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あさお希望のシナリオプロジェクト

令和２年８月２３日

麻生区役所

改めまして…「希望のシナリオ」とは
★コミュニティ施策の目的は？ ⇒ 「希望のシナリオ」の実現
様々な個人や団体が出会い
それぞれの思いを共有・共感することで生まれる相互作用により
これまでにない活動や予期せぬ価値を生み出す「市民創発」のちからで
豊かなつながりや 居場所があり
弱い立場にあるひとも含めて
みんな幸福で 誰もが認められる社会が ずっと続いていくこと
10年後を目標に そんな地域の実現を目指すのが

「希望のシナリオ」
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「希望のシナリオ」の進め方
★いつまでに 何をつくるか 最初に決めないのが「肝」

何を目指してどう進める？
★目指すものは決まっています ⇒ 「希望のシナリオ」の実現
★取り組むことも決まっています
①地域の居場所「まちのひろば」の創出
②区域レベルのプラットフォーム「ソーシャルデザインセンター」の創出
「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」から

★でも、進め方は自由です
１ シナリオは決まってる？
⇒ いいえ。筋書きは未定。皆で考えながら進めていきます！
２ 誰が何をするのか決まってる？
⇒ いいえ。どんな風になるといいか、皆で相談していきます！
３ スケジュールは決まってる？
⇒ いいえ。できることから始め、だんだん膨らませていきます！
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「希望のシナリオ」を描くのは…？
◇これから訪れる急激な社会の変化への対応は、
想定内のシナリオでは対応できない
◇現場に行って見て皆で考え、理解し合わないと
本当のシナリオは描けないはず
だから、それぞれの一歩先へ歩みを進めながら、
区民の皆さんと一緒に考えていきます

プロジェクトのゴール設定（案）
１０年後

住まいの近くに安心できる居場所が
あり、区民が助け合う安心したまちを
実感

５年後

まちのひろば創出や
SDC機能の充実を図る。

３年後
モデル実施によりプロジェクトの課題解決を
行いながら、麻生区らしいSDCの在り方を検
討し、SDCを立ち上げる

１年後

現在

まずは多くのプレーヤーの参加、地
域資源の確認・発信などを推進し、
成果を検証し、次のステップへ！
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プロジェクトの短期目標
ステップ１

ステップ２

下地作り

ＳＤＣ機能の
検討・準備
段階

Ｒ２年度

Ｒ３年度

ステップ３
ＳＤＣモデル
実施

Ｒ４年度中

想定されるＳＤＣの機能

ふむふむ…

「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」から
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ＳＤＣへの行政の関わり方
運営予算について、立ち上げ時には、地域課題対応事業の活用
（既存事業の整理）も考えられますが、将来的にはビジネスモデル
の導入やクラウドファンディングの活用等、自主財源による運営を
見据えたものとすることが望ましいことから、行政からの委託に頼ら
ずに、ＮＰＯ、大学、企業との連携による運営や多くの主体が知恵
を持ち寄り創発していくしくみの検討も必要と考えます。
「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」から

テーマごとの取組目標
テーマ１

地域のプレイヤーになろう・育てよう
・ 誰もがふらっと集まれる場所の創出
・ 新しい参加（新しい人の参加、新しい世代への
つなぎ方）
⇒仕掛けやイベントの開催 等

テーマ２

地域のことをもっと知ろう・つなごう
・ 今ある資源を活かす、つなぐ
・ 効果的な情報発信
⇒地域資源の見える化のアイデアの検討 等
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本日の検討事項について
１ テーマ１・２の合体について
２ 今後のスケジュールについて
３ 広報イベントの開催について

検討事項１ テーマの合体について
① 新型コロナウイルス感染拡大の影響
② 各テーマともやりたいことが 入り混じっている
③ アンケート結果
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検討事項１ テーマの合体について
① 新型コロナウイルス感染拡大の影響

「新しい生活様式」のなか、
人を集めたイベントが困難

検討事項１ テーマの合体について
② 各テーマともやりたいことが 入り混じっている
テーマ１
交流機会の創出

第１回検討会（２/９）

意⾒概要
多世代交流

やりたいこと・できそうなこと

やりたいこと・できそうなこと

こんなことが心配！
こんなことできないかな
地域のつながりがない

・やっぱり情報が大事！

興味を持たせる・まきこむ

新しいことにもチャレンジ
興味がない
今あるものを活用・

地域のつながりがない

参加しやすさを考える

・つながりが
必要

平日の親子参加イベント

今あるものに飛び込んで
多世代の音楽イベントなど

多世代との関わり

これが原因？

駅前ピアノを年中やっていてピアノコンクールも開い
て、芸術のまちを活性化し、芸術との交流を広げる

そのためには

10 年後が心配

区内学校への後援会企画

・まずはどんな資源が
あるのか知りたい！

地元の人達との接点がない

やっぱり

人・人・人

子どもを通して社会と
つながる

温度差がある

町内会との交流イベントの参加（知る）
潜在能力の発掘

寺子屋

敷居が高い
様々なコミュニティについて

防災

シニア層・若者層等からの
スタートアップ起業塾

異世代コミュニケーション
の場づくり
やっぱり場所があるといいなあ

相互補完できていない
こんなことできないかな

人材発掘

こんな工夫もしてみたい

参加者それぞれのできる
ことをコラボレーション

親子で参加できる講座やイベントをたくさん開催する
若い人主催イベントにシニアが参加する（ハロウィンパレードなど）
イベントの前座とかその周りに多様なイベントの情報を提示するス
ペースを置き、その団体を紹介しつなぐ。

世代がつながる居場所

参加者が定期的に同じメンバーで顔を合わせる場所

麻生の地産地消を利用しての食の集い（芋煮会や鍋を囲む会）

シニア層の経験（資格）を活かす
場もあるといいね

経験豊かなシニアを取り入れた世代交流サロン
様々なコミュニティがフラ
やっぱり情報が大事

クラウドファンディング

ットで無理なく同じ場所に

シニアと子どもが参加できる連続の会

地元野菜を知って食べる

集えるとよい
子育て中の人が参加できるイベント

地域情報発信（見本市、区内の活動、イベント情報）
内輪だけで盛り上がらない工夫
区内でどのような活動をしているのか知りたい

実行する場所の創出

働いている人が参加できる講座

子どもたちがたまれる場所

はじめの一歩 30 代・40 代の扉をあけよ

情報発信のやり方を工夫する

既存団体が何を知るイベント

サロン（休日・夜間）

色々なアイディアを出し

市民窓口をつくる

やっぱり情報が大事
情報を素早くキャッチできるスキームづくり

部門（子ども食堂・認知症カフェ等）ごとのマップ作製

点と点をつなげて「線」となり「まち」となる

具体的活動を実現するための事業費・手続きの見える化

参加したら誰かに伝えたくなる

「テーマ１ 第１回検討会（２/９） 意見概要」
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検討事項１ テーマの合体について
② 各テーマともやりたいことが 入り混じっている
テーマ２

第１回検討会（２/16）

意⾒概要①

テーマ２ 地域のことをもっと知ろう・つなごう

「何が知りたい

何が足りない

何をしたい

何とつなげたらよいのか」

麻生区のこともっと知りたい

地域資源

麻生区の象徴

交流人口

麻生区の現状と課題

１０年後の交通事情

公園（何があるのか、

一部 しかわからない

駅前のバイクの止めら

どんな施設か）

スポット（それを見つ

れる場所を知りたい

地産地消

・まずはどんな資源が
あるのか知りたい！

官民連携のポータル

道路の整備状況
宅地開発の前と後

麻生川の川遊び、花見

企業（人手不足）と主婦

子どもの遊び場

人材ポータルサイト

保 育園 事 情の 具体 的

地域資源

い人

しい場所

【歴史から学ぶ】

体育館の開放日等を知

パパが集える場（子ど

りたい

もと一緒に）

かね）

安全な歩道

雇用の創出

【徒歩圏の情報】
街のサポート（電気屋

身 近な 困り ごと の

さん、便利な情報

相談先

地域のサークル活動

子どもの遊び場

地域資産（ヒト・物・

な声

子どもを走らせる公園、

車１５分で行 ける楽
麻生区の歴史

音大の人と関わりたい

空き農地
企業と地主

ント・交流会
利用できる場・利用した

む場

楽しい場所
坂道の活用

麻生区の地域学

自由に参加できるイベ

子どもが地域で楽 し

小田急 １本 で行ける

レンタルスペースの空き
バス・鉄道の遅延

ける相談をする場所）

身近な助け合い・つながり

ネットに載っていない

地域間の個性

実は近場の
実は近
場の

ジャンルの評判

家のまわり 500ｍ～２ｋｍくらいに→仕組み

知りたいかも
知りた い？ …

様々な特技

生きる情報

できたらいいですね

情報を一番
情報が
一番

地域に密着し た

づくり、つながり、助け合い、好きなこと

防災情報・
避難所等

災害時犯罪発生のポー

防 災組織の目的は？元気な方

タル・アプリ（あるもの

が集会する？

を地域化）

防災組織の参加者が数少な

防災キャンプをしていると

くなってきたので他の地域

ころを知りたい

ではどんな活動をしている

災害時に助けてほしいと思っ
災害時に何が一番大切

のかな？

ている人がどこにいるのか

なのか

場所があると楽しそう！

趣味がなくても気楽に

避難所に行く前に声を

行ける場所

かけるべき隣人

世代を超えて気楽に集まれる

防災やっぱり気になります

場所があれば

足りないものは 何だろう ？

【人？】

【場所？】

【情報発信？】

地域でのリーダー的な人材

ネット社会で HP 等色々あ

ビジネス拠点

シェアオフィス、レンタルルーム

市政だより全戸配布

交流の場（グループ同士・
他活動の人など）

るが、横のつながりを持つ
人材バンク
コミュニケーション不足、

活動事務局の場所
障害を持った人・外国人等の

個人情報うまく活用する方法
本人同意で災害時に必要な個人情報共有
世代交流

地域の個の力

（シェアワーキング）

差し伸べあい

きっかけづくり
地域の開発・交通・情報発信

窓口（どこに？誰に？）

掲示板

管理部門

地域活動へのハードルの低さ

活動発表の場、学習の場、

空き家からの活動スペースの

空き家を貸してよいと
思っている人はいるのか

変換を
空きスペースでランタンを借りら

空き家利用でワーキング

れてみんなが集える場所

ルーム

打ち合わせの場

空き家を有効活用できないかなぁ

MaaS の活用

「テーマ２ 第１回検討会（２/１６） 意見概要①」

検討事項１ テーマの合体について
② 各テーマともやりたいことが 入り混じっている
テーマ２

第１回検討会（２/16）

意⾒概要②

【農業】

【シ ルバー】

や って みた いこと！

【 情 報発 信】
現 存するワ ー キン グルーム の見学

経験 豊 かな人の 引き 出し

社会 科見 学

みん なが 居 心地 いい場所

今 までの 技術の 紹介 や発明 を

麻生 でキ ャン プ

イベント すべ ての HP

シニ ア の労 働力 によ る 共

移 動販 売（ とく し丸 。

家 に 引 きこ も っ て い る 人

送迎 バ スを 合わ せ て 地 域 の

同農 地

ロ ーソ ン。 パン 屋）

を 外 に出 す工 夫

交通 手段 がで きないか

誰で も いつ で もオ ープ ン
後継 者の い ない 農家 へ の

な情 報

サポ ート

一 緒に考え る サー クル

まち の掲示板
耕 作放棄地 を利 用

大 学 ・農 家・ レス トラ ン等
ニー ズを 生 み出す活 動

の つ なげ方

安心で き る情 報

若い 人 の 意 見が 反 映 で き

ソーラ ー シェア リン グ

ボラ ン テ ィ ア バン クを →皆 で

食と 農で の地 域活 性 化
る「仕組 み 」

「ち ょっ と ずつ 無理しな い」

（ 名産 品開 発）

こ いの 家 のリ ニューア ルに よ

麻生 電力（行政・町会・企

学べ る場 所

る ワー キングル ームの設 置

業・ 個人 の支 出）

中 学校 の 職 場体験 と地 元

の 徹 底 を 。 高校 の 授 業

商 店＋ 企 業 を中間 支援 し

に 入れ てほ し い

て ほし い

【子 ども 】

保 育 園 入 園の 本 音 の 相

大 学生 の就 活 で２０～ ３０

談 ができる とこ ろ

代の人 に相談で きる と ころ

小学校・中学校 の 入学前 に

雪が 降ったら 雪か き

小学 校 の PTA を 学 校単 位

第 一 子の 子 の 相 談 がで き

（授 業として ）

で なく もっと 多くし て ほ

地 元農 産物 の料理コ ンテスト

子 ども 文 化セ ンター、 老人 い
ワンコイ ン で食 べれ る・

高 校 生 に 地 域デ ビ ュ ー

地 域通 貨

るとこ ろ

み んな つな がるしく みづくり

【 情報 課 題】

【つな げ る・ 共有】

【 つながり 】
「和 」 意識（one for al l）

団 体 の横 のつ なが り

現 在の 活動（つ な がり）

市 民と市民 ・市 民と 機関 ・

防 災情報（自分 の家 は？避

機 関と機関

難 所の安全 性）

地 域 の大 人 と 子 ども

地 域のおま つり

・みんながつながるしくみ
づくりをしてみたい！

しい

各 団体 の課題の 話し合い・協力・

情 報 共有の仕 組み

ワ ーク ショップ
後継者 づ くり

団体どう しの つな がり （会合）

活 動テ ーマ別の 団体

仲 間を作る 、仲 良くする 「 和」

人々の交 流の 場づ くり
広く 知る ことがで きる
更新 しや すいポー タル

【人 とつ なが る 】

区 民 記者 を集める
（ も っと 情報発信 ）

サイ ト

地域内で の循環（ 資金 ）
メン バー を集 める
里 山ボ ラ ン ティ ア の 活動
活動 をつ なげる場

の 高齢 化→ 若い 世代

こん な とこ ろにも関 わりたい

を つなげた い

【 仕組 み】
多 世 代の 交 流 で きる 地 域

サ ーク ル（ リー ダ ーや すぐ

カフ ェ 、楽し む 場

仕 事が でき る人）

音楽サロ ン、 交流 会

ツ イッ ターを多 くの 人 が

企業
企業 （口コミ 仲間と一 緒に

イ ベ ント
多 世代が集 まる。人 と人

集ま り、長く 続けたい ）

やる

どん な情 報 をど う発信し ていけば いいのか な？

こ んなこと 知っ てもらい た い

各 機関 のサー ビ ス（ 活動 内容

世 代に よっ ての関 心ごと

イベン ト 情報を 見やす く

ど こ で 何 の 情 報が 手 に 入

区（市 ）の H P をもっ と みや

が わか りやす く ）

が かな り違 うと思う 。どん

集め る

る のか

す くし てほ しい

意 外と知 らな い→ まずは

情 報誌（ サイ ト ）をま とめ

災害・お 祭り・助 けを欲し

今の もの を 集めたい

る

ている人・区内の 団体 ・活

活 動団体の 紹 介・ アピ ール ・

動情報
情報 誌 の違 い

本当に知 りた い情 報

ス タッフ募 集

活 動の 実際

ば よい のか 探りたい

人 づて の情報
情報 弱者 →SDC 機能 を
この 人の 信用 ・実績

活動 内容

情 報伝達

な 問題 点が あり何 をすれ

「テーマ２ 第１回検討会（２/１６） 意見概要②」
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検討事項１ テーマの合体について
③ アンケート結果
【主な意見】
・テーマをまたいだ活動がしにくい。
・全体で１つの目的を共有して、どんな活動ができるのか意見を
交換した方が良いのでは。
・（テーマ）１と２をまとめる。
・違うグループと一緒にできる活動もあると思うので、グループ
分けに固執しなくてもいいような気がする。

検討事項１ テーマの合体について
まちのひろばツアー
地域のことをもっと知ろう
（活動の現
（つながるしくみづくりの視点を持って）
まちのひろばツアー
場を見てみよう）
（活動の現場を見てみよう）
（ ＋αとして）新たな参加を生み出す
→ 既存イベントへの参加
例えばクリーンアップ大作戦など
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検討事項２ 今後のスケジュールについて
一区切り

8月
今後の
進め方
の決定

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

まちのひろばツアー
自己紹介
・
資源紹介

（活動の現場を
見てみよう）
内部報
告会
いずれか

広報イベントに
広報
向けた準備
イベント 課題整理
課題整理

ステップ２へ
（ＳＤＣ機能の
検討・準備）

検討事項３ 広報イベントの開催について
① 広報イベントを行うかどうか
② 行うとしたら方法をどうするか
・イベント的なもの（カフェ、フォーラム、オンライン、展示会etc）
・報告的なもの（市政だより、ＨＰ，報告書、チラシ、動画作成etc）

10

2020/8/23

プロジェクトメンバーについて
次のステップではSDC機能、「まちのひろば」創
出の検討を含めたプロジェクトの推進を行って
いくため、来年度以降も活動を継続して
いただけるか、年度末に皆さんに一度、
意向確認をさせていただく予定です。

11

【参考資料】今までの意見概要

キックオフミーティング（１/26） 意⾒概要
あさお希望のシナリオプロジェクト「10 年後のまちがこうだったらいいな・こうしたいな」
みんながつながる みんなが輝く

ＡＳＡＯ
夢は大きく

そんな誰もが集える場所が

やっぱり安全安心なまちは基本
安全・安心なまち

Ｉ

多世代交流したいなあ

あるといいね

大好きな私たちのまち あさお

安全・安心・安定がそろうまち

多世代が集える場所がある

多世代交流がさかん

世代交流

安心して暮らせるまち
多世代が触れ合える居場所

今住んでいる人が１０年後、
引き続き住み続けているまち

世代をつなぐ

世代交流のあるまち

子どもが安心して住める、安心して子育てができるまち
地域の人が集う場所があちこちできる場所

区民の輝きを共有する街
シニア世代と若い世代のつながり

自然が残るまち

市民主導の社会づくり

多くの居場所がある

緑がいっぱい 自然豊か

違う世代との交流ができる街

みんなの居場所がある街

自然との共生

あこがれのまち

地域ごとに活動できる拠点がある
里山のあるまち

お互い認め合える土壌のある街

どの世代だって活躍

地産地消

子どももママもパパもみんな元気

麻生らしさってなんだろう？

緑とともに健やかに生きられるまち

麻生らしさが感じられるもの

シニアの活躍

新しい世代が街で活動している

どの世代も楽しめる街

川崎市の農業振興地域は
麻生区にしかありません

夢

全ての世代がいきいきと生活している街
新しい参加があふれる街
いつも身近な芸術があるまち

住みたい街 ＮＯ．１

誰もが幸せを感じるまち

飛躍と前進する麻生

「文化・芸術のまち 麻生」さらに めざしています

（岡上・黒川・早野）

最高なまち

若い人が楽しめる
人気の街ランキングベスト５に入っている

みんなつながれたら最高！！

今ある資源を活かす 仕組みづくり
地域・資源・人をつなぐ

仕組みづくり

つながりあふれるふるさとあさお

みんなが友達

子どもから高齢者まで顔の見えるまち

便利だと なおいいなあ
資源（ヒト・モノ・コト）を活かす

区の各地区をつなぐ

顔見知りが多いまち

つながりのある町

情報・人とつなぎつながることが大事
家族みんなが参加する街
情報のポータルがある

支え愛（合い）

そんな仕組みづくりができる
といいなあ

世代・場所・交流のきっかけづくりに

お互いの顔が見えるまち

子ども元気でキラキラ介護

お互いに「おはよう」のあいさつを交わせるまち

助け合えるまち

ハード面（交通・開発）も拡充中

交通サービスの充実

テーマ１
交流機会の創出

第１回検討会（２/９）

意⾒概要
多世代交流

やりたいこと・できそうなこと

やりたいこと・できそうなこと

こんなことが心配！
こんなことできないかな
地域のつながりがない

地元の人達との接点がない

興味を持たせる・まきこむ

新しいことにもチャレンジ
興味がない
今あるものを活用・

地域のつながりがない

参加しやすさを考える

平日の親子参加イベント

今あるものに飛び込んで
多世代の音楽イベントなど
区内学校への後援会企画

やっぱり

人・人・人

町内会との交流イベントの参加（知る）
潜在能力の発掘

寺子屋

多世代との関わり

これが原因？

駅前ピアノを年中やっていてピアノコンクールも開い
て、芸術のまちを活性化し、芸術との交流を広げる

そのためには

10 年後が心配

子どもを通して社会と
つながる

温度差がある
敷居が高い
様々なコミュニティについて

防災

シニア層・若者層等からの
スタートアップ起業塾

異世代コミュニケーション
の場づくり
やっぱり場所があるといいなあ

相互補完できていない
こんなことできないかな

人材発掘

こんな工夫もしてみたい

参加者それぞれのできる
ことをコラボレーション

親子で参加できる講座やイベントをたくさん開催する
若い人主催イベントにシニアが参加する（ハロウィンパレードなど）
イベントの前座とかその周りに多様なイベントの情報を提示するス
ペースを置き、その団体を紹介しつなぐ。

世代がつながる居場所
参加者が定期的に同じメンバーで顔を合わせる場所

麻生の地産地消を利用しての食の集い（芋煮会や鍋を囲む会）

シニア層の経験（資格）を活かす
場もあるといいね

経験豊かなシニアを取り入れた世代交流サロン
様々なコミュニティがフラ
やっぱり情報が大事

クラウドファンディング

ットで無理なく同じ場所に

シニアと子どもが参加できる連続の会

地元野菜を知って食べる

子育て中の人が参加できるイベント

サロン（休日・夜間）

集えるとよい
地域情報発信（見本市、区内の活動、イベント情報）
内輪だけで盛り上がらない工夫
区内でどのような活動をしているのか知りたい

色々なアイディアを出し
実行する場所の創出

はじめの一歩

情報発信のやり方を工夫する

既存団体が何を知るイベント

働いている人が参加できる講座

子どもたちがたまれる場所

30 代・40 代の扉をあけよ

市民窓口をつくる

やっぱり情報が大事
情報を素早くキャッチできるスキームづくり

部門（子ども食堂・認知症カフェ等）ごとのマップ作製

点と点をつなげて「線」となり「まち」となる

具体的活動を実現するための事業費・手続きの見える化

参加したら誰かに伝えたくなる

テーマ２

第１回検討会（２/16） 意⾒概要①

テーマ２ 地域のことをもっと知ろう・つなごう

「何が知りたい 何が足りない

何をしたい

何とつなげたらよいのか」

麻生区のこともっと知りたい

地域資源

交流人口

麻生区の象徴
麻生区の現状と課題

公園（何があるのか、

一部しかわからない

駅前のバイクの止めら

どんな施設か）

スポット（それを見つ

れる場所を知りたい

１０年後の交通事情

官民連携のポータル

道路の整備状況
宅地開発の前と後

麻生川の川遊び、花見

小田急１本で行ける

利用できる場・利用した

む場

車１５分で行ける楽
しい場所

【歴史から学ぶ】

空き農地

音大の人と関わりたい

企業と地主

企業（人手不足）と主婦

子どもの遊び場

人材ポータルサイト

保育園事情の具体的

地域資産（ヒト・物・

な声

かね）

安全な歩道

雇用の創出

ント・交流会
地域資源

い人

坂道の活用
麻生区の歴史

自由に参加できるイベ

子どもが地域で楽し

楽しい場所
麻生区の地域学

バス・鉄道の遅延

ける相談をする場所）
地産地消

レンタルスペースの空き

子どもを走らせる公園、
体育館の開放日等を知

パパが集える場（子ど

りたい

もと一緒に）

【徒歩圏の情報】
街のサポート（電気屋

身近な困りごとの

さん、便利な情報

相談先

地域のサークル活動

子どもの遊び場

地域間の個性

実は近場の

ジャンルの評判

情報が一番
情報を一番

地域に密着した

できたらいいですね
家のまわり 500ｍ～２ｋｍくらいに→仕組み

知りたい？…
知りたいかも

様々な特技

生きる情報

身近な助け合い・つながり

ネットに載っていない

づくり、つながり、助け合い、好きなこと

防災情報・
避難所等

災害時犯罪発生のポー

防災組織の目的は？元気な方

タル・アプリ（あるもの

が集会する？

を地域化）

防災キャンプをしていると

くなってきたので他の地域

ころを知りたい

場所があると楽しそう！

ではどんな活動をしている

災害時に助けてほしいと思っ
災害時に何が一番大切

防災組織の参加者が数少な

のかな？

ている人がどこにいるのか

趣味がなくても気楽に

避難所に行く前に声を

行ける場所

かけるべき隣人

なのか

世代を超えて気楽に集まれる

防災やっぱり気になります

場所があれば

足りないものは何だろう？

【人？】
地域でのリーダー的な人材

【場所？】

【情報発信？】
ネット社会で HP 等色々あ

市政だより全戸配布

交流の場（グループ同士・

ビジネス拠点

シェアオフィス、レンタルルーム

他活動の人など）

るが、横のつながりを持つ
人材バンク
コミュニケーション不足、

管理部門

掲示板

個人情報うまく活用する方法

きっかけづくり
地域の開発・交通・情報発信
地域の個の力

本人同意で災害時に必要な個人情報共有
世代交流

窓口（どこに？誰に？）
障害を持った人・外国人等の

活動事務局の場所

空き家からの活動スペースの

空き家を貸してよいと

（シェアワーキング）

変換を

思っている人はいるのか

空きスペースでランタンを借りら

空き家利用でワーキング

れてみんなが集える場所

ルーム

差し伸べあい
地域活動へのハードルの低さ
MaaS の活用

活動発表の場、学習の場、
打ち合わせの場

空き家を有効活用できないかなぁ

テーマ２

第１回検討会（２/16） 意⾒概要②

やってみたいこと！

【情報発信】
現存するワーキングルームの見学

経験豊かな人の引き出し

社会科見学

みんなが居心地いい場所

今までの技術の紹介や発明を

麻生でキャンプ

【シルバー】

【農業】

イベントすべての HP

シニアの労働力による共

移動販売（とくし丸。

家に引きこもっている人

送迎バスを合わせて地域の

同農地

ローソン。パン屋）

を外に出す工夫

交通手段ができないか

誰でもいつでもオープン
後継者のいない農家への

な情報

高校生に地域デビュー

中学校の職場体験と地元

の徹底を。高校の授業

商店＋企業を中間支援し

耕作放棄地を利用

に入れてほしい

てほしい

食と農での地域活性化

保育園入園の本音の相

大学生の就活で２０～３０

談ができるところ

代の人に相談できるところ

小学校・中学校の入学前に

雪が降ったら雪かき

小学校の PTA を学校単位

第一子の子の相談ができ

（授業として）

でなくもっと多くしてほ

サポート
まちの掲示板

一緒に考えるサークル
大学・農家・レストラン等
ニーズを生み出す活動

安心できる情報

のつなげ方

若い人の意見が反映でき

ボランティアバンクを→皆で

ソーラーシェアリング

る「仕組み」

「ちょっとずつ無理しない」

地元農産物の料理コンテスト

子ども文化センター、老人い
ワンコインで食べれる・
学べる場所

【子ども】

（名産品開発）

こいの家のリニューアルによ

麻生電力（行政・町会・企

るワーキングルームの設置

業・個人の支出）

地域通貨

るところ

しい

みんなつながるしくみづくり

【情報課題】

【つなげる・共有】

【つながり】
「和」意識（one for all）

団体の横のつながり

現在の活動（つながり）

各団体の課題の話し合い・協力・

情報共有の仕組み

ワークショップ
後継者づくり

活動テーマ別の団体

団体どうしのつながり（会合）

市民と市民・市民と機関・

防災情報（自分の家は？避

機関と機関

難所の安全性）

広く知ることができる
更新しやすいポータル

区民記者を集める
（もっと情報発信）

サイト

活動をつなげる場

の高齢化→若い世代
地域の大人と子ども

人々の交流の場づくり

メンバーを集める
里山ボランティアの活動

仲間を作る、仲良くする「和」

【人とつながる】

地域内での循環（資金）

地域のおまつり

こんなところにも関わりたい

をつなげたい

【仕組み】
多世代の交流できる地域

サークル（リーダーやすぐ

カフェ、楽しむ場

企業

仕事ができる人）
企業（口コミ仲間と一緒に

イベント
音楽サロン、交流会

ツイッターを多くの人が

多世代が集まる。人と人

集まり、長く続けたい）

やる

どんな情報をどう発信していけばいいのかな？

こんなこと知ってもらいたい

各機関のサービス（活動内容

世代によっての関心ごと

イベント情報を見やすく

どこで何の情報が手に入

区（市）の HP をもっとみや

がわかりやすく）

がかなり違うと思う。どん

集める

るのか

すくしてほしい

意外と知らない→まずは

情報誌（サイト）をまとめ

災害・お祭り・助けを欲し

今のものを集めたい

る

ている人・区内の団体・活

活動団体の紹介・アピール・

動情報
情報誌の違い

本当に知りたい情報

スタッフ募集

活動の実際

ばよいのか探りたい

人づての情報
情報弱者→SDC 機能を
この人の信用・実績

活動内容

情報伝達

な問題点があり何をすれ

テーマ１ 第２回検討会（７/５） 意⾒概要
やっぱり農に関心大！
農家さん・農業・郷土の食

食育

こんなこともやってみたい

まずは何か

防災

やってみたい

やってみたい
地元の農業のことを知りたい

子どもたちと俳句を作る方々をコラボさせて食に関連した

農家の取組や地元の野菜を地元の人に知ってもらうイベント

かるたを作りたい

地元の活動に参加したい

「野菜の一生」のような動画を作成したい

親子で食にまつわる場所を巡る散歩などのイベント

防災があるのが普通で身近なものにする

やっていることであれば、やりや

場所を探して食づくり（コミュニティと農作物づくり）

すいのでは

空き農地があれば活用したい

楽しいことをお金がかからない

子ども食堂を広げたい。居場所づくり

形でやりたい

子ども達に野菜等の「旬」を教えて食に触れさせたい

外に出られない高齢者向けの食堂（おとな食堂）

すぐできることはやってみたら

農家のお手伝い等を通じて子どもと農業をつなぎたい

竹を粉末化して抗菌の食器やゴミ袋をつくりたい

玄米菜食の普及

禅寺丸柿が食べられるということをもっと知ってもらいたい

郷土の食イベントをやりたい

実験教室、料理教室

クイズやビンゴを親子でしながら畑の観察会をしたい
収穫体験などで農家さんと交流

子ども農業大学

食で、人と人をつなぐ

禅寺丸柿を使ったお菓子を売っていることをもっとＰＲし

地産地消推進

いいのでは
多くの世代にこの土地のことを知っ
てもらう（新百合といえばタヌキ）

歴史を学ぶ、江戸時代の災害の教訓を現

トイレのつまり、家事など）へのルール
づくり、知識の共有

代に活かす

風水害など知識が重要
コロナ禍における避難所開設の検討
防災会をコロナ対応も含めて機能させる
こと

情報発信
情報の発信・仕組みづくり（防災）

「東京防災」という冊子（本）の普及
住んでいる場所でも違ってくる

今ある情報（ガイドマップかわさき）

地域性のある防災パンフレットをつくる

を活かせるようにしたい

学校で子どもたちと多世代間の学習

情報社会だが今はまだ口々で伝えてい

タヌキのキャラクター作り

たらよい

町内会での日常的なこと（貯水タンク、

って啓発活動をしなければならない

小学校からの防災教室
平成タヌキ合戦ぽんぽこ上映

情報発信
地域通貨
麻生の食をもっと知ってもらうために広報したい
地区ごとのマップやパンフレットづくりをしたい

きっとこんな効果が…
こんな声も…

食に関心を持ってもらえる。

けたい

他分野をまきこみながら緑地のグランドデザイン（まちのひろば化）

麻生の風土を知ることができる。 農のある麻生への愛着が生まれる

ＳＮＳだけでなく、ＳＮＳが苦手な高齢者にも届
自然環境やゴミ問題を考えるきっかけに

こんなことできたらいいな

気軽に集まれる・助け合える…
そんな仕組みがあるといい？

小さいお子さんを抱えた親御さんをサポートしたい
シニアの方も活躍して多世代交流
子どもたちの環境、子どもの問題、働きながら子育てしている
方へのサポート
働ける施設。高齢者（特に認知症等の方）がデイサービスや施

つながりがあれば解決できるこ

南口デッキの美化活動（鳩フン清掃・植栽活動）を多くの市民・団体と実施

とがたくさんある。

地元住民・企業と共に清掃活動を広げる。現在おこなっているデッキ活動の取組を区内全域に広げる

認知症、特に若年性認知症の方の居場所とか働ける場所づくり
高齢者、現在お仕事をしていない人、引きこもっている人など

っていくのかが必要なのでは…

あまり活用されていない公園・緑地で市民とつながれるような取組
麻生区の公園は草がボーボーで人が立ち入れないところもある。違う用途にした方がよいのではないか

片手間の支援
子どもでも高齢者の役にたつ瞬間があってよいと思う

シナリオプロジェクトでまずここの情

マスク回収ポストをつくる。単発のゴミ拾い活動等のつながりをもっとつくる

報をつなげる仕組みを作ってほしい

学校を巻き込む動きが少ないのでは

「これだけでいいんですよ」
「これならできます」という情報が
伝わることが大事では

10 年後に持続可能な状態にするに
拠点・何曜日のどこどこに行けば誰かに会える。そういう
場所が一つあると良い
多世代が自然に交流が生まれる場づくり

なくてはならない

フェス等でスポーツの分野もあるとよい

若い世代も気軽に参加できる

現在の問題を明確化してどういうこ

区民祭を新しい形で実施できたらよい

麻生音楽祭をより魅力的なイベントに

麻生区では既に各分野ですばらしい活躍をしている方々がたくさんいる。10 年後にフェス

毎日できるような、そういう継続的な作り方が必要なのでは

て話しあいたい
集まりに参加できないような人たち
へのアプローチ、何かできないか。例

情報が点在しているので、情報をいきわたらせる（ポータルサイト）

新しさ、麻生区らしさを出せたら

色々な分野を一つにまとめたイベント（音大・アートセンターなどを巻き込んで）

着物を持っている人が多い。リメイクして何かできないか

バス（病院やスーパー銭湯など）の共有化

みんなの力でイベント

は、常にひとが流動的に続いていか

とを取り組んでいくか方向性につい

健康維持・高齢者が人と話せる環境づくり

アスファルト塗装から出る雑草等により段差の箇所が多くあるので、インフラ調査を行政と一緒に行う

地域によって麻生区の中で文化が違う

気軽にふらっと参加できる仕組み

子育て世代や高齢者、買い物難民の方の不便を解消

町会等の地域とつながるためにはどうしたらよいのか？

色々な関係者がいてどうつなが

すべての人が役に立っていくという具体的な取組み

（売る場所、飾る場所、欲しい場所とか）

駅前や植え込み等の植栽・単発の清掃・美化活動の継続実施

つなげるための資源の把握が課題

設で少し働き、民間企業から謝礼をもらえるような仕組み。ボ
ランティアではなく対価労働

例えば地域でベランダやテラスに同じ花を一鉢置いてみる（一鉢活動）←まちの一体感
公園や里山でまちのひろばをつくる

継続していくための仕組みが必要

福祉

地域の方とのコミュニケーションがアップ

美化

えばインターネットやＦＭ放送など

が定着して、他都市からも参加してくる状態だとよい
メインのイベントにちょっとずつ他分野を入れ込んで一体的にすることで、分野間の連携
やつながりがうまれる
中学校区でフェスをやっている。地域の子どもと大人を結びつける場。楽しいことでまず
きっかけを作ってどんどんつながっていく仕組みができたらいい

【参考資料】活動相関図

