
ワークショップ
あたらしい労働会館・教育文化会館を考える

第２回
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新型コロナウィルス感染拡大防止のためのお願い
 マスクの着⽤にご協⼒ください。発⾔するときにも外さないでください。

 文房具などの共有、受け渡しはしないでください。

 お茶や飴などのごみはお持ち帰りください

 （ご希望の方にはごみ袋をお渡しします）

 終了後は、指示に従って順番に退出してください。
その際、名札、文房具、アンケートなどは自席に置いたままでお願いします。

 体調が悪くなった場合には、会場内のスタッフにお声掛けください。

 参加後に、新型コロナウィルス陽性となった場合には、速やかに市にお知ら
せください。
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川崎区の概要

【統計】（令和3年7月1日現在）

 人口 232,142 人

 世帯数 124,041世帯

 面積 40.25 ㎢

【地理的な構成】

• 東海道五十三次の宿場町である旧川崎町

• 川崎大師平間寺の門前町である旧大師町

• 企業で働く人々の住宅地として発展

してきた旧田島町

• 臨海部の埋立地
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川崎区の概要２
【歴史的背景】

• 明治時代から第二次世界大戦にかけて
東京からの工場移転等による市街地化

• 戦後、臨海部の重化学工業地帯形成

• 現在は、公害を克服する過程での
経験を活かし、
高度な環境関連技術が生み出され、
世界的なハイテク企業や研究開発機関が
集積した先端産業都市の中核となっている

【特徴】

• 川崎市の玄関口である川崎駅東口は、
官公庁・商業・サービス業が集積する
都市機能を有する

• 歴史、文化、産業などの地域資源が豊富

• 外国人住民人口が市内で最も多い
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川崎市総合計画 第2期実施計画より

誰もが住んで良かったと思える安全・安心のまちづくり

まちづくりの方向性

現状と課題

■豊かな歴史・文化資源などの地域資源

■高齢化、独居割合の進行

■新たな環境下での子育て

■地域特性を踏まえた地域防災力の向上

■より安全な自転車利用の取組の必要性
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教育文化会館ってこんな施設

• 市民の生涯学習活動の場として、会議室や学習室等を貸出すほか、

地域の特性や社会課題にあわせた学級・講座やイベントを実施し

ています。

• また、地域の中で主体的に活動している自主学習グループやボラ

ンティアグループ等の育成と活動を支援し、学びと活動を通じた

市民同士の交流を推進するなどの取組を行っています。

外 観 大会議室 茶華道室調理室 6



教育文化会館で行われている主な活動

■講座や研修の開催

子育て世代、高齢者、外国人市民、ボランティアを行いたい人
など様々な方が参加できる講座を開催しています。

【講座の例】

市民エンパワーメント研修
「やろうよ！キョウブンカフェ！！」 家庭・地域教育学級「はじめての子育て」
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教育文化会館で行われている主な活動

通信の発行

「教育文化会館だ
より」（年間６
回）の発行

市民自主学級・
市民自主企画

地域課題や生活課題
の解決に向けた学習
機会

交流活動

「かわさき区子育て
フェスタ」、「教文ま
つり」などのイベント
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労働会館ってこんな施設
• 働く人を支援する施設です。

• 知識や教養を学ぶ講座、資格取得等を支援するための講座などを

開催するなど、「いこい」「語らい」「学びあう」ための場を提供

しています。

• 労働に関する情報や資料等の提供などを行っています。

外観 特別会議室 交流室大ホール
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労働会館で行われている主な活動・サービス

■講座や研修の開催

教養講座、就業支援講座、資格取得講座など
労働に関する講座や研修を年間を通じて実施

労働学校 資格取得に向けた講座
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労働会館で行われている主な活動・サービス

■労働資料室

「働く人の貴重な財産」
労働関係の資料を収集・保存しています。
約42,000点を収蔵、閲覧や貸出ができます。

◆図書

労働法、各県・各企業の労働運動史、労働問題に関する図書、白書

◆資料

官公庁・労働団体（組合）・経営者団体（企業）などで発行される
「労働」に関する調査報告および各種資料

◆雑誌

官公庁・労働団体（組合）・経営者団体（企業）・金融機関・大学・
労働専門機関などで発行される機関誌
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労働会館で行われている主な活動・サービス

喫茶店・
売店の営業

会議でのケータリ
ングの要望などに

も対応しています。

サンピアン
通信の発行

年間４回発行。
サークル活動の紹介
や講座の募集などを
お知らせしています。

サークルの育成・交流
活動の発表の場や交流の機会となる
「サンピアンかわさき感謝まつり」
の実施や、活動団体が使えるロッ
カーなど市民の主体的なサークル活
動を支援しています。

Cafeサンピアン利用者向けロッカー
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事 例 紹 介

～全国で行われてる事業の紹介～
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座・高円寺（東京都杉並区）
絵本の旅＠カフェ みんなの作業場

親子で楽しむ

親子で楽しい時間を過ごすための絵本の会。
「座・高円寺」内のカフェで毎週土曜日に実施。
「カレーライスの絵本」など毎回テーマを決め、
子どもたち自身で選んだ読みたい本を、ボラン
ティアの「本読み案内人」さんが、子どもたちに
「寄り添って」読み聞かせする。

引用：座・高円寺HP ブログ

毎週実施の
日常イベント
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仙南芸術文化センターえずこホール（宮城県仙台市）
～全館かえっこ～ えずことあそぶ日

親子で楽しむ

施設全館を活用した参加・体験型イベント。
使わなくなったおもちゃを持ってきて交換する
恒例の「かえっこバザール」のほか、アウト
リーチやダンスワークショップなどを同時開催。
いらなくなったおもちゃやアクセサリーをポイ
ントに交換できる「かえっこバザール」のシス
テムを、ほぼすべてのプログラムにリンクさせ
ている。

引用：仙南芸術文化センターHP

毎年１回の
お祭り！
アーティストが
プロデュース
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黒部市国際文化センターコラーレ（富山県黒部市）
コラーレワールドフェスティバル Earth Moving

フェスティバル

全館を使って2日間開催されるイベント。
毎年、世界の国や地域をひとつ取り上げ、その国の音
楽や舞踊を中心に、文化や芸術、民族や歴史などを紹
介しながら、国際的に展開する。
フェスティバルの運営とそれにかかわるスタッフはボ
ランティア。

引用：黒部市国際文化センターコラーレHP

毎年１回の
お祭り！
国際イベント
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小平市民文化会館 ルネこだいら（東京都小平市）
ルネこだいら 夏休みフェスタ

フェスティバル

毎年夏休みの2日間、全館をつかってワークショップやコンサート、パフォーマンス、人形劇、
絵本の読み聞かせなど、子ども向け、親子向けのフェスティバルを開催。近隣の大学と連携し
た企画などを行う年もある。

（画像上右：毎年恒例の小平青少年吹奏楽団によるオープニング）

引用：ルネこだいらHP、ルネこだいらFacebook

地元密着の
フェスティバル

17



武豊町民会館 ゆめたろうプラザ（愛知県知多郡武豊町）

市民がつくる企画

市民参加の運営方法として、NPO法人たけとよを設
立し、町から、事業運営と窓口・事務業務が委託さ
れている。NPOに参加している市民が、それぞれ自
分の得意な分野で企画し、さまざまな事業を行って
いる。

引用：武豊町民会館HP

市民が得意な分野を企画した講座！
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逗子文化プラザホール（神奈川県逗子市）
市民企画事業

市民がつくる企画

ホールの事業として「市民企画」の枠を設け、市民
が企画した催しを実施。市民から公募したオリジナ
ル企画を、ホールがサポートに入り、一緒になって
形にしていく。その前段として「イベント企画支援
講座」も実施。

引用：逗子文化プラザホールHP

市民の
オリジナル企画を
実現・サポート
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可児市文化創造センター（岐阜県可児市）
多文化共生プロジェクト

多文化共生

引用：可児市文化創造センターHP

人口の約7.8%（2020年7月1日現在）が外国にルー
ツのある人という可児市。国籍も年齢もさまざま
な参加者たちが同じ時間を共有しながら1つの舞台
を作り上げる「多文化共生プロジェクト」を2008
年から継続して実施。
毎年、様々な言葉や文化を持った人々が集い、ド
キュメンタリー演劇作品をつくりあげている。

舞台を通じた
国際交流
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多言語への対応

多文化共生

愛知芸術文化センター：Google翻訳を利用しHPで100か国語以上対応

可児市文化創造センター：イベントチラシ
（３か国語対応）

新国立劇場：英語の施設パンフレットを用意

色んな
言語で
案内を
作成
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長久手市文化の家（愛知県長久手市）
長久手市文化の家福祉事業

地域課題の解決・社会包摂

日本福祉大学の協力のもと、特別養護老人ホーム、グループホーム、障がい者のためのデイ
サービスなど様々な福祉施設で演奏を行う「ふくしであーと」や、定年退職前後の方に向けて、
新しい趣味としてクラシック音楽を聴くきっかけづくりをお手伝いする「はじめてのクラシッ
ク 初クラ講座」などを展開。

引用：長久手市HP

55歳以上の男性を対象としたサックスのグループレッスン。
定年退職をしたあと地域での居場所をみつけにくい方々へ
地域と関わるきっかけづくりに

ふくしであーと
福祉施設・医療施設などでのアウトリーチ（出張型コンサート）

音楽を通した地域づくり
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生涯学習大学 宮水学園（兵庫県西宮市）

生涯学習

引用：西宮市HP

高齢者の皆様が地域社会づくりに取り組む力を培い、健康で生きがいのある生活を創造するた
めの学習と交流の場を提供している。「七夕祭り」「学園祭」など、年4回の年中行事も行い、
自分の受講している講座以外の人とも交流を図っている。
60歳以上対象。講座に参加した人が自主的にサークルを立ち上げて継続して活動している団体
もある。
教養講座 11回、選択講座 15回 など様々なプログラムを用意

生涯学習と
交流

仲間づくり
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茅ヶ崎市勤労市民会館（神奈川県茅ケ崎市）

労働関係講座

画像：茅ヶ崎市勤労市民会館HP

就職活動支援、労働問題の解決にむけた支援、職業能力の向上等に関する事業、
働く市民の福祉の増進と文化の振興に関する事業などを年間を通じて実施

色んな年代に向け
時代性などを考慮した労働支援
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ＩＣＴを活用した市民協働で多様な子育てニーズと地域人材活用を両立

ICTの活用

引用：ICT地域活性化事例 100選より

世界初、共助型子育て支
援プラットフォーム「子
育てシェア」

リアルとＩＣＴ活用の両
輪で、地域人財の活躍支
援と子育て共助の仕組み
「子育てシェア（登録
料・手数料無料・保険
付・1時間500円のお礼
ルール）」を全国に普及
させ、社会課題解決と地
域活性を両立させている。

最新技術で
社会課題解決や

地域活性
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せんだいメディアテーク（宮城県仙台市）

ユニバーサルデザイン

音声誘導装置
音声で施設の位置案内などを行う

触れる施設模型 赤外線音声補助装置

車いすの貸し出し 拡大読書器 音声パソコン

誰もが使いやすくする
ためのサポート

26



グループワークでのお願い

グループワーク中もマスク着用を徹底！

現地参加者の方は、
マスクをしっかりと鼻までおおっての

着用にご協力ください

お手元に資料をご用意ください

ワークショップ中に
「○ページをみてください」
などのご案内をします。

お手元にお送りした資料をご準備ください。

27



グループワークでのお願い

終了後のアンケートにご協力ください
ワークショップ終了後のアンケートに

ご協力ください。
Zoom参加者の方は、別途案内する
メールアドレスまでご返信ください。

順番にご発言ください

現地での参加者とオンライン参加者は、
パソコンを通してお話をします。

みんなが聞き取りやすくするため、
ひとりずつのご発言にご協力ください！
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ワークショップの流れ

１．開会のあいさつ 資料説明
（20分程度）

本日の流れや資料の
説明などをします。

２．グループワーキング（60分程度） 各班に分かれて
グループワーキングをします。
Zoomのブレイクアウトルーム機能を
使用します。操作は主催者（ホスト）が

行います。

３．各班のワーキング内容紹介
（30分程度）

Zoom各班から全体に戻り、
ファシリテーターから、各班で話
し合われた内容を発表します。

４．閉会のあいさつ（10分程度） おつかれさまでした！
アンケートにご協力ください。
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10月2日（土） 10～12時
川崎市立労働会館 第３会議室

または
オンライン（Zoom）参加 （予定）

次回のワークショップは・・・

本日は参加いただきありがとうございました！

 名札、アンケート、文房具は机の上においたままご退出ください。
 飲み物、あめ、ゴミの持ち帰りにご協力ください。

 オンライン参加の方は「退出」ボタンから終了してください。
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グループワークシート １

発表などに利用できる機能

ホール
ミニ

ホール
その他
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グループワークシート ２

サークル活動、会議、打ち合わせなどに利用できる機能

スタジオ ルーム 体育室

健康学習室 音楽室

和室 実習室 料理室
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グループワークシート ３

誰もが利用できる機能

エントランス
ロビー

ギャラリー

売店・飲食
スペース

市民活動
コーナー

フリー
スペース

労働資料
コーナー

児童室
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グループワークシート ４

その他（場所を限らないものなど）

周辺

その他の
場所

全館利用
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