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３年目の活動がスタートします！
－平成２５年度活動方針、予算案等が承認されました－

報告

まちづくり協議会が設立して3年目に入ります。
昨年からは各部会（防災防犯、美化緑化、健康福
祉、交流）が実質的な活動を開始しました。これ
からも、住み良い街にしていくために、幅広い活
動に取り組んでまいります。

去る5月25日（土）には、定期総会が開催。平成
24年度の事業報告と決算報告が行われ、平成25年
度の活動方針、予算案、役員が承認されました。
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柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会 役員

【平成25年度の活動方針】

①地域の課題解決に向けた行政や関係者との協議

（郵便局、保育園、公園、図書館、集会所等の公共施

設整備、中学校早期開校、交通整備など）

②地域活動を通じた様々な交流活動の推進

③情報発信力の強化、効率化

④防災活動における連携の具現化

⑤2014年駅西口の街開きに向けた準備、検討

前期繰越 379,940

年会費（一番街） 390,000

年会費（二番街） 181,000 35万×（456÷880）
(H25.3末入居:456世帯)

年会費（企業等） 600,000 6団体×10万円

合計 1,550,940

事務局運営費 10,000 役員会議費、振込手数料

美化活動費 50,000 清掃活動の備品購入等

防犯・防災活動費 646,000 防災イベント･研修、備品購
入等

交流部会活動費 390,000 協議会だより印刷配布、交
流イベント

健康・福祉活動費 100,000 健康福祉イベント実施

予備費 100,000

254,940 次年度初期活動費繰越

合計 1,550,940

平成25年度予算案
<収入>

<支出>
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まち協のホームページができました
－ 柏の葉駅周辺のまちづくりの最新情報はコチラへ！

まちづくり協議会が行う防災や美化、健康福祉、
交流、いろいろなテーマ別の活動の最新情報は、今
までこの紙面版の「まち協だより」で随時お伝えし
てきましたが、「紙面よりもインターネットの方が
便利で見やすい」という、多くの方々の声にこたえ、
この度、まち協のホームページができました。

http://kashikyo.wordpress.com/

駅前清掃や緑化活動、子育てイベント、防災イベ
ント、意見交換会など、まち協で主催、協力するイ
ベントの告知や開催報告など、最新情報を随時アッ
プいたします。 また、今までの「まち協だより」
のバックナンバーもご覧いただけます。

あわせて、Facebookページ、Twitterページも同時
に開設しました。まち協ホームページの最新更新情
報はこちらからもご覧になれますので、それぞれ利
用されている方は是非、「いいね！」又はフォロー
をお願いいたします。

Facebook：
https://www.facebook.com/kashiwanohamachikyo
Twitter：
https://twitter.com/kashikyou

告知

平成24年度決算報告
平成24年度決算は下記の通りです。

報告

項目 予算 実績 差額

収入 1,333,862 1,333,961 +99

支出 1,333,862 954,021 -379,841

剰余金 0 379,940 +379,940

剰余金（379,940円）は、平成25年度に繰り越すも
のとします。（会則第16条に基づく）

■意見交換
総会では、そのほかに、出席者から次のような意見がありました。

・地域の待機児童について、まちづくり協議会でも対策を考えたらどうか？
・近くの保育園になかなか入れない。入れても兄弟が別々なところで送り迎えが非常に負担な状況。乳幼児を持つ世帯が多く、新たな入
居が進めば今後さらに深刻になる。
・近くに保育園の確保。暫定的な施設やサービスシステムの工夫で、保育機能を確保できないか？

こうした意見も考慮しながら、まちづくりを進めてまいります。ご質問やご意見等ございましたら、各マンションの住宅管理センター
までご連絡ください。
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柏の葉 まち協 で検索

作成に尽力いただいた二番街にお住まいの佐藤大介（Twitter: @daisukesato）さん、ありがとうございました。

■情報発信メンバー募集しています

このホームページ等をつかって、まち協の活動や地
域の情報などを随時発信していくためのメンバーを
募集しています。
・イベントに参加して記事を書いていただける方
・ウェブサイトのデザインなどをしていただける方
・その他 情報発信に興味のある方

お問い合わせは、info@udck.jp 担当：加藤まで

緊急対応ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ研修
－ 防災担当者により実施しました。

告知

防災安全部会を中心に、まちづくり協議会関係者で、
『防災活動連携マニュアル』を用いて、まちづくり協
議会災害対策本部立ち上げプロセスについて、同本部
設置の第一候補施設である「ＵＤＣＫ」でシミュレー
ションを行いました。

各会員組織の防災担当者は一定期間ごとに更新され
るため、このような研修機会を定期的に実施していく
とともに、ひろく一般住民も交えた合同研修（訓練）
の場についても、今後実施検討したいと思います。



クリーン作戦（駅前清掃活動）
－ 地域ポイント貯まります －

告知

「赤ちゃんパパ・ママ集まれ」
－ を開催しました －

報告
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まちづくり協議会では、毎月第１・第３木曜日の朝9
時から、駅前清掃活動を行っています。

前回は、ゴミ拾いだけでなく、最近目立ちだした雑
草もきれいにしました。7月の開催日は以下の通り。

・日時：7月4日・ 18日(木) 9時～9時半
・集合：ららぽーと正面（柏の葉キャンパス駅西口）

参加いただくと、地域ポイントが貯まります。
皆さんのご参加をお待ちしています！！

駅前清掃活動に参加すると、地域ポイ
ントが50ポイントもらえます。ポイントは

マルシェでのお買い物券や各種グッズ、
サービス利用料金の割引に使えます。
登録、詳細はＵＤＣＫへ

まちづくり協議会では、５月１７日（金）午前１０時から二番街ワークショップルームにて、「赤ちゃ
ん・パパママあつまれ！」を開催しました。

このイベントは、2歳くらいまでのお子さんとそのご両親に参加していただき、参加者同士の交流の機会、
身体測定や育児相談の場として昨年１２月に一番街で開催して好評を得たため、第２回目として開催したも
のです。
前回が１８組の参加に対し、今回は想定外の６８組の参加があり、大盛況な半面混乱もありましたが、無事
に開催することができました。

参加者６０人からアンケートをいただきましたので、ポイントをいくつか紹介します。
○ 二番街で開催したこともあり、参加者の８６％が一・二番街にお住まい（一番街３６％、二番街５

０％）でした。
○ 参加理由（複数回答）は、「同じ年ごろのお子さんをもつ方と交流したかった」が８０％、「身体

測定をしたかった」が６５％で、この２点に期待が大きかったことがわかります。
○ イベントに関するご意見は「良かった」が５２％、「まあまあ良かった」が４３％で、総じて好評

でしたが、「まあまあ」を選択された方からは、 「人数が多すぎて、スペースが狭かった」という
ご意見を多くいただき、次回開催に向けての検討課題となりました。

○ 「今後も参加したいですか？」という問いに対しては、８２％の方から「参加したい」という回答
をいただきました。

○ 今後の開催頻度については、定期的な開催を希望される方が８３%と圧倒的に多く、これも今後の
検討課題となりました。

前回は土曜日の開催でパパの参加率が８０％でしたが、今回は平日でしたのでほとんどママだけでした。
当日は柏市保健所から２人の保健師さんに来ていただき、一・二番街の健康づくり推進員さん、民生委員さ
ん、近隣のボランティアの方々にもご協力いただきましたが、てんてこ舞いの忙しさでした。次回はより多
くのみなさんのご協力をお願いしたく、ボランティアを募集しますのでご協力をお願いします。次回開催は
１０月４日（金）を予定しています。

多数の参加を期待しつつ、今回の反省を踏まえて、より満足していただけるよう、市の保健師さんとも打
合せを始めました。詳細が決まりしだい、改めてお知らせします。



こんぶくろ池公園 みんなで草刈りVol.1 を行いました
－ 晴天の下、総勢７０名で実施！

パークシティ二番街の対角に広がる広大な森、「こんぶくろ池公園」の一角にある草地広場予
定地の整備を、地域の住民の参加と協力のもと進めていこうと広場づくりのサポートプロジェク
トがスタート。来年春の暫定開放に向けた、第一弾のイベントとして、６月９日（日曜日）に、
第一回の草刈り体験イベントが行われました。

当日は晴天に恵まれ、住民３６名、柏市などの関係者１４名、主催者のNPO法人こんぶくろ池
自然の森のメンバー約２０名、総勢７０名が参加。今回の草刈り対象は道路沿いでしたが、予想
を超える参加者の皆様の汗だくの頑張りで、通り沿いは見違えるほどすっきりしました。

草刈り後は、草地広場の予定地にあるヒマラヤスギの大樹の足元にある素晴らしい空間で、休
憩したのち、公園の整備計画や地域の歴史についての説明を３０分程度していただき、１２時す
ぎに解散しました。

草地広場の整備は秋以降本格化しますが、新しくできる地域の広場へ皆で期待を寄せつつ、今
後もサポートプロジェクト企画は随時行われますので、多くの方々の参加、是非是非お待ちして
おります。

報告
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みんなで草刈りイベントvol.2
＋ 交流会

＊草刈りの後、今後の広場づく
りに向けて交流会を行います。

みんなで草刈りイベントvol.3
＋ 七夕交流会

＊参加者みんなで七夕飾りと楽
しい交流会を予定しています。

6月23日(日)

10時～12時

7月7日(日)

10時～12時

広場づくりサポートプロジェクト 今後の予定

※いずれか１回だけの参加でも大歓迎です！

広場予定地での休憩・交流会

事前申込： 代表者氏名と参加人数をメールにて下記まで
E-mail:   furuisao@jcom.home.ne.jp （ＮＰＯ法人こんぶくろ池自然の森 事務局 古橋氏）
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