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掛川市まちづくり協働センター
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この冊子は、掛川市をさらに発展、充実させるた
めに、さまざまな活動に取り組まれている地区まち
づくり協議会を紹介しています。

冊子を通じて、

① 新たなアイデアを見つける

② 新たにチャレンジしたい活動を見つける

③ 活動のパートナーを見つける

このような手立てとして、ぜひご活用いただきた
いと思います。そして皆さんの活動を、さらに充実、
発展させていきましょう！



地区まちづくり協議会名 ページ 地区まちづくり協議会名 ページ

掛川第一・第二地区
まちづくり協議会

原田地区まちづくり協議会

掛川第三地区
まちづくり協議会

原谷地区まちづくり協議会

掛川第四地区
まちづくり協議会

桜木地区まちづくり協議会

掛川第五地区
まちづくり協議会

和田岡地区まちづくり協議会

南郷地区まちづくり協議会 曽我地区まちづくり協議会

西南郷地区まちづくり協議会 千浜地区まちづくり協議会

上内田地区まちづくり協議会 睦浜地区まちづくり協議会

西山口地区まちづくり協議会 大坂地区まちづくり協議会

東山口地区まちづくり協議会 土方地区まちづくり協議会

日坂地区まちづくり協議会 佐束地区まちづくり協議会

東山地区まちづくり協議会 中地区まちづくり協議会

粟本地区まちづくり協議会
大須賀第一地区

まちづくり協議会

葛ヶ丘地区まちづくり協議会
大須賀第二地区

まちづくり協議会

城北地区まちづくり協議会
大須賀第三地区

まちづくり協議会

倉真地区まちづくり協議会 大渕地区まちづくり協議会

西郷地区まちづくり協議会 参考資料：まち協区域図

原泉地区まちづくり協議会



掛川第一・第二地区は室町時代の昔から城下町、宿場町として
栄えた東遠地方の要衝の地でした。先人たちが残したこの輝かし
い歴史を地域の誇りとして、伝統や文化を次世代に継承していく
ため、地区民からの多種多様な意見を踏まえ、より住みよい地区
となるよう、まちづくりを進めます。

会長 横地 秀介

地区の未来をつくる まちづくり協議会

＜地域活性化＞
～人と人との繋がりのある街～

＜教育・文化＞
～歴史・文化を大切にする街～

＜福祉＞
～高齢者にも優しく、
子供が健やかに育つ街～

・いきいきサロン
・高齢者見守りネットワーク

・子育て支援

＜安全・安心＞
～安全・安心で住みよい街～

・自主防災連絡会
・登下校の安全見守り

・防犯活動

・広報紙「桔梗が丘」の発行

＜広報＞
～楽しく

人との繋がりのできる街～

＜環境美化＞
～清潔で綺麗な街～

・郷土史学習会
・報徳の教えを学ぶ

・環境美化活動

・祭り文化の継承
・桔梗が丘ひろば
・スポーツ大会

事務局 石野 茂子 連絡先
掛川市掛川１１０８－１

２４－７５３０

人口 ４，３４５人 世帯数 １，８２１世帯

掛川第一・第二地区まちづくり協議会
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掛川第三地区まちづくり協議会

掛川第三地区は、掛川駅から市役所までの中心市街地に位置し
旧東海道に沿った歴史ある地区と昭和30年代から相次いで行われ
た土地区画整理事業によって建てられた住宅地で11区から構成さ
れています。
私たちは『少子高齢化時代に、我々住民は何ができるのか』を

考え、検討しつくられた事業計画を、この地区の住民全員で取り
組んで行きたいと考えています。

高齢者支援

会長 石川 金彦

地区の未来をつくる まちづくり協議会

病院
付き添い

家事・趣味支援 子育て支援

勉強・運動
指導等見守り

公的サービスや、各種支援
制度の狭間にある、日常的
なちょっとした困りごとを
住民同士で助け合う

病院付添

ボランティア説明会植木刈り込み支援

買物付添
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認知症対策

草刈り支援

買い物
付き添い

電球
取り替え

家具
移動

樋の
ごみ撤去

毛虫
駆除

カーテンレール
取り付け

植木
刈り込み

粗大ごみ
出し

草取り

花の
水やり

果実野菜
の収穫

パソコン
取扱指導

事務局 増田 豊 連絡先
掛川市下俣80
２4－６９１３

人口 ４，１１９人 世帯数 １，７９８世帯



掛川第四地区まちづくり協議会

掛川第四地区は、掛川城の西側に位置し、当時の面影を伝える
地区です。ここに完成した新公会堂を拠点に活動しています。
助け合い活動を通じて相乗効果が得られるような、知恵・アイ

デアや共助活動の実践をすることで、しあわせな気持ちや生きが
いを感じられるような誇れるまちづくりを進めます。会長 大場 敏司

地区の未来をつくる まちづくり協議会

笑顔でふれあう住みよいまち城西

＜安全安心部会＞

１ 青色防犯パトロール
２ 交通安全啓発事業
他事業とコラボ

３ 交通安全街頭指導
４ こども・高齢者見守り

＜環境美化部会＞

１ ゴミゼロ運動の推進
２ 花いっぱい運動
３ エコ推進活動
４ 古紙回収
５ 資源回収現場指導

＜福祉部会＞

１ 高齢者支援ネットワーク
２ グランドゴルフ、輪投げ
３ ふれあい昼食会拡大版
４ 健康増進サロン
５ ボッチャ導入

＜企画広報部会＞

１ ボランティア体制
２ “まち協ラウンジ”
３ 「城西まちづくり」
活性化

４ 広報活動

＜交流文化部会＞

１ 交流事業
２ 納涼祭
３ 文化祭
４ 祭典設営等サポート
５ 城西座（福祉とコラボ）

事務局 松浦 輝男 連絡先
掛川市城西１-６-５
２４－３９４４

人口 １，３９２人 世帯数 ５９１世帯
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＜健康体育部会＞

１ スポーツを通じての
交流の促進

２ ポイントウォーキング
３ 城西リバーサイド

ウォーキング



掛川第五地区まちづくり協議会

掛川第五地区は、大型の商業施設や医療・介護施設を擁する掛
川を代表する地域です。また、子育て支援施設等も多いことで、
人口が増加し、幅広い世代が暮らす賑わいのある地区です。
掛川第五地区まちづくり協議会は、住民同士がふれあい、絆を

深めながら、皆が「住んで良かった」と思える地区を目指し活動
していきます。

地区の未来をつくる まちづくり協議会
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★ 健康増進とスポーツ交流
・交流を目的とした地区スポーツ大会開催
・誰でも参加できる健康増進活動

★ 高齢者の健康増進と子育て支援
・高齢者の交流を目的とした軽スポーツ開催
・子育てサロンの開催

★ 交通安全と地域の防犯
・登下校の見守り活動
・交通安全啓発・広報活動

★ 地域の環境美化と環境保全
・花いっぱいとごみ捨てマナー向上活動
・河川の水質調査、堤防環境保全活動

安全・安心なまちづくり

健康で元気なまちづくり

会長 服部 克己

事務局 後藤 敬夫 連絡先
掛川市大池４３８－１

２２－４９００

人口 ８，０７５人 世帯数 ３，７１７世帯

★ 世代間交流と伝統技能伝承
・親子物づくり・伝統技能伝承活動
・地域の文化交流の場として文化祭開催

★ 広報活動
・広報誌の発行
・SNSを利用した地域の情報発信

文化的なまちづくり



南郷地区まちづくり協議会

南郷地区は、区画整理による宅地開発で大きく発展し、人口も
大幅に増加しています。
このようななか「南郷地区は一つ」の合い言葉の下、地区の未

来につながるまちづくりを、全区民の皆さまと思いを一つに、手
を携え合って進めています。会長 守屋輝年雄

地区の未来をつくる まちづくり協議会

事務局 平野 豊 連絡先
掛川市上張１９２－１

２３－０３２４

人口 ６，５82人 世帯数 ２，８７２世帯
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南郷地区まちづくり協議会
ホームページ

南郷の“今”をお知らせします。

健康増進普及
希望の丘との

交流
歩け歩け運動

健康サロン
生活改善活動

健康福祉
健康長寿で役立ち合い
支え合うまち南郷

南郷よいとこ
さがし

南郷文化祭文化講演会

教育文化
学び高め合い

伝え合うまち南郷
小学生広場

安全安心な
まちづくり

防災勉強会
自助で備える

防災

防犯防災
安全・安心で

住みよいまち南郷

防犯の呼びかけ
青パトの充実

まちづくり
学習会

人材発掘活用

企画運営
絆といきがいづくりの

まち南郷

広報紙
「ふれあい南郷」

の発行

南山広域活用
プロジェクト

交流の
場づくり

声掛け運動
歴史文化の

継承

地域振興
あいさつと笑顔が
溢れるまち南郷

公園活性化

交通安全標語
コンクール

自動車安全
講習会

交通安全
キャンペーン

ごみゼロ運動
ごみゼロ作戦

南郷
花いっぱい

運動

環境美化
美しい環境の

安らぎのあるまち南郷

交通安全
無事故・無違反で
明るいまち南郷

道路危険箇所
調査・対応

環境
パトロール

南郷芸能祭
サークル活動
文化部・体育部

学習センター
生涯学習で人生を
豊かにするまち南郷

女性学級



西南郷地区まちづくり協議会

西南郷地区は、地域の道路、下水道、公園等の整備が進み、企
業の進出や住宅の建設が盛んに行われ、人口も急激に増加してい
ます。一方、区画整理区域外の地域は、野山の自然環境が残り、
同じ地域でも異なる特性がみられます。住民相互の連帯感と自治
意識の向上を図るとともに、全ての住民が共に支え合い、ふれあ
いのある心豊かな地域共生によるまちづくりの推進を目指します。

事務局 赤堀 和男 連絡先
掛川市久保２－３－１

２１－３２３１

人口 ５，４７７人 世帯数 ２，５３１世帯

地域振興 世代間の活発な交流で生きがい創りと充実した生活が実現できるまち
地区住民と団体・企業との交流で活気あふれるまち

〇フェスティバル西南郷&三世代交流会 〇団体・企業と西南郷地区住民交流事業

福祉 共に支え合う福祉で、全ての世代が幸せを感じるまちづくり

〇高齢者輪投げ交流会 〇見守りネットワーク
〇高齢者交流サロン 〇子育てサロン 〇お便り交流会

教育文化 こどもたちの健全な育成と安心して子育てができるまち
みんなで学び、高め合う、生きがいのあるまち

〇声かけあいさつ運動 〇ベルマーク収集 〇女性学級

安全安心 犯罪のないまち、交通事故を起こさない、あわないまち、災害に強いまち

〇安全教室 〇交通安全指導技術向上○交通安全指導･交通整理〇青色パトロール

環境美化 環境美化活動の交流の輪を広げ、潤いのある心豊かなまち

〇環境パトロール 〇駅南清掃 〇環境保全 〇花木植栽活動

健康 いつまでも健康で、楽しく活躍できる地域、相互に支え合うまち

〇健康促進講座 〇料理教室 〇味噌づくり

生涯学習 心身とも健康で充実した生活を実現するため、自ら学び実践できるまち
自ら学び得た知識等の普及を通じ、地域の活性化が図られるまち

〇囲碁将棋大会 〇郷土研究 ○健康麻雀大会 ○地区グラウンドゴルフ大会

地区の未来をつくる まちづくり協議会
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会長 大橋 茂



上内田地区まちづくり協議会

上内田地区は、掛川市のほぼ中央に位置し、お茶産業を基幹産
業とする茶畑が広がる自然豊かな地域です。
これまでに培われてきた「上内田地区協議会」の素晴らしい伝

統と歴史を生かして、明日が見える上内田地区をつくるために、
みんなで一緒に考え、行動して参ります。会長 北浦 充

情報発信 情報発信をタイムリーに行い、地区民の暮らしの
向上と融和を図る

○上内田ホームページの制作、更新、運営 ＨＰはこちら→

企画運営・広報・事務局 地域力を活かして、未来へのきずなをつなぐ、生きがいの
あるまちづくり

〇諸事業の企画立案 〇広報誌の発行 〇消防団員確保対策 など

地域振興活性化 みんながふれあい、集い、助け合うまちづくり

〇声かけ運動 〇食生活改善運動 〇祭典支援 〇地場産品販売活動の推進 など

健康福祉 区民のきずなの強いまちづくり、子どもから高齢者まで元
気で生きがいを持って暮らせるまちづくり

〇敬老会 〇体育祭 〇ふれあいいきいきサロン 〇健康増進活動 など

教育文化・子育て 伝統を守り、平和で子育てしやすいまちづくり

〇文化祭 〇七五三の祝い 〇平和の集い ○学童保育 ○にこにこ広場 など

防犯・防災・交通安全 安全安心のまち、自助共助を高めるまちづくり

〇防災活動計画の策定 〇防犯パトロール 〇見守りネットワーク など

環境美化 美しい環境で、自然と生活が共生できるまちづくり

〇環境ボランティア活動 〇美化運動 〇河川愛護活動 など

七五三の祝い

文化祭

事務局 松本 吉雄 連絡先
掛川市上内田９３１－２

２２－４５９４

人口 ２，１７７人 世帯数 ７５４世帯

敬老会

体育祭

地区の未来をつくる まちづくり協議会
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西山口地区まちづくり協議会

会長 岡本 芳彦

地区の未来をつくる まちづくり協議会

事務局 水野 雅文 連絡先
掛川市成滝１４７－１

２４－６９２１

人口 ８，５３５人 世帯数 ３，４６３世帯

正月しめ縄づくり西山口防災 区民のつどい

西山口地区は、区画整理や工業団地などの整備により人口が増
加しています。また、「たまりーな」や「つま恋」などの人々が
多く集まる場所があることで、人々の交流が深く賑わいのある地
区になっています。
西山口地区まちづくり協議会は、住民が「あんしん」して「し

あわせ」に「たのしく」暮らせる「あした住みよい西山口」を目
指し活動していきます。

～ 住民のきずなが強い西山口 ～
○納涼祭 ○せんだん（女性部）セミナー ○体育祭 ○文化祭（フェ
スタ西山口）〇逆川リバーサイド健康ウォーク
○ファミリーハイキング ○広報誌「ひとがき」の発行 ○区民のつどい

～ 安全で安心して暮らせる西山口 ～
○児童・生徒の見守り・声かけ ○防犯パトロール
○交通安全立哨 ○にしやまぐち防災（防災研修会）

～ 高齢者が元気で生き甲斐をもって暮らせる西山口 ～
○高齢者見守り支援ネットワーク ○敬老会 ○グラウンドゴルフ大会
○ふれあいいきいきサロン ○子どもとお年寄りの交流の場づくり
○健康保健活動

～ 子どもの笑顔があふれる西山口 ～
○子ども体験活動事業 ○地域の歴史・文化見守り事業
○子育て支援サークル ○児童支援講座

～ 自然と生活が共生できる西山口 ～
○逆川自然再生事業 ○美化活動 ○水質浄化啓発活動

～ ボランティア活動に参画しやすい西山口 ～
○ボランティア・サポーター環境の醸成
○ボランティア委員会活動の拡充
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西山口マスコットキャラクターせんちゃん・だんちゃん



東山口地区まちづくり協議会

■既存自治組織だけでは解決出来ない課題
■近い将来発生するであろう課題
これら課題を、「まち協＝協議の場」で各組織間の連携を
より強固なものとし、知恵を出し合い取り組んでいます。

地区の未来をつくる まちづくり協議会
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会長 岡本 光男

スタートから５年が経過しまちづくり計画の見直し
が行われ、第二ステージに向かい更なるステップ
アップを目指しています。

第二ステージのスタート “協議の場”の更なる充実
活動の中心となる実行既存組織（区長会、センター、
福祉協、協働事業部）間の連携を一層強化し、
■既存組織だけでは解決できない課題の洗い出し
と対応の検討

■近い将来発生すると思われる課題の洗い出しと
対応の検討

■区長会を軸とした協働運営組織
■地域住民により密着した組織

☆ありがとう笑顔で結ぶまち東山口 ★いきいき元気！みんなで参加するまち東山口
・広報紙の発行 ・市民農園事業
☆健康で支え合い、絆をひろげるまち東山口 ★歴史や文化を学ぶことが楽しくなるまち 東山口
・生活支援車運営事業、・健康増進事業 ・栄川中学校英会話タイム・文化祭・東山口を知る会
☆安全・安心で心やすらぐまち東山口
・通学見守り隊・交通安全事業

★センター事業
・体育祭・ウォーキング・文化講演会・女性学級

■地区全体の自治組織と各種団体等を包含
■強固な連携

事務局 森川 肇 連絡先
掛川市逆川１０１２－２

２７－０５４４

人口 ２，７５３人 世帯数 １，０３０世帯



日坂まち協の活動目的と理念

日坂地区の住民の意思をまちづくりに適切に反映させ、安全で安
心して暮らせる住みよいまちづくりを協働して行う。

日坂地区まちづくり協議会

日坂地区は、掛川市の東に位置し、東海道の宿場町「日坂宿」
を中心に発展してきた歴史と文化のあふれる地域です。
宿場町を中心として育んできた地域コミュニティを大切にして、

住民が安全で安心して、暮らせるまちづくりを楽しく進めて参り
ます。会長 川村 友康

事務局 小野 裕子 連絡先
掛川市大野１－３
２７－１００２

人口 1，000人 世帯数 361世帯

防災
安心・安全な住みよいまち日坂

自主防災会設立、防災計画策定、防災訓練 など

広報文化
日坂文化にふれあい

高齢者の見守りネットワークの確立と支援

センター事業

「健康長寿」の実現

広報にっさか年２回発行、日坂文化の伝承、
地域資源〈藤文〉の活用

福祉

みんなで協力し合い、活気ある地域づくり

地区民の交流の場として行事のあり方の検討と実施
子育て、サークルへの支援

防犯・交通
交通事故・違反のない安心・安全な明るいまちづくり

防犯パトロール、交通環境の改善、交通安全教室 など

地区の未来をつくる まちづくり協議会
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東山地区まちづくり協議会

東山地区は、全国からも認められる「深蒸し茶」の名産地であ
り、茶草場農法が世界農業遺産に認定されたことから、その注目
度はさらに高まっています。
東山地区まちづくり協議会は、この世界に誇れる地域資源を活

用し、安全で美しく、子どもからお年寄りまで元気でふれあい溢
れる地区を目指し活動していきます。

会長 山城 菊夫

事務局 北島 昭 連絡先
掛川市東山１２６５－１

２７－１５４４

人口 ４１６人 世帯数 １３２世帯

交通安全・防災
・防犯

子育て・高齢者対策

地域産業対策

環境

「みんな元気な東山」

「みんなで安心安全な
まちづくり」

「みんな元気な東山」

「自然と共に生きる東山」

・土地の魅力的な使い
方の検討

・サロンの開催

・交通安全の徹底

・消防・防災の検討

・掃除・草刈りの徹底

・公園整備の検討

・茶草場農法の活用

・６次産業化対策

・有害鳥獣と耕作放
棄地対策

地区の未来をつくる まちづくり協議会
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“支え合う地域をめざす”

粟本地区まちづくり協議会

粟本地区の世帯数は増加しており、居住地域として発
展しています。
他方、掛川駅北約２kmから粟ヶ岳の麓までの間で広範囲
に、住宅、営農、山村地域と多岐に渡っています。この環
境豊かな地域で世代を超え支え合い、健康で生きがいを
持って生活の出来る地域を目指しています。

会長 松本 和生

事務局 岡本 弘之 連絡先
掛川市初馬８５７－１

６１－９４５０

人口 ４，０６３人 世帯数 １，５４４世帯

地区の未来をつくる まちづくり協議会
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全世代が交流、活気ある粟本地区

広報

協議会活動、地域活動や
歴史等の情報を共有し、
参加や協力してもらうよ
う働きかける

環境・美化

地域憩いの場「イペの森
城山公園」の整備促進、
まち協センターの環境整
備を図る

安心・安全

子どもたちの登下校を見
守り、かつ世代間交流を
図り、シニア世代もその
担い手となる

福祉・健康

気軽に参加出来るイベン
トを開催し、福祉活動、
健康づくりの意識高揚を
図る

粟本地区マスコットキャラクターあわちゃん



葛ヶ丘地区まちづくり協議会

令和２年度からまちづくり協議会の活動が始まりました。
葛ヶ丘地区は、振興住宅地として約40年になり、自治会活動を

通して今までに築き上げてきた「まち」がここにあります。それ
を引き継ぎながら、安全で安心でき、そして一層住みやすい「ま
ち」にしていきたいです。「住んでみたいまち」に育てていくこ
とが重要であり、各機関との協働を行いながら目的達成に向けて
努力し続けます。

会長 加藤 和男

地区の未来をつくる まちづくり協議会
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親子天体観測

健康福祉部

“お助け隊事業”
・健康で助け合いで暮らすまちづくり
・ボランティア活動で住民同士の助け合い

事務局 古山 良太郎 連絡先
掛川市葛ヶ丘２－１０－２

２２－４９４０

人口 １，６44人 世帯数 ６77世帯

生活・安全部

“子供防災体験事業”

・安全、安心で住みよいまちづくり
・将来の防災人材の育成
・防災・防犯意識を持った生活

教育・文化部

・子どもも大人も和気あいあいまちづくり
・世代間交流促進で広げる人の和、輪
・気軽に集まれる場所づくり

“教育文化事業”

剪定・草刈ボランティア



城北地区は、掛川城の北に位置し、東には城北小学校、龍尾神社があり、

北には初馬川が倉真川に注ぎ、南には旧国道一号線が東西に走るなど市中

心部に、ほど近く住環境も良く住みやすい地域であります。これからも、み

んなで携えて、住み良いまち城北
しろきた

を築いて参ります。 

 

城北地区まちづくり協議会

会長 中山 積

企画運営

みんなで情報を共有し、
参画・参加するまちづくり

・事務局運営
・広報しろきた
・ホームページの
運営

・施設有効活用

教育文化

福祉

安全安心
環境美化

自然を大切に、
環境に優しいまちづくり

支え合いで交流と
思いやりのあるまちづくり

人の絆で安心して、
暮らせるまちづくり

学び高め合い文化力向上
を目指すまちづくり

・生活環境パトロール
・花の絵コンクール

・アート作品展
・秋の音楽祭
・しろきたカフェ
コンサート

・歴史講座

・いきいきサロン
・高齢者見守りネット
・ボッチャ大会
・子育てママリフレッシュ

・城北小下校時見守り
・地区防災対策
・交通安全、防犯対策
・安全安心講座

地区の未来をつくる まちづくり協議会
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事務局 松浦 孝治 連絡先
掛川市城北２－１２－２

２４－０２９９

人口 ４，2８０人 世帯数 １，８１９世帯

地域振興

地域の宝を活かした、
活気あふれるまちづくり

・人材バンク活用

・女性参画事業

・講演会

健康スポーツ

健康で元気に、
笑顔のまちづくり

・的当て大会
・グランドゴルフ
・ウォークラリー



倉真は掛川の北部にあり、中心部には倉真川が流れ、里山に抱
かれた自然豊かな山村です。昔から報徳思想が根付く心豊かな地
域で、早くからまちづくり計画を策定し、活動してきました。
地域資源を生かした魅力づくりをさらに進め、いきいきとした

倉真をめざします。

倉真地区まちづくり協議会

会長 横地 静雄

事務局 松浦 直子 連絡先
掛川市倉真３８０８－１

２９－１２５２

人口 １，４4７人 世帯数 ５44世帯

安心で暮らしやすい
環境の整備

地域特性を活かした活性化

① 自然と共生する里づくり
② 清らかな水が流れる里づくり
③ 倉真の資源を活用した

魅力づくり

④ 道路の整備と活用
⑤ 安全安心への備え
⑥ 子育て・長寿・生きがいの

里づくり

⑦ 生き生き農業の里づくり
⑧ 定住・交流の里づくり
⑨ 地域活動・まちづくり活動の

活性化

⑩ 倉真の明日を担う人づくり

地区の未来をつくる まちづくり協議会
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西郷地区まちづくり協議会

西郷地区は、豊かな自然環境と住環境のバランスの取れた地域
であり、人口も増加しつつあります。
すべての地域住民や活動団体が共に支え合い、ふれあいのある、

住んでいて良かったと思う西郷のまちづくりを目指し、取り組み
を進めます。会長 鈴木 幹夫

地区の未来をつくる まちづくり協議会

＜地域の活性化＞ 西郷地域に暮らす人達が西郷の良さを実感できる「まち」

●広報活動の展開と強化
●各種交流イベント
●ボランティア人材の発掘

＜ 住 民 の 健 康 増 進 ＞ 元 気 で 健 康 的 な 人 達 が 暮 ら す 「 ま ち 」

●スポーツ交流
●健康づくり

＜ 安 心 で き る 生 活 環 境 ＞ 安 心 で き る 生 活 環 境 が 整 っ て い る 「 ま ち 」

●景観・環境保全
●交通安全
●子どもの安全見守り

＜地域福祉の向上＞ 老若男女、世代を超えて思いやりとやさしさのある 「まち 」

●高齢者見守り・支援
●子育て支援

●子どもの地域活動への参加
●障がい者支援

事務局 中山 佳孝 連絡先
掛川市上西郷2622 西郷みらい館

２８－０５５１、２８－０８８８

人口 ６，7０７人 世帯数 ２，５３４世帯

２代将軍秀忠公生母西郷局出生地
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●健康増進講座

●コミュニティーバス等導入検討
●防犯・防災



原泉地区まちづくり協議会

【住む人みんなにとって豊かなまちづくり】

原泉地区は、清流・原野谷川の源となる八高山や森林に囲まれ、

緑豊かな自然から生まれた香気の素晴らしい原泉茶のふるさとです。

山間部ながら地域内外の交流が積極的に行われている地域で、

健康増進や交流、文化を通したますますの地域の発展に力を入れて
います。

会長 丸山 政義

事務局 羽鳥 祐子 連絡先
掛川市萩間４２３
２０－３９８５

人口 ４３９人 世帯数 １75世帯

地区の未来をつくる まちづくり協議会

安心・安全：防災・整備

○空き家・空き施設の活用

○工作放棄地・道路等の整備
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交流：文化・健康・福祉

○サロンなどの高齢者の集いの場

○広報物による地域内への発信

○健康増進をはかる取り組み

○交流や文化を通した地域活性化

○災害対策・防災

景観保全：環境・自然農業

○棚田等地域の資源を保全する活動

○観光を意識するまちづくり

原
泉



原田地区まちづくり協議会

原田地区は、掛川市北東部の原野谷川源流にあり、中世から遠江有数の穀倉地
帯であったと考えられ、現在もお茶・お米をはじめとする農産物が豊富なとこ
ろです。また最近、この地区に埋もれていた中世から戦国期にかけての石塔が
多数発見されて、調査が開始されています。このような自然豊かな田園風景と
歴史的史跡を残す原田地区のまちづくり協議会は、今後とも『共に助け合い・
より安全で安心できる』地域を目指して前進していきます。

会長 中山 保雄

地区の未来をつくる まちづくり協議会

事務局 戸塚 正広 連絡先
掛川市原里１６２３
２６－０４７０

人口 １，４３７人 世帯数 ４９９世帯

はらだ元気クラブ

天浜線原田駅

高架下公園

原田地区案内看板

「地域振興」関連
・若者の積極的参加
・気楽に交流を図れる場

①天浜線の旅
②ふれあい夏祭り
③原田シンボル
マークの普及

「教育・文化」関連
・文化交流を図る
・子ども達の健全育成

①まち協センター祭
②広報「はらだ」の発行
③なかよしキッズ、
読みきかせ

「健康福祉」関連
・健康維持、福祉の場
・健康長寿で楽しい生活

①合同運動会
②元気くらぶ
③「はらだ生活支援車」
運行
④グランドゴルフ大会
⑤敬老会

「交通安全」関連
・交通安全の推進
・交通弱者への配慮

①交通安全週間への
積極的参加

②駐在所・交通安全指導員
の講習会開催

「環境保全美化」関連
・美しい環境の維持
・安らぎ原田の創生

①有害鳥獣対策
②原田駅の美化活動
③耕作放棄地の有効活用

「防災・防犯」関連
・支えあい、助け合いの地域防災
・安全パトロールで絆づくり

①防災訓練の実施
②防犯活動の推進
③広域防災対策の運用確立
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原谷地区まちづくり協議会

原谷地区は、田園風景の広がる自然豊かな地域です。
中世から続く歴史より、様々な史跡や伝説が遺されています。

地区の住民が地元を考え、安心・安全のある住みたくなるまちづ
くりを目指します。

会長 久保田柾博

地区の未来をつくる まちづくり協議会

事務局 山下 眞弓 連絡先
掛川市本郷８０６－１

２６－００６４

人口 ３，７８５人 世帯数 １，４５４世帯
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＜事務局＞

知ろうつくろう
我が地区原谷

・「広報はらや」の発行

＜地域振興部会＞

住民が健康で絆が深まる原谷

・世代を超えて楽しく参加
できるイベントや行事の
企画運営

・健康づくりの活動

＜福祉部会＞
地区福祉協議会

だれもが元気で生きがいを
持って暮らせる原谷

・子育て支援 ・いきいきサロン
・昼食宅配サービス
・高齢者見守り活動

・福祉研修

＜安心・安全部会＞

安心で安全に暮らせる原谷

・交通安全街頭指導
・安全パトロール
・子どもの見守り活動
・詐欺/防災等の啓蒙活動

＜環境美化部会＞

自然や環境に関心を持って
生活する原谷

・センター花壇
・親水公園管理
・ゴミ減量

＜教育・文化部会＞

子どもの育ちや
大人の学びを支える原谷

・文化祭
・パソコン/スマホ教室
・親子で活動 ・講演会
・子どもの見守り活動



桜木地区まちづくり協議会

桜木地区は、ねむの木村を含む、掛川市で一番人口の多い地区で
す。『チーム桜木！楽しく！おもしろく！』をモットーに地域の人
がやっぱり桜木っていいなと思ってもらえるまちづくりを目指して
います。みんな違うからおもしろい！いろんな人のいろんな良いと
ころを持ち寄ってわくわく♡未来へ希望をつなげていきます！会長 川隅 庄一

地区の未来をつくる まちづくり協議会

事務局 堀内 かおり 連絡先
掛川市下垂木１４７２－１

２３－２６３７

人口 １１，５４２人 世帯数 ４，４７８世帯
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桜木まち協キャラクター
さくら茶ん

地域振興

・フリーマーケット
・桜木まつり

・緊急時救急カード
・子育て支援

・健康楽しみ事業

健康福祉企画運営

文化振興環境

・環境美化
・不法投棄
・草刈り

・桜木宝の地図づくり
・文化部事業
・広報活動

・人材バンク活用
・女性部事業
・団体助成事業

充実した
コミュニティーづくり

人づくりと
人材バンク創出づくり

住みやすい環境づくり

安心安全 体育

・住民の見守り
安心・安全事業

・体育部
・体育大会

チーム桜木！

掛川の元気は桜木から!!
楽しく！おもしろく！



和田岡地区まちづくり協議会

和田岡地区は、掛川市の西部、原野谷川中流域に位置するバラ
団地や田園風景の広がる農村地域です。また、古墳時代の遺跡も
多く、歴史ロマンがあふれています。
住民の絆づくりを大切にまちづくりを進めていきます。

会長 鈴木 利之

事務局 山崎 寿久 連絡先
掛川市吉岡２７１－５

２６－０４７５

人口 ２，８７５人 世帯数 １，０４２世帯

安全・安心が得られ
地区住民のふれあいのある和田岡

和田岡古墳群を考える会、防犯活動の強化、
交通安全の推進、防災対策の強化 など

高齢者が健康で
生きがいと子育てのできる和田岡

高齢者の集う場づくり、子育て環境の整備 など

住民のいこいの場がある和田岡

いこいの場づくり、施設の維持管理 など
歴史ロマンあふれる魅力たっぷりの神社仏閣 など

子育てが安心してできる和田岡

保護者が安心して就労できるまちづくり など

地区の未来をつくる まちづくり協議会
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平成29年

令和３年

吉岡 鞍渕山 春林院

吉岡大塚古墳

各和 長谷川家代官屋敷

各和 大昌山 永源寺



＜健 康 福 祉＞
健康長寿で役立ちあい支え合うまち曽我
・いきいきサロンの運営
・敬老会事業の活性化

・健康づくりの運動教室の実施

曽我地区まちづくり協議会

曽我地区は東海道の松並木などの伝統と新たな開発が融合した
地域です。安心、安全、住みやすくする為、福祉、環境、防災、
生涯学習の推進、支援に取り組んで行きます。これらの諸活動を
通じて、地域住民の絆を強化し長期的な視野に立って曽我地区の
発展に寄与したいと考えます。会長 廣岡 良明

地区の未来をつくる まちづくり協議会
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＜地 域 振 興＞
誰とも調和のとれるまち曽我
・地域めぐり
・情報発信 ・交流促進
・父親子育てサークルこっこクラブ

＜環 境 美 化＞
美しい環境の安らぎのあるまち曽我
・水質検査の実施と拡大
・環境学習
・環境パトロールの実施

＜教 育 文 化＞
学び高め、貢献するまち曽我
・子供広場 ・地域振興
・学童保育(そがっこクラブ)
・文化講演会

＜防 災 防 犯＞
安全・安心で住みよいまち曽我
・青色パトロール（見守り）の実施（週6回）
・水害時の避難場所の見直し
・防災対策へのドローン活用の検討

事務局 松井 貞之 連絡先
掛川市領家３７３－１

２２－４９３６

人口 ３，６３１人 世帯数 １，４９６世帯



千浜地区まちづくり協議会

千浜地区は、農工商バランスの取れた地域ですが、近年は若者の転出等
による人口減少や、住民同士のつながりや支えあいなどの地域コミュニ
ティーの希薄化が進んできています。
今後も「住みつづけたいまち」としていくために、地域住民・各団体・企

業等が互いに協力し、ふれあいのある心豊かなまちづくりを進めます。
会長 小田 勝男

地区の未来をつくる まちづくり協議会

事務局 飯田 良昭 連絡先
掛川市千浜４００２

０９０－７６７４－６９７１

人口 ３，６７５人 世帯数 １，４４３世帯

企画運営事務局

環境保全部会

美しいふるさとを
保つためのまちづくり

ふれあい健康部会
みんなが健康で

生きがいをもって活躍
できるまちづくり

安心安全部会

目配りと気配りによる
安全なまちづくり

地域をよく知るまちづくり

・まち協を広く認知させる活動
・大人と子どもたち（世代間）の
交流の場つくり
・地域の歴史や良さの掘り起こし
・地域の現状の問題点の調査等
・地域に元気を注入させるような活動

・災害・交通安全の学習会の開催や参加
・交通安全マップの作製
・交通安全の自作看板の作製や器具の設置
・児童の登下校の安全対策と千浜小の安全教育
へ協力

ふれあいの多いまちづくり

・あいさつの先取り
・ラジオ体操等イベントでの交流
・緊急対応、健康講座や講演会

ふるさとを保つまちづくり

・美しい環境を保つため、不法投棄対策の
看板設置・管理をする
・不法投棄対策や落書き対策
・各区や他団体と連携をし、草刈りやごみ
拾い等に協力
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地域活性化部会

ふるさとをよく知り
元気あふれる
まちづくり



子どもたちを皆で守り、
子育てを支援するまち

・ こども園、学校活動への積極的参加を
支援

・ 地域の歴史や偉人の勉強会の開催
・ テクノロジー勉強会の開催
・ 優良企業に学ぶ
・ 交通安全教育の実施

睦浜地区まちづくり協議会

睦浜地区は、温暖な気候風土と緑に恵まれ、気心が知れ、お互い
が安心して暮らせる地域の絆があります。
これまで築いてきた豊かな地域を次世代に引き継ぎ、より一層、

地域主体の住みよいまちづくりを実現していくため活動します。
会長 杉浦 悟美

事務局 加藤 喜久夫 連絡先
掛川市三俣６２０ 大東支所３階

７２－１１１５

人口 ２，４８３人 世帯数 ９０３世帯

地区の未来をつくる まちづくり協議会
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風光明媚な美しい
地域・自然を守るまち

・ 不法投棄パトロール
・ 耕作放棄地対策
・ 公道上のはみ出し樹木の伐採
・ 美化活動への意識の向上
・ 有害鳥獣対策のサポート

環
境
美
化

地域の若者が
定着したくなるまち

・ 地域活力づくり向上
・ 就農サポート、遊休地の企業利用
・ 他地区との意見交換会
・ 企業見学会の実施
・ 地元の伝統文化をPR

活
性
化

世代をこえ、地域をこえた
交流が楽しめるまち

・ 世代を越えた交流活動
・ 大坂小学校区内での交流活動
・ 大浜中学校区内での交流活動
・ 既存事業の見直し
・ 新年の集い（初日の出遙拝等）

健康で生きがいを
もって暮らせるまち

・ 体操教室の開催
・ 専門家の指導による詐欺防止研修会の開催
・ 福祉事業へ中学生・高校生の参加呼びかけ
・ 認知対応勉強会
・ 緊急救命講座

防
犯
防
災

災害対応に対する
意識の高いまち

・ 犯罪から守る防犯パトロール
の強化

・ 交通安全啓発（街頭指導等）
・ 防災研修会の開催
・ 県内外防災施設の見学
・ 特殊詐欺防止講座

健
康
福
祉

教
育
文
化

ひまわり畑づくりトリアージ体験しめ縄づくり

ふ
れ
あ
い
促
進



大坂地区まちづくり協議会

大坂地区は、北に茶畑、東には田園風景が広がり、地区内には
小中学校や文化会館「シオーネ」などの公共施設が充実しており
ます。人情や気風の良い地域の絆が強い地域です。すべての地区
住民が共に支え合い、子どもや孫が大坂地区に生まれて良かった
と思えるまち大坂を目指し、活動に取り組んでいます。会長 柴田 茂

事務局 酒井 俊郎 連絡先
掛川市大坂２８８２
７２－３２０７

人口 ４，８６５人 世帯数 １，８６１世帯

健康福祉
生まれて善し・老いて善し・
心身ともに健康なまち大坂
○敬老会の開催
〇各区サロン運営への支援

○サロンへの参加者拡大

生活安全
事件も事故もなく明るく住みよいまち大坂
○空き家・交通安全上の危険個所等の
調査

〇交通安全PRの実施

教育文化
子どもたちの笑顔あふれ
三世代が集うまち大坂

○地域の歴史・文化の伝承事業
○三世代交流イベントの開催
○ふるさと再発見の企画

企画運営
ふれあいと対話を
築く明るいまち大坂

〇各種催しの企画
〇まち協の普及活動の充実
〇まち協への参加者拡大

防災
災害から命と暮らしを守り
安心して暮らせるまち大坂

○大雨による水害防止対策の実施
○時代に合った防災対策の検討
○組単位の防災勉強会の促進事業

環境美化
住みよい環境笑顔で
ふれあうまち大坂

○不法投棄現場確認
及び防止事業の実施

〇有害鳥獣対策

地域活性化
子どもからお年寄りまで
笑顔あふれるまち

大坂
○お芋の体験学習の実施
○ニューイヤーウォーキング
の開催

○グラウンドゴルフ大会の
開催

○大浜公園の活性化

地区の未来をつくる まちづくり協議会
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土方地区まちづくり協議会

会長 野中 三司

地区の未来をつくる まちづくり協議会

事務局 青野 孝善 連絡先
掛川市下土方２６７－１

７４－５６８８

人口 ３，０１５人 世帯数 １，０１６世帯

青少年健全育成講演会 敬老会

土方地区は、豊かな自然や高天神城址などの歴史遺産があり、
工業団地や住宅団地などが整備された住環境の良い地区でありま
す。
土方地区まちづくり協議会は、子どもからお年寄りまで皆が互

いに支え合い、地区の一体感と信頼関係を育み、安心して明るく
暮らしやすい地区を目指し活動していきます。
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新春健康ウォーキング

住民が地域情報を共有し、支え合うまちづくり

まちづくり協議会の理解と住民協力意識の確立された土方

〇住民に向けた広聴・広報活動 〇まち協の内容理解発信

子どもから高齢者まで聡明で元気に暮らせる活気ある土方
自然いっぱい、住みよい、綺麗な土方

〇ふれあいの場づくり 〇遊休農地の活用

○ひじかた茶屋の活用 〇不法投棄、ペット糞害防止の啓蒙活動

健康と笑顔で支え合う土方
豊かな人間性を育む土方

〇健康ウォーキング、健康、子供育成講座 〇あいさつ運動 〇子供見守り
〇中学校区育成支援協との連携 〇敬老会

３区の防災組織が統一され、全ての住民の生命・身体・財産が守られるよ
う協力体制の確立した土方 安全・安心な土方

○土方3区の防災委員等の交流、情報交換会等
〇高齢者、子供の交通事故防止及び犯罪被害防止の啓蒙活動

有害鳥獣による人身被害、財産被害の無い土方

〇有害鳥獣捕獲活動 〇環境保全パトロール指導 〇箱わな有資格者育成

企画広報

地域活性

健康教育

安心安全

環境対策



佐束地区まちづくり協議会

佐束地区は、自然が豊かで、地区住民の気質の良い地区です。
その反面、商業施設がない、交通機関が少なく不便など生活イン
フラに問題があります。地区住民みんなで協力して、明るく豊か
で夢と活力あふれる佐束地区を目指します。

会長 堀川 久史

事務局 丸尾 勝章 連絡先
掛川市中方５７３－１

７４－３８４１

人口 ２，８１６人 世帯数 １，０４２世帯

地区の未来をつくる まちづくり協議会
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＜健康・体育部＞
健康一番、笑顔いっぱい

〇グラウンドゴルフ 〇佐束発見くるりんウォーク 〇保健講座

＜福祉部＞
生きがいのあるまちづくり・支え合い安心できるまち“佐束”

〇敬老会 〇ふれあい交流会 〇サロン・見守り活動

＜交通安全・防犯部＞
安全安心で住みよい佐束のまちづくり

〇交通安全・防犯講習会 〇交通安全指導立哨

＜環境部＞
住民のやさしい思いやりは美しい環境の中で育まれる

〇視察研修 〇環境・エコ環境教室

＜広報部＞
誰でも関心をもつ広報活動を目指す

〇広報作成（全戸配布）

＜教育・文化部＞
異世代で協力し合い、文化向上を目指す

〇佐束ふれあいフェスタ 〇佐束仲よし学校⊕あるいは代替事業

＜広域防災部＞
「自助」「共助」「公助」による災害に強いまちづくり

〇防災訓練 〇防災講習会

＜生活支援車運行委員会＞
誰もが安心して暮らせる地域を目指して

〇生活支援車の運行



中地区まちづくり協議会

会長 鈴木 裕之

地区の未来をつくる まちづくり協議会

中地区は、田ヶ池や中村砦などの歴史の深い場所があり、自然
豊かで暮らしやすい地区であります。
中地区まちづくり協議会は、これらの伝統・文化・自然を守り、

住民が「住んで良かった」と思えるような安全・安心な地区を目
指し活動していきます。

○広報誌・HPによる活動の広報
○ふれあい交流会
○生活支援車の運行
○ウォーキング ○グラウンドゴルフ
○敬老会 ○福祉懇談会
○文化祭（元気・ニコニコ祭）

○通学路の児童見守り ○交通安全運動
○高齢者の見守り支援 ○不法投棄対策
○防災意識の高揚 ○防災訓練の実施
○青少年・子ども健全育成懇談会

○田ヶ池・中村砦の草刈り
○環境美化活動
○地元の歴史・文化伝承発掘

- 28 -

地域のみんなの交流がふかいまち

安全・安心のまちづくり

自然を活かしたまちづくり

事務局 近藤 保雄 連絡先
掛川市中３８９１－１

７４－２９０４

人口 １，９１２人 世帯数 ７３５世帯

田ヶ池

中村砦

生活支援車

文化祭

通学路の児童見守り



大須賀第一地区まちづくり協議会

大須賀第一地区は、江戸時代から続く街並みや、江戸の天下祭
りの様式を取り入れた「三熊野神社大祭」が今日まで引き継がれ
る歴史あるまちです。近年では高齢化も始まり、まち中に空き家
も目立ち始めました。このまちの将来のため「住んでいてよかっ
た」と幸せを感じるまちづくりに取り組みます。会長 林 晴美

地区の未来をつくる まちづくり協議会

事務局 竹内 誠人 連絡先
掛川市西大渕９７
４８－１０１４

人口 ２，８７１人 世帯数 １，０８３世帯

公共交通
部会

地区活性
化部会

広報部会 防災部会
防犯・
交通部会

教育・
文化部会

- 29 -

人に優しく
安全・安心・

幸せを
感じるまちに

人々がふれあい
新たな発想を
見出すまちに

生活環境と
自然環境に
優しいまちに

①市民の足「総合的な
交通手段」の充実

②学園地区の特徴を出そう
見守り活動とあいさつ運
動で、犯罪の無いまちを

③いきいきサロンの拡充
④巨大地震への備え、減
災対策

①｢おおすかミニ役場
かわらばん(毎月発行･
各種カレンダー含む)｣
の充実

②住民が集える場づくり

①西大谷川周辺の環境
整備を

②横須賀街道沿いまちな
み保全・継承



企画委員会

広報（まち協瓦版編集部）

地域安全

環境美化

大須賀第二地区まちづくり協議会

私達の地区は、西部に位置し、古くから城下町で横須賀城跡や
歴史ある神社仏閣が多く、また緑豊かな農村地域のある地区です。
先人達が守り育てて頂いたこの地区を更に住みよい地域にして

いくために、力を合わせて取り組んでまいります。
会長 鈴木 豊

地域活性化

地区の未来をつくる まちづくり協議会

事務局 長崎 茂 連絡先
掛川市西大渕９７

０５３７－４８－１１０１

人口 ２，２６０人 世帯数 ８７６世帯

● エコ・ウォーキング大会の開催
● 健康ヨガ教室の実施(前・後期全６回)
● グラウンド・ゴルフ大会の開催
● 企画委員会主催のイベントへの協力

● 地区内環境美化パトロール実施
● エコ・ウォーキング大会への協力

● 地域活動の参考となる視察研修の立案・実施
● 城跡活用イベント「鯉のぼりの揚げ」
「七夕まつり」などの企画・開催
● 「福祉ふれあいまつり」への福祉委員
会との共同開催
● ミニ歴史案内の開催、エコ・ウォーキ
ング大会への協力
● 「遠州横須賀街道ちっちゃな文化展」
への協賛の開催

● 広報誌『まち協瓦版』年４回発行

● 有識者による防災講演の実施
● 県地震防災センターへ視察
● 消防団の夜警に同行
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地域活性化
部会

地域安全
部会

環境美化
部会

福祉
委員会

広報
部会

横須賀城跡

企画
委員会

福祉委員会
● 福祉関係出の各字町の声を聞き「ふく
しあ」や「民生委員」と協力した活動
● サロン活動、あいさつ運動、独居高齢
者宅訪問等の活動
● 「福祉ふれあいまつり」の実施
● エコ・ウォーキング大会への協力



広報

笑顔でつながるまち

福祉

通常の暮らしと
幸せを目指すまち

保健・体育

健康でみんな
笑顔あふれるまち

教育・文化

伝統文化を継承し、
健康で学び育てるまち

安全・防災

安全・安心で
住みやすいまち

大須賀第三地区まちづくり協議会

大須賀第三地区は、海岸や砂地を活かした農業など、豊かな自
然が多く残る環境の良い地区です。また、地域の皆さんのつなが
りも強く、ふれあいが多く残っています。
この地域資源を未来へつなぎ、豊かで活力ある住みよい地域と

して発展していくため、地域が一体となりまちづくりを進めます。

地域活性化

世代を超えて広がる
交流のあるまち

会長 松下 完治

地区の未来をつくる まちづくり協議会

事務局 松下 美代子 連絡先
掛川市西大渕９７
４８－１００９

人口 ２，１８４人 世帯数 ８９８世帯

・今後のまちづくりに対する検討
・笑顔であいさつ、声かけ運動

・エコウォーキングでゴミ削減の意識向上

・津波被害から、地区民をはじめ、市民、旅行者等
のすべての命を守るため、津波の減災対策を行う。

・避難訓練への参加促進
・交通不安前箇所の見直し

・地域の特産品を使って正月飾り作り
・地域で育てる、地域の子どもたち

・体を動かす運動（軽運動）推進
・食生活改善教室
・健康診断の推進

・健康に役立つサロンの充実
・見守りネットワーク推進

・広報誌の発行

令和４年度主要事業 『津波減災対策協働事業』
（安全・防災分野）

震災時の津波被害から地区のみんなの命を守るために、
掛川市海岸防災林植樹事業と協働して津波減災対策に
取り組みます。
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大渕地区まちづくり協議会

大渕地区は、掛川市の南部に位置し、地区の北部は小笠山、南
部は遠州灘に面するのどかな農工業地域です。
この地に生まれてよかった、この地に住んでいてよかったと思

えるように、住民が主体となり、協力し合い、健康で文化的な夢
と活力あふれるまち「おおぶち」の実現に努めます。会長 鈴木 浩

事務局長 増田 都喜夫 連絡先
掛川市大渕６８８１－２

４８－６６８１

人口 ３，１４１人 世帯数 １，１８６世帯

交通安全
事故と違反のないまち

地区の交通安全
点検・環境整備 防災･防犯

青色防犯パトロール
防災講習会開催

みんなで学び
高め合うまち

地域活性化

きれいな環境、
笑顔でつながるまち

花いっぱい運動
楞厳寺山探訪

教育・文化

社会や郷土を
広く知る活動 スポーツ

スポーツで交流、協力、
笑顔あふれるまち

スポーツによる
健康づくり事業

保健
健康で笑顔

あふれるまち

アロマセラピー
足腰等痛み

予防講座
福祉

普段の暮らしの
幸せを目指すまち

サロンの活動の充実

地区の未来をつくる まちづくり協議会
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令和４年度
の主な事業

安心・安全なまちづくり推進事業

｢ご長寿をお祝いする会｣開催事業

広報発行事業

交流を生かした地域振興事業

「フェスタおおぶち」開催事業

みんなで学び
高め合うまち

大渕幼稚園跡地活用事業

安全・安心で
住みよいまち

環境

有害鳥獣駆除と
きれいな環境

有害鳥獣対策
環境保全

子育て支援事業

「サークル活動」支援事業



桜木

和田岡

原谷

原田

原泉

西郷

倉真
東山

粟本

日坂

曽我

東山口

西山口

葛ケ丘

掛川第一
・第二

城北

掛川
第五

掛川
第三

掛川
第四

上内田

西南郷

南郷

佐束
土方

大坂
中

千浜

睦浜

大渕大須賀
第三

大須賀
第二

大須賀
第一

まち協区域図
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掛川市まちづくり
協働センター

まちづくりの仲間を見つけるガイドブック

- 地区まちづくり協議会編 -

【令和４年８月１日】令和４年度版

掛川市まちづくり協働センター

（掛川市生涯学習協働推進課 協働推進係）


