
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３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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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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ルールを考えるのはどうして？

• あたらしい労働会館・教育文化会館は、
再整備後は一つの施設となります。

• 施設の目的により、利用の仕方を決めるため、
同じ川崎市の施設でも、ルールが異なってい
るところがあります。

• あたらしい施設を皆さんで気持ちよく使って
もらうために、これまでの両施設の利用者に
とっても、新しい利用者にとっても
分かりやすいルールを決めていきます。

5



教育文化会館と労働会館の利用規則（現状）

教育文化会館 労働会館

開館時間 9時～21時30分

※分館は21時まで

9時～21時30分

※交流室は21時まで

※労働資料室は17時まで

休館日 毎月第 3 月曜日

年末年始（12/29～1/3）

※そのほか施設点検日あり

年末年始（12/29～1/3）

※そのほか年20日程度の施設点

検日あり

窓口対応時間 8時30分～21時30分 8時30分～20時30分

休館日・開館時間など
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教育文化会館 労働会館

利用申込時期 イベントホール：6ヶ月前から
使用日14日前まで
その他の施設：4ヶ月前の17日か
ら23日
※ギャラリーを除く

ホール：10ヶ月前（労働組合等
は1年前）
特別会議室、交流室：6ヶ月前
その他の施設：4ヶ月前の17日か
ら23日

申請方法 イベントホールとギャラリー以
外はふれあいネット

ホール、特別会議室、交流室以
外はふれあいネット

ふれあいネッ
ト以外での申
請方法

窓口（先着）
窓口
利用希望が重複した場合には抽
選（毎日）

支払い方法 口座引落し、納付書 原則窓口で現金支払い

利用の制限 ふれあいネットでの申し込みは
月4回まで

連続利用できるのは3日間まで

利用申し込み時期・方法など

教育文化会館と労働会館の利用規則（現状）
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教育文化会館 労働会館

飲食の可否

基本的には飲食はできない

※水分補給のための飲料は可能

※料理教室で作った料理を食べ

ることはできる

※午前と午後など連続した区分

を利用する場合の弁当などの

飲食はどの室も可能

交流室は飲食を伴う会議等が可

能

他の諸室は基本的に飲食はでき

ない

※水分補給のための飲料は可能

※午前と午後など連続した区分

を利用する場合に弁当などの

飲食はどの室も可能

飲食について

教育文化会館と労働会館の利用規則（現状）
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教育文化会館 労働会館

荷物預りなど

市民活動室ロッカー

定期的に活動しているサーク
ルが利用可能

有料ロッカー

誰でも利用可能
月ごとの定期利用制度あり
利用当日のみの利用も可能

料金 無料
大 月額2,700円、1日100円
中 月額1,800円、1日70円

利用者へのサービスについて

教育文化会館と労働会館の利用規則（現状）

教育文化会館 労働会館

荷物預りなど

川崎区市民活動コーナー

ロッカー

川崎区内で活動する非政治、

非宗教、非営利目的の社会貢

献活動を行う団体が利用可能

（団体登録が必要）

有料ロッカー

誰でも利用可能

月ごとの定期利用制度あり

利用当日のみの利用も可能

料金 無料
大 月額2,700円、1日100円

中 月額1,800円、1日70円
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利用者へのサービスについて【市内他施設の事例】

教育文化会館と労働会館の利用規則（現状）

他区の市民館 かわさき市民活動センター

荷物預りなど

ロッカー

活動しているサークルが

無料で利用可能

申込み多数の場合は抽選

【ロッカー】年間予約制

大 6,000円／年、500円／月（90個）

小 3,600円／年、300円／月（9個）

【レターケース】年間予約制

A4サイズ 600円／年、50円／月(54個)

※いずれも年度途中からは月毎の利用

可能

条件など 事前の団体登録が必要 事前の団体登録が必要
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事 例 紹 介

～全国で行われてる利用規則などの紹介～
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大和市文化創造拠点シリウス（神奈川県大和市）

休館日・開館時間

施設 利用時間 休館日

芸術文化ホール 9時〜22時 12月29日〜1月3日

生涯学習センター 9時〜21時30分 12月29日〜1月3日

図書館 9時〜21時（日曜祝日は20時まで） 12月31日・1月1日

こども図書館 9時〜19時 12月31日・1月1日

屋内こども広場 9時〜19時 12月31日・1月1日

市民交流ラウンジ 9時〜21時（日曜祝日は20時まで） 12月29日〜1月3日

駐車場・駐輪場 8時15分〜22時30分 12月31日・1月1日

様々な機能からなる複合施設。機能に適した利用時間や休館日を設定し、使え
る時間や異なっています。
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大和市文化創造拠点シリウス（神奈川県大和市）

フリースペースのルール

生涯学習センター

市民の交流する機能として、複数の利用形態を用意している。

予約なしで利用可能。
歓談、飲食など自由使える交流空間
自習室のように利用することも可能

市民交流スペース(ぷらっと大和) 市民交流ラウンジ

予約なしで利用可能。
歓談やビジネスの打合せなど、さまざまな用途で
利用可能。セカンドオフィスとしてのご利用も可
能な設備がある。（有線LAN、電源、専用の印刷
スペース）
 1時間につき100円
 月〜土 9時〜21時/日・祝 9時〜20時

13引用：大和市文化創造拠点シリウスHP



小金井宮地楽器ホール（小金井市民交流センター）（東京都小金井市）

フリースペースのルール
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 共有スペースの貸出し

エントランスロビーなどの一部分について、あらかじめ範囲を区切り、占有利用
できるようにしている。貸出のない時間帯はだれでも自由に使えるスペースと
なっている。展示、無料の講座、ワークショップ等に利用されている。
料金設定：１㎡当たり 100円

引用：小金井市民交流センター 利用案内（左図）



知立市文化会館パティオ池鯉鮒（愛知県知立市）

フリースペースのルール

 学習スペースの利用規則

事務所の前のスペースを活用し、学習スペースを提供。机1台100円で貸出
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いわき芸術文化交流館アリオス（福島県いわき市）

児童室のルール

 キッズルーム

隣接した公園に面した開放的なキッズルーム。
授乳室や子ども用トイレを備えている。保育士等は常駐していないが、公園の利
用者、施設の利用者など、休館日（週1回）以外は誰でも使うことができる。
ホールの催しで託児サービスを行う場合、事前申し込みにより占有利用すること
が可能。
（その場合は、託児サービスを申し込んだ人だけが利用できる）

16引用：いわき芸術文化交流拠点アリオス HP



大和市市民交流拠点ポラリス（神奈川県大和市）

児童室のルール

 親子交流サロン・親子交流テラス・プレイルーム

乳幼児をもつ親子を主に対象とし、情報交換など他の親子との交流も出来るスペー
ス。無料で利用できる。
※ 施設全体の開館時間は9:00～21:30だが、このエリアは9:00～18:00

17引用：大和市文化創造拠点シリウス HP



いわき芸術文化交流館アリオス（福島県いわき市）

飲食できる室

 カンティーネ

無料で利用できるスペース。
飲食が可能なので、お茶を飲みながらの歓談や打ち合わせなどができる。
ホールと同時利用する場合にはパーティ利用なども可能。
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SHIP 品川産業支援交流館（東京都品川区）

利用のルール（働く世代へのスペース提供と交流）

 会員制オープンラウンジ、レンタルオフィス、工房エリア等からなり、個人か
ら企業まで利用可能。「テクノロジーとアイデアが融合するビジネス拠点」と
して、次世代の産業を支援するハブとして機能する。

 ビジネス利用を目的としているため、月額利用できる室や、登記可能な会員制
度などを設けている。

 オフィス
企業利用 月額94,600～
378,400円
※24時間利用可

 貸会議室
1,430円～3,500円
（1時間）
※区民利用設定あり

など、利用の形態にあわ
せ複数の料金設定が設け
られている。

19引用：品川産業支援交流館 HP



IKE Biz（イケビズ）としま産業振興プラザ内
としまビジネスサポートセンター（東京都豊島区）

利用のルール（働く世代へのスペース提供と交流）

 IKE Bizの４階にあるビジネス利用を目的としたシェアオフィス。豊島区内で
事業を行う予定のある事業者を対象に、デスクや会議室、事務機器などを貸し
出している。

 月額10,000円（月額）
 原則3年間利用

（毎年7月頃新規事業者
を募集）

 利用条件
• 開業後3年以内の個人事

業主
• 設立後3年以内の会社等

の代表者
• 豊島区内で上記の設立

を予定している方

20引用：としまビジネスサポートセンター HP



渋谷区勤労福祉会館内
Coin space（コインスペース）（東京都渋谷区）

利用のルール（働く世代へのスペース提供と交流）

 渋谷区勤労福祉会館内の１階、２階にあるワーキングスペース。デスクワーク
の他、WEB会議や個別学習、複数人での利用などにも利用できる多目的な空間。

 空間は会話・通話可のゾーンと会話不可のゾーンに分かれている。事前予約が
可能で、ホームページから現在の利用状況を確認することもできる。

 料金
• 基本：100円/15分
• 4名席：300円/15分 最大料金3600円
• 1名用個室：500円/60分

21引用：コインスペース渋谷公園通り店 HP



町田市生涯学習センター（東京都町田市）

利用のルール（荷物預かり）

 施設を利用し、登録しているサークル・団体を対象にロッカーの貸出しを行っ
ている。

 貸出期間は2年間。抽選を行い当選したサークル・団体のみが使用することが
できる。

種類 サイズ 個数

ロッカー（大）
高さ40センチメートル
幅32センチメートル
奥行き42センチメートル

56個

ロッカー（小）
高さ32センチメートル
幅33センチメートル
奥行き42センチメートル

130個

貸ロッカーの概要
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グループワークシート １

施設全体の利用ルールについて

開館時間・休館日

申込時期

申込方法
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グループワークシート ２

フリースペースについて

どんな使い方をしたいですか

そのためには、どんなルールが必要ですか
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11月6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。 25


