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地域の「やってみたい」を応援する情報誌

地域づくりの

アイデアを

かたちにしよう

コラボ四街道を
活用してできること

四街道市には、みんなで地域づくり事業提案制度「コ

マップで魅力発信

ラボ四街道」という制度があります。
「コラボ四街道」
とは市民の皆さんの暮らしの中で生まれたアイデアを

「四街道マップ活用交流会」は今年で 6 年目をむかえる市

かたちにして、市が資金や人材などさまざまな面でサ

民団体です。マップづくりを通じて四街道の魅力を市内外に

ポートする制度です。

発信しています。

今号では、「コラボ四街道」の地域づくり部門、拠
点づくり部門を活用した 2 つの事業を紹介します。

活動の始まりは、みんなで地域づくりセンターが平成 24
年に開催した「ウォーキングマップ活用交流会」でした。こ
の場ではこれまでいろいろな団体によって発行されたマップ

※制度についての詳細は最終面をご覧ください

の整理が必要なこと、分野を超えて四街道の魅力を発信する
マップがほしいことなどが話し合われ、賛同した有志で活動
が始まりました。メンバーは歴史、自然、文化、健康などの
市民団体で活躍しており、多方面からの情報が共有できまし
た。そして 13 コースのマップという形で整理・発信しよう
と平成 26 年度実施のコラボ四街道に応募し採択されました。

制度を活用してひろがる可能性
コラボ四街道に採択されたことがきっかけで、普段は違う
分野で活動しているメンバー同士が協力できました。また、
市政だよりで散策ツアー参加者を募集することで多くの市民
に活動を知らせることができました。
とび た かねよし

代表の飛田周彬さんは「コラボ四街道を活用してマップを
発行したことは、散策のガイドなど現在行っている事業の基
礎となりました。市と協力したことで、広報面や資金面はも
「 軍郷の面影コース！」や「山梨郷へ GO ！」など

ちろん、信頼という面でも事業運営がスムーズに進んだと感

市内の魅力が詰まったマップは、気軽にまち歩きが

じます。しかし、補助金で 13 コースのマップすべては発行

できると人気

できませんでしたので、現在は自分たちで財源を確保しなが

バリアフリー化で
もっと安心して使える
居場所に

平成 20 年から始まったおしゃべり
サロン「ぬくもり」は高齢者が集まり

にコラボ四街道の拠点づくり部門を利
用しました。

自由におしゃべりできる居場所として

おしゃべりサロン「ぬくもり」はボ

年間約 3,000 人が利用しています。平

ランティアで運営しているため資金が

成 26 年より場所を旭ヶ丘の一戸建て

潤沢にあるわけではなく、使いにくさ

に移しましたが、室内の段差や和式の

や不便さを工夫しながら活動を続けて

トイレなど高齢者には使いにくい箇所

いました。今回コラボ四街道に採択さ

がありました。段差をなくすバリアフ

れ施設の改修ができたことで、今まで

リー化の工事や、トイレを洋式にする

よりももっと安全で安心して使える居

こと、入口から建物までをスロープに

場所になりました。

し道幅を広げて手すりを設置するため
おしゃべりサロン「ぬくもり」

拠点づくり部門

代表

事業名

高齢者の居場所「ぬくもりの家」のバリアフリー化事業

実施団体

おしゃべりサロン「ぬくもり」

事業概要

①スロープ、手すりの設置

補助金額

29 年度 1,290 千円

石川ムツ子さんに

お話を伺いました

②室内外やトイレの段差解消及びトイレの洋式化

ら発行を続けています」と話しました。
今後はマップをファイリングして販売するほか、協賛金や
イベントの際のガイド料を事業の財源に充てながらマップを
利用した魅力発信を続けていく予定です。

アイデアを聞かせてください

コラボ四街道と地域づくり
庄嶋孝広さん
コラボ四街道審査委員長
市民社会パートナーズ代表
私が市の任期付職員として市民活動の推進に携わった

このように始まったばかりの活動を後押しし、これから始
まる取り組み、地域づくりを応援する制度がコラボ四街道で

平成 19 年当時から、四街道市は市民活動が活発な土地
柄であると感じていました。コラボ四街道の制度ができ

す。地域を良くするために考えたことが、みんなを助け四街

たことで、長年活躍してきたベテランに加え、新しい人

道を魅力的にする事業になるかもしれません。

材が新たな発想で地域づくりを生み出すきっかけになっ

何か始めたい、今やっていることをもっと充実させたいと

たと言えるでしょう。

考えた時、センターではまずお話をじっくりと伺います。そ

若者が中心となって小学生の学習支援を行う「チーム

してアイデアをかたちにし、継続できる事業にするためにさ

よつてら」、里山や農業など、四街道らしい資源を活か

まざまな支援を行っています。そのひとつとして「コラボ塾」

し活動する「Y・Y・NOWSON」など、新しい主役が

を開催し、多くの市民の皆さんにコラボ四街道を活用してほ

地域づくりに参加しています。人口が増え街も成長して

しいと考えています。まずはセンターであなたのアイデアを

いる中、コラボ四街道を活用した地域づくりを通じて、

聞かせてください。

四街道市を好きになる市民が増えることを期待したいと
思います。

※コラボ塾については最終面をご覧ください

地域づくり部門
事業名

MAP（Map Action Project）〜マップ活用による四街道の魅力発信基地づくり事業〜

実施団体

四街道マップ活用交流会

事業概要

①市民および市民活動団体との連携と協働により、四街道の魅力を発見、発掘、発信することを目的とした「まちづくり」事業
②四街道の魅力を伝える「MAP づくり」、「発信基地づくり」、「Web サイトの構築」

補助金額

26 年度 298 千円／ 27 年度 356 千円／ 28 年度 298 千円

みんなで地域づくりセンターでは、

コラボ四街道に関する

して本番に臨むことができます。

みんなで地域づくりセンターの

平成 25 年度から毎年「コラボ塾」を開

コラボ塾で互いに意見を出し合うこ

これまでの取り組み

催しています。コラボ四街道への申請・

とで、漠然としたアイデアが形になり、

採択を目的の一つとした、半年に及ぶ

ブラッシュアップされ、さらにさまざ

学び合いの場です。地域で何かを始め

まな団体や行政との連携を考える機会

てみたい人、さらに充実した活動をし

にもなります。センターのコーディ

たいと思っている人が対象です。

ネーターも、随時、企画内容や提案書

コラボ塾では、まずコラボ四街道や

の書き方などについて個別相談を受け

地域づくりについて学び、過去の採択

付けています。

事業団体からその成果を聴きます。そ

当センターは、コラボ塾を通じても

の後、参加者がアイデアのたねを持ち

地域で「やってみたい」と思う皆さん

寄り、具体化して提案書を作成します。

を応援しています。コラボ塾は平成 30

また、公開プレゼンテーション直前

年度は 9月から実施予定です。

にはプレゼン練習会を行うので、安心

コラボ四街道とは

事業部門

「コラボ四街道」は、市民活動に対し、市が補助金を中心に多方面から支援を行
う制度です。既存・新規にかかわらず、3 人以上の団体であれば、地域づくりのア

拠点づくり部門

イデアをコラボ四街道に事業として提案することができます。本年度は 13 事業、

場や空間を創設する事業

平成 28 年度は 12 事業が採択されました。

地域づくり部門

スケジュール

地域づくりにつながる取り組みや

10 月〜

〜 11 月

提案の募集開始

提案書提出

翌年 2 月頃

イベントを行う事業

提案した事業の

公開プレゼン

採否が決定

テーション

アンダー 19 部門
満 19 歳未満が活動主体と

インターネットで検索

詳細が分かる「コラボ四街道ガイドブック」は、
シティセールス推進課窓口や当センターで用意しています。

コラボ四街道

なる事業

検索

今号で紹介した団体について

四街道市みんなで地域づくりセンターについて

四街道マップ活用交流会

四街道市みんなで地域づくりセンター

所在地：四街道市美しが丘 2−12−37
Tel.：043-432-8386（飛田）
E-mail.：rs723384@kc5.so-net.ne.jp
HP：http://map-yotsukaido.jimdo.com/

おしゃべりサロン「ぬくもり」
所在地：四街道市旭ヶ丘 1−13−19
Tel.：090-2723-3714（石川）

（四街道市シティセールス推進課分室）
開館日時：火−金 9:00−20:30 ／土 9:00−17:00
休館日

：日・月・祝日・年末年始

センターの

第 1・第４月曜日が祝日の場合、翌日火曜日休館

ホームページは
こちらから

所在地：四街道市大日 396 四街道市文化センター 1 階
Tel.：043-304-7065

Fax.：043-422-7051

E-mail：info@minnade.org
Web：http://minnade.org/
Facebook：https://facebook.com/yotsukaido.tiikidukuri/

今号の表紙 「みんなで地域づくりのアイデアをかたちにしよう」

みんなで No.15

四街道マップ活用交流会の皆さん

編集・発行：四街道市みんなで地域づくりセンター

さまざまな団体で活動しているメンバーが集まり、

発行日：平成 30 年 3 月 1 日

協力し合いながらマップづくりを通じて

配架場所：市役所、公民館、図書館など

発行部数：4,000 部

四街道の魅力を発信しています。

センターの HP からもダウンロードできます。

