）を実施する
・秦野で子育てしたいなと思える情報が手に入る環境があるとよい

②安全安心な子育て環境が整っている

【出産できる医療機関】
・他市に比べて産婦人科が少ない
・分娩できる優良な病院･助産院、医師や助産師の確保が必要
・家の近く、駅前など便利な場所に分娩できる医療機関があるとよい
・周産期の医療環境の充実が必要

【子どものための医療体制】
・子どものかかりつけ医が近くにあることが必要
・病児保育が必要

【日常の環境】
・泣き声を気にしすぎないで子育てできる環境があるとよい
・安心安全なまちになってほしい
・自然に触れられる環境で育ってほしい
・交通安全の確保が大切

【外出時の環境】
・授乳室･おむつ替えの場所が増えてほしい
・様々な公共施設が駅周辺など便利な場所に集中しているとよい（例、厚木市など）

【遊び場の充実】
・安全に体を動かせる環境があるとよい
・好きなことをのびのびとさせたい
・雨の時の遊び場がほしい
・公園など外遊びできる環境が近くにあるとよい



③小学生の学びが充実している

【全般】
・個々の能力に合った教育を
・様々な経験を通じて、いろいろな世界を知ってほしい
・子どもの失敗の体験を大人が認められるようになるべき
・お金や社会について学んでほしい
・職業体験、社会経験のできる取組みがある良い。川崎市、横浜市などで行われている「ミ

ニ･ミュンヘン※」は好例。
・インターネットの怖さを学んでほしい
・地元以外の子どもとの触れ合いが重要
・例えば秦野らしく火起こしなどのアウトドアの知識や、歴史のこと、地域のことなどを

ゲーム感覚などで楽しく学べるような、学童保育に代わる場ができると良い

【小学校の教育環境】
・水準の高い教育環境を整えたい
・教育者、教育コンテンツのレベルアップをしてほしい
・より良い学校教育ができるよう、学校教員を取り巻く環境改善を図ってほしい
・学びの楽しさを味わえる場所があると良い
・学力では測れない、人間性を育てられる環境が必要

※ミニ･ミュンヘン…７歳から15歳までの子どもだけが運営する「小さな都市」。８月の夏休み期間３週間だけ
誕生する仮設都市で、ドイツのミュンヘン市ではすでに30年以上の歴史がある。
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データで見る秦野市の「子育て」 その１：若い子育て世代（30代）の定住意向

Ｑ.あなたは、これから先も秦野市に住み続けたいと思われますか。

住み続けたい

51.8％

どちらかというと
住み続けたい

31.0％

62.7%

58.2%

32.8%

29.9%

26.9%

19.4%

16.4%

11.9%

11.9%

1.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自分の家（土地）だから

豊かな自然がある

交通が便利である

仕事や学校の関係で

地域に愛着がある

地域や近所づきあいが良好

買物がしやすい

公共施設が充実

子育て環境が整っている

教育環境が整っている

「住み続けたい」が約52％、どちらかというと
住み続けたい」が約31％と30代のうち約８割の
人が定住意向を持っています。

住み続けたいと思う理由

出典：市民意識調査
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④子育て施設が充実している

【保育園】
・保育園希望者は全員入れるようになってほしい
・待機児童は少ないとのことだが、潜在的な待機の家庭が多いのでは
・家や勤務地の近くに子どもを預けながら働けるとよい
・保育時間を長くしてほしい（都心までの通勤への対応など）
・保育料をもっと安くしてほしい
・母親の在宅ワークを支える仕組みがあるとよい

【一時預かり】
・預かり保育が充実してほしい
・急に必要が出た時の預け先があるとよい

【幼稚園】
・公立幼稚園を３年制にして、早く入園できるようにしてほしい
・幼児教育･保育の無償化により、公立幼稚園のメリットがなくなるため、特色が必要

【学童保育･子どもの居場所】
・学童保育を小6まで実施してほしい
・夏休み中などの学童をサポートできる仕組みが必要
・多様性を認めてもらえる居場所が必要
・異年齢で遊び、関われる環境
・遊べる、食べられる、楽しめる

⑤子育て中の親を支える仕組みが充実している

【出産前～産後～入学前】
・いつでも相談でき、頼ることのできる仕組みがあるとよい（ネウボラ※1・ドゥーラ※2

等）。中井町でネウボラの取組みが始まっている
・ランチが食べられる子育て支援の場があるとよい。茅ヶ崎に実例がある
・特に転入者にとっては、出産期から相談できる相手がいるとよい
・ネットや本の情報ではなく、生の声を聴ける場所が必要
・妊活をサポートする仕組みがあるとよい。女性だけでなく男性もサポートすべき
・様々なお産の知識を学び、その方法を選べるようになると良い
・母子手帳の受け取りや出生届の際に出産･子育てに関するサービスが的確に受け取れるよう

になると良い

※1ネウボラ…フィンランドにおいて、地方自治体が設置、運営する拠点。妊娠期から出産、子供の就学前まで
の間、一人の保健師が継続的に担当し、母子とその家族を支援する。

※2ドゥーラ…産前産後の女性を支援する職能。家事の代行、赤ちゃんのケアのほか、情緒面を含め、産前産後
の女性に寄り添った対応を行う。

【乳児期】
・経済的負担の軽減をしてほしい（おむつの支給など）

【幼児期】
・就園前の子を持つ親が社会や地域から取り残されないための仕組みが必要



１．子育てする上で大切に思う環境とは？
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【共働き】
・共働き世帯にやさしいまちになってほしい
・共働きしやすいよう、短時間勤務や単発の仕事が多くあるとよい
・実家暮らしでなくとも共働きができるようになってほしい
・専業主婦でも共働きでも、それぞれが罪悪感を抱くことなく子育てしてほしい

【相談の仕組み】
・子育ての悩み･不安を気軽に相談できる場所がほしい
・数学的･科学的根拠を示して答えてくれる、プロのアドバイザーがいるとよい
・周りと違う不安を抱えても多様性を認め、「大丈夫だよ」と言ってくれる存在が大切

【全般】
・支援の仕組みが知られていない
・情報収集が苦手な人にも情報が得やすくなると良い
・行政の各事業が細分化して分かりにくい。一貫して分かりやすくしてほしい。平塚市では

子育て施策を面として展開し、アピールしている
・おじいちゃん、おばあちゃんが現代の子育てを学ぶ環境が必要
・子育て支援は育児の肩代わりをすることではない。親子の絆をより強くさせるものである

べき
・子育ては楽しいものであることを伝えたい。親を孤立させないような仕組みが必要

⑥地域と関わりながら子育てができる

・「おせっかい」するおじさん、おばさんがいる環境
・地域とのつながりがあれば、安心して過ごせる
・地域の人と一緒に子育てをする
・子ども会の活動が少なくなっている中、それに代わる活動が必要
・道ですれ違った人と挨拶がしあえる環境がよい
・放課後の小学生の見守りが必要
・地域との繋がり、子ども同士の繋がりができる場所があると良い

データで見る秦野市の「子育て」 その２：共働き世帯
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秦野市 全国 神奈川県

最年少の子供が０~５歳の世帯 最年少の子供が６~12歳の世帯
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出典：国勢調査

■2005年 ■2015年

近年、共働き世帯は全国的に増加傾向にあり、秦野市も同様に増加しています。特に子どもの年齢が小さい
世帯の方が増加率が大きくなっています。

■2005年 ■2015年



⑦親同士が支えあって子育てができる

・子育て中の親同士のコミュニティ･集える場所･居場所が充実するとよい
・妊娠･出産･子育てについて学べる場所と仲間、先輩がいる
・父親の育児参加を進めたい
・同世代のママ友が欲しい
・孤立せずに心の交流ができ、安心して子育てと親育ちができる場があるとよい
・子育てサークルなどの場が苦手な人もいるので、その対応が必要

⑧その他

・円満な家庭環境が大切と思う
・思春期の子どもの悩みを相談できる場所（先生ではなく）
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(1)③ごみ、タバコなどのポイ捨て、ごみの不法投棄などを
減らす環境美化

(1)②きれいな河川や里地里山（住宅地に近い田畑や森林な
ど）の再生や保全

(1)⑮歩道やガードレール、カーブミラーのある道路などの
交通安全対策

(1)⑩身近な公園や緑地などの整備と保全

(2)⑤病院、救急医療などの住民に身近な医療体制

(4)④子育の経済的負担軽減や産前・産後の支援など安心し
て子どもを産み育てられる環境

(4)②幼稚園・こども園、小・中学校の教育内容の充実や安
心して学ぶことができる環境

(4)③いじめ、不登校、ひきこもりなどの相談や学習支援、
自立への支援

(4)①保育園・こども園への入園や児童ホームなど子育てを
しながら働くことができる環境

5.18 

4.73 

4.23 

4.18 

4.15 

3.76 

3.67 

3.35 

3.23 

4.64 

4.28 

4.47 

3.85 

4.00 

3.07 

2.93 

2.96 

2.92 

【30代の回答】 【全体の回答】

17位

22位

21位

23位

データで見る秦野市の「子育て」 その３：市の取組に関する期待度
上位5項目と子育て・教育関連項目

市民意識調査（30代の回答）による市の取組に関する今後の期待度は、自然環境・生活環境に関する内容が
特に高く、全体の傾向と近似しています。一方で、子育てに関する項目は、全体での順位に比べ10位前後高い
傾向にあり、すべての項目においても上位となっています。

３位

２位

７位

６位

１位

６位

８位

12位

13位

２位

３位

４位

５位

１位

出典：市民意識調査
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①出産場所や医師の確保

・出産のための病院や医師を確保する
・産科があり、緊急時に対応できる病院を整備する

②子育てのための場づくり

【駅の近くに子育て支援の拠点をつくる】
・駅の周辺をもっと活用する（イトーヨーカドー跡地、秦野駅南口など）
・保健福祉センターは行きにくいので、４駅の近くに子育て支援の拠点をつくる
・子育てしたいまち第3位の厚木市は、子育て施設･高齢者施設が駅周辺にあり便利

【既存施設を活用して充実させる】
・地域の人気スポットを使いやすくして、周知を図る
・カルチャーパーク、秦野戸川公園だけでなく、地域の小さな公園も充実させる

【悩み相談の場をつくる】
◇コミュニティとしての場

・世代間のコミュニティの場として、ワークショップを継続的に行う
・「ぽけっと21※」を若い人に周知する
・子どもを短時間預けて、子育て友達と話せる場所があるとよい

※ ぽけっと21…子どもたちが自由に遊び、親同士が子育てについての情報交換や交流活動ができる場として、
秦野市が市内７箇所で開設している子育て支援センター。子育てアドバイザーが常駐しており、なんでも気
軽に相談することができる。

◇利用しづらい人へのフォロー

・既存のコミュニティには合わない人へのフォローも必要
・子育てグループに入ると役割を任されることになるので、共働きの家庭は忙しくて参加で

きない
・公園等で活動している子育てサークルに入りにくい
・SNSで相談できるツールがあるとよい

◇個人の場

・新生児訪問などを通じ、個人的に悩みを相談できる
・親子関係がうまく行かず、孤立している子どもを支えるため、家庭に行政が適切に関与す

る
・教育、福祉の境なく相談できる場をつくる

【居場所をつくる】
・ＮＰＯと行政とが協働で居場所をつくる
・空き家を利用した子育て施設をつくる。中井町に例がある。固定資産税の税収増にもつな

がる

２．そのために「必要なこと」、「できること」とは？
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【多世代のつながり、交流の機会をつくる】
・遊ぶ場を作るのではなく、好きなことをさせる
・学童保育をもっと面白くする
・子どもが何を好きかに気づくきっかけづくり
・大学生が家に来てくれる、遊んでくれる、勉強を教えてくれる
・放課後アウトドア教室
・地元以外のことのつながりができる

【自然の中の遊び場をつくる】
・自然環境を活かした遊べる施設をつくる
・個人の方がつくった「サワガニの里」をもっと周知したい
・自己責任で様々なことができるプレイパークをつくる
・兄弟が一緒に遊べるよう、乳幼児～小学生までが同じ場所で遊べる遊び場をつくる（例、

アミュー厚木･あつぎ市民交流プラザ）

【カフェをつくる】
・表丹沢野外活動センターなど、既存のスポットにカフェを設置し、交流の場とする
・カフェなどの場所を行政が用意し、市民が運営する

③多様な保育ニーズへの対応

・病児保育、延長保育、一時預かりなどを充実させる

④共働きを支援する

・近くに子どもを預けられる
・家で仕事ができる

⑤子どもの安全の確保

・乳児を連れた外出をしやすくする
・バリアフリーを確保する
・自家用車や公共交通での移動のしやすさを確保する
・通るべき道や近づいてはいけない場所を載せた子ども向け地図「おつかいマップ」をつくる

⑥子育て支援に市民が活躍できる場を

【市民と行政との協働】
・市民が活躍するまちづくりにシフトする
・20～30代の声を聴いて、行政と市民とのクリエイティブな協働を進める
・行政と市民との協働を進めるためには市上層部の考え方を変える必要がある
・市政懇談会に若い人が参加しやすいよう、年代別に開催する



子育て×暮らし このまちで育てたい、学びたい！みらいにつなぐ子育てとは？

～まとめ～

【コミュニティ】
・日常生活の中、通学路などで声を掛け合える
・普段からのコミュニケーションを大切にする
・地区の祭り、自治会の集まり、消防団など、既存の組織でのコミュニティを大切にする
・地域のコミュニケーションの中で「見守られている」感覚を大切にする
・自然発生的な地縁によるコミュニティと施設でのコミュニティの両方を大切にする
・高齢者が子育てに参加する
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１．子育てをしたいと思えるまち
秦野という地の特性や資源を生かした子育てをしていくことで、若い子育て世代が集まってく

るまちであることが大切です。

２．親にとっても子どもにとってもやさしい、時代にあった子育て環境
どの年代の子どもも安心して過ごせる場づくりや共働きなど多様なニーズに対応した子育て施

設の充実など、子どもにとっても親にとってもやさしい子育て環境が求められています。

３．秦野の地を活かした遊び・学びの充実

自然を生かした遊び場や学習体験など、秦野ならではの子育て環境の充実が秦野で子育てをし
たいと思う魅力につながっていきます。

４．地域住民や市内大学生なども一緒に支え合う地域ぐるみの子育て

親と子の２世代関係だけでなく、パパママ先輩となる地域の方や大学生などと幅広く交流をす
ることで、相談できる環境づくりや子ども達が多くの経験をしながら成長できる環境づくりが大
切です。

子育て中の親を支える
仕組みが充実している

子育て施設が
充実している

安全安心な子育て環境
が整っている

親同士が支えあって
子育てができる

小学生の学びが充実し
ている

地域と関わりながら
子育てができる

秦野で子育てしたいと思う人がたくさん出てくる
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市民ワークショップ 魅力×暮らし

「みんなに教えたい」このまちの魅力とは？

開催日 ：令和元(2019)年８月３日（土）午前９時30分～午後０時30分

参加者数：30名

こんな皆さまにご参加いただきました！

自営業の方、農家の方、
秦野総合高校、秦野高校、秦野曽屋高校、東海大学、上智大学短期大学部の学生さん

など

検討テーマ：

ワーク１：みんなに教えたい秦野の魅力とは？

ワーク２：その魅力、どんなとき、誰にどうやって伝えていく？



１．みんなに教えたい秦野の魅力とは？
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①身近にある豊かな自然

【自然】
・自然が豊か
・自然を活かした生活ができる
・駅から歩いて行けるところに山・川がある
・自然が豊かで子どもを遊ばせる場所がたくさんある
・子育て世代は、豊かな自然があることを理由に秦野に引っ越してくる人が多い

【水】
・水がおいしい、きれい
・水道水がおいしい
・夏でも蛇口から冷たい水が出てくるのは貴重である
・名水百選に選ばれた安心・安全な水がある
・秦野の名水は全国１位を取っており、ブランディングされている
・駅前に水無川がある
・湧き水など、生活の中に自然がある
・メダカの解放会

※「名水百選」選抜総選挙（環境省）の「おいしさがすばらしい名水部門」１位

【山】
・丹沢山を含む自然環境が良い
・上地区は、山に囲まれたところに家が建っており癒される
・小学校の遠足で弘法山に登る

【景色】
・景色が良いスポットが多くある

【公園】
・公園が多い
・平沢付近は公園が多い

暮らし編

水無川

丹沢 大山 弘法山

秦野戸川公園 カルチャーパーク
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②安全で新鮮な農作物

【野菜】
・食品の安全性
・ほうれん草がおいしい
・野菜の直売所が多い
・じばさんずや直売所で新鮮な地場産野菜が購入できる

【農業】
・ふれあい農園など、農業を身近に感じられる仕組みが整っている

③静かで安全な住宅環境

【静か】
・静かで生活しやすい
・静かで落ち着いたまちで暮らしやすい

【治安】
・治安が良い

【美化】
・まちがきれい
・まちがきれいでゴミも少ない

データで見る秦野市の「魅力」 その１：秦野市民が秦野で好きな場所 ～市民意識調査より～

県立
秦野戸川公園

31.8％

カルチャー
パーク

30.3％
イオン

ショッピングセンター

23.4％

はだの
桜みち

21.4％

水無川緑地

14.9％

おおね公園

9.9％

じばさんず

9.6％
弘法山公園

7.4％

丹沢表尾根

5.9％

鶴巻温泉
弘法の里湯

5.5％

田原
ふるさと公園

3.8％

震生湖

3.9％

桜土手
古墳公園

2.3％

表丹沢野外活動センター

1.4％

名水はだの
冨士見の湯

1.1％

宮永岳彦
記念美術館

0.4％

秦野市内の場所で好きなところを聞い
たところ、特に多かったのは「県立秦野
戸川公園」、「カルチャーパーク」とい
ずれも公園があげられました。

じばさんず
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④近隣市と比べ地価の安い地域

【地価・家賃】
・近隣市と比べ家賃が安い
・駅から徒歩圏内の地価が安い
・地価が安いため、マイホームを持ちやすい

⑤４駅あるため家から駅が近く、都心への交通利便性も良い交通環境

【公共交通機関】
・小田急やバスが通っており、交通が便利
・市内に駅が４駅ある
・４駅あるため、どこも比較的駅から家までが近い
・都内へ乗り換えなしで行くことが出来る
・新宿まで１時間で行ける

【高速道路】
・秦野中井ICがあるため、都内・郊外へのアクセスが良い

⑥活発な住民同士の交流
【交流】
・住民同士の交流が多い
・地域の人と挨拶をする
・話しかけてくれると安心できる
・地域の人が優しく、のんびりしている
・良い人、明るい人、活発な人が多い

【祭り】
・地区ごとのお祭りが盛んである
・今でも神輿が各家庭を回ってきてくれる

⑦日常の買回り品の利便性が高い商業環境

【買い物環境】
・買い物が便利
・商業施設が増加している

【にぎわい】
・東海大学前駅周辺は賑わいがある

イオン
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⑧災害に強い土地

【災害】
・災害に強い
・津波の心配がない
・秦野市のハザードマップを見て、水害・津波が少ないことから引っ越してくる人がいる
・渋沢の地盤が強い

⑨その他

【文化】
・芸術家が多く住んでいる

【教育】
・教育が充実している

【病院】
・秦野赤十字病院は、産科のある総合病院

データで見る秦野市の「魅力」 その２：秦野の移動人口

出典：国勢調査

秦野市に定住している通勤・通学者の約半数が他市区町村へ通勤・通学しており、近隣市町や小田急線沿線
市、新宿、千代田区等への都心部への通勤・通学者も比較的多くなっています。また、秦野市へ通勤・通学し
ている人のうち約３割が市外からの通勤・通学者で、その多くが近隣市町からの通勤・通学者となっています。

秦野赤十字病院

■秦野市で定住する人の通勤・通学先

1~30人

31~200人

201~500人

501~2000人

2001~3000人

他市区町村で
従業・通学

41,380人

秦野市で
従業・通学

39,586人

■秦野市に通勤・通学する人の通勤・通学元

1~30人

31~200人

201~500人

501~1500人

1501~3000人

秦野市に定住

39,586人

他市区町村に定住

18,693人

たばこ祭 秦野文化会館

秦野から働きに行く人 秦野へ働きに来る人
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①農林業のしやすい環境

・花（カーネーション、バラ）や木材（ヒノキ）の農林業が盛ん
・農業に力を入れている
・有機栽培の農家が増えている
・農業をしやすい環境である
・小学校の授業で米づくりをした

②都心へのアクセスがよいまち

【鉄道】
・小田急線一本で都心部へアクセスできる
・秦野駅にロマンスカーが停車する
・秦野始発のロマンスカーがある
・ロマンスカーの切符をインターネットで予約できる

【バス】
・学校までのバスの本数が少なく不便であるため、駅から歩いて学校まで行く生徒の方が多い

【車】
・静岡の職場までは車で通勤している
・新東名高速道路のICが新しくできる

③有数の企業の立地

【工業】
・日立やスタンレー等、有数の企業がある

しごと編

ロマンスカー

新東名高速道路
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①様々な景観スポット

【景色】
・富士山がみえるまち
・名古木・ヤビツ峠付近からの富士山
・水無川から見る富士山
・弘法山からの景色
・震生湖駐車場からみた秦野市
・里山風景

②自然を活かした資源

【川・水】
・渓流
・水がきれいでおいしい

【登山・ハイキング】
・自然豊かな山々
・登山
・山歩きなど、自然歩きが良い
・山歩きのコースマップがたくさんある
・山菜など山歩きでの発見がある
・あいさつなど山歩きで人のつながりを感じられる
・渋沢丘陵など山以外にも歩いて楽しいところがある
・震生湖はハイキングに良い
・くずはの家などの自然体験スポット。各地にあるとよい

【アウトドア】
・キャンプ場の近くに湧き水や棚田がある
・アウトドアが充実している
・ロードバイクの名所

【公園】
・自然に触れられる公園が多い

【桜】
・6.3㎞におよぶ桜みち

【地形】
・温泉がある
・亀の子石やくずはの家、震生湖などジオパーク的資源（地学）が多い

観光編

丹沢 塔ノ岳弘法山

秦野戸川公園

BOSCOオートキャンプベース

震生湖 渋沢丘陵 鍋割山の鍋焼きうどん四十八瀬川

おおね公園

はだの桜みち

弘法の里湯 くずはの家 震生湖
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③歴史あるまち

【祭り・イベント】
・祭りが盛ん
・伝統的なイベントが今も残っている
・たばこ祭は屋台数が多い
・たばこ祭のジャンボ火起こし
・たばこ祭の花火

【歴史・遺産・文化】
・歴史・芸術に触れやすい
・千年の杜
・旧石器や古墳など考古学的な遺産が多い。県が持って行ってしまうため地域に残してほしい
・道祖神が日本で３番目に多い（安曇野、富士宮に次ぐ）

④秦野の自然環境で生まれる名産品

【農作物】
・落花生やお菓子の名産品がおいしい
・秦野農作物は新鮮で魅力的
・様々な農作物が栽培されている

⑤その他
・映画「じんじん」の舞台

蓑毛大日堂

五右衛門豆腐落花生

たばこ祭 丹沢アートフェスティバル

データで見る秦野市の「魅力」 その３：市外の人が好きな／行ってみたい秦野のスポット

58.3％

温泉

26.0％

農産物直売所
観光農園

53.1％

自然 公園・緑地

14.6％

祭り

7.3％

はだの丹沢水無川
マラソン大会

2.1％

生涯学習
スポーツ施設

4.2％

アウトドア

2.1％

文化・歴史的
スポット

市外の人が答えた
秦野市の
好きな場所

訪れてみたい場所
16.7％

出典：市外在住者アンケート

鶴巻温泉、弘法の里湯など 秦野盆地湧水群、丹沢表尾根
震生湖、桜みちなど

じばさんず、イチゴ、落花生、
サツマイモなどの農園

水無川緑地、県立秦野戸川公園
田原ふるさと公園、弘法山公園など

秦野たばこ祭、秦野丹沢まつり
秦野市市民の日など

表丹沢野外活動センター
民間キャンプ場など

文化会館、図書館
総合体育館、野球場など

桜土手古墳公園、宮永岳彦記念美術館
源実朝公御首塚、野外彫刻など



２．その魅力、どんなとき、誰にどうやって伝えていく？
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①今ある資源の活かし方

【水】
・安心な水アピール
-イベントで「おいしい秦野の水」を配る
-秦野市のコンビニや売店ではすべて「おいしい秦野の水」を置く
-ウォーターサーバー等、様々な水の販売方法の展開

・水だけでなく水を使った食品
-豆腐など水に関連した名産をつくる

・「水」を活かした観光コンテンツ
-湧き水ツアーの充実
-メダカの育成
-まちの至る所に親水空間をつくる
-歩いていて水が見えると涼しげで良い

【山】
・誰でも気軽に行ける山（登りやすさ）
-本格的な登山ではなく、ハイキング程度のコースの充実
-ケーブルカー等の整備で山に登りやすくする

・多様な山の楽しみ方
-山で食べられる秦野市特産の軽食を駅の近くで販売
-登山に合わせて、わざわざ食べに行きたくなるお店
-音楽イベント等の開催
-登山客が立ち寄れるお土産物屋やイベントの開催

・山登りからの市内名所へのながれ
-交通の利便性向上により登山から温泉・食事など一連の流れがつくれるようにする

【木材】
・秦野ブランドの木材
-質の良い木材としてのブランディング
-歌舞伎座等の舞台で使用されている秦野産のヒノキ

おいしい秦野の水
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【農業】
・おいしく安全な野菜
-地場産品の購入できる販売所を増やす
-東海大学等の校内で秦野産の野菜を販売する

・持続可能な農産業
-育てることを体験できるとよい
-農業で食べていける環境整備（後継者問題）

【その他】
・さくら道
-ライトアップ時間の延長

・震生湖
-震生湖ができた由来を伝える

データで見る秦野市の「魅力」 その４：関係人口を増やすための取組の必要性

Ｑ.関係人口を増やすための取組は必要だと思いますか。

関係人口を増やすための取組み内容

出典：市民意識調査

必要である

51.1％

関係人口とは…：自分のお気に入りの地域に週末ごとに通ったり、頻
繁に通わなくても、ふるさと納税をしたり、何らか
の形でその地域を応援するような人たち。すなわち、
「観光以上、定住未満」と捉えられている人口

7.6%

3.9%

39.2%

8.8%

10.8%

13.5%

16.9%

43.8%

19.8%

71.9%

37.5%

20.8%

37.5%

24.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

「（仮称）秦野ふるさと市民」の創設

秦野市全般のことを学べる学習講座の開設

市外在住者を対象としたグリーンツーリズムや農業体験など
秦野市ならではの体験ができるイベントの開催

市内各地域のお祭りなどへの参加の呼び掛け

地域の課題を解決するためのプロジェクトの立上げと
市外在住者への参加の呼び掛け

お試し居住など秦野に宿泊体験できるような取組

秦野の魅力を全国に発信するための旗印となる
ブランドメッセージやロゴマークなどの作成

■市民意識調査 ■市外在住者アンケート

１

２

３

３

１

２

２
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②情報発信

（１）全体に対して

【情報発信】
・イベント写真をハッシュタグをつけてSNSで発信
・動画などの活用（かながわ自主防災航空のドローンを使った撮影）
・小田急の協力（広告等）
・神奈中バス等の社内アナウンスの活用
・紙媒体での情報発信（手紙や回覧板）
・歩くイベントで資源を知ってもらう
・駅のホームなど電車を降りてすぐ見えるところでPRする必要がある
・バス乗り場等でPR

【関わる人】
・祭りやイベントに参加してもらう人を増やす
・学校と協力して地域の魅力ワークショップを行う

【一人ひとりの心がけ】
・自分が良いと思うことは人に伝える
・口コミで魅力を伝える

（２）市外の人に対して

・近隣市でイベントPR
・不動産広告と併せて秦野市のアピールをする
・車内放送でイベント情報を周知
・都内の人々に向けたイベントPR
・一度来た人への特典があるとよい
・外の人にPRする仕組みを地域の人と一緒に考える

（３）市民に対して

・年間イベントを市民に伝える
・ホームページ等で散歩ルートを提案

（４）学生に対して

・高校生は地域の情報を知る機会がないため、学校の掲示板等へチラシを掲示
・SNS（インスタグラム・Twitter）やラジオなど高校生の情報ツールの活用



魅力×暮らし 「みんなに教えたい」このまちの魅力とは？

～まとめ～
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１．市街地からすぐ近くにある山・水・自然
市街地からすぐ近くに広がる豊かな自然は、秦野市の最大の魅力として大きな資源の一つで

す。

魅力をより高めていくために…。

・登山に来た人が温泉等での市内各所を巡るなど、回遊性を高める仕組み
・「水」を使った名産品や観光コンテンツの強化
・秦野産材の活用など、秦野の自然を身近に感じられる環境づくり など

２．交通アクセスの良さ

市内は、４駅あることからどこからでも駅が近く、東名高速道路やロマンスカー等も通ること
から、都心部や広域圏からのアクセスも良く、通勤・通学にも便利であるとともに、観光地とし
ても来やすい街となっています。

魅力をより高めていくために…。

・静かな住宅地や手ごろな地価など、若い世帯に向けた暮らしやすさのPR
・鉄道や駅構内でのPRなど沿線利用者への魅力発信

など

３．安全で新鮮な秦野市の「農」

じばさんずを中心とした直売所で販売されている地場産の農産物は、市民の暮らしを支える大
きな魅力であるとともに、秦野市の名産品としても貴重な資源の一つです。

魅力をより高めていくために…。

・地場産品を活用した名産品の展開
・安全性等のアピールによるブランド力ある野菜づくりなど、持続可能な農業のあり方の
検討

など
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市民ワークショップ 健康×暮らし

人生100年時代。秦野での豊かなセカンドライフとは？

開催日 ：令和元(2019)年８月３日（土）午後２時～午後５時

参加者数：25名

こんな皆さまにご参加いただきました！

定年退職・子育て卒業世代の市民の方々
高齢者支援センター職員の方、農林業を行っている方々
秦野総合高校の学生さん など

検討テーマ：

ワーク１：あなたが考える豊かなセカンドライフとは？

ワーク２：そのために「必要なこと」、「できること」とは？



１．あなたが考える豊かなセカンドライフとは？
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①健康・運動

【健康づくり】
・若い頃からセカンドライフに向けて健康の維持に心がけることが大切（50代以下）
・健康寿命をより長く過ごせるよう健康管理をする（60代）
・健康に留意しながら、笑うことを大事に生活していきたい（70代）
・体を動かし、自立できる体力の維持が大切（70代、80代）
・できる限り屋外で活動する（80代以上）
・健康で病院にいかないようにしたい（80代以上）
・125歳のギネス記録に挑戦し、ピンピンコロリをめざす（80代以上）

【ウォーキング・登山】
・ウォーキングによる体力づくり（60代）
・冬季は１日１万歩の散歩をする（70代）
・低山登山を続けていく（70代）
・週1～2日、渋沢丘陵などをハイキングする（70代）
・月１回の山登りができたらよい（80代以上）
・80歳以降も塔ノ岳に登頂する（80代以上）

【その他のスポーツ】
・40代でバレーボールチームをつくりたい（50代以下）
・60歳の定年後は、生涯スポーツ（クレー射撃）に目標をもって取り組みたい（60代）
・80歳ごろトライアスロンを完走したい（80代以上）
・90歳までスイミングを続ける（80代以上）

データで見る秦野市の「健康」 その１：人口推移と高齢化率

6.2%
6.8%

8.1%

9.9%

12.4%

15.7%

20.3%

26.1%

28.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

S55

1980

S60

1985

H2

1990

H7

1995

H12

2000

H17

2005

H22

2010

H27

2015

H30

2018

総人口

後期高齢者

前期高齢者

生産年齢人口

年少人口

高齢化率

約3.5人に1人
が高齢者

約5人に1人
が高齢者

約8人に1人
が高齢者

約16人に1人
が高齢者

※括弧内の年代は、その年代でやりたいことなど



豊かな自然環境、生活環境の維持

住み慣れた地域で健康で自立して生活できる環境の整備

災害に強く防犯意識の高いまちづくり

子どもを生み育てやすい環境の整備

健全な財政運営や行政改革の推進など市民に信頼される市役所づくり

道路、公園、下水道等の都市基盤の整備、維持

人生１００歳時代を見据えた健康寿命を延ばす環境の整備

就業機会の確保

市内産業力の向上と地産地消・地域内消費の推進

市民意見の市政への反映・若者の市政参加の促進

生涯学習の充実や文化の振興

教育環境の充実
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②医療・福祉

・43歳に児童・介護・福祉が融合した施設をつくりたい（50代以下）
・現在の職業を通じて、かかりつけ医を500人育成したい（50代以下）
・家庭医というかかりつけ医をもって健康医療を相談できる仕組みが必要（60代）
・70歳までは健康不備を直したい（70代）
・秦野赤十字病院に循環するバス便を増やしてほしい（70代）
・市の公用車を使って病院を巡回できるようにする（80代～）
・65歳から医療費がかからないとよい（60代）

③趣味

【趣味・旅行】
・体が動けるうちに各地旅行したい（60代）
・55歳～70歳は秘湯めぐりをしたい
・釣りなど、新しいことにチャレンジしたい（70代）
・苦労しない近くのコンサートに行きたいが、コンサートでも好みが様々なので、文化会館での企画は

難しいかもしれない（70代）
・69歳の定年退職後、趣味としての音楽サークル活動をしてみたい（70代）
・健康に気をつけて趣味を増やしていきたい（80代以上）

データで見る秦野市の「健康」 その２：「住み続けたい 住みたい」と思われるため取り組むべきこと
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0% 10% 20% 30% 40%■60代以上 ■全体
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【農業】
・家計のためでなく趣味、健康管理のため農業をしたい（50代以下）
・農業者の所得が上がらないと新規就農者は増えないと思う（50代以下）
・69歳の定年退職後、趣味としての農業をしている（70代）
・後期高齢者になっても家庭菜園、鮎釣りができる健康でいたい（70代）
・手作り野菜をつくり作業内容を次世代に伝えていきたい（70代・80代）
・経験だけでなく勉強しながら、目先を変えた野菜づくりをする（70代）
・しいたけづくりの森整備などの里山づくりに取り組む（70代）
・農業を死ぬまで出来たらよいと思っている（80代以上）
・趣味の範囲で元気に農業を続けていきたい（80代以上）

④交流・社会貢献・助け合い

【地域・仲間との交流】
・地域とのコミュニケーションが図れる場が多くあるとよい（70代）
・元同僚や同窓生と飲み会をやっている（60代）
・温泉で仲間と集まる（70代）
・近所の人と飲み会をやりたい（60代）
・仲間と植物観察、ウォーキング、食べ歩きをする（70代）
・健康であれば外にでて活動したい（70代）
・異業種の人たちとの交流が大切なのではないか（70代）

【地域での助け合い】
・地域で必要とされる人であり続けるため活動していく（50代以下）
・地域で助け合う活動をする（60代）
・地域で助け合うことができるやさしいまちにしたい（60代）
・地元での相談ニーズに貢献したい（60代）
・地元の顔見知りに支えてもらいたい（80代以上）

【サロン活動】
・60歳から地元に根差したお店をやりたい（60代）
・元気なうちに趣味を生かしたサロン活動（ブックカフェ）をしたい（70代）
・買物支援のボランティア、麻雀サロンを開催をしている（70代）

【ボランティア活動・社会貢献】
・ＮＰＯ法人四十八瀬川自然村で活動する（70代）
・65歳ごろ、健康に関する団体をつくりたい（60代）
・家計が苦しくとも、心身とも健康で地域に貢献できる人になっていたい（70代）
・80代半ばまで陸上審判のボランティアを続けたい（70代）
・趣味を続けながら、もっと高齢の人の面倒を見る（70代）
・外国籍の方向けのボランティアをする（80代）

【自治会活動】
・40代から自治会の運営に参加する（50代以下）
・地区、自治会等の事業に参加する（70代）
・自治会に入りたくないが、子ども会に入りたい（役員はやりたくない）（70代）
・子ども会、自治会の役員のなり手が不足している（70代）
・自治会等の社会貢献をしたい（70代）
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【子ども・若者支援】
・未来食堂をつくりたい（50代以下）
・50代～定年までは、ボランティアで学習支援をする（50代以下）
・地域でのボランティア、子ども会づくり（60代）
・若者世代へ何でも教え、協力する（60代）
・資格（保育士）を活かした団体づくり（60代）
・地域で孫やゼロ歳児の子育てを支援するための環境づくり（70代）
・定年後は空家を使った学童保育をしたい（70代）
・地域の歴史を子どもたちに伝える活動もしたい（70代）
・地域の幼稚園やこども園の支援活動（70代）

⑤住まい・生活環境・交通手段

【住宅】
・住宅のメンテナンスが大変になってくる（60代）
・65歳～70歳で住宅をリフォームをしたり、マンション探しをする（60代）
・75歳からはシニア向けマンションに移りたい（70代）
・できうる限り庭木の剪定を続けたい（70代）
・75歳から小さな住まいに移り、ゆっくり過ごしたい（70代）
・誰かと一緒に住みたい（80代以上）
・自分が暮らしてきた家に住み続けたい（80代以上）
・住まいが4階で階段を使用できなくなる時期なのでどうすればよいか考えている（80代以上）
・健康でなくなったら医療を受けながら、できるだけ在宅暮らしを続けたい（80代以上）
・老人施設に住む（90代）

【生活環境・交通手段】
・秦野の看板になるようなお店が増えて欲しい（60代）
・70代からは交通機関が割引になるとよい（70代）
・今はバイクや車で移動できるが、年をとって運転できなくなった時どうすればよいか（60代）
・今後は車の自動運転などの技術がでてくるので活用できないか（60代）
・市内で生活がすべてできたらよい（80代以上）
・タクシーがすぐ来るような便利な場所に転居する（80代以上）

⑥仕事

・定年後はアルバイトでもよいから働きたい（60代）
・フルタイムではなくても体調にあわせて働けるとよい（60代後半）
・元気な間はいつまでも働きたい（60代～）
・働くことで体・脳を動かす、頭を使って余暇をつくる（60代）
・定年を迎えるにあたり、仕事をやりつくす（60代）
・地元に根差したお店を開業する（60代）
・家族で、こじんまりとした店を開きたい（60代）
・お店など、現在の仕事とは全く違う仕事をしたい（60代）
・高齢起業で学習支援をする（生きがいと収入の両立）（70代））



①市民が心身ともに健康で暮らせる環境づくり

②高齢者が住み慣れた地域で
暮らすための施設やサービス

③障がい児・者が地域で
自立して暮らすための支援や活動

④検（健）診や生活習慣病の予防と対策

⑤病院、救急医療などの住民に身近な医療体制

⑥認知症や知的・精神障がい者の
権利擁護（成年後見）の体制
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⑦家族、終活、その他

【家族】
・子ども達とスポーツを続けたい（～50歳）
・子ども達と一緒に体を動かす（60代～）
・孫と一緒に遊ぶ（60代・70代）
・夫婦仲良く暮らす（60代）
・子ども達が市内で安心して暮らせるとよい（60～70代）

【終活】
・そろそろ終活の準備をする（80代）
・体・頭が働けば70年間のまとめをしたい（80代）
・100歳以上は終活をし、孫、曽孫、玄孫の模範となる（80代以上）

【その他】
・55歳～60歳はお金や不動産、税金の知識、色々な制度のしくみを知ることが大切（50代以下）
・セカンドキャリアに関するカウンセリングを受ける（60代）
・65歳以上は他人に迷惑をかけないで生きる（65代）
・60代より収集した情報を具体的に外に発信したい（70代）
・両親から聞いた話を伝えていきたい（70代）
・今まで社会貢献をしてきたので80代からは自分のための人生を楽しみたい（80代）

データで見る秦野市の「健康」 その３：健康、福祉、医療に関する期待度

■全体
■60代
■70代
■80代以上

出典：市民意識調査

60代以上の健康、福祉、医療に関する期待度を見てみると、60代と70代では、いずれの項目も全体の期待度
より高くなっています。



２．そのために「必要なこと」、「できること」とは？
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①健康・医療

【体操・スポーツ】
・市民体操（さわやか体操）を覚える、継続する
・体力がないとスポーツが続けられないのでまず体力づくりが必要
・スポーツを継続するために、目標となるシニア向けスポーツ大会などの刺激があるとよい
・スポーツの仲間づくりをスムーズに行えるとよい

【認知症予防】
・健康マージャン、囲碁などが身近で気軽にできるとよい
・子ども達に高齢者が囲碁などを教えてくれると助かる

【医療】
・健康診断を継続して受ける
・かかりつけ医を持つ
・在宅医療の充実が必要。特に秦野赤十字病院は紹介状がないと行きづらく、ベッドが空い
ているのにスタッフが足りないなど、改善が必要

②趣味

【サークル活動】
・趣味を楽しむには、お金や時間の余裕（年単位ではなく月単位での）が必要
・新しい趣味を広げるため、公民館の講習に参加するとよい
・サークル活動等の情報提供が必要

【農作業できる場所】
・家の近くで、車がなくてもいける場所に、農地があるとよい
・シェア農園があると、色々な作物が育てられ楽しい

③地域活動・ボランティア活動

【自治会活動】
・自治会活動に積極的に取組む必要がある
・自治会で、飲み会をやっているがマンションの人や若い人の参加が少なく、顔ぶれがいつ
も一緒なので、新規の人を呼ぶ飲み会をやったほうがよい

・自治会は規模が大きいので小さい規模でつながりができるとよい
・市から自治会に依頼する仕事がどんどん増加している
・自治会長の負担が大きいので、厚木市のような市のサポート体制が必要
・地域の拠点に、自治会や地区社会協議会をサポートする市の事務所をつくるとよい
・役割分担を適正にし、自治会に負担が集中しすぎないようにする
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【地域での助け合い・交流】
・人と人で助け合うまちづくりが必要であり、子ども会、敬老会などの枠をこえ連携できると
よい

・多世代交流が必要だ
・幅広い世代を巻き込める仕組みづくりが必要
・悩みや困りごとを話せる場があるとよい
・支えあいの活動への指導や支援がほしい
・隣近所で声をかけあうなど、顔の見える近所付き合いが大事

【ボランティア活動の情報提供】
・ボランティア募集状況の周知が足りないので、広報の充実が必要
・地域を把握して、ボランティア活動とボランティアをしたい人をつなげる人がほしい
・ボランティア情報を自由に掲載できる掲示板があるとよい（紙ベース、ＳＮＳベース）
・自分で興味のある分野に飛び込んでみて、やってみるのはどうか。そのために広報などで興
味の分野ごとの活動を分かりやすく掲載してもらえればよいのではないか

【セカンドライフスクール】
・公民館を活用した年代別での生涯学習があるとよい
・学校教育と社会教育のつながりについてレクチャーが必要だ
・聞く・見るなどの実体験が大切だ
・以上を踏まえた、いろいろな体験ができる秦野セカンドライフスクールがあるとよい
・セカンドライフスクールの卒業生などを組織化して、リタイヤした人材を活用できるとよい

【子ども・若者支援】
・子育て支援の観点から、子ども食堂の充実が図られるとよい
・次世代の子どもに自然の歴史を伝えることが必要
・学校や学童クラブと連携して、秦野市学力№1を目指し、学習支援に取り組む
・子どもの通学路の付き添いをすることで歩く機会を増やすことにもつがなる
・小さい頃から助け合う心を学ぶ環境づくりが重要

【高齢者支援】
・独居者の見守り、声掛けが必要
・ファミリーサポートセンターのような高齢者向けの仕組みが必要
・他人の支援を受け入れない人への対応が難しい

④買物・交通手段

【買物環境】
・近所のスーパーを利用することで、閉店しなくて済むし、住みやすい環境を守ることも大切
・買物での店員との会話も必要だ
・外出できなくなったら、できるだけ宅配を利用する

【免許返納後の交通手段】
・90世帯中11世帯が買物支援を求めているため、やまばと学園のワゴン車を借りて、高齢者の
買物支援を行っている

・深夜でも対応してくれるタクシーがあるとよい
・免許を返納した高齢者にタクシー利用券を配れないか
・駅の近くの車がいらない場所、タクシーがすぐ来てくれる場所に引っ越す
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⑤家族との近居
・夫婦で別々の趣味を持つことが大事だと思う
・子どもや孫が秦野に住んでもらうためには、それなりの魅力がないといけない
・都心から遠いため、サラリーマンの通勤を考えると子どもたちが秦野に住んでもらうのは厳
しい

・市の情報発信をして、子どもたちが、秦野が良い場所であることを知れば愛着が湧くのでは
ないか

・他県ではサラリーマンの都心までの通勤を楽にするため、高速バスを運行している例もある

⑥仕事、その他

【情報提供・人材募集】
・働きたいけど仕事がない、仕事はあるのかもしれないが、情報がない
・シルバー人材センターなどで時間を分担してもらえる方法を検討している
・人材募集するときに、広報はだのやシルバー人材センターへの声かけなどをしているが、近
くの人に直接声掛けすることが有効である

【条件にあった仕事】
・通勤は大変なので、歩いていける範囲で働ける場所があるとよい
・気軽に働ける環境が必要、面倒な書類がある躊躇する
・小さなことでもメニューとして与えられるとよい
・パソコンなどが得意な男性もいるが、そういった才能にあわせて、仕事を検索できるとよい

【農業支援】
・農家は大変なので、水でつくるトマト栽培などを考えている
・農業の仕事は重労働なので、農家で労働してもらえるような形の働き方はないか
・秦野の農業は高齢化しているので、援農が必要

【起業支援】
・新たな出資者が、コンペで選出された事業を支援する仕組みをつくる
・社会貢献活動を継続できるように、起業支援制度があるとよい。そのために、商工会・青年
会議所・行政がどのような支援ニーズがあるか調べることが必要

【その他】
・災害のないまちづくりの継続が大切だ



健康×暮らし 人生100年時代。秦野での豊かなセカンドライフとは？

～まとめ～
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１．秦野のフィールドを活かした健康づくり
豊かなセカンドライフを送るには、健康であることが基本であり、登山・ハイキングや農業な

ど、秦野の資源をフィールドにした活動が健康づくりの基本としてあげられました。
日々の活動の目標となる大会等に参加することで、楽しく継続的に健康づくりができることも

重要です。

２．働きつづけられるまち

現役時代に培ってきたスキルが発揮できる場や、農業の手伝いなど秦野の地ならではの小さな
雇用の創出により、定年退職後も地域で働ける環境づくりが求められています。
そのような環境の中で、仕事を簡単に募集できたり、それらの情報がキャッチしやすい仕組み

づくりが必要とされています。

３．多世代の交流で支え合う

市内には様々なサークルやボランティア団体が活動していますが、共通の趣味などを通し市民
が交流することや活動することが一人ひとりの生きがいに繋がっています。
さらに、児童ホームとの連携など若者も一緒になったコミュニティづくりをしていくなかで、

それぞれが支え合う関係づくりが大切です。

４．自家用車がなくても暮らせるまち

生活をするうえで自家用車は欠かせないものとなっています。自動運転など次世代の技術を活
用した公共交通機関のあり方や遠くに買い物に行けなくても、生活できる支援体制など、車に頼
らない仕組みづくりが求められています。
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参加者の声～市民ワークショップ参加者アンケート～

参加者間で意見交換をすることで、
視野を広げることができた

地域のさまざまな情報を入手することができた

今回のテーマに対して自分の意見や
考えを発言することができた

同じテーマに関心のあるさまざまな人と
知り合うことができた
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■子育て ■魅力 ■健康

Q.今回のワークショップに参加して、どんな感想をお持ちになりましたか。

Q.ワークショップに参加したことで地域のまちづくりに対する考え方が変わりましたか。

変わった75%変わらない25%

・新たなことというより、温めていた思い
を共有することや同じように思いを持っ
た方がいることを知れたのが良かった

・今までも地域には関心があった

・色々な考えを知ることができてよかった
・年代を越えて多くの考え方を知れた
・より積極的に、より楽しく関わりたいと
思った

皆さまから寄せられた主なご感想・ご意見

・高校生や大学生など普段接することのない世代の方たちと話すことができてよかった。

・社会人の方の経験に基づく話はとてもタメになった。

・このようなWSを多く開催できるとよいと思う。様々な意見を出せる場をつくることで幅広い世代交
流ができ、いろいろな考えを聞くことができる。

・具体的なことで言い切れなかった部分もあるが、今日の話し合いにより少しでもよいまちになればと
思った。

・市民が活躍できるまちにしていくため、行政がそれをサポートする体制がとれるとよい。秦野市民一
人ひとりが輝くことで行政の力だけではできないことが次々に起こり、面白いまちになってほしい。

・20代、30代が秦野から転出しないで働ける場所、楽しめる環境が整うことを期待したい。

・自然、農業といった秦野のすばらしさをもっと全国にPRしてはどうか。

（人）
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