
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４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
（10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
（50分程度）

各班に分かれて
グループワーキングを行います。

３．各班のワーキング内容紹介
（40分程度）

各班で話し合われた内容を
発表します。

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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４．閉会のあいさつ（5分程度）



市民参加を考えよう

• 第１回から第３回までのワークショップ
では、「事業・サービス」や「施設を使
うためのルール」について話してきまし
た。

• 「市民参加」では、今日参加している皆
さんや、これから施設を使う市民の皆さ
んが、新しい施設にどのように関わって
いくか、どのような仕組みがあったら気
軽に参加できるか、考えます。
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市民参加のいろいろな形態
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利用者として参加
新しい交流と出会いの場となるように、たくさんの人に施設を
利用してもらうこと。一番参加しやすい形態です。
★フリースペースを利用するのも市民参加の第一歩！

来場者として参加
施設で行われる事業やイベントなどに、来場者として参加します。
★イベントに遊びにいく、ワークショップに申し込むなど！

事業・イベントの
運営側として参加

事業・イベントの講師やボランティアなど、運営側のひとりとし
て参加します。
★大きなイベントへのブース参加や得意分野での講師役など！

事業・イベント企画
・主催者として参画

事業の提案を行う、一緒に企画運営するなど、主催者側として
主体的に参画します。
★事業自体をゼロから考える、一歩踏み込んだ参加形態です！

評価への参加
施設が基本理念を実現するために、適切な運営されているか、
市民目線での評価を行います。
★施設アンケートの記入も評価への参加の第一歩！

運営への参加
事業や施設の運営に際してボランティアとして参加するなど
★清掃ボランティアや、フロントスタッフなど、施設の運営自体
に参加！

「市民参加」とひとことにいっても、色々な参加の形態があります。
ここでは、どんな参加の仕方があるかをご紹介します。



労働会館で行われてる市民参加
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• 労働会館

サンピアン感謝まつり
ホールでの活動発表、体験教室、作品
展示など、サークル活動団体が連携し
て行っています。

・利用者満足度調査（年２回）
・講座の参加者へのアンケート
・利用者懇談会
・お客様の声（意見要望箱）の各階設置

利用者や事業に参加した方の意見が運
営に反映されていきます。



教育文化会館で行われてる市民参加
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• 労働会館

各種学級・講座 教育文化会館が行っている教室や講座に参加できます。

教文まつり 教文サークル連絡会に所属する市民の活動団体の発表の場と
して協働して実施しています。

市民自主学級
市民自主企画事業

団体・個人から事業提案を受け選定した事業を、提案者と企
画に賛同する人（公募もあり）に委託して実施してもらいま
す。

企画委員
施設の目的を果たすための事業の推進役として、企画・立案、
当日の運営などにも関わっています。

市民ボランティア
教育文化会館が行う各種学級に、ボランティアとして参加で
きる機会を設けています。
講座のニュースを作成したりしています。

市民講師
市民が、自分ができることを、他の人に教える機会を設けて
います。

子育てフェスタ 地域の団体が一緒にイベントを行っています。

いきいき川崎区提案事業
地域の身近な課題の解決に向けて、地域で活動する団体と区
役所が協働して実施しています。



サンピアン感謝まつりの市民参加

 労働会館で日常の活動を行っている団体など
が参加し、施設と連携して行っています。

 活動発表や作品展示のほか、体験教室では活
動者が教える側となって開催しています。

引用：労働会館HP
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茶道体験

作品展示ステージ発表

洋裁体験



川崎区子育てフェスタ

子育てフェスタの市民参加

区内で活動する団体・個人が実行委員となり、イ
ベントの企画や運営を行っています。
子育て支援者同士が繋がり、子育て中のご家族に
支援者や活動内容を知ってもらい、各活動者が交
流・連携しながら、一丸となって地域子育て支援
の充実を図るイベントです。
支援者同士が交流することにより、活動の幅をよ
り広く深くしていく機会ともなっています。

引用：川崎市HP
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イベントステージ 作品展示



カルッツかわさき サポーター制度

カルッツを中心に総合的な地域の情報発信を目指
して、施設をご利用いただいた方だけではなく、
川崎の情報を知りたい方に向けたサービス
利用者としての参加を促すサービスです

引用：カルッツかわさきHP
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ポイントを”ためる” 定期教室、スポーツデー、トレーニング室の利用、イベ
ント参加、ボランティア活動参加etc...でポイントがた
まります

ポイントを”つかう” カード提示で協力店での割引サービスなどがあるほか
●12ポイント毎に特典（スポーツデー１回無料）
●36ポイント全てたまると
・ホール公演ご優待(※対象公演のみ)
・アクトスタジオレクチャー受講
・講座１回参加
・トレーニング室3回無料
・定期教室1回参加



これまでのワーキングによる

市民参加に関する事業アイデア
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 自国を紹介するセミナー
利用者がそれぞれ自国を紹介し、理解を深める。

 食文化を通じた交流
市民が先生となって自国の料理を紹介し、一緒に作って食
べる。
キッチンカーで各国の料理を紹介する。
日本の食文化を外国の方に知ってもらう。

 日本文化の紹介
茶道・書道などで外国の方向けのイベントを行う。

出会う・交流する
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国際交流



 生徒・学生同士の勉強会
学生が、学年が下の子を対象に勉強を教える。

 ものづくり教室・料理教室など
市民が先生となって、自分が得意な分野の先生となる。
教室で一緒にものづくりをすることで交流する。

 サークル活動との連携
サークル活動で調理した料理を館内で食べるイベント。
サークル活動で作成した作品の販売。

出会う・交流する
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地域交流・世代間交流



 お仕事紹介・職業体験イベント

 子育てイベント

 お化け屋敷、謎解きゲームなど「色々な部屋があ
る」という施設の特性を活かしたイベント

出会う・交流する
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施設で行われるイベントへの参加
施設が主催となって行うイベントに、ボランティアやお手伝い
として参加する。



 利用者同士でルールを調整できる機会を設ける
利用者調整会議など、半年や1年に1度、利用者が集まれる
機会を設けて、ルールなど使い方を見直す。

 市民同士をつなぐコンシェルジュ機能
例えば…クラブで外国人を呼んできたときに茶道を教えて
もらいたい→コンシェルジュに「茶道教室をしてくれる
人」を紹介してもらう。

市民参加をするための仕組みづくり
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市民参加の仕組みづくり



事 例 紹 介

～全国で行われてる市民参加事例の紹介～
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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

事業へのボランティア参加

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
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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

事業へのボランティア参加

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
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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
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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
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市民参加型事業評価（東京都町田市）

市民による評価

評価の対象となる事業について、市民と有識者で構
成する評価人チームが、事業所管課の担当者との議
論を通じて、事業の問題や課題等を洗い出し、現状
を評価する取組み。
2019年度は、高校生世代の若者が評価人として参加。
評価する事業も高校生が３回の話し合いにより選び
ました。
●2019年度評価対象事業：6事業
生涯学習センター事業/図書館事業/環境衛生事業
道路管理事業/広報事業/町田ターミナルプラザ事業/観光振興事業

引用：町田市HP
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長崎ブリックホールサポーター制度（長崎県長崎市）

サポーター制度

ブリックホールを中心に行なっている市主催の文化
活動を応援する市民によるボランティアスタッフ

【主な活動内容】
・市主催の公演時のチケットもぎり、パンフレットの配布、
場内誘導、ビデオ撮影
・ギャラリーの展示補助、美術展の会場受付
・ラウンジコンサートの運営
・公演チラシ、ポスター、「ながさき情報倶楽部」などの
発送作業
・バックステージツアーの企画・運営 など

引用：長崎市HP
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バックステージツアーで子ども達を案内するサポーター達

募集チラシ



プラッツ習志野（千葉県習志野市）
フューチャーセンターならしの：市民・各種団体の活動をサポートする場

市民の活動を支援し、出会い交流の機会を仕掛ける

■ 市民・各種団体の活動をサポートする場

１．地域活動の拠点 - まちのコワーキングスペース
Free-wifi、文房具、電源などを用意して、いつでも作業ができる

２．情報交換・交流の場 - ヒントステーション
市内のイベント情報・団体情報など地域活動に有益な情報を収集、
提供している。チラシの持ち込みも受け付けている。

３．学び・遊びの場 - イベントスペース
フューチャーセンター主催で定期的にイベントを実施。

• 色んな世代の方と交流を深め、お茶をしながらおしゃべりをするトークイベント
「ならしのスタディーズ」

• 個人のスキルアップや地域団体の活動ブラッシュアップに役立つ講座「はじめ
る講座」（ファシリテーター講座や広報講座、イベント講座など）

• 市内外の素敵なヒト・モノ・コトに出会える場を目指し、イベントやマルシェを開
催する「マーケットイベント」

• 誰かと一緒に食べたい一品、誰かに見せたい・伝えたい一芸やイベント情報な
どを持ち寄り、みんなでワイワイする持ち寄り交流パーティー「ならしの持ち寄
りピクニック」

決まった活動のほか、市民からの企画持込や、
コラボレーションしたい要望なども受付けている。

引用：プラッツ習志野HP
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グループワークシート
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これからのスケジュール

11月23日（火・祝）10：30～15：00

「知ろう！学ぼう！かわさき企業市民交流Ｄａｙ」

＠川崎ルフロン1階

25

• 「あたらしい労働会館・教育文化会館ワークショップ」として出展します。

• このワークショップで、どのような意見が出されたかを報告します。

• 皆さんからいただいたご意見やアイデアに対して、来場者にシール投票を

してもらいます。お知り合いの皆さんにも紹介してください。



開館までのスケジュール
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令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 令和６(2024)年度

管理運営計画 策定

新
施
設
開
館
予
定

プレイベントなど市民と共に
施設づくりに向けた取組

労働会館 改修工事
（休館）

教育文化会館
（継続的な管理運営）

パブリックコメントを行
い、多くの市民の皆さ
んからの意見をいただ

く機会を設けます

労働会館
（継続的な管理運営）

ワークショップ
開催

皆さんから頂いた意見
やアイデアは、条例・規
則、他の類似施設など
との整合性などを考慮
したうえで、反映させ
ていきます



今回でワークショップは終了です

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。
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