
あさお希望のシナリオプロジェクト

令和２年７月 麻生区役所

川崎市「希望のシナリオ」プロジェクトの目指す方向性

さまざまな分野との
意見交換が必要

現状と課題を知る
ことも大事

１０年後の私は
どうしたいんだろう

１０年後の地域の
姿に向けチャレンジ

したいことは？

１０年後のまちの姿ってなんだろう

川崎市では１０年後を目標に、多様なつながりや
居場所があり、お互いに認め合い、誰もが幸せでい
られる「希望のシナリオ」の実現を目指す「これから
のコミュニティ施策の基本的考え方」を策定。



川崎市「希望のシナリオプロジェクト」
における２つのキーワード

「ソーシャルデザインセンター」

「まちのひろば」

地域レベル
の取組み

区域レベル
の取組み

「希望のシナリオ」実現に向けた方向性

地域レベル 「まちのひろば」の創出

・参加のきっかけとなる地域の居場所

・誰もが気軽に集える出会いの場

・地域の課題解決の場 など

・公共施設の地域化（庁舎、学校、いこいの家、こ文など）

・民間地域資源やオープンスペースの活用

・ＳＮＳ上 など



「希望のシナリオ」実現に向けた方向性

区域レベル 「ソーシャルデザインセンター」の創出

地域での新しい活動や価値を産み社会変革を促す基盤
（プラットフォーム）

・人や団体、企業、資源、活動をつなぐコーディネート機
能と プロデュース機能

・支援のニーズ（活動支援、資金助成、相談、情報収集）
と メニューの効果的なマッチング

・人材育成（地域の担い手や社会的起業家など）

・地域メディアやＳＮＳを活用した情報の受発信

・新たな参加、交流のきっかけづくり

・各区の特性に応じて必要とされる機能 など

あさお「希望のシナリオ」プロジェクト

あさお「希望のシナリオ」プロジェクト参加者募集開始！

令和２年１月２６日（日） 第１回キックオフミーティング開催



テーマ① 地域のプレーヤーになろう・育てよう
まちをもっと豊かで楽しくするために、多くの人が地域活

動に参加していく仕掛けやイベントの開催などを考えます。

各テーマの今後の方向性

テーマ② 地域のことをもっと知ろう・つなごう
地域の情報をもっと多くの人に届けるために、地域資源

の見える化のアイデアなどを考えます。

多くのプレーヤーの参加を促し、居場所づくりを実
践し、ノウハウを見える化して、区民への波及効
果を図る

地域資源情報を実際に見て知って深堀りする
⇒必要な人に必要な情報を届ける

プロジェクトのゴール設定（案）

１０年後

５年後

３年後

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！

まちのひろば創出や
SDC機能の充実を図る。

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

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



あさお希望のシナリオプロジェクト

テーマ２ 検討の進め方

令和２年７月 麻生区役所

前回の振り返り

地域情報や地域資源の何についてもっと知りたいのか
わかりやすくなってほしいと思っているのか

また、何が足りないか、何がしたいか
何と何を（誰と誰を）つなげたらよいか

『地域のことをもっと知ろう』

○ もっと知りたいこと
○ 足りないと思っていること
○ やってみたいこと
○ みんなが欲しいつながり
○ どんな情報をどう発信したらよいか

意見交換
から見えて
きたもの



災害時の情報、避難所情報 麻生区の歴史、地域学、宅地開発の前と後

主に出た意見①

⇒ 近場（徒歩圏）の情報が一番知りたい？

もっと知りたいこと

歴史をもっと学びたい

地元企業、区内の大学、人・モノ・カネ、保育園事情、子どもの遊び場 など

地域資源についてもっと知りたい

防災が気になる

主に出た意見②

足りないと思っていること

人

世代を超えて、気楽に
集まれる場所があると
楽しそう！

場所

情報発信

・地域でのリーダー的人材
・人材バンク

・ビジネス拠点
・活動の場、交流の場

・市政だより全戸配布
・掲示板の活用
・横のつながりのあるＨＰ



主に出た意見③

やってみたいこと

・イベントすべての情報発信
・まちの掲示板
・誰でもいつでもオープンな情報

情報発信
子ども関係

シニア関係
・社会科見学
・若い人の意見が反映できる仕組み
・ボランティアバンク
・食と農での地域活性化
・ニーズを生み出す活動

・利用しやすい送迎バス
・家にひきこもっている人を
外に出すための工夫

・高校生の地域活動デビュー
・入学前の子の相談
・就活相談
・職場体験の中間支援

主に出た意見④

みんなが欲しいつながり

仕組み

・情報共有の仕組み
・地域内での循環（資金）
・活動をつなげる場づくり
・多世代が交流できる地域イベント

つながり

・団体の横のつながり
・市民と市民、市民と機関、機関と機関
・地域の大人と子ども
・地域のおまつり

・サークル
・企業

こんなところとも
関わりたい



主に出た意見⑤

どんな情報をどう発信したらよいか

・イベント情報を見やすく集める
・各機関のサービス（活動内容をわかりやすく）
・どこで何の情報が手に入るのかという情報
・災害・お祭り・助けを欲している人・区内の団体・活動情報

・活動内容
・活動団体の紹介・
アピール・スタッフ
募集

こんなことも
知ってもらいたい

前回の検討を受けて

たくさんの御意見・アイデアをいただきました！
けれど、「地域情報誌」や「市民活動団体検索サイト」など、
そもそもご存知ない方も多くいました

知られていないだけで、みんなが知りたい情報や欲しいものが、
もしかしたら、もうどこかにあるかもしれません

自分たちとつながりのある 「地域資源」から共有しましょう！

つまり

そこで



「まちのひろば」の共有について

身近な交流の場（まちのひろば）

具体的にはどういったもの？？

・家庭、学校、職場以外の地域の居場所
・楽しい、関わりたいと人を惹きつけるコミュニティの入り口
・誰もが気軽に集える出会いの場
・地域の支え合い活動の場
・生きがいづくりや健康づくりに資する場 など

麻生市民交流館「やまゆり」を運営する認定ＮＰＯ法人
あさお市民活動サポートセンターの「まちのひろばプロ
ジェクト」が収集した情報をお伝えします！

まちのひろばプロジェクト

ま ち の ひ ろ ば を 募 集 し ま し た

① 麻生区の活動の場の情報を収集するため

「まちのひろば」の募集、取材、発信

“新たな仲間と出会い”“つながり、交流し”

“次への一歩のきっかけとなるような場”

② まちのひろばを紹介する際のシンボルとなる

麻生区独自の

まちのひろば
文字イラスト・ロゴマークの募集



まちのひろばプロジェクト

①これまでの情報+募集で １００件以上 の「まちのひ

ろば」情報が集まりました。
「イベント」「場所」「お店」に分類し、プロジェクトメンバー
の取材により収集した情報を、まちのひろば専用ＨＰへ掲載し、
発信。

※ ホームページ絶賛更新作業中！！

令和元年度プロジェクトの結果

まちのひろばプロジェクト -ホームページ-

https://hiroba.asao-ku.net/

https://hiroba.asao-ku.net/


まちのひろばプロジェクト -イベント編-

福祉応援！王禅寺
フリーマーケット

-地域でつながり、
福祉応援を-

地域の絆が希薄になるなか、一
緒に集える場として、フリーマ
ーケットを田園調布学園大学で
今年も開催予定。出店寄付金や
募金を地区の福祉団体へ寄付。

まちのひろばプロジェクト -場所編-

柿生・片平
こども食堂

-ままぱぱの応援団-

こどもだけでも、親子も、一
人暮らしの学生、もちろんシ
ニアもみんなが集える「地域
の食堂」。ボランティアスタ
ッフの力が欠かせません。



まちのひろばプロジェクト -お店編-

轍（WADACHI）
-このまちの交差点-

音楽を聴きながらおいしい飲
み物を楽しみ、いつの間にか
仲間が増えるとっておきの場
所。定期的にライブも開催。

まちのひろばプロジェクト 集まったロゴ-

希望のシナリオプロジェクト参加のみなさんも

投票をお願いします！！

② 文字イラスト・ロゴ応募数 １１案



ｂ

麻生区 

活動相関図 

公園 

にぎわい・ 

マルシェ 

環境 

自然 

趣味 

スポーツ 

活動拠点 

文化・芸術 

音楽 

空き家・ 

空き地活用 

子ども 

子育て 

福祉 シニア 

カフェ 
わ・わ・わ・クラブ

季の庭

Showa ミュージック・カフェ

オペラ歌手と日本の

名曲を歌う会

あさお芸術のまち

コンサート

グリーンバード

新百合ヶ丘

小田急のくらしマーケット

Airgreen 

新ゆりアートパークス

しまりすミュージックホール

ヨネッティー王禅寺

麻生スポーツセンター

麻生市民館・

岡上分館

地域子育て支援センター

ワイワイごはん

ワイワイかふぇ

ザ・キルト

ロバ君倶楽部

晴れてるサロン

老人会

セラバンドハッスル体操

（ロコモ体操）
なでしこの会「体操教室」

転倒予防体操教室

みんなの家・川崎新百合ヶ丘「健康づくり教室」

社交ダンス

ままカフェしんゆり

黒川青少年野外活動センター

こども食堂

Vege&Art Fes 

麻生区役所・

柿生分庁舎

川崎市アートセンター

カナドコロ

しんゆり交流空間

リリオス

レジデンシャル百合ヶ丘 

地域交流スペース マルシェ

虹ケ丘コミュニティルーム

新百合トウェンティ

ワンホール

カフェさつき

みどり町会サロン

リンクママ

ワークショップ

子ども麻生川桜まつり

こども文化センター

いこいの家

ゆりカフェ／土曜サロン

エンジョイ・シニア

の大文化祭

地域包括支援センター

麻生老人福祉センター

（いきいきセンター）

福祉パルあさお

RUN 伴＋あさお

おしゃべり広場「カフェひなたぼっこ」

白蘭の会

CAFÉ & SPACE 

L.D.K 

町内会館

ちゅうりん庵

（多摩区）

麻生市民交流館

やまゆり
区民記者

Café peas 

陶器ギャラリー・隠れ家

和菜「たまり」

スパイスカレー ムビリンゴ

（多摩区）

コミュニティカフェ

てとて（多摩区）

カフェドシュロ

（多摩区）

轍

cafe ゆい～と

（多摩区）

Laughmom Laundry / 

Café（稲城市）

認知症カフェ

キッズフェスタ in マルシェ

しんゆりフェスティバル・

マルシェ

つながる朝市＠

カナドコロ

かないばら苑

秋まつり

王禅寺フリーマーケット

今回のワークショップについて

集まった情報で 「活動相関図」 をつくりました

メンバーの活動も、活動相関図に加えましょう！

知っている場所・活動名

住所（ない場合は記載不要）

特徴 私とのつながり
コロナ禍での

対応やつながり

記入者

今回のワークショップについて

○ 知っている場所・活動名 … 『身近な交流の場』や、活動の名称
○ 特徴 … 何ができる・何をしている場や活動なのか、その内容や特徴
○ 私とのつながり … 自分がどのような関わりを持っているのか（持ちたいのか）
○ コロナ禍での対応やつながり … コロナによる対応の変化や新たなつながりなど

（ない場合は記載不要）



今年度の進め方

地域資源の情報
共有

○地域資源情報の整理・
見える化

○情報の届け方の検討

今後の進め方につきましては、新型コロナ
ウィルスの影響もあり、テーマ１検討会で
出た意見も含めて、改めて検討しています。

『まちのひろば』ロゴ投票の実施も含め、

近日中に別途連絡いたします。



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 Ｉ ＡＳＡＯ

いつも身近な芸術があるまち 

麻生らしさが感じられるもの 

やっぱり安全安心なまちは基本 

緑がいっぱい 自然豊か 

「文化・芸術のまち 麻生」さらに めざしています 

安全・安心なまち 

安心して暮らせるまち 

安全・安心・安定がそろうまち 

子どもが安心して住める、安心して子育てができるまち 

自然が残るまち 自然との共生 

緑とともに健やかに生きられるまち 

里山のあるまち 地産地消 

今ある資源を活かす 仕組みづくり 

地域・資源・人をつなぐ 

情報・人とつなぎつながることが大事 

仕組みづくり 

世代・場所・交流のきっかけづくりに 

区の各地区をつなぐ

情報のポータルがある 

資源（ヒト・モノ・コト）を活かす 

みんなつながれたら最高！！ 

そんな仕組みづくりができる

といいなあ 

そんな誰もが集える場所が 

あるといいね 
多世代交流したいなあ 

どの世代だって活躍 

夢は大きく 

便利だと なおいいなあ 

多世代が集える場所がある 

多世代が触れ合える居場所 

地域の人が集う場所があちこちできる場所 

多くの居場所がある 

みんなの居場所がある街 

地域ごとに活動できる拠点がある 

ハード面（交通・開発）も拡充中 

交通サービスの充実 

多世代交流がさかん 世代交流 

世代をつなぐ 世代交流のあるまち 

シニア世代と若い世代のつながり 

違う世代との交流ができる街 

若い人が楽しめる 

子どももママもパパもみんな元気 

どの世代も楽しめる街 

シニアの活躍 

新しい世代が街で活動している 

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 

大好きな私たちのまち あさお 

今住んでいる人が１０年後、 

引き続き住み続けているまち 

区民の輝きを共有する街 

市民主導の社会づくり 

住みたい街 ＮＯ．１ 

お互い認め合える土壌のある街 

最高なまち 

飛躍と前進する麻生 

人気の街ランキングベスト５に入っている 

あこがれのまち 

誰もが幸せを感じるまち 

夢 

つながりあふれるふるさとあさお 

顔見知りが多いまち 

お互いの顔が見えるまち 家族みんなが参加する街 

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 

支え愛（合い） 

子ども元気でキラキラ介護 

子どもから高齢者まで顔の見えるまち みんなが友達 

つながりのある町 

麻生らしさってなんだろう？ 

川崎市の農業振興地域は 

麻生区にしかありません 

（岡上・黒川・早野） 

参考資料



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 

麻生区の象徴 

麻生区の現状と課題 

麻生区の地域学 

交流人口 

１０年後の交通事情 

道路の整備状況 

坂道の活用 

公園（何があるのか、

どんな施設か） 

子どもを走らせる公園、

体育館の開放日等を知

りたい 

小田急１本で行ける

楽しい場所 

車１５分で行ける楽

しい場所 

一部しかわからない

スポット（それを見つ

ける相談をする場所） 

子どもが地域で楽し

む場 

パパが集える場（子ど

もと一緒に） 

地産地消 
官民連携のポータル 

駅前のバイクの止めら

れる場所を知りたい 

利用できる場・利用した

い人 

レンタルスペースの空き 

バス・鉄道の遅延 

自由に参加できるイベ

ント・交流会 

地域資源 

様々な特技 

身近な困りごとの

相談先 

子どもの遊び場 

地域間の個性 

地域に密着した

生きる情報 

ネットに載っていない

ジャンルの評判 

【徒歩圏の情報】 

実は近場の

情報を一番

知りたいかも…

地域資源 

安全な歩道 

空き農地 

子どもの遊び場 

音大の人と関わりたい 

企業（人手不足）と主婦 

人材ポータルサイト 

企業と地主 

地域資産（ヒト・物・

かね） 

保育園事情の具体的

な声 

雇用の創出 

身近な助け合い・つながり 
できたらいいですね 

家のまわり 500ｍ～２ｋｍくらいに→仕組み

づくり、つながり、助け合い、好きなこと 

防災やっぱり気になります 

防災キャンプをしていると

ころを知りたい 

災害時に何が一番大切

なのか 

防災組織の目的は？元気な方

が集会する？ 

災害時に助けてほしいと思っ

ている人がどこにいるのか 

防災組織の参加者が数少な

くなってきたので他の地域

ではどんな活動をしている

のかな？ 

麻生区の歴史 

宅地開発の前と後 麻生川の川遊び、花見 

【歴史から学ぶ】 

防災情報・ 

避難所等 

避難所に行く前に声を

かけるべき隣人 

災害時犯罪発生のポー

タル・アプリ（あるもの

を地域化） 

実は近場の 
情報が一番 
知りたい？ 

街のサポート（電気屋

さん、便利な情報 

地域のサークル活動 

足りないものは何だろう？ 

人材バンク 

【人？】 【情報発信？】 

コミュニケーション不足、 

きっかけづくり 

地域の開発・交通・情報発信 
本人同意で災害時に必要な個人情報共有 

個人情報うまく活用する方法 

世代交流 
地域の個の力 

地域活動へのハードルの低さ 

障害を持った人・外国人等の 

差し伸べあい 

MaaS の活用 

窓口（どこに？誰に？） 

ビジネス拠点 

【場所？】 

空き家からの活動スペースの

変換を 

空きスペースでランタンを借りら

れてみんなが集える場所 

空き家を貸してよいと 

思っている人はいるのか 

空き家を有効活用できないかなぁ 

場所があると楽しそう！ 

趣味がなくても気楽に 

行ける場所 

世代を超えて気楽に集まれる 

場所があれば 

空き家利用でワーキング

ルーム 

地域でのリーダー的な人材 

掲示板 

市政だより全戸配布 ネット社会で HP 等色々あ

るが、横のつながりを持つ

管理部門 

シェアオフィス、レンタルルーム 

活動事務局の場所 

（シェアワーキング） 

交流の場（グループ同士・ 

他活動の人など） 

活動発表の場、学習の場、

打ち合わせの場 



やってみたいこと！ 

現存するワーキングルームの見学 

社会科見学 

今までの技術の紹介や発明を

一緒に考えるサークル 

ワンコインで食べれる・

学べる場所 

みんなが居心地いい場所 

大学・農家・レストラン等

のつなげ方 

食と農での地域活性化 

子ども文化センター、老人い

こいの家のリニューアルによ

るワーキングルームの設置 

地元農産物の料理コンテスト 

（名産品開発） 

麻生でキャンプ 

ニーズを生み出す活動 

ソーラーシェアリング 

麻生電力（行政・町会・企

業・個人の支出） 地域通貨 

若い人の意見が反映でき

る「仕組み」 

経験豊かな人の引き出し 

【情報課題】 

【人とつながる】 

【つながり】 【つなげる・共有】 

【仕組み】 

こんなこと知ってもらいたい 

活動内容 情報伝達 

活動団体の紹介・アピール・ 

スタッフ募集 

どんな情報をどう発信していけばいいのかな？ 

各機関のサービス（活動内容

がわかりやすく） 

活動の実際 

人づての情報 

この人の信用・実績 

区（市）の HP をもっとみや

すくしてほしい 

災害・お祭り・助けを欲し

ている人・区内の団体・活

動情報 情報弱者→SDC機能を 

世代によっての関心ごと

がかなり違うと思う。どん

な問題点があり何をすれ

ばよいのか探りたい 

本当に知りたい情報 

イベント情報を見やすく

集める 

意外と知らない→まずは

今のものを集めたい 

情報誌の違い 

どこで何の情報が手に入

るのか 

情報誌（サイト）をまとめ

る 

【農業】 【情報発信】 

ボランティアバンクを→皆で

「ちょっとずつ無理しない」 

【シルバー】

大学生の就活で２０～３０

代の人に相談できるところ 

雪が降ったら雪かき 

（授業として） 

中学校の職場体験と地元

商店＋企業を中間支援し

てほしい 

保育園入園の本音の相

談ができるところ 

【子ども】

みんなつながるしくみづくり 

ツイッターを多くの人が

やる 

企業（口コミ仲間と一緒に 

集まり、長く続けたい） 

サークル（リーダーやすぐ

仕事ができる人） 

企業 

こんなところにも関わりたい 

耕作放棄地を利用 

後継者のいない農家への

サポート 

シニアの労働力による共

同農地 

イベントすべての HP 

安心できる情報 

誰でもいつでもオープン

な情報 

まちの掲示板 

家に引きこもっている人

を外に出す工夫 

送迎バスを合わせて地域の

交通手段ができないか 

移動販売（とくし丸。 

ローソン。パン屋） 

小学校・中学校の入学前に

第一子の子の相談ができ

るところ 

高校生に地域デビュー

の徹底を。高校の授業

に入れてほしい 

小学校の PTA を学校単位

でなくもっと多くしてほ

しい 

仲間を作る、仲良くする「和」 活動テーマ別の団体 

「和」意識（one for all） 

団体どうしのつながり（会合）後継者づくり 

団体の横のつながり 

防災情報（自分の家は？避

難所の安全性） 

市民と市民・市民と機関・

機関と機関 

地域のおまつり 地域の大人と子ども

をつなげたい 

現在の活動（つながり） 

広く知ることができる 

更新しやすいポータル 

サイト 

区民記者を集める 

（もっと情報発信） 

人々の交流の場づくり 

多世代の交流できる地域

イベント 

多世代が集まる。人と人 
音楽サロン、交流会 

カフェ、楽しむ場 

各団体の課題の話し合い・協力・

ワークショップ

メンバーを集める 

活動をつなげる場 

里山ボランティアの活動

の高齢化→若い世代 

地域内での循環（資金） 

情報共有の仕組み 



ｂ

麻生区 

活動相関図 

公園 

にぎわい・

マルシェ 

環境 

自然 

趣味 

スポーツ 

活動拠点 

文化・芸術 

音楽 

空き家・ 

空き地活用

子ども 

子育て 

福祉 シニア 

カフェ 

わ・わ・わ・クラブ

季の庭

Showa ミュージック・カフェ

オペラ歌手と日本の

名曲を歌う会

あさお芸術のまち

コンサート

グリーンバード

新百合ヶ丘

小田急のくらしマーケット

Airgreen 

新ゆりアートパークス

しまりすミュージックホール

ヨネッティー王禅寺

麻生スポーツセンター

麻生市民館・

岡上分館

地域子育て支援センター

ワイワイごはん

ワイワイかふぇ

ザ・キルト

ロバ君倶楽部

晴れてるサロン

老人会

セラバンドハッスル体操

（ロコモ体操）
なでしこの会「体操教室」

転倒予防体操教室

みんなの家・川崎新百合ヶ丘「健康づくり教室」

社交ダンス

ままカフェしんゆり

黒川青少年野外活動センター

こども食堂

Vege&Art Fes 

麻生区役所・

柿生分庁舎

川崎市アートセンター

カナドコロ

しんゆり交流空間

リリオス

レジデンシャル百合ヶ丘 

地域交流スペース マルシェ

虹ケ丘コミュニティルーム

新百合トウェンティ

ワンホール

カフェさつき

みどり町会サロン

リンクママ

ワークショップ

子ども麻生川桜まつり

こども文化センター

いこいの家

ゆりカフェ／土曜サロン

エンジョイ・シニア

の大文化祭

地域包括支援センター

麻生老人福祉センター

（いきいきセンター）

福祉パルあさお

RUN 伴＋あさお

おしゃべり広場「カフェひなたぼっこ」

白蘭の会

CAFÉ & SPACE 

L.D.K 

町内会館

ちゅうりん庵

（多摩区）

麻生市民交流館

やまゆり
区民記者

Café peas 

陶器ギャラリー・隠れ家

和菜「たまり」

スパイスカレー ムビリンゴ

（多摩区）

コミュニティカフェ

てとて（多摩区）

カフェドシュロ

（多摩区）

轍

cafe ゆい～と

（多摩区）

Laughmom Laundry / 

Café（稲城市）

認知症カフェ

キッズフェスタ in マルシェ

しんゆりフェスティバル・

マルシェ

つながる朝市＠

カナドコロ

かないばら苑

秋まつり

王禅寺フリーマーケット

GET 


