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『まちのひろばプロジェクト』の取組実施について
平成 31 年３月に策定した「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」に基づ
き、誰もが気軽に集える出会いの場として地域の居場所「まちのひろば」創出の取組
を『まちのひろばプロジェクト』として推進しています。
「まちのひろば」の早期の見える化と機運醸成に向けた様々な取組を次のとおり進
め、
「市民創発」による持続可能な暮らしやすい地域の実現を目指していきます。
１ 「まちのひろば」づくり相談窓口を開設します。

多様な形態による「まちのひろば」モデル連携事業創出の提案に対して、実施向けた「橋渡
し役」として相談窓口を新たに開設し、提案の具現化に向けた支援を行います。
（１）対象
今年度中に市内に新たな「まちのひろば」を創出したいと考えている方・事業者等
（２）相談支援内容
構想づくり支援、課題解決支援、広報支援等（直接的な資金助成は行いません）
（３）開設期間
令和元年８月 20 日（火）から令和２年１月 31 日（金）

２ 「まちのひろば」特設ページを開設します。

「まちのひろば」に関わる取組を広く周知するために、つなぐっど KAWASAKI
と facebook で特設ページを開設し、最新の情報を発信します。

３ まちのひろばモデル連携事業を募集します。

「まちのひろば」の普及啓発・機運醸成に向けて、取組を庁内一体的に推進していくため、
庁内で実施する事業の中でモデル事業として連携できる事業を募集します。
（１）対象
当該年度に実施する事業で、「まちのひろば」として他への新たな波及効果を及ぼすなどの
普及啓発が見込まれる内容の事業（まちのひろば創出職員プロジェクトチームの事業含む）
（２）連携内容
まちのひろばモデル連携事業、又はそれに類似する内容を記載するほか、「まちのひろば」
の創出及び啓発に資する取組を取り入れるよう努めること
※「まちのひろば」の創出及び普及啓発に資する経費については、一事業につき 20 万円を限
度としてコミュニティ推進部が執行、又は事業を実施する所管課に令達・配当替を行う

４ 『「まちのひろば」創出職員プロジェクト』と NEC『未来創造プロジェト』の共創
イベントを開催しました。

モデル事業の創出に向けて取り組んでいる職員プロジェクトと NEC の職員プロジェクトとの
融合により、新たな可能性の模索と事業実施に向けた課題解決を図りました。
開催日 令和元年８月 5 日（月） 会場 NEC 玉川事業場 共創スペース

５ 「まちのひろばＷＡプロジェクト」を開始します。

既に地域に広がっている「まちのひろば」を広げていくために、各所において「まちのひろ
ばのれん」を掲げることで、見える化する取組を開始し、「のれん作成ワークショップ」や
「まちのひろば」の開き方の啓発冊子の作成につなげていきます。

６ 「まちのひろばフェス（まちフェス）」を開催します。

「まちのひろば」の普及啓発、機運醸成に向けたイベントを開催します。ゲストスピーカー
による基調講演や分科会形式の意見交換など、他の取組と連携したイベント内容とします。
（１）まちフェス 2019（11 月４日（月・祝））
（２）まちフェス 2019 Vol.2 地域でつながる「こども食堂」（11 月９日（土））
（３）地域・社会貢献フォーラム 2019（12 月 7 日（土））※まちフェスとの連携事業

令和元年８月２０日
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「やってみたい」の気持ちに応える
「まちのひろば」づくり相談窓口を試行開設します
川崎市では、平成 31 年 3 月に策定した「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」に
基づき、誰もが気軽に集える出会いの場として、地域の居場所「まちのひろば」創出の取組を
推進しています。
この度「まちのひろば」を創出したいと考えている方や事業者などの提案実現に向けて、
「や
ってみたい」の気持ちに応えるワンストップ相談の窓口を試行開設します。
相談内容に応じて、庁内や地域への「橋渡し役」として伴走支援を行い、
「やってみたい」と
考えている方・事業者等が「まちのひろば」を創出しやすい環境づくりを行っていきます。
事業概要
（１）対象者
令和元年度中に「まちのひろば」を創出したいと考えている方・事業者等
（２）対象事業
新たに「まちのひろば」を創出する取組（営利目的ではないこと、政治活動及び宗教活動
ではないこと）
（３）窓口開設期間
令和元年８月 20 日（火） 令和２年１月 31 日（金）
（４）相談窓口の流れ
電話、FAX 又はメールで相談 → 打合せ等の上で支援内容の決定
→ 支援の実施
（５）支援内容の一例（直接的な資金助成は行いません）
① 構想づくり支援（相談者の意向を基に先行事例の紹介等）
② 課題解決等支援（庁内関連部署、事業及び地域の取組の紹介等）
③ 広報支援（当課が所管する広報媒体やイベント等を活用した広報等）
など
（６）その他
・各区役所等にチラシを配架します。
相談窓口のチラシ

「まちのひろば」特設ページができました

協働・連携ポータルサイト「つなぐっど KAWASAKI」に「まちのひろば」特設ページができまし
た。今後、「まちのひろば」創出の様々な取組について、特設ページを活用して情報をお届けしてまい
ります。
・協働・連携ポータルサイト「つなぐっど KAWASAKI」
「まちのひろば」特設ページ
https://www.tsuna-good.city.kawasaki.jp/hiroba
「つなぐっど KAWASAKI」

川崎市では「これからのコミュニティ施策の
基本的考え方」に基づき、「まちのひろば」
づくりを進めています。

川崎市市民文化局コミュニティ推進部
協働・連携推進課 藤井
電 話 044-200-2017
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川崎市では「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」に基づき、「まちのひろば」づくりを進めています。

「まちのひろば」づくり相談窓口
「まちのひろば」づくり相談窓口は、新たに地域の居場所「まちのひろ
ば」を創出したいと考えている方などの提案実現に向けて、「やってみた
い」の気持ちに応えるワンストップ相談の窓口です。

「まちのひろば」とは
「まちのひろば」は、身近な地域における気軽なつ
ながりの場所・誰もが気軽に集える出会いの場
です。その概念は幅広く、３人集まれば「まちのひ

これまで「やってみたい」と思っても、どこに何を相談したらいいのか分か

ろば」になるとも言えます。
川崎市は、平成 31 年３月に策定した「これから

この窓口では、それらを少しでも解決できるように、自主的・主体的な
取組等の実現に向けた「橋渡し役」として、伴走支援を行 ます。

様な地域資源を活用して、まちのそこかしこに「ま
ちのひろば」が生まれていくようなしくみづくり

興味・関心のある方は、まずはお気軽にご相談ください
例
取組 活動
ちょっとしたことでも相談してみたら何 見

のコミュニティ施策の基本的考え方」に基づき、多

に取り組んでいます。

かも!?
散歩仲間を集めて川沿いを歩いて
みたい…
参考となる活動

地域に自宅 開放してみたい…
どういう活用がいいのか

公園で朝の体操活動をはじめて
みたい…
どこかに手続き 必要

古民家
DIY してみたい…
まず何からはじめればいいのかな

対象期間・対象者 令和元年度中に「まちのひろば」を創出したいと考えている方・事業者等
対象事業 新たに「まちのひろば」を創出する取組等（営利目的ではないこと、政治活動及び宗教活動ではないこと）
相談方法 まずは下記お問い合わせ先に電話、FAX 又はメールでお気軽にご相談ください。
窓口開設期間 令和元年８月 20 日（火） 令和２年１月 31 日（金）
相談窓口の流

相談
電話等で提案について
ご相談ください。

支援内容の決定

支援の開始

別途打合せ等の上、支援内容に
ついて決定いたします。
※支援できない場合もあります。

決定した支援を中心に
実施に向けた伴走支援
を行

支援内容の一例 相談内容に応じて、次の支援等を行

。（直接的な資金支援 行

）

① 構想づくり支援

② 課題解決等支援

③ 広報支援

●相談者の意向を基に、地域に創出し

●相談者の構想を実現するために、庁

●取組等の実施に向けた協力者の募集

ていくイメージを具体的に描くために、先

内で関連する部署や事業、及び地域の

及び実施案内等を「まちのひろば」モデル

行事例等 紹介などにより、運営等の構

取組などを紹介し、課題解決や実施体

事業として、当課が所管する広報媒体

想づくりをお手伝いします。

制構築等についてお手伝いします。

やイベント等を活用した広報をお手伝い
します。

お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課
電話 044-200-3708 FAX 044-200-3800 ※電話による相談は、平日 8:30 12 00、13 00 17 15
メール 25kyodo@city.kawasaki.jp

見つけに

地域でつながる「こども食堂」

2019.11.9（Sat.）13:30~16:00
エポックなかはら７階

公園や水辺、駅前広場や商店街。まち
にはまだ知らない﹁ぼくたちの居場所﹂
が眠っている。

Vol.2

知らないまちに出かけるのもいいけれ
ど、 年後の豊かな暮らしを目指して
身のまわりにある﹁まちのひろば﹂を
探しに行こう。

人と人がつながる﹁まちのひろば﹂を
盛り上げる会。
﹁まちフェス２０１９﹂開催決定。
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まちのひろばを

2019.11.4（Mon.）13:30~16:30
中原区役所５階会議室

地域・社会貢献フォーラム2019
〜あなたの物語が社会を変える！〜

2019.12.7（Sat.）14:00
PASAR BASE
JR南武線 武蔵新城駅から徒歩2〜3分

講演者
東京大学先端科学技術研究センター
湯浅 誠 特任教授
「川崎のまちとこども食堂の未来」
聞き手 子どもの未来サポートオフィス
米田 佐知子 代表
協 力 かわさきこども食堂ネットワーク

話題提供者
特例認定NPO法人くるみ−来未
太田 修嗣 理事長
KAWASAKI MACHI FES. 2019
との連携事業

