
第４期宮前区区⺠会議 第７回全体会 【次第】 

第 4 期宮前区区⺠会議 第７回全体会 【次第】 

第４期宮前区区⺠会議 第７回会議 次第 
 みんなで⼒を合わせてくらしやすい地域社会をつくろう  

 
⽇時：平成 25 年 11 ⽉ 20 ⽇(⽔)18：15 20：15 

場所：宮前区役所 ４階⼤会議室 
 

１ 開会   18：15 18：20 
２ 議事 
   ①各部会の区⺠会議提案書（案）について報告 
    ・環境を活かした⼈づくり部会 18：20 18：35 資料１ 

     ・⼼を育てる地域と世代部会   18：35 18：50 資料２ 
 

②提案書に関して質疑応答・情報交換 18：50 19：20 
 
③区⺠会議フォーラムについて   19：20 20：10 資料３ 

  
 【議事終了】 

３ その他諸連絡           20：10 20：15 
・各委員活動紹介 
・今後の⽇程 

区⺠会議交流会 １⽉ 22 ⽇（⽔）18:00- 中原区役所 
第８回全体会   ２⽉ 12 ⽇（⽔）18:00-19:30  区役所⼤会議室 
区⺠会議フォーラム 3 ⽉ 15 ⽇（⼟） 

 
（配布資料） 
 資料１ 環境を活かした⼈づくり部会審議概要・最終報告書（案） 
 資料２ ⼼を育てる地域と世代部会審議概要・最終報告書（案） 
 資料３ 区⺠会議フォーラム企画検討資料 

資料４ 専⾨部会摘録 





 
 

第４期宮前区区⺠会議 環境を活かした⼈づくり部会 審議概要   

 

1)公園管理・活⽤に区⺠が参加しやすくなる仕掛けの不⾜
・「参加したら楽しそう」と思わせる情報発信がなされていないので

はないか。 

・公園の花壇づくりなどに興味があっても、誰が管理しているかわ 

かりにくいため、なかなか参加するきっかけが無い。 

・報奨金や草刈機の貸し出しなど、行政が実施している支援メニュ

ーが周知されるだけでも区民参加のきっかけになりそうだ。 
2)新たに公園管理団体を発⾜してもらう難しさ 
・区内205公園のうち市民による管理組織のない公園が65公園。 

・公園の清掃や維持管理、利用調整などが区民によって担われている

ことが、一般区民にあまり知られていないのではないか。 

・町内会等の運営に積極的に関わっている人以外へは市からの管理組

織設置依頼の情報が届いていないことも考えられる。 

3)既存の公園管理団体の負担感や後継者問題 
・後継者問題発生の原因の一つに、既存の団体に途中から入る難し

さがあるのでは。 

・うまく代替わりしている公園や、地域を巻き込みながら清掃をする、

広報紙を配るなどの工夫をしている公園もあるので、そのノウハウ

を共有していけると良い。 

4)公園の持つコミュニティ機能の更なる活性化 
・「街区公園等の管理運営に関する要綱」において、「コミュニティの

核としての公園利活用」が示されているが、日常管理で手一杯な面

もあり、そこまでの運用がなされていない。 

・公園体操やゲートボール、自主保育など、様々な活動の場として活

用されている公園もあるが、コミュニティの核として活用するには

これら活動同士の横のつながりがあることが望ましい。 

・周辺住民の高齢化が進み、こどもがいなくなったことで使われてい

ない小さな公園もある。活用方法を考えないともったいない。 

第４期宮前区区民会議                   審議概要 

・課題整理

提
案
Ａ 

①宮前区マイパーク・ネ

ット（仮）の設置 

様々な公園関係団体のネットワークを構

築。公園に関する意識統一の場として位置

づける。 

②公園に関する情報の

発信・共有 

広報紙やホームページなどを通じた情報発

信・共有により、公園利用者の拡大、コミ

ュニティ活性化、既存取組の拡充などを狙

う。 

③公園のコミュニケー

ション機能強化支援 

テント等活動用品の貸出、公園活用人材育

成講座の開催、世代間交流促進など。 

提
案
Ｂ 

④樹木・草花名プレートの

設置・活用 

宮前区マイパーク・ネット（仮）を推進し

ていく中で、実現に向けて取り組む。 
⑤冒険遊び場の推進 

⑥公園体操の拡大開催 

⑦ネイチャーゲームの普及 

提
案
Ｃ 

⑧地域が主体となった

公園管理の促進 

・まちづくり協議会の協力を得て、花壇を

通じた公園管理を促進 

・管理組織未設置の公園について、参加者・

協力者募集の案内掲示や、市政だより等

を活用した周知・広報。 

・公園愛護会を公園管理運営協議会に移行

促進 

・草刈機など貸出可能な用具について周知 

【課題解決の提案】 ・背景 
■スポーツ・健康づくりの推進強化 
・宮前スポーツセンター開館（2006年） 

・総合型地域スポーツクラブ「菅生スポーツコ

ミュニティクラブ」発足（2009年） 

・区スポーツ推進担当の設置（2010年） 

・公園体操の推進（第1 期提案）。40 団体以上

が活動中 

・坂道ウォーキングの推進（第3期提案）によ

る冊子の発行。「フロンタウンさぎぬま」で

の教室も人気 

■豊かな⾃然環境 
・３本の河川や区内205の公園・緑地。 

・自然関係の地域資源をテーマとした市民活動

も盛ん 

・市民アンケート（2011年）の生活環境満足度

で「公園や緑の豊かさ」が1位 

・交通網の影響等により生活圏が拡散し、区内

自然資源が広く区民に認知・活用されていな

い 

■次世代の担い⼿不⾜の懸念 
・地域の伝統行事や祭事に担い手として関わる

次世代の確保・育成 

・メンバーの固定化・高齢化等が見られる市民

活動 

・町内会・自治会の加入率の低下（平成 18 年

度から約4％減少） 

公園を活⽤することで… 
・地域で活躍する「⼈」を育てよう 
・地域住⺠のコミュニティ活動を活性化しよう 
・緑化を推進しよう 

【審議テーマ】
環境を活かして⼈を育てる 

（１）スポーツの推進 

（２）花・緑・川など⾝近な環境 

（３）区⺠主体のお祭り 

【⽬指す⽅向性】
区⺠に⾝近な環境である、「公園」に絞り込む。
公園をコミュニティの核として活⽤すること
で、地域で活躍する「⼈づくり」をする。 

【⽬標】

提案Ａ 公園の管理・活⽤活性化に向けた環境整備をする 
提案Ｂ 公園を⾝近なコミュニティ活性化の場として活⽤する 
提案Ｃ 公園の維持・管理に多くの区⺠が関わる仕掛けをつくる

・具体的な取組 
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環境を活かした⼈づくり部会からの提案 

１．審議テーマ 

部会の審議テーマ：環境を活かして⼈を育てる 

（１）スポーツの推進 
（２）花・緑・川など⾝近な環境 

（３）区⺠主体のお祭り 

２．審議テーマの背景 

■スポーツ・健康づくりの推進強化 
・ 2006 年に宮前スポーツセンターがオープンし、2009 年に区内初となる地

域主体の総合型地域スポーツクラブ「菅生スポーツコミュニティクラブ」

が立ち上げられ、2010 年からは区役所にスポーツ推進担当のポストが設

けられ、多様なスポーツ関連事業を実施しているなど、近年、区内での

スポーツを取り巻く環境には様々な変化が見られます。 
 
・ 急速に進む高齢化の中で、これまで区民会議から提言がなされた公園体

操の推進（第 1 期）、坂道ウォーキングの推進（第 3 期）などの取組も一

定の進捗が見られています。公園体操は当初の数団体から 40 を超えるま

でに発展。坂道ウォーキングもガイドの冊子が発行され、「フロンタウン

さぎぬま」で開催される教室へも着実に参加者が見られることなどから、

健康づくりに関する区民意識の高まりが窺えます。 
 

■豊かな⾃然環境 
・ 宮前区は多摩丘陵上に位置し、起伏に富んだ自然豊かな地域です。平瀬

川、矢上川、有馬川などの河川、生田緑地や菅生緑地、東高根森林公園

等豊かな環境資源に恵まれており、計 205 の公園・緑地は区民に身近な

憩いの場として整備されています。これらの資源を場やテーマとした市

民活動も盛んです。 
 
・ 「かわさき市民アンケート（2011 年 10 月）」においても、生活環境満足

度の 1 位に「公園や緑の豊かさ（宮前区 70.0％…全市平均 63.1%）」が挙

げられるなど豊かな自然は区民も広く認識するところです。 
 
・ バス路線の影響等により、区内田園都市線３駅の他、溝の口・新百合ヶ

丘・向ヶ丘遊園・たまプラーザ・武蔵小杉等に生活圏が拡散し、区内の

豊かな自然の財産が広く区民に認知・活用されていない現状もあります。 
 

■次世代の担い⼿不⾜の懸念 
・ 伝統行事や祭事が各地域で開催されていますが、これらに参加するだけ

でなく、担い手として積極的に関与し、地域で活躍する次世代の人材の

確保、育成が求められています。 
 
・ 区内に数多くある様々な市民活動において、次世代の担い手の確保・育

成がうまくゆかず、メンバーが固定化・高齢化する例が見られます。 
 
・ 町内会・自治会は、加入率が平成 18 年度から約 4％減少しており、今後

の弱体化も懸念されています。 
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３．課題整理 

部会審議の中で重要視されてきたのが、宮前区の特徴である⾃然や近年活性
化しているスポーツ事情といった地域の環境を活かした、「地域で活躍する⼈
づくり」でした。その「場」として、区⺠誰しも⾝近にあるであろう「公園」
に議論を絞りこみ、審議を進めることとしました。    

「公園」について共有された「解決すべき地域課題」と、主な意⾒は以下の
とおりです。 

課題：公園管理・活⽤に区⺠が参加しやすくなる仕掛けの不⾜ 
 
・ 「参加したら楽しそう」と思わせる情報発信がなされていないのではな

いか。 
 
・ 公園の花壇づくりなどに興味があっても、誰が管理しているかわかりに

くいため、なかなか参加するきっかけが無い。 
 

・ 道路公園センターに問い合わせれば、管理の方法や既存管理団体の情報

等も得られるが、そこまでする人は少ないのではないか。 
 
・ 報奨金や草刈機の貸し出しなど、行政が実施している支援メニューが周

知されるだけでも区民参加のきっかけになりそうだ。 
 

課題：新たに公園管理団体を発⾜してもらう難しさ 
 
・ 区内 205 公園のうち、市民による管理組織のない公園が 65公園（約 31％）

存在（平成 25 年 10 月現在）する。 
 
・ 公園の清掃や維持管理、利用調整などが区民によって担われていること

が、一般区民にあまり知られていないのではないか。 
 
・ 町内会等の運営に積極的に関わっている人以外へは市からの管理組織設

置依頼の情報が届いていないことも考えられる。 
 
・ 市が地域の町内会・自治会にお願いをするという従来のやり方だけでは、

新たな公園管理団体の立ち上げは難しい状況に来ているのではないか。

町内会・自治会が運営に負担感等を感じているケースもあるようだ。 
 

・ 公園体操や外遊びで公園を利用する区民、花壇づくりが好きな区民等に

積極的に呼びかけることにより、新たな担い手となる人材の発掘ができ

るのではないか。 
 

・ 公園によってはゴミが散乱するなど荒廃しているところも見られる。 
 

課題：既存の公園管理団体の負担感や後継者問題 
 
・ 今後、既存の管理団体では高齢化や参加人数の減少など、活動の停滞や

団体解散の危機も考えられる 
 
・ 後継者問題の原因として既存の団体に途中から入る難しさがある。新た

なメンバーを受け入れてくれるのか、といった不安感などからアプロー

チしにくい現状も。 
 
・ うまく代替わりしている公園や、地域を巻き込みながら清掃をする、広
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報紙を配るなどの工夫をしている公園もあるので、そのノウハウを共有

していけると良い。 
 

課題：公園の持つコミュニティ機能の更なる活性化 
 
・ 第 2 期区民会議で子どもの健全育成と公園の活用などを図る取組として、

子ども達が自己責任の元で自由に遊ぶ「冒険遊び場」の取組推進が提案

された。現在、区内 4 箇所の公園で地域住民により、「冒険遊び場」が展

開されている。 
 
・ 「街区公園等の管理運営に関する要綱」において、「コミュニティの核と

しての公園利活用」が示されているが、日常管理で手一杯な面もあり、

そこまでの運用がなされていない。 
 
・ 公園体操やゲートボール、自主保育など、様々な活動の場として活用さ

れている公園もあるが、コミュニティの核として活用するにはこれら活

動同士の横のつながりがあることが望ましい。 
 
・ 公園間のネットワークとして管理団体同士で連合会を形成し、広報誌を

発行している五所塚町内会の例もある。 
 
・ 周辺住民の高齢化が進み、子供がいなくなったことで使われていない小

さな公園もある。活用方法を考えないともったいない。 
 

４．⽬指す⽅向性と⽬標 

部会では「コミュニティの核としての公園の利活⽤」が達成されることで、
地域コミュニティが活性化し、⼈づくりに結びつくと考えた。そのためには市
⺠への意識づけ、公園管理・活⽤団体への各種ノウハウの共有、団体間ネット
ワークの推進などが求められる。 

課題解決提案によって「⽬指す⽅向性」と「⽬標」を以下のように定めた。 

 

■⽬指す⽅向性 
公園をコミュニティの核として活⽤することで、地域で活躍する「⼈
づくり」をする 
 

■⽬標 
公園を活⽤することで 
・地域で活躍する「⼈」を育てよう 
・地域住⺠のコミュニティ活動を活性化しよう 
・緑化を推進しよう 
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【具体的な取組のイメージ】 

提案 # 内容 詳細・備考等 

環
境
整
備 

①
宮前区マイパーク・ネ

ット（仮）の設置 

様々な公園関係団体のネットワークを構築。公園に関する意識統

一の場として位置づける。 

②
公園に関する情報の

発信・共有 

広報紙やホームページなどを通じた情報発信・共有により、公園

利用者の拡大、コミュニティ活性化、既存取組の拡充などを狙う。

③
公園のコミュニケー

ション機能強化支援 

テント等活動用品の貸出、公園活用人材育成講座の開催、世代間

交流促進など。 

活
用 

④
樹木・草花名プレート

の設置・活用 

宮前区マイパーク・ネット（仮）を推進していく中で、実現に向

けて取り組む。 
 

④⇒モデル公園で実施し、経験を積んだ人が他の公園へ広げる。 

⑤⇒冒険遊び場キャラバン部隊を組織し、モデル公園で実施する

⑥⇒「公園体操オリンピック」を開催する中で、各開催場所での

開催回数を増やし、長期的に開催場所を増やしていく。 

⑦⇒ネイチャーゲームにより身近な公園を活用し、自然体験機会

を通して世代間交流をはかる。 

⑤ 冒険遊び場の推進 

⑥
公園体操の拡大開催 

区内 42 箇所(把握分のみ）

⑦
ネイチャーゲームの

普及 

維
持
・
管
理 

⑧
地域が主体となった

公園管理の促進 

・まちづくり協議会の協力を得て、花壇を通じた公園管理を促進
・管理組織未設置の公園について、参加者・協力者募集の案内掲

示や、市政だより等を活用した周知・広報。 

・公園愛護会を公園管理運営協議会に移行促進 

・草刈機など貸出可能な用具について周知  

★目標 

公園を活用して・・・ 

◎地域で活躍する「人」を育てよう 

◎地域住民のコミュニティを活性化しよう 

◎緑化を推進しよう 

環境を活かした人づくり部会からの提案

▲取り組むべき課題 

◇公園管理・活用に区民が参加しやすくなる仕

掛けの不足 

◇新たに公園管理団体を発足してもらう難しさ

◇既存の公園管理団体の負担感や後継者問題 

◇公園の持つコミュニティ機能のさらなる活

性化 

◇公園をコミュニティの核とする上での管理

団体や利用団体間のネットワーク不足 

◇公園管理・活用に関して役だつノウハウを共

有していく 

Ａ 公園の管理・活用活性化に向けた環境整備をする 

Ｂ 公園を身近なコミュニティ活性化の場として活用する 

Ｃ 公園の維持・管理に多くの区民が関わる仕掛けをつくる 

提
案 

スポーツの推進、身近な緑の保全、公園花壇

づくりなど、地域の環境を活かしながらそれ

を通じて地域で活躍する「人づくり」をする 
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取組① 

提案Ａ：公園の管理・活⽤活性化に向けた環境整備をする 

■取組①：宮前区マイパーク・ネット（仮）の設置 

■⽬的・公園関係団体間の交流を促進することで、公園に関する意識統⼀、活⽤のノウハ
ウの共有、公園活⽤の活性化等を促進する。 

■提案内容 

  １．宮前区マイパーク・ネット（仮）の構築  
 ・公園を管理・活用する団体やそれらのグループを所管する行政等からなる、宮前

区マイパーク・ネット（仮）を構築する。 

 ・各種情報の共有の他、公園に関する情報の発信・共有（後述、取組②）、公園の

コミュニケーション機能強化支援（後述、取組③）の具体的な内容について検

討する。 

 ・交流を通して、団体間の連携による地域間交流、世代間交流を推進する。 

  ２．宮前区マイパーク・ネット推進会議（仮）の開催 
 ・宮前区マイパーク・ネット（仮）を推進するため、推進会議を定期的に開催する。

 ・まちづくり協議会、（財）川崎市公園緑地協会、グリーンフォーラム 21みやまえ

など、他の中間支援組織等と連携・協力することで、視野を広げた宮前区のま

ちづくりへとつなげる。 

■提案に係る現状・検討経過等 
１）第 9 回部会 H25.9.3 宮前区役所会議室 

・公園は活用されているが、公園管理団体や活用主体がバラバラに動いており、横の

ネットワークが無いことがコミュニティ拠点として不十分である、という点につ

いて議論となった。 

２）第 10 回部会 H25.10.1 宮前区役所会議室 
・道路公園センター協働推進担当課長に関係者として出席を依頼し、公園を取り巻く

現場レベルでの課題認識について部会内で共有をした。 

・ネットワークの必要性については部会内で合意を得た。設置に当たっての留意点と

して、「効果的に機能するためには運用面での工夫が必要」「ネットワークの構築

と併せて、既存の公園管理運営協議会の機能強化も必要」といった意見が出た。 

■今後の課題 
１）宮前区マイパーク・ネット（仮）のあり⽅について検討を深める。 

・公園関係団体の現状についての把握。 

・推進会議の開催に当たっては、メンバーの人選や事務局の体制等が課題である。 

・特に、公園管理運営協議会は、公園管理運営協議会事務連絡会を平成 24年 3月と

平成 25 年 11 月に開催しているが連合体を形成しているわけではないので、各利

用団体等のネットワーク化も含めた動きも検討する必要がある。 
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取組② 

提案Ａ：公園の管理・活⽤活性化に向けた環境整備をする 

■取組②：公園に関する情報の発信・共有 

■⽬的・情報発信・共有を通して、公園利⽤者の利便性に供し、公園利⽤者の拡⼤、コミ
ュニティの活性化、既存取組みの拡充を図る。 

■提案内容 

公園の維持・管理に関する既存の制度や支援メニューの周知、公園利用に関

するマナー啓発、管理ボランティアの参加者募集など、各種情報の発信・共有

を行う。 

情報の発信に当たっては、広報紙、ホームページ、インターネット上のコミ

ュニケーションツール（ツイッターやフェイスブック 他）等を活用することで、公園

管理者・公園利用者・あまり地域の活動に参加していない市民等対象に応じて、

効果的な手法を取り入れる。 

●実施案 
１）広報紙の発行 

２）ホームページの開設等インターネット上の情報発信 

●掲載情報のイメージ 
１）公園に関する各種団体の活動の紹介・参加の呼びかけ等 

２）公園で開催される各種イベントや活動の情報（イベントカレンダー） 

３）公園の使い方やルール 

４）公園管理のノウハウ提供・助言等 

５）宮前区マイパーク・ネットの設置目的・活動紹介等 

■提案に係る現状・検討経過等  
取組①と併せて議論を⾏ってきた。  
・宮前区の公園情報を発信するホームページとしては、区のポータルサイト「みやまえ

ぽーたろう」内にコンテンツがある。 

・公園体操の情報は、宮前区運動普及推進員連絡協議会「ヘルスパートナー宮前」に掲

載されている等、個々の活動レベルではホームページでの情報発信がなされている。

・行政が情報発信をするよりも、市民側の目線で広報した方が効果的な場合もある。 

・宮前区マイパーク・ネットとの連動により効果を高めることが期待できる。 

■今後の課題 

・広報紙の発行、ホームページの作成・運営等に市民側の視点を盛り込むには、実際に

担当する担い手の確保が必要である。 
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取組③ 

提案Ａ：公園の管理・活⽤活性化に向けた環境整備をする 

■取組③：公園のコミュニケーション機能強化⽀援 

■⽬的・公園のコミュニケーション機能を活性化することにより、より多くの⼈に公園を
利⽤してもらう。 

■提案内容 

公園でコミュニケーション活動を行う際の資機材の貸し出し、人材の育成・

支援を行う。人材を育成することにより、公園の維持・管理組織の立ち上げへ

と結びつける。また、団体間の連携を図ることで、多様な世代、多様な地域の

人たちが公園に集い、コミュニティの核としての公園へと繋げる。 

●具体的な実施案 
１）コミュニケーション・ツールの貸し出し 

 ・公園を使ってイベント等を開催する際に必要となる資機材を貸し出す。 

   例 ①防災用品：発電機、テント 等 

     ②冒険遊び場用品：ロープ、滑車、段ボール、スコップ 等 

     ③祭り用品：餅つき用杵・臼 等 

     ④その他：紙芝居 等 

２）公園活用ノウハウの周知による人材育成 

 ・公園を使って各種催しを開催する際に必要となる技術等を習得するための、養成

講座を開催する。 

 ・また、担い手となる人材が地域にいない公園には、指導員を派遣する。 

 ・各種催しを企画する際に相談に乗る相談員を配置する。 

３）団体間連携による世代間・地域間交流の促進 

 ・宮前区マイパーク・ネット（仮）での交流や、広報紙、ホームページでの情報交

換を通して、公園を利用する団体同士が連携し横につながることにより、世代

や地域を超えた催しを開催する。 

■提案に係る現状・検討経過等 

取組①と併せて議論を⾏ってきた。 
・既に公園管理運営協議会等管理組織が立ち上がっている公園に対しては、申請があり

次第、道路公園センターが一時的に草刈機等資機材の貸し出しを行っている。 

・冒険遊び場が区内４箇所、公園体操が区内 42箇所以上で実施されている。 

・宮前区マイパーク・ネットとの連動により効果を高めることが期待できる。 

■今後の課題 
・宮前区マイパーク・ネット（仮）との連携方法や初期の目的と齟齬の無い支援メニュ

ーにするための振り返りを行うなど、適時適切な進捗管理が求められる。 
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取組④ 

提案Ｂ：公園を⾝近なコミュニティ活性化の場として活⽤する 

■取組④：樹⽊・草花名プレートの設置・活⽤ 

■⽬的・樹⽊や草花への愛着から公園への愛着へと結びつけることにより、公園をより⼤
切に、有効に活⽤する。 

■提案内容 

地域の手で公園内の樹木や草花に手作りの名前プレートを設置する。公園内

の樹木・草花に、自分たちで作成した名前のプレートを設置することにより、

樹木や草花に愛着を持ってもらう。 

●実施に向けたスキーム案 
１）モデル公園の選定 

 ・宮前区内の７中学校区ごとにモデルとなる公園を選定し、先行して取り組む。 

２）プレートの作成・設置 

 ・公園管理運営協議会のメンバーが中心となり、プレートを作成する。 

 ・作成に当たっては、道路公園センターの職員等を招き、樹木・草花名の講習、作

り方の講習等を開催する。 

 ・設置に当たっては、子ども会等を通して、近隣の子どもの参加を図る。 

 ・設置の際には、公園管理運営協議会のメンバーが中心となり、事前に草刈、枝お

ろし等をして、子どもたちでも設置しやすいように周辺を整理する。 

３）設置後の維持・管理 

 ・プレート設置後は、公園管理運営協議会のメンバーが日常的な公園管理をする際

に、破損や落下に目を配り、適宜補修・再設置をする。 

４）設置後の活用 

 ・プレート設置後に、公園内の樹木一覧表や樹木マップを作成する。 

 ・取組⑦と連携し、樹木・草花プレートを使用したネイチャーゲームの開催など、

設置後の活用を図る。 

■提案に係る現状・検討経過等 

１）第 6 回部会 H25.4.8 宮前区役所 
 ・公園は地域住民のためのものであり、同時に財産であることの意識を肌で感じて

いただき、コミュニティの場として有効活用するためには地域ぐるみでの維

持・管理が必要である。そのための手法の一つとして、樹木・草花名プレート

の設置が委員から提案された。 
 ２）第 9 回部会 H25.9.3 宮前区役所   第 11 回部会 H25.10.21 宮前区役所

 ・プレート設置に関する具体的な手法等について検討し、「設置に当たっては小学

校等に協力を求めることで、子どもたちが公園に愛着を持つ」等の意見が出さ

れた。 

■今後の課題 

・宮前区マイパークネットを推進する中で実現に向けて取り組む。 

・モデル公園の選定とプレート作成費用の確保が課題である。 
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取組⑤ 

提案Ｂ：公園を⾝近なコミュニティ活性化の場として活⽤する 

■取組⑤：冒険遊び場の推進 

■⽬的・冒険遊び場を通して⼦育て世代や⼦ども達が公園に対して愛着を持ち、地域参加
機会の創出や持続可能な公園の活⽤へとつなげる。 

■提案内容 

子どもたちが冒険遊び場に参加することで、親同士の連携を深める。 

宮前区内にモデル公園を選定し、定期的にキャラバン部隊が冒険遊び場を開

催することにより、 終的には、モデル公園に冒険遊び場を定着し、キャラバ

ン部隊の支援が無くても開催できるよう人材を育成する。 

●実施に向けたスキーム案 

  １）キャラバン部隊の結成 

   ・各地域で担い手として活動したいが、単独で運営するには人数が少ないといった

方たちも集めて育成する。 

   ・４つの公園の有志によりキャラバン部隊を組織し、宮前区内のモデル公園で冒険

遊び場の開催を指導・支援する。 

   ・キャラバン部隊による冒険遊び場は、あらかじめスケジュール化し、事前に広報

することで、より多くの参加者を募る。 

  ２）モデル公園での人材育成 

   ・キャラバン部隊による冒険遊び場を試行する中で、各モデル公園が担い手を育成

し、 終的にはキャラバン部隊の支援が無くても独自開催ができるようにする。 

■提案に係る現状・検討経過等 

 １）第 2 期区⺠会議での提案とその進捗状況 
・「公園を活用した次世代育成」、「コミュニティの活性化」の２つの目的のもと、冒

険遊び場の開催が提案なされた。 

・平成 22 年冒険遊び場検討委員会設立。23 年４月に「冒険遊び場活動支援要綱」を

策定、同年９月に「冒険遊び場支援委員会」設立。 

・現在、要綱に沿って３団体が組織され、４か所で開催されている。また、シンポ

ジウムや区民祭での出張冒険遊び場も開催されている。 

２）第 9 回部会 H25.9.3 宮前区役所   第 11 回部会 H25.10.21 宮前区役所
・冒険遊び場の推進の実施スキーム案について意見交換。 

■今後の課題 

・宮前区マイパークネットを推進する中で実現に向けて取り組む。 

・ロープ、ハンモック等固定的に使用する用具の購入は、費用援助が必要となる。 

・その他用具の貸し出し等については、宮前区マイパーク・ネット（仮）を推進する中

で対応する。 
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取組⑥ 

提案Ｂ：公園を⾝近なコミュニティ活性化の場として活⽤する 

■取組⑥：公園体操の拡⼤開催 

■⽬的・公園体操の開催回数を増やすことにより、より多くの区⺠が公園を利⽤し、公園
を地域のコミュニティの場として機能させる。

■提案内容 

「公園体操オリンピック」等のイベントを通して、公園体操の開催回数、参

加人数の拡大を図る。 

●実施に向けたスキーム案 

  １）「公園体操オリンピック」の開催 

・公園体操の推進期間を指定し、期間内の公園体操の開催回数、参加人数等を競う、

「公園体操オリンピック」を開催する。 

・宮前区内の公園が競い合うことで、開催回数の拡大、参加人数の増大を推進する。

・優秀な成績をおさめた公園に対しては、「 年長参加者」「開催回数」「参加人数」

などの表彰を行うことにより、イベント参加への動機づけを図る。 

  ２）横の連携による世話役の確保 

・イベントを開催することで、公園体操を実施している公園が身近にない人たちが

遠方から参加し、自分たちの近くの公園で公園体操を実施する契機となる。 

・新たに公園体操を実施する公園が、既に公園体操を実施している公園と連携する

ことで、世話役の交流が生まれ、互いに補てんし合う関係が生まれる。 

■提案に係る現状・検討経過等 

１）公園体操の実施状況 
・現在、区で把握している分だけでも 42 か所の公園で開催している。 

・公園によって、月に１回しか開催していない公園から、ほぼ毎日開催している公

園まで、開催回数はことなる。 

・内容も、ストレッチ、ラジオ体操、太極拳など様々である。 

・ホームページ「ヘルスパートナーみやまえ」で、公園体操の開催場所、開催日時、

開催内容等の情報を提供している。 

２）第 6 回部会 H25.4.8 宮前区役所 
・「介護の必要のない社会を目指して、健康な身体づくり・体力づくりが要求される」

という課題解決の方策として、委員から提案された。 

３）第 9 回部会 H25.9.3 宮前区役所   第 11 回部会 H25.10.21 宮前区役所
・公園体操の拡大開催について実施スキーム案の意見交換。

■今後の課題 

・宮前区マイパークネットを推進する中で実現に向けて取り組む。 

・イベント開催に当たっては、公園体操を実施している各団体・グループ間の横の連携

が取れる仕組みを作る必要がある。 
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取組⑦ 

提案Ｂ：公園を⾝近なコミュニティ活性化の場として活⽤する 

■取組⑦：ネイチャーゲーム※ の普及 

■⽬的・ネイチャーゲームを開催することで、⾃然と触れ合う機会を創出するとともに、
多様な世代が交流する機会を提供する。 

■提案内容 

子どもから高齢者まで、誰でも参加可能なネイチャーゲームを開催する。五

感を使って自然と触れ合うことで、自然を大切にする心を育む。 

●具体的な実施案 

  １）開催手法 

・他の団体が主催するイベントプログラムの１つとして開催する 

・ネイチャーゲームの会が中心となり企画し、地域の協力を得て参加者を募る 

など、地域の特性に合わせてさまざまな手法が考えられる。 

  ２）担い手 

・かわさきネイチャーゲームの会メンバーに、企画・指導を受ける。 

・宮前区内に、かわさきネイチャーゲームの会には所属していないが個人でネイチ

ャーゲーム指導員として活動している人もいるので、将来的にはその人たちを地

域に引っ張り込んでいきたい。 

・町内会・子ども会・青少年指導員・こども文化センター運営協議会などの協力を

得る。また、公園管理運営協議会のメンバーとともに、企画・運営に当たる。 

  ３）開催場所 

・宮前区内の各地の公園で開催する。とくに、公園管理運営協議会の設置されてい

る公園で先行的に実施する。 

・開催候補：菅生緑地、鷺沼公園、宮崎第４公園 

東高根森林公園、野川ふれあいの森 等 

■提案に係る現状・検討経過等 
・心を育てる地域と世代部会から議論を引き継ぎ、検討を進めた。 

・かわさきネイチャーゲームの会は川崎市市民・こども局市民スポーツ室所管の川崎市

レクリエーション連盟に加入している。 

■今後の課題 
・宮前区マイパークネットを推進する中で実現に向けて取り組む。 

・参加者のケガへの対応として、保険料を徴取し開催する場合がある。 

・他団体から依頼される場合は、講師料として交通費程度を受け取る場合もある。 
  

 

※ ネイチャーゲーム 

 見る・聴く・触るなどの感覚を使い、自然に関する色々なゲームを通して、楽しみ

ながら自然の不思議や仕組みを体験する活動。 
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取組⑧ 

提案Ｃ：公園の維持・管理に多くの区⺠が関わる仕掛けをつくる 

■取組⑧：地域が主体となった公園管理の促進 

■⽬的・区⺠主体の公園維持管理を推進し、区⺠の地域参加の機会を増やす。 

・活⽤されていない公園の活性化へつなげる。 

■提案内容 

公有地の植栽活動に花苗の支援をしている区まちづくり協議会の「花と緑の

まちづくり事業」と連携する。新たに発足した団体に特化した花苗支援を行う

ことで、管理組織未設置公園に対して花壇づくりをきっかけとした公園参加を

促す取組を行い、それを契機として市民による公園管理の促進へとつなげてい

く。 

●具体的な取組 

  １）まちづくり協議会との連携による花壇活動を通じた公園管理の促進 

  ２）市政だより、回覧等を活用して公園管理の参加者・協力者の募集 

  ３）花壇設置や花苗支援、報奨金等、既存支援メニューの周知広報 

■提案に係る現状・検討経過等 

１）公園管理運営協議会・愛護会設置状況 

・区内全 205 公園のうち、公園管理運営協議会が設置されている公園は 71箇所、公

園愛護会が設置されている公園は 69 箇所となっており、管理組織が未設置の公園

は 65箇所、約３割である。 

２）これまでの取組 
・第２期宮前区区民会議で「公園・緑地管理運営協議会の活性化のための支援」と

して提案がなされていた。 

・第２期提案とは連動はしていないが、平成 24年３月と平成 25年 11月に区道路公

園センターが公園管理運営協議会事務連絡会を開催した。 

３）宮前区まちづくり協議会「花とみどりのまちづくり事業」（平成 23 年度 ） 
  ①対象：区内の公有地にある花壇を管理している緑化活動団体 

平成 25 年度実績 29 団体 約 7,000 株 

  ②提供内容：花苗  

  ③条件：「花とみどりの支援説明会」への参加 

      花植え後の花壇写真を添付した報告書の提出 など 
■今後の課題 

・市民による公園管理へ結びつける花苗支援の具体的な手法については、まちづくり協

議会花とみどりの委員会の協力を得る。 

・まちづくり協議会・行政内関係部署の取組強化がきっかけとなり、地域による公園管

理が活性していくことが望ましい。 
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冒険遊び用機材（ロープ、滑車、段ボール、かまど用ブロック、
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○団体間の連携による世代間交流の促進 
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○公園に関する団体情報 

 ・公園管理運営協議会・愛護会 

 ・公園体操 

 ・冒険遊び場 

 ・自主防災組織  等 
 

○公園で開催されるイベント情報（イベントカレンダー） 

 ・冒険遊び場・公園体操 

 ・防災訓練 ・盆踊り等地域の行事 

 ・花壇の草刈り、花苗の植え替え  等 
 

○「宮前区マイ・パーク推進会議」（仮）に関する情報 
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第４期宮前区区⺠会議 ⼼を育てる地域と世代部会 審議概要   

 
 

・課題整理
1)⼈とのつながりや地域への帰属意識の希薄化 
・現役世代は仕事、子どもは学校や習い事で忙しく、宮前区の豊か

な自然を体験したり、地域活動に参加したりする時間や機会に乏

しい区民が多い。 

・世代間交流により、多様な価値観や体験に触れる機会が少なくな

っていることが、子どもの豊かな成長の妨げや自己本位な大人の

増加につながっているのではないか。 

・郷土史などが世代間で継承されておらず、散逸のおそれがあると

ともに、地域への帰属意識や愛着の希薄化につながっているので

はないか。 

 

2)市⺠活動の認知度向上や地域の潜在的⼈材の参加促進
・区内には素晴らしい市民活動がたくさんあり、広報等も尽力され

ているが、それでもなかなか知られていないケースがある。 

・地域に興味があっても参加のきっかけがない区民が多いのではな

いか。 

・様々な分野で実績や経験、知識・技術を持つ区民が区内にはたく

さんいる。そうした人材を活かし、協力をあおぎながら、地域の

こどもに継承していきたい。 

 

3)ボランティアのコーディネートやネットワークの不⾜
・社会福祉協議会、市民館、こども文化センターなどでは、それぞ

れ人材や活動団体の登録・連絡体系などがあるが、個人情報の関

連もあり、整理や共有化・発信が困難であり、横断的な活用はで

きていない。 

・各取組がバラバラの印象がある。全体を俯瞰して連携や人材のコ

ーディネートを進める視点・機能が求められる。 

・学校が地域に開かれた場となり、地域の様々な世代や人材が活躍、

活動することで、学校が地域の拠点となることが理想である。ま

た、学校側も地域に参加し、相互の交流関係を築いていけるとよ

い。 

提
案
Ａ 

①世代間交流に資す

る市民活動へのサ

ポート 

広報支援、地域ボランティア募集の支援など、

区や団体との調整結果を踏まえてサポートす

る。第1弾として「風の泉」への支援を行う。

②世代間交流のキャ

ンペーン展開 

既存の世代間交流に資する活動をまとめ、キャ

ンペーンとして展開。周知・広報・ネットワー

ク化の一助とする。 

提
案
Ｃ 

③世代間で交流する

対話の場を企画 

特定分野に知識・見識や技術・経験を持つ成人

を核として、子ども達や親子が、体験・対話を

共有する場を企画・実施する。 

提
案
Ｄ 

④アーカイブ事業の

実施 

・取組③の企画を実施し、記録を作成。区民が

閲覧できる形で提供する。 

・区の情報をまとめるアーカイブ事業を実施し、

手法として世代間交流の内容を盛りこんでい

く。 

  

提
案
Ａ

⑤学校支援センターの機

能強化 

人材拡充・活用促進の課題はあるが、当面は行

政側の取組を見守る。 

提
案
Ｂ 

⑥「チャレボラ」交流会

の開催等 

チャレボラの現場を見学。主催である市社会福

祉協議会に区民会議での検討経過を伝えるに留

める。 

提
案
Ｃ 

⑦ボランティアコーディ

ネーターの育成 

必要性は議論されたが、市民館等で開催してい

る既存の人材育成関連の講座の開催経過を見守

るに留める。 

【課題解決の提案】 
・背景

・多世代が対話できる場を地域で展開する 
・各世代の⽂化や体験、記録を世代間で共有する 
・世代間交流に資する市⺠活動を⽀援する

【審議テーマ】
地域間・世代間の交流を深める 
（１）町内会・⾃治会･⼦ども会の活性化
（２）⼦育て親の地域意識醸成 

（３）こどもの教育の⽀援 

（４）定年後の⽣きがい探し 

（５）孤独死・孤⽴死問題 

■地域とつながりの薄い区⺠の増加 
・川崎市内で子どもの人口が も多く人口比

率も高い宮前区 

・核家族化や共働き世帯増加等の家庭環境変

化、不審者対策等の社会環境変化による子

どもと大人の交流機会の減少 

・居住期間が短い世帯や単身世帯の増加 

・都心等への生活圏の分散によるご近所づき

あいや地域参加、他の世代との交流機会等

の少ない区民の増加 

・急速に進展する高齢化 

 

 

 

 

 

 

 
 

■活発で多様な市⺠活動 
・宮前区内では市民活動が活発に行われてお

り、地域が主体となった高齢者の見守り活

動や多数の子育てサークルの活動などが展

開されている 

・区内４箇所にある市民活動支援コーナーへ

の登録団体数は約270団体 

・メンバーの高齢化・固定化等による活動の

停滞・弱体化も懸念される 

・活動団体や活動内容の認知度不足 

【⽬指す⽅向性】
多様な⼈材・世代が地域（⼩学校区程度の徒歩圏内）で、
交流し、連携する場を創出することで、 
健全育成や⽂化・体験の共有と伝承につなげ、区
⺠の⼼を育む 

【⽬標】

・具体的な取組

提案Ａ 世代間交流に取り組む諸団体へのサポートの実施 
提案Ｂ 既存のイベントでの世代間交流のしかけの企画と実践 
提案Ｃ 世代間の対話につながる新たなプログラムの企画と実践
提案Ｄ 活動の記録、区誕⽣40周年・市制100周年に向けたアーカ

イブ

川崎市各区の高齢化率の推移
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※⼼を育む＝地域の伝統⽂化や多様な価値観に触れることで、他⼈を思い
やる⼼や礼儀、⾃⽴⼼、郷⼟愛などを育む 

第４期宮前区区民会議                   審議概要 

・申し送り・経過観察事項 
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川崎市各区の高齢化率の推移
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⼼を育てる地域と世代部会からの提案 

１．審議テーマ 

部会の審議テーマ：地域間・世代間の交流を深める 

（１）町内会・⾃治会・⼦ども会の活性化 
（２）⼦育て親の地域意識醸成 

（３）こどもの教育の⽀援 

（４）定年後の⽣きがい探し 

（５）孤独死・孤⽴死問題 

２.審議テーマの背景 

■地域とつながりの薄い区⺠の増加 
・ 人口の推移から見る宮前区は、18 歳未満の子どもの数が川崎市 7 区のう

ち も多く、人口比率も高くなっています（平成 25年 10 月１日現在川崎市年齢別

人口）。一方で、居住期間が短い世帯や単身世帯の増加も見られます。 
 

・ こどもの置かれている状況として、核家族化や共働き世帯の増加といっ

た家庭環境の変化や、不審者対策といった社会環境の変化により地域の

大人との交流機会の減少が見られます。 
 

・ 都心へのアクセスが優れた住宅地として戦後に開発されてきた地域も多

いことから、東京都や横浜市などを通勤・通学先や日常生活圏とする区

民も多く、ご近所づきあいや地域参加、他の世代との交流機会等の少な

い区民が増えてきています。 
 

・ 2004 年までは川崎市 7 区中

も高齢化率が低い区（12％

以下）でしたが、近年高齢化

が急速に進展。2012 年には高

齢化率 17％を超えています。 
 

・ これらのことから地域と関

わりの薄いこどもや、子育て

に不安を抱え孤立しがちな

親世代、ひきこもりがちにな

る高齢者（孤独死・孤立死等

の問題にもつながる）などを地域で支えていくことが必要です。 

■活発で多様な市⺠活動 

・ 宮前区内では様々な分野での市民活動が活発に行われており、地域が主

体となった高齢者の見守り活動や、多数の子育てサークルの活動などが

展開されています。 
 

・ 区役所、向丘出張所、有馬・野川生涯学習支援施設（アリーノ）、カッパ

ーク鷺沼内（フォンテーヌさぎぬま１階）の４箇所に設置された市民活
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動支援コーナーへの登録団体は約 270 団体（平成 25 年 10 月時点）とな

っており、数多くの地域活動がなされていることがわかります。 
 

・ 一方で、団体によっては高齢化や後継者不足による活動の停滞・低迷、

認知度が低いことによる参加者拡大機会の損失などもあり、それらに対

しては区まちづくり協議会など既存の中間支援団体による支援に加え、

必要に応じた活動のサポートが求められています。 
 

３．課題整理 

上記審議テーマの背景を踏まえ、部会で共有された地域課題に関する主な意
⾒は以下のとおりです。 

課題：⼈とのつながりや地域への帰属意識の希薄化 
・ 現役世代は仕事、子どもは学校や習い事で忙しく、宮前区の豊かな自然

を体験したり、地域活動に参加したりする時間や機会に乏しい区民が多

い。 

・ 親子で体験や感動を共有する機会も少なくなっている。 

・ 世代間交流により、多様な価値観や体験に触れる機会が少なくなってい

ることが、子どもの豊かな成長の妨げや自己本位な大人の増加につなが

っているのではないか。 

・ 郷土史などが世代間で継承されておらず、散逸のおそれがあるとともに、

地域への帰属意識や愛着の希薄化につながっているのではないか。 

課題：市⺠活動の認知度向上や地域の潜在的⼈材の参加促進 
・ 区内には素晴らしい市民活動がたくさんあり、広報等も尽力されている

が、それでもなかなか知られていないケースがある。 

・ 担い手が高齢化・固定化等している傾向が様々な活動に見られる。 

・ 地域に興味があっても参加のきっかけがない区民が多いのではないか。 

・ 「潜在的地域人材」は区内にまだ多く眠っていそうだ。 

・ 様々な分野で実績や経験、知識・技術を持つ区民が区内にはたくさんい

る。そうした人材を活かし、協力をあおぎながら、地域のこどもに継承

していきたい。 

課題：ボランティアのコーディネートやネットワークの不⾜ 
（１）市⺠活動等の連携に関する課題 

・ 社会福祉協議会、市民館、こども文化センターなどでは、それぞれ人材

や活動団体の登録・連絡体系などがあるが、個人情報の関連もあり、整

理や共有化・発信が困難であり、横断的な活用はできていない。 

・ 各取組がバラバラの印象がある。全体を俯瞰して連携や人材のコーディ

ネートを進める視点・機能が求められる。 

・ 既存の市民活動団体に関わる人たちが、他のテーマや活動についてはほ

とんど知らなかったり、関心が低かったりすることもある。 
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（２）学校と地域の連携に関する課題 

・ 学校が地域に開かれた場となり、地域の様々な世代や人材が活躍、活動

することで、学校が地域の拠点となることが理想である。また、学校側

も地域に参加し、相互の交流関係を築いていけるとよい。 

・ 教員の負担・経費・管理安全責任などの問題が、学校と地域の連携の壁

になっていることがある。 

・ 学校と地域の連携事例が個人的・限定的なつながりによっていることが

多く、担任の交代や地域側の世代交代などに対応できないことがある。 

・ 区学校支援センターの、登録ボランティアの少なさ、ボランティアニー

ズと登録者が希望する活動内容とのミスマッチ、広報不足など。 

４．⽬指す⽅向性と⽬標 
 

①子ども達の健全育成、区民の郷土愛の醸成のために、区民の世代間交流 

や地域参加の機会を増やす取組 

②地域での支えあい、コミュニティの充実の為に、既存の区内の地域活動・

市民活動の充実と連携、次世代の担い手の発掘や育成に資する取組 

上記の２点が、課題を解決するために必要です。 

それらを具体化するために取組を検討する上で、「⽬指す⽅向性」と「⽬標」
を以下のように定めました。 

 

■⽬指す⽅向性 
多様な⼈材・世代が地域（⼩学校区程度の徒歩圏内）で、 
交流し、連携する場を創出することで、 
健全育成や⽂化・体験の共有と伝承につなげ、区⺠の⼼を育む 

 ※⼼を育む＝地域の伝統⽂化や多様な価値観に触れることで、他⼈を思いやる⼼
や礼儀、⾃⽴⼼、郷⼟愛などを育む 

 

 

■⽬標 
・ 多世代が対話できる場を地域で展開する。 
・ 各世代の⽂化や体験、記録を世代間で共有する。 
・ 世代間交流に資する市⺠活動を⽀援する。 
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【具体的な取組】 

提案 ＃ 内容 詳細・備考等 

A 

① 

世代間交流に資

する市民活動へ

のサポート 

●広報支援、地域ボランティア募集の支援など、区や団体との調整結果

を踏まえてサポートする。第 1 弾として「風の泉」への支援を行う。

② 
世代間交流のキ

ャンペーン展開 

●既存の世代間交流に資する活動をまとめ、キャンペーンとして展開し、

周知・広報・ネットワーク化の一助とする。 

C ③ 

世代間で交流す

る対話の場を企

画 

●特定分野に知識・見識や技術・経験を持つ成人を核として、子ども達

や親子が、体験・対話を共有する場を企画・実施する。 

Ｄ ④ 
アーカイブ事業

の実施 

●取組③の企画を実施し、記録を作成。区民が閲覧できる形で提供する。 

●区の情報をまとめるアーカイブ事業を実施し、手法として世代間交流

の内容を盛りこんでいく。 

    
【申し送り・経過観察事項】 

提案 ＃ 内容 詳細・備考等 

Ａ ⑤ 
学校支援センタ

ーの機能強化 
●人材拡充・活用促進の課題はあるが、当面は行政側の取組を見守る。 

B ⑥ 
「チャレボラ」交

流会の開催等 

●チャレボラの現場を見学。主催である市社会福祉協議会に区民会議で

の検討経過を伝えるに留める。 

Ｃ ⑦ 

ボランティアコ

ーディネーター

の育成 

●必要性は議論されたが、市民館等で開催している既存の人材育成関連

の講座の開催経過を見守るに留める。 
 

★目標 

◎多世代が対話できる場を地域で展開

する 
 
◎各世代の文化や体験、記録を世代間で

共有する 
 
◎世代間交流に資する市民活動を支援

する。 

心を育てる地域と世代部会からの提案 

▲取り組むべき課題 

◇人とのつながりや地域への帰属意識の希

薄化 

◇市民活動の認知度向上や地域の潜在的人

材の参加促進 

◇地域での人材とニーズのコーディネート

機能や連携ネットワークの不在 

Ａ：世代間交流に取り組む諸団体へのサポートの実施 

Ｂ：既存のイベントでの世代間交流のしかけの企画と実践 

Ｃ：世代間の対話につながる新たなプログラムの企画と実践 

Ｄ：活動の記録、区誕生 40 周年・市制 100 周年に向けたアーカイブ 

提
案 

多様な人材・世代が、地域で交流し、連携す

る場を創出することで、健全育成や文化・体
験の共有と伝承につなげ、区民の心を育む。 
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   取組① 

提案Ａ：世代間交流に取り組む諸団体へのサポートの実施
■取組①：世代間交流に資する市⺠活動へのサポート 

■⽬的：・世代間交流に資する区内の市⺠活動の推進･普及の強化、継続性に対
して⽀援する 

■提案内容  

世代間交流に資する市民活動団体へのサポートを、区や区民会議関係団体に

より実施する。対象となる団体と支援の内容や理念、期間等、確認・調整しな

がら、必要に応じて協働の協定を締結するなど対応を検討する。 

第 1 弾として、「風の泉」※ に対して区と協働し、以下を取り組む。 

●１ 広報支援 

市政だより・回覧等各種広報媒体で取組の理念や内容の周知を推進する。 

●２ ボランティア募集支援 

ボランティア募集・地域内の他団体との連携（例：地域教育会議、高齢者施設、福祉

施設等）に際する橋渡しなど働きかけの支援を行う。 

●３ その他の支援 

「風の泉」をきっかけとして地域での九九暗唱サポート体制の自立や立ち上げにつな

がる支援等を必要に応じて実施する。 

■提案に係る現状・検討経過等 
１）第５回部会 H25.3.8 

・「風の泉」が開催したシンポジウムへ部会メンバーが出席した際に活動内容を知り、

学校での世代間交流について審議をしていた部会へ付議した。 

・「風の泉」は開発したプログラムやノウハウを普及していく点が他の団体と異なる。

活動が継続すれば区全体で持続的に世代間交流が活発となり、地域コミュニティ

の活性とともに学校・地域連携の促進やこどもの学力アップまでが見込まれる。 

２）団体関係者ヒアリング１ H25.7.17 宮前市⺠館 

活動状況や理念、経緯を関係者に伺い、サポート対象として相応しいことを確認。 

・学校と地域の連携推進を理念とした活動で、現在区内４小学校で展開 

・児童の九九暗唱を聞く、簡単で、地域の誰もが参加しやすいボランティア活動 

・参加ボランティアと子ども達の心の交流や、成長を見守る場となっている 

３）活動現場⾒学・体験 H25.7.23 有⾺⼩学校 

２･３年児童を対象とした夏休み期間中の活動現場を訪問、見学・体験。 

・ボランティア体験を通じ、参加のしやすさや子ども達との交流、効果等を実感 

・先輩中学生のボランティア参加、ふり返り活動等による多世代の交流を確認 
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   取組① 

４）団体関係者ヒアリング２ H25.9.26 第 10 回部会 宮前区役所会議室  

団体関係者を部会に招き、改めて活動の状況や支援ニーズを伺った。 

・過去に「風の泉」が入った学校で、保護者らによる自主運営などの事例が見られ

始めた。また、地域拠点（アリーノ）で実施したことから、学校外でも活動の基

盤をつくる展開が考えられた。 

・学校と地域拠点での展開で、より多様な参加児童や運営ボランティアの確保、他

団体との連携、地域に根ざした運営基盤等の確保などを目指している。 

・保護者以外の地域ボランティアの募集、声かけに苦労している。 

・地域の高齢者福祉施設等との連携により、子どもと高齢者がともに、支え合い生

きる力を獲得する可能性がある。 

・中学校区ごとに存在する地域教育会議との連携もはかりたいが課題も多い。 

              
■今後の課題・次期以降の区⺠会議への申し送り事項等 

１）他の活動⽀援対象の検討・実施 
・「風の泉」以外の世代間交流に資する市民活動の発掘 

・支援ニーズの掘り起こしと支援の実施 

２）進⾏管理・評価の⽅法 
主旨目的の遂行と継続、チェック機能（実施効果の確認・評価等）の確保 

・「区民会議の目的＝参加と協働による地域社会の課題の解決」に沿っているか 

・地域の世代間交流に資する内容となっているか 

・活動団体のニーズに答え、且つその主体性を損なわない内容となっているかなど 

 

 

※ ⾵の泉 

市民館自主企画学級が発端となって組織された市民活動団体。小学校低学年で学ぶ九

九暗唱は四則計算の基礎であり、そこでのツマヅキが学力的にも精神的にも将来に与え

る悪影響が大きいことが予想されることから、小学生の九九暗唱定着の支援活動プログ

ラムを作成し、区内各地で実施しながら普及活動を行っている。 

小学生が九九を覚えられているかを聴くだけなので、特別な知識や技能が無くても地

域の大人や中学生でもボランティアとして参加できる。この学習支援活動を通し、子ど

もだけでなく、教師や保護者・ボランティアみんなにとって得るものが大きく、単なる

学習支援に留まらない学校と地域の連携や世代間交流を目的としている。自分たちが活

動するわけでなく、九九暗唱支援のプログラムを普及し、ノウハウを地域に定着させ、

地域主体で担えるサイクルづくりを目標としている。 
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取組② 

提案Ａ：世代間交流に取り組む諸団体へのサポートの実施 

■取組②：世代間交流を推進するキャンペーンの展開 

■⽬的・区⺠の世代間交流を通じて「区⺠の⼼を育てる」意識の醸成、認知・
参加意識を⾼める。 

・区内の世代間交流に資する活動を盛りたて、活動の活性化へつなげる 

■提案内容  
 
  「世代間交流で心を育てる（＝郷土愛の醸成や文化の伝承、子どもの健全育

成など）」といった理念を区内で普及・推進し、区民の意識を高めるためのキ

ャンペーン活動を展開する。 

  具体的な手法・展開例として、以下の様な案が挙げられた。 
 
●主旨 

・地域の様々な人と出会うことで心やコミュニティが豊かになることを伝える 

・地域の世代間交流に貢献している既存の活動にスポットを当て、勇気づける 

・世代間交流を通じた新たな体験・出会い・活動連携のきっかけづくりを行う 
 
●キャンペーンとしての一体感を演出する方法（象徴） 

・キャッチフレーズ案 

案：つながろう 知ろう・語ろう みやまえ区 

  案：輪になって 知ろう・語ろう みやまえ区 

  案：話（わ）と輪（わ）で和（わ）になるみやまえ区 

※主旨がわかりやすいもの、５・７・５などリズムが良いものが良い。 

・ロゴマーク・キャラクター案 

案：区誕生 30周年キャラクターである「宮前兄妹」に 

年下の赤ちゃんやお父さん・お母さん、おじいちゃ

ん・おばあちゃんなど家族を加えて、世代間交流の

演出を行うと共に、活用の機会を増やす。 

案：多世代が手を結ぶイメージのロゴマークを作成する 

※ストーリー性などを持たせ、多世代が楽しめるように演出したい。 

⇒ロゴ等のバッジを作成して、活動する団体や個人に広くつけてもらい、モチベー

ションアップや、普及・啓発へとつなげる。 
 
●展開 

案：キャッチフレーズ・ロゴの掲出 ⇒ 既存活動への付加 

案：冠事業としての広報展開など（例：区誕生 30周年事業） 

⇒市政だより区版で特集記事を組むなどして紹介する。（各戸配布） 

⇒区のホームページ、その他各メディアを通じて広報する。 
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取組② 

案：既存のイベント等から「世代間交流活動」の登録・認定を行い、紹介する。 

案：認定・紹介された活動の体験を推進する。 

⇒スタンプカードなどを作成し、イベント参加ごとにスタンプを収集。達成

度に応じて、インセンティブを与える。 

⇒活動を互いに見学・体験するイベントなどを企画する。 

⇒区民祭など多くの区民が集まり、毎年開催されているイベントを核にする。

■提案に係る現状・検討経過等 
１）第 9 回部会 キャンペーン提案 H25.8.20 宮前区役所会議室 

世代間交流の企画案を検討している中で、新たな担い手の確保の難しさと共に、既

存の活動にも地域の世代間交流に貢献しているものが相当数あることが指摘された。 

これらにスポットを当てるとともに、区全体で世代間交流の価値を再認識し、機運

を盛り上げていくためのキャンペーンの案が浮上した。 

２）第 10 回部会 キャンペーン提案の検討 H25.9.26 宮前区役所会議室 

「区誕生 30 周年」「音楽のまち・かわさき」などの展開事例を踏まえて、キャッチ

フレーズ、展開方法などの具体案の検討を進めた。（検討結果は前述のとおり） 

■今後の課題・次期以降の区⺠会議への申し送り事項等 
１）キャンペーン内容の具体化 

・部会で検討した案を基にしたキャンペーンの内容・展開方法の検討・確定する。 

・個人や活動団体にとってのキャンペーン参加へのインセンティブや、興味をもっ

て参加してもらうきっかけづくり・働きかけの設定が要となる。 

・活動団体が積極的に互いの活動を自慢しあうような場・雰囲気を形成したい。 

２）キャンペーンの展開 
・より多くの区民に知ってもらい、参加してもらえる形で展開する。 

・限定された期間でなく、ある程度継続性が確保される形が望ましい。 
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取組③ 

提案Ｃ：世代間の対話につながる新たなプログラムの企画と実践 

■取組③ 世代間で交流する対話の場を企画 

■⽬的・地域で多世代が共に地域の⽂化や資源等の体験を共有し、語り合う機
会を創出することで、⽂化の伝承、⼦どもの健全育成、郷⼟愛の醸成
等につなげる。 

・区⺠の世代間交流を通じて「区⺠の⼼を育てる」意識の醸成、認知・
参加意識を⾼める。 

■提案内容  
特定分野に知識・見識や技術・経験を持つ成人や、宮前区の資源や魅力の伝

承・保全・創出・ＰＲ等を主旨として活動している団体や区民を核として、こ

どもをメインターゲットとした多世代が体験・対話を共有する場を、以下に留

意しながら企画・実施する。 
 
・人生の先輩から子ども達へ、経験や知識、価値観や宮前区の資源等を伝える。 

・参加する多世代が、双方向で体験や意見を共有しあうプロセスを重視する。聴講

型ばかりではなく、参加・交流型の要素を必ず企画に盛り込む。 

・参加者に身近に感じてもらえるようテーマの取り上げ方、伝え方を演出する。 
 

 ①対話するテーマの案 
・郷土史…郷土史を研究したり、サークル活動を行ったりしている区民を核に、地

域の歴史資源や逸話・伝承等を取り上げる。例：まちの歴史や東部 62 部隊の歴史

・役に立つ体験談…昔からの生活の知恵や、戦争・事故事件・自然災害等の体験談

などを年配者から語った後、教訓や対策を多世代で話し合い、共有する場とする。
 

  ②実施⽅法の案 
・「課外授業 ようこそ先輩」宮前区版…NHK の同名番組をヒントに、区出身の著名

人が母校を訪ね、特別授業を通じて、自分の経験や知識を子ども達に伝えると共

に、交流活動を行う。 

・世代間交流コミュニケーションツールの作成…学校や地域等で起こる様々な課題

をテーマとしたコミュニケーションツールを作成、多世代で体験する。 
 

③場の案 

⾝近な場所・歩いていける場所が望ましい。 
・学校…安全面や運営面などいくつかクリアすべき課題があるが、世代間交流の場

としてふさわしく、児童の成長を地域で見守る形にもっていける可能性がある。 

・わくわくプラザ…利用者が限定されているが、児童が集まる場として期待される。

・子ども文化センター…運営協議会に地域の様々な活動団体が参加し、連携の場と

なっている。 

・その他、企画内容によって、身近な施設や公園なども考えられる。 
 

④担い⼿の案  
・区民会議委員出身団体 

・テーマやプログラムに関わる市民活動団体 
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取組③ 

■提案に係る現状・検討経過等 

１）区内の既存の取組について意⾒交換 

部会発足当初から継続的に審議をし、土橋小学校での昔遊び、國學院大學奉仕会、こ

ども文化センターでの各種行事など、既存の世代間交流の現場について意見交換を行っ

てきた。 
・様々な分野で実績や経験、知識・技術を持つ区民がたくさんいるので、そうした

方々の協力をあおぎながら、地域のこどもに継承していけると良い。 

・一方的な話を聞くスタイルだと、こどもは飽きる。双方向のやり取りが無いと効

果は薄い。 

・世代間による対話さえできれば、手法・アプローチ方法は様々考えられる。 

２）具体案の検討 H25 9/26 第 10 回部会 宮前区役所会議室 

●案１ みやまえカルタを活用した世代間交流 

 内容：①カルタの札で取り上げられた地域資源の学習・体験 

      ②カルタ大会 

      ③交流企画 話し合いや懇親の場など 

   場：カルタで読まれた現場、周辺の公共施設など 

担い手：カルタで読まれた地域資源に関わる活動団体や地域団体などを核とする 

※ 多様なカルタの札があるので、地域やテーマ別のシリーズ化もできそう。 

※ 平成 24 年度の区民会議フォーラムで区内の市民活動拠点や資源をカルタの札を

紹介しながらウォークラリー形式で周り、その後多世代でカルタを楽しむ企画を

行った結果、非常に盛り上がり参加者から好評を得た。 

      
 

●ネイチャーゲームを通じて体験・交流 

 ※詳細の企画検討や取り扱いは、公園の活用をテーマとしていた環境を活かした人

づくり部会の審議に委ねるものとする。ｐ● 

■今後の課題・次期以降の区⺠会議への申し送り事項等 

１）提案における留意点・今後について 
・実現に向けては、担い手・場・手法・テーマ例などの検討・確保が必要となる。 

・今後も機会があれば、有志で検討や働きかけを継続したい。また区の事業設計の際

にも配慮を願いたい。 
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④提案 

提案Ｄ：世代間交流の活動の記録、区誕⽣ 40 周年、市制 100 周年に向けたアーカイブ 

■取組④ アーカイブ事業の実施 

■⽬的・区内で⾏われている世代間交流の活動等を記録し、共有することで、
世代間交流に対する参加意識の醸成をはかる。 

・放っておけば散逸・消失等の恐れがある地域資源の記録を世代間で保
存・伝承し、多世代で宮前区へのふるさと意識を⾼めてもらう。 

・区誕⽣ 40 周年（2022 年）や市制 100 周年（2024 年）に向けての機
運を盛り上げる。 

■提案内容 

各学校、施設、地域で行われている「世代間交流の記録」と、写真や文章資

料などを募集し郷土史の話などを整理する「宮前区のあゆみの記録」を行う。

集まった資料をアーカイブとして保存し、区民に閲覧しやすい形で提供する

とともに、後世に残し、継承していくしくみをつくる。世代間交流の企画の一

環としての実施も考えられる。 

■提案に係る現状・検討経過等 
１）提案の基となった意⾒等 

・「世代間交流企画」を実施するだけでなく記録をきちんとし、より多くの区民と共有

し、後世・次世代にも引き継いでいくことが重要である。 

・戦争や開発の記録、昔の宮前区の姿の資料や逸話などは時代とともに散逸・消失し

ていく。失われてしまう前に記録、保存していく必要がある。 

・区誕生 40 周年や市制 100 周年に向けてシリーズ化等を行うことで、全体の機運をも

りあげ、より大きな成果を狙えるのではないか。 

２）記録の対象 

・「世代間交流企画」の実施記録 

・学校と地域の連携事例（小学校アンケートで見出した事例等） 

・地域の古老や住民、郷土史研究家などが所有する昔の宮前区に関する資料や記憶 

３）記録の⽅法 

・「世代間交流企画」を通じて、資料やお話を共有し、記録する 

４）記録の保存・伝承 

・区内学校に活用してもらえるような副読本や冊子としてまとめる 

・Web などを通じた公開資料として活用 

■今後の課題・次期以降の区⺠会議への申し送り事項等 

・２つの周年記念を見据えながら区が主体となった取組を行うことが望ましい。長期的

に確実なアーカイブ化が必要であり、市民参加も不可欠なことから、行政が主体とな

った協働による課題解決へとつなげたい。 
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⑤申し送り・経過観察 

（申し送り）提案Ａ 世代間交流に取り組む諸団体へのサポートを実施   

■申し送り・経過観察⑤ 学校⽀援センターの機能強化 

■⽬的・「学校⽀援センター」の機能強化を増強することで、こどもと地域の⼤
⼈がふれあう機会を創出し、世代間交流へとつなげる。 

■検討結果  
  区こども支援室内に設置され、地域の方にボランティアをお願いして学校

現場でのサポートをしてもらう「学校支援センター」が積極的に活用される

ことで、学校・地域の連携が強化されるとともに、地域の大人とこどもがふ

れあう機会を今以上につくることができる。 

まずは関係者･担当者の取組、改善活動、その成果等について、見守りたい。

■課題に係る現状・検討経過等 

１）区内⼩学校での地域連携・交流、地域⼈材活⽤現況調査（結果） 

平成 24 年度に区内の公⽴全 17 ⼩学校を対象にアンケート調査を実施した。 

・授業内…伝承遊び・農業・職業・伝統文化等の体験授業、楽器・そろばん・英語・

水泳などの専門授業での地域人材活用が半分以上の学校で実施されており、その他

福祉教育、郷土史、国際交流など多分野・多岐に渡る取組が行われている。 

・授業外…バザーやフェスティバル等のイベント、登下校時のパトロールなどの事例

が多く、PTA やおやじの会が積極的に活動を展開している事例もあった。その他美化

活動、あいさつ運動、学校行事支援などの事例もあった。 

・広報活動…学校だよりの発行が全校で行われ、保護者配布、町内会回覧等が行われ

ていた。その他 HPの公開や授業や行事の公開が行われていた。 

・地域との連携・交流の障害や課題…複数選択式で回答いただいたところ、「財源の不

足」「時間の不足」と回答した学校が 10校以上あった。「教職員の負担」、その他「手

続きの複雑・面倒さ」「情報の不足」と回答した学校もあった。 

２）学校⽀援センターの抱える課題 

① こども⽀援室ヒアリング H24.12/12 第３回部会 宮前区役所会議室  

・社協など他のボランティア関係機関との連携が薄い、知名度が低く登録ボランティ

アが少ない、ボランティアニーズとのミスマッチ、などの課題を確認した。 

② 学校⽀援センターヒアリング H25.7/30、8/20 宮前区役所 

・現在の登録ボランティアは 40 人程度で、増強が望まれていることを確認した。 

・現行制度では無償で交通費等も支給できず、定期・長期的な人材の確保が難しい、

登録の際の支援可能内容の項目が事前に周知されていない、などの課題を確認した。

■今後の課題・次期以降の区⺠会議への申し送り事項等 

１）改善・課題解決への意⾒ 

・特技がないと登録できないという誤解や遠慮を招いている恐れがあり、募集チラシ

や登録フォームの改善が必要である。 

２）今後について（留意点や意⾒） 

・見守り結果に応じて、必要な働きかけ、取組について検討・提案を行っていく。 
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⑥申し送り・経過観察 

⑥（申し送り）提案Ｂ 既存のイベントでの世代間交流のしかけの企画と実践  

■申し送り・経過観察⑥ 「チャレボラ」※ 交流会の開催等 

■⽬的・区⺠の世代間交流を通じて「区⺠の⼼を育てる」意識の醸成、認知・
参加意識を⾼める。 

■検討結果  
既存の区内の市民活動団体が行うイベントや活動に世代交流に資する企画や

イベントを付加することで、世代間交流の機会を創出し、意識を高める。 

その一例として「チャレボラ」の修了者・関係者を集めての「チャレボラ交

流会」の開催案や、世代間交流の必要性など、部会内での審議経過を関係者に

伝えた。 

■課題に係る現状・検討経過等 

１）「チャレボラ」について 

●「チャレボラ」に関する意⾒ 

・児童にとって参加した年度だけで活動が終わってしまうのは非常にもったいない。 

・OB 同士が交流する機会を設定することにより新たな活動や世代間交流の機会の創出

につなげることができるのではないか。 

●プログラム現場⾒学（H25.8/7 グリーンハイツ集会場  H25.8/20 ⼟橋会館） 

・区内で行われた選択プログラム「子育てサロンのお手伝い」を現場訪問し、参加学

生が赤子や母親、年配のボランティア等の多世代と交流・活動するのを確認した。 

■今後の課題・次期以降の区⺠会議への申し送り事項等 

１）その他の既存のイベントへの世代間交流企画の提案について 

・世代間交流イベント例として「夏休みこども遊びランド」「子育てフェスタ」の紹介

を関係者から受けた（平成 25年４月 17日開催の部会） 

・世代間交流企画について以下のような案が出された。 

①高齢者から伝承遊び等を教わる母親達が、その技を身につけ、次世代への伝承者

となり、イベントの運営側に自然に関わっていけるような講座や仕掛け。 

②世代間交流をテーマとした交流の場の設定、例えばみやまえカルタを活用したコ

ーナーの設置等 

２）企画実践の際の留意点や今後について 

・既存イベントへの企画の付加や変更は、主催団体の主体性・自主性を尊重する必要

があり、区民会議としてできることは、企画の提案や働きかけに留まる。 

・区民祭など、出店や出展、企画単位で参加が可能なイベントへの企画持込み・運営

も検討されたが、調整・準備時間等の不足により、任期中の実現には至らなかった。

今後も機会があれば、有志で検討や働きかけを継続したい。 

 

※ チャレボラ 

市社会福祉協議会とかわさき市民活動センターが開催する小学生～大学生のためのボ

ランティア・福祉体験学習。 
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⑦申し送り・経過観察 

（申し送り）提案Ｃ 世代間の対話につながる新たなプログラムの企画と実践 

■申し送り・経過観察⑦ ボランティアコーディネーター※ の育成 

■⽬的・市⺠活動の連携や⼈材の交流や相互活⽤をコーディネートすることで
全体を発展・活性化させることができる⼈材を育成し、区内で活躍し
てもらう。 

■検討結果  

地域で市民活動やボランティアをコーディネートできる人材を育成する必

要性は共通で認識された。しかし、活用のフィールド確保の課題や潜在ニーズ

の確認の必要性などから具体的な取組の提案には至らなかった。 

■課題に係る現状・検討経過等 

１）これまでの取組に関する意⾒・分析等 

・シルバー人材センターのような有償ボランティアにおいて、活動ニーズや取扱う内

容が多岐にわたって増えている傾向がある。 

・学校支援センターでは、人材登録の少なさや、支援ニーズの整理不足などから、地

域のニーズと地域の人材のマッチングを行う段階にまで至っていない現状がある。 

・市民館では地域活動に資する人材育成に関する様々な講座が行われており、その中

にはコーディネーター的視点に基づくものもあるが、講座の受講後に、地域現場で

の活動することにうまく接続されていない部分がありそうだ。 

・自分たちの活動内容に一定の満足をされており、それ以外に興味・関心が薄い団体

や個人も多い。全体の発展には、それらの人たちの視野を拡げるきっかけが必要で

ある。 

・連携のアイデアがあっても資金の獲得や協力者の募集など、プロデュースのノウハ

ウや視点、人材が無くて実現できないケースもありそうだ。 

・まず既存の活動団体同士が互いに知合うきっかけづくりが重要である。 

■今後の課題・次期以降の区⺠会議への申し送り事項等 

１）今後について 

・市民館等で開催している既存の人材育成関連の講座の経過を見守りながら、必要に

応じて具体的な人材の育成・活躍の場を確保していく方法について検討。 

 

※ ボランティアコーディネーター 

ボランティア活動のつなぎ手として、 

①ボランティア活動の支援 

②ボランティア活動の希望者と活動ニーズの調整 

③既存の活動団体同士の連携や人材の交流の仲介 

などを行い、区内の市民活動の全体を俯瞰し適切な連携へと導く。 
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区民会議フォーラム企画案 

※11 月 6 日（水）企画部会での意見・検討を経てまとめたたたき台です。 

■設定 
タイトル：（仮）「第 4 期宮前区区民会議フォーラム」 ※今後タイトル変更やサブタイトル等検討 

開催日時：平成 26 年 3 月 15 日（土）の午後 1 時半～4 時 

会  場：区役所 4 階大会議室及び第 1～第 3 会議室、廊下等 ※必要に応じて 2 階ロビー等も 

■考え方 

１）目的  

（必須・ 優先）第 4 回の活動成果である提案の報告とそれに対する討議の場 

（優先）今期の検討テーマに係る体験や学び、出会いの場 

※テーマ…「地域人材育成」「公園の利活用」「世代間交流」「地域連携」など 

（その他）区民会議のＰＲ、今後のあり方に関する討議の場 

２）ターゲット 

・ 子ども・親・祖父母世代…今期テーマでもある「世代交流」の場をつくる 

・ 委員出身・推薦母体団体…積極的に動員。次期委員候補、区民会議への認知・協力募る 

・ 今期検討テーマ関連市民活動団体…活動発表・交流の機会を設ける 

３）その他 

・ 区民会議委員による手作りの企画・運営を目指す 

■プログラム 

１） 全体の流れ 

１．開会式（５分） 大会議室 

開会宣言、あいさつ、フォーラムの趣旨説明など 

２．区民会議の概要紹介（10分）  大会議室 

区民会議の仕組み・歴史、今期メンバー紹介、検討テーマ・部会など 

３．体験・交流プログラム（60 分） 各会議室等    詳細案は次ページ参照 

   区民会議企画、市民活動団体企画、展示ブースなどを複数展開 

   参加者は時間内に自由に各企画・展示ブースなどを周る 

４．休憩・気分転換タイム（15 分） 大会議室 

   ティータイムや体をほぐす体操、音楽演奏やパフォーマンスなど、全体で 

５．第４期区民会議提案紹介（20 分） 大会議室 

   第４期区民会議がまとめた提案の紹介 

６．全体会・閉会（40分） 大会議室 

   ①参加者と委員のディスカッション  

    体験・交流プログラムふり返り・感想、区民会議の提案や今後について  

②閉会式 

     閉会宣言、挨拶 

  ※計 150 分（2 時間 30 分） 
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２）体験・交流プログラム案 

☆企画部会でのイメージ 

それぞれの部会提案に関わるようなブースを４つほど設けて、時間内に２箇所程度ま
わってもらう。 
※ 以下のプログラム案を元に意見交換・調整の上、決定したい。全てを行う必要はない。 

※ 新たな企画案も歓迎。企画の合体や分割なども自由に検討したい。 

   ・体験ブース＝２ブース 
環境人：自然を使った工作・公園樹木クイズ 

こころ：世代間交流キャンペーン ロゴデザインコーナー 

・展⽰・交流ブース＝２ブース 
環境人：公園管理の話、支援メニューの話、花壇づくりの話などを通した交流 

こころ：アーカイブ事業に絡めて、歴史文化調査委員会など地域の歴史に詳しい方に説明

をいただく。資料展示、宮前区の今と昔について比較・交流するスペース 

※両部会ブースとも、飲食を伴い、ゆるやかな交流とする。 

 

■体験・交流コーナーの案 一覧 （たたき台として） 

 部会 企画名（仮） 内容 備考 

体験 環境人 公園クイズ 区内緑地・公園の樹木や植物に

関するクイズなど 

 

体験 環境人 自然クラフト シュロのバッタ、竹とんぼなど

自然物を使ったミニ工作コーナ

ー 

要：グリーンフ

ォーラム 21 み

やまえに依頼 

体験 こころ 世代交流キャンペーンの案募集 世代交流ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ 

ロゴデザイン・キャラデザイン

宮前兄妹の家族の想像図  

などを考えて描いてもらうコー

ナー 

要：宮前兄妹 

体験 こころ 世代交流体験 他世代で一緒に取組める体験・

ゲームコーナー（カルタは前回

実施したのでそれ以外？） 

 

展示 

交流 

環境人 公園サロン 公園管理団体・公園活動団体の

情報交換の場 

 

 

展示 

交流 

こころ 郷土史コーナー 郷土史に関する資料の展示、歴

史のお話 

要：歴史関係の

団体に協力依頼 
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■休憩コーナーやパフォーマンス 

企画名（仮） 内容 担当・備考 

公園体操 体操体験 宮前兄妹と一緒に体操できないか 公園体操 

ハーブティー ハーブティーコーナー  

音楽パフォーマンス   

腹話術 市内におられる。  

マジック 施設に慰問している方など。  

みやまえＣ級グルメ コンテスト歴史・レシピ紹介・作品試食など 要：Ｃ級グルメ委員会へ

の協力依頼 

 

■集客・宣伝 
１）媒体 

   チラシ 

   市政だより区版 

   区民会議だより 1 月 10 日までに入稿……１月 15 日～２月 15 日の情報 

           ２月 10 日までに入稿……フォーラム当日の案内であれば可 

                       事前申込無しを想定 

     その他：媒体・掲載内容・配布方法・配付先・発行数など 

 

２）呼びかけ・動員 

呼びかけ対象・方法・人数など 

 

３）プレイベントの実施による集客 

  ・公園体操オリンピック 

次ページのとおり 

  ・坂道ウォーキング達成者の表彰・最終スタンプの捺印会 

      第３期提案の冊子「みやまえ坂道ウォーク」にあるスタンプページを活用し、事前に全

坂を歩いてもらい、イベント当日全てのスタンプを埋めて来た人に粗品・制覇記念スタ

ンプの捺印などを行う。 

・他イベントとの連携、その他の広報・集客手段など 

 
【メモ】 
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３月１５日区民会議フォーラムに向けた企画案 

 
公園体操みやまえ大会（通称：公園体操オリンピック） 

 
１． 開催意義 

大会を開催することにより、公園体操の普及をはかる。また、区民会議フォ

ーラムで発表と表彰を行うことにより、区民会議の広報とする。 

 
２． 対象 

公園体操マップ掲載の団体（代表者をに案内を出す） 

 
３． 大会要領 

（１）大会期間 

２月１日から末日まで 

 
（２）競技種目（１ケ月間記録を取ってもらう） 

・規定種目（１位から３位） 

月間 多開催日数、月間累計参加人数、１回の 大参加人数など 
  ・自由種目 

高齢参加者、 年少参加者など「ギネス」の要領で何でも考えら 

れることを各参加団体が申請する（１位のみ認定） 

 
４． 表彰式 

区民会議フォーラムで結果発表と表彰式を行う。 

・フォーラム参加者の増加が見込まれる。 

 
５． 景品 

表彰状の他に何かないと寂しい。 

以上 
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第９回環境⼈部会 摘録 

⽇時：平成 25 年９⽉３⽇(⽕)18：15 20：30 
場所：宮前区役所４階第１会議室 

 
【進⾏前半：事務局・後半：佐々⽊部会⻑】 

１ 出席確認 
出席：佐々⽊部会⻑、福⽥委員、森⼭委員、本郷委員、芒崎委員、浦野委員、 

藤⽥委員、⿊沢委員、直本委員 
⽋席：⼤村委員、⽩井委員 

２ 提案の最終イメージの確認 
別紙配布資料「第 3 期最終報告書 地参地笑部会」に基づき、提案の最終イメ

ージと作業スケジュールを確認した。提案は、平成 25 年 11 ⽉ 20 ⽇（⽔）開
催予定の第 7 回全体会までに、⼤筋をまとめることで了承した。 

３ 公園の維持・管理・活⽤の具体的な取組内容の検討 
別紙配布資料「環境を活かした⼈づくり部会からの提案」、「マイ・パーク（＝

私の公園）づくり」、「公園管理組織設置状況」を説明した。また、福⽥委員が参
考として「五所塚公園だより」を紹介した。 

以上の内容を踏まえ、具体的な取組内容を検討した。主な意⾒は以下の通り。 
   A 背景と課題 

提案の「背景と課題」について、配布資料「環境を活かした⼈づくり部会か
らの提案」の「▲取り組むべき課題」及び「★⽬標」の内容で良いかを確認し
た。 
本郷：⽔沢の森、⾶森⾕⼾などは⾯積が広く、100 名を超す会員がいる。管理・

運営をする費⽤の捻出が問題だ。現在は川崎市の補助、セブンイレブン
の基⾦などを得ている。ただ、新しい事業に対しては助成⾦が付くが、
⽇常の維持・管理費⽤は付かない。宮前区では“地域の課題対応事業費”
を、公園の維持管理に充てられると良い。市役所の緑政局では、地域の
現状を把握できていないため、各区に公平に処理をする。宮前区として
対応してもらえると、地域住⺠のためになる。 

事務局：もともとこの部会のスタートは⼈づくりである。なぜ⼈づくりが求め
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られているのかを記述するところから、「背景と課題」を書き起こす必
要はないか。 

直本：コミュニティづくりの場を建物の中に閉じ込めるのではなく、外でコミ
ュニティづくりをする。そこが避難場所に使えるなど、⼈とコミュニテ
ィをつなぐ役割を果たす場として公園が浮上する。⽇本の公園のイメー
ジは⼦どもが遊ぶ場所だが、外国にはお年寄りの憩いの場などさまざま
なイメージがある。 

藤⽥：公園の利⽤率は低くはない。公園をコミュニケーションの場として利⽤
されていない。「花壇のオーナー制度」とあるが、近くの公園には花壇
がない。花壇があれば、毎⽇⽔やりをするなどコミュニケーションが⽣
まれる。花壇は、住⺠が要望して初めてできるが、個⼈では作ってくれ
ない。管理運営協議会や愛護会で要望すれば許可される。花壇を作るこ
とで、⾃分たちは管理に⼊れてもらえないという影の不満もある。管理
運営協議会は、植え込みだけを刈るのでは楽しくない。花壇を作るから
参加してくれという流れで⼈集めが可能だ。 

直本：どこの公園で「マイ・パーク」に取り組めば良いか。 
藤⽥：すべての公園で良い。ただ、取組案として挙がっているものの実施は難

しいということだ。 
⿊沢：⽔沢の森や⾶森⾕⼾は、公園の⾯積の問題だ。 
直本：緑地という位置づけの⽅がよいだろう。お⾦の問題は⾯積に限らず必要

だ。 
事務局：課題についてはこれまで出た意⾒を整理し、作⽂する⽅向でまとめる。

ただし、「⼼を育てる地域と世代部会」に共通する⼤きな課題は、どこ
かに記載する必要があるだろう。 

【まとめ】 
 ・⽇常的な維持・管理費⽤が不⾜していることを課題として加える。 
 ・⼆つの部会に共通する課題、「地域の環境を活かしながらそれを通じて地

域で活躍する「⼈づくり」」をする上の課題についても記載する。 
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B 具体的な取組のイメージ  
分野Ａ 公園を⾝近なコミュニティ活性化の場として活⽤する 
①樹⽊・草花名プレートの設置・活⽤ 
福⽥：私のところは、管理運営協議会が中⼼になり設置をした。 
直本：⼩学校に協⼒して付けると、⾃分がプレートを付けた⽊だという愛着を

持つ。 
②冒険遊び場の推進 
佐々⽊：冒険遊び場は、誰が主催しているのか？ 
事務局：団体があり普及するための活動をしているが、4 箇所から広がらない。

各地にノウハウを伝えつつ広がると理想だが、そこまでは⾏っていない。 
佐々⽊：管理運営協議会や愛護会は個別の公園（＝場所）に所属している。そ

れとは別に、公園体操を普及する⼈、冒険遊び場を普及する⼈など、横
串の組織はあるか？ 

事務局：ない。 
佐々⽊：地域に所属するのではない、スーパーバイザーのような組織が必要で

はないか。 
事務局：管理運営協議会の意⾒交換の場を設ける動きはある。また、公園緑地

協議会という緑の団体があり、意⾒交換会を設けている。たとえば都市
公園法の中にスポーツ推進員という位置づけがあり、公園でさまざまな
活動をしている。連合組織があり、情報の共有を図っている。任意に組
織を作るには、⾏政が推進しないと難しいだろう。公園利⽤促進条例の
ようなものを作り、そこに位置付けるなどする。 

森⼭：公園法に基づいてスポーツ推進員のような⼈をまちから推薦してもらう。
それを市⻑が委嘱し、区でまとめる。その⼈たちが公園フェスティバル
のような事業を企画し区が助成をする。そういったものができると動き
やすい。冒険遊び場は勝⼿に実施されたら危険だ。⾏事をやる場合に責
任を持ち、優しく指導してくれる。その組織が「近くの公園に花を植え
てみませんか」という形で⼈を募集し、活動を広めていく。私の町内会
には町丁ごとに街路樹愛護会や美化運動の部がある。その⼈たちが部会
で相談し、例えば交番の前の草刈をしたり花を植える。そういう活動を
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⽀援することもできる。 
直本：普及員が推進しても、地元で活動してくれる⼈がいないと根付かない。 
③公園体操の拡⼤開催 
直本：公園体操の連絡会のような組織はあるか？ 
事務局：公園体操を普及する運動普及推進員の交流はある。 
直本：既にやっているところが回数を増やすのは意外に簡単だ。むしろやる場

所を増やす、参加者を増やすことは⼤変だ。 
芒崎：公園体操をしている⼈は渡り歩く。 
コンサル：公園体操の会場は、いくつくらいまで増えると良いのか？ 
浦野：街区公園すべてではなく、3 つの公園くらいに対して 1 箇所で開催して

いる。地図にプロットしてみないとわからないが、エリアによって実施
しているところとしていないところの差があるだろう。 

事務局：公園体操マップがあるので、確認はできる。 
④ネイチャーゲームの普及 
 事務局が「⼼を育てる地域と世代部会」平井委員からの提案内容を説明した。 
分野Ｂ 公園の維持・管理に多くの区⺠が関わる仕掛けをつくる 
①地域が主体となった公園管理の促進 
佐々⽊：実施主体や担い⼿について、既存であるもの、ないものを含め、区⺠

会議として絵姿を提⽰することも⼀つのアイデアだ。 
その他 
藤⽥：公園でのコミュニケーションサポート機能がない。草刈機などではない、

イベントをするための備品が必要だ。⼀番困っているのは、⾃由に使え
る電源がない。⼩さい倉庫にそういったものが⽤意されていると良い。 

佐々⽊：防災⽤の充電池、発電機がイベント時に使⽤できると良い。町内会な
どがお⾦を出すと、固定でそこしか使えなくなる。管理する資機材だけ
でなく、イベント関係の資機材があっても良い。 

藤⽥：ものの貸し出しだけでなく、イベント相談まで受けてくれると良い。地
域のコミュニケーションに役⽴てるためのイベントや、プレートの付け
⽅に知恵を絞らなくてはならない。現状では、公園の維持管理は管理運
営協議会が仕切らなくてはならない。⾏政的発想で管理だけすれば良い
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となっているが、本来はそこがコミュニケーション機能を持たないとい
けない。公園センターにはそういう発想がない。それらを横につなぐの
が、普及員などだ。最終的には個々の公園でやるしかないので、個々の
管理運営協議会が、コミュニケーション機能にも⽬を向け、講座などに
参加するようになるのが良い。 

事務局：「地域が主体となった公園管理」に、利⽤の発想が⼊ってくると良い。 
藤⽥：建前は町内会並びに利⽤者で組織することになっているが、現実には町

内会からお願いされた⼈たちだ。そこを変えないと、お仕着せのものに
しかならない。 

森⼭：町内会から推薦してもらい宮前区マイパーク推進委員会のような組織づ
くりはできないか。テーマとして、花壇づくり、ネイチャーゲーム、冒
険遊び場などに取り組む。宮前区では「マイパーク」を進める。それを
推進するためには組織が必要だ。という根幹をしっかりする。宮前区内
にはまちづくり協議会など活発に活動している団体があるので、個⼈に
声をかけるよりもそういった組織に声をかける。それに対して⾏政が⽀
援をする。公園には防災倉庫があるので、そこにコミュニケーションツ
ールを置かせてもらう。推進委員会でそういったことを決めれば、動き
やすいのではないか。 

佐々⽊：管理運営協議会、スポーツ推進員など公園に関わる組織を整理し、⾏
政の管轄がどこでといったことを整理し、区⺠会議としては「マイパー
ク推進委員会」といったものを作って推進したいというまとめ⽅もある。
その上で、公園体操、ネイチャーゲームなどを具体的に進める。姿が作
れたら、⼈づくりまで進む。ただそれだけでは絵で終わってしまうので、
第 4 期としてはネイチャーゲームに取り組むなどピンポイントで進め
る流れで良いだろう。 

【次回の進め⽅】 
   公園に関連する組織とその組織を管轄する⾏政を⼀覧的に整理したも

のをもとに、マイパークを推進する組織について検討する。 
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４ 次回の⽇程 
【第 10 回 環境⼈部会】 

10 ⽉ 1 ⽇（⽕）18：15  区役所４階第１会議室 
【第 11 回 環境⼈部会】 

10 ⽉ 21 ⽇（⽕）18：15  区役所４階第１会議室 
【第 7 回 区⺠会議】 

11 ⽉ 20 ⽇（⽔）18：15  区役所 ⼤会議室 
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第 10 回環境⼈部会 摘録 

⽇時：平成 25 年 10 ⽉１⽇(⽕)18：15 20：15 
場所：宮前区役所４階第２会議室 

 
【進⾏：佐々⽊部会⻑】 

１ 出席確認 
出席：佐々⽊部会⻑、福⽥委員、本郷委員、芒崎委員、浦野委員、藤⽥委員、

⿊沢委員、直本委員 
⽋席：⼤村委員、⽩井委員、森⼭委員 

２ 前回会議内容の確認 
前回の議論をもとに作成した資料「環境を活かした⼈づくり部会からの提案」、

「宮前区マイパーク・ネット（仮）イメージ」を説明し、公園の維持・管理、活
⽤のしかけとして「宮前区マイパーク・ネット（仮）」を提⾔することを了承し
た。主な意⾒は以下の通り。 

直本：わかりやすい図に整理された。今までの漠然とした議論が形として⾒え
てきた。推進会議といった組織をつくるということだが、しっかりした
組織をつくる必要がある。 

佐々⽊：そのためにまちづくり協議会やグリーンフォーラムとうまく連携しな
がら進められるとよい。 

本郷：公園管理運営協議会にも補助⾦があるが画⼀的な配布で⼗分ではない。
地域課題対応事業費をここに充てることで、宮前区の特⾊として⽅向付
けることができる。区⺠会議もこれに関わることで、区⺠会議の意味も
⼤きなものになるだろう。 

藤⽥：公園管理運営協議会と公園愛護会が公園の管理の中⼼で、それ以外の団
体は特定の⽇時に特定の⼈が使っているだけなので、公園管理運営協議
会・公園愛護会と同じ⽴場ではない。 

    新しい組織を作るのは⼤変だ。公園の維持・管理、活⽤の主体は、公
園管理運営協議会・公園愛護会だが、約 150 団体ある中から代表が出
るとして、どのような形にすればうまく運営できるだろうか。 

佐々⽊：まちづくり協議会の中にも、いろいろな部会があると思うが、公園に
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関係する部会はあるのか。 
藤⽥：まちづくり協議会は、⼀般団体を⽀援する中間⽀援組織だが、まちづく

り協議会の中で独⾃に課題解決に取組みたい場合に部会を設けている。
宮前区は緑の活動をしている団体が多数あるため、まちづくり協議会と
しての部会はないが、緑の活動に対する⽀援はしている。 

芒崎：改めてこういった組織をつくることは難しい。⾔われたことはやるが⾃
主的にちょっとという⼈が多い。また、まちづくり協議会など似た組織
がたくさんあり、どこがどういった組織か区⺠にはわかりづらい。そう
いった中で新しい組織をつくり、そこに⼈を出すことには、⼆の⾜を踏
んでしまうだろう。 

⼈づくりが部会のテーマだが、統⼀美化運動への家族連の参加が多く
なりかなり⼩さなこどもも⼀⽣懸命にやってくれる。年々参加者が増え
ているが、⾃分に変わってやってくれる⼈は出てこない。 

⿊沢：いろいろな組織があるが、このように整理するとすっきりする。各団体
の交流・促進が図れてよい。区全体としてこういった組織があるとよい。 

福⽥：中学校単位ですこやか活動推進委員会があり、公園を使ったイベントな
どもしているとこともある。 

佐々⽊：事務局で活動内容を確認する。 
直本：図について、公園管理運営協議会・公園愛護会は公園を管理・運営する

側で、その他は公園を利⽤しコミュニティを図りたいという団体だ。 
佐々⽊：公園管理運営協議会・公園愛護会をひとつのまとまりにすることも考

えられる。 
３ 公園の維持・管理・活⽤の具体的な取組内容の検討 

別紙配布資料「資料「環境を活かした⼈づくり部会からの提案」、「宮前区マイ
パーク・ネット（仮）イメージ」をもとに、具体的な取組内容について検討した。
主な意⾒は以下の通り。 

【具体的な取組イメージ⑧について】 
藤⽥：まちづくり協議会の「花とみどりのまちづくり事業」は、緑の活動団体

への⽀援として３年⽬になる。道路の⼀部分で空地になっているような
公有地に花を植える団体活動への⽀援。今年は 30 団体に⽀援している。
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公園を⽀援する事業ではないが、公園は公有地なので、結果として公園
で花壇をつくっている団体を応援している。 

佐々⽊：公園管理運営協議会・公園愛護会も⼊っている。 
藤⽥：公有地で活動している団体であれば構わない。花壇の⼤きさで基準を設

けて株数を決めている。本年度の申請株数は 1 万株を超えているが、全
体のバランスをみて予算内でおさまるよう数を調整し、7000 余株、年
に１回６種類の花苗を提供している。予算もあるが、こういった活動が
増えることはまちづくり協議会の主旨でもあり、こうした活動と区⺠会
議の取組とは合致している。 

佐々⽊課⻑：「宮前区マイパーク・ネット」は理想的だが、公園管理運営協議
会・愛護会がない公園が 3 分の 1 あり、また、管理運営協議会・愛護
会があっても⾼齢化し、今後の活動が難しいため⽌めさせて欲しいとい
うところもある。⾏政の管理は年に１、２回程度。毎⽉はできない。現
在ある公園管理運営協議会・愛護会が継続されるだけでも助かる。 

佐々⽊：公園管理運営協議会、愛護会を盛り上げるためのイベントはしている
のか。例えば、区⺠会議でもウォークラリー・トークラリーを開催した
が、イベント性を持たせることで区⺠に参加してもらい周知した。 

佐々⽊課⻑：そういったイベントはない。 
    公園管理運営協議会に移⾏するのは難しいと受け⽌められているよ

うだが、公園愛護会と極端に変わるわけではない。広場がある場合は利
⽤団体の調整が必要になるが、今までは道路公園センターに申請してい
たものが、⾃分達の判断でできることになり、利⽤のしやすさは良くな
る。「協議会」という⾔葉に⼾惑いをもたれていることもあるようだ。 

佐々⽊：名前は重要な問題だ。通称を考えてはどうか。 
事務局：イベントではないが、各公園管理運営協議会による会議の開催予定は

あるのか。 
佐々⽊課⻑：昨年は開催しなかったが、今年は 11 ⽉ 22 ⽇に予定している。

連絡会のようなもので、活動団体の情報共有・交換の機会と考えている。 
藤⽥：「宮前区マイパーク・ネット」の主体は、公園管理運営協議会・公園愛

護会になるだろう。問題は、こういった団体がない公園だ。基本的には
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町内会・⾃治会に説明して、公園管理運営協議会・愛護会の⽴ち上げを
呼びかけたのが第１アプローチだった。その段階が終わり、市⺠から⽴
ち上がるきっかけを作る必要がある。そのためには楽しくないといけな
い。花壇づくり等をきっかけにするのがよいのではないか。まちづくり
協議会の「花とみどりのまちづくり事業」は、公園管理運営協議会・公
園愛護会ができているところに声かけをしているが、そういった団体が
ないところにもきっかけづくりができるとよい。 

直本：公園管理運営協議会・公園愛護会がない公園でも公園体操をしている公
園もある。そういった⼈たちに働きかけることもできるだろう。公園を
利⽤する⼈が⾃分達で管理・運営できるようになるのが理想だ。そうし
た中でなければコミュニティは育ってこない。 

佐々⽊：公園管理運営協議会・公園愛護会が主体となって進められると良いが、
公園管理運営協議会・公園愛護会が増えない、公園管理運営協議会・公
園愛護会そのものができないところがある、という問題がある。⼀⽅で、
ないところにも、公園体操などがあり、必ずしも公園管理運営協議会・
公園愛護会になれということではないが、なることでやりたいことがや
りやすくなる、といったことをどうやって伝えるかということだ。 

直本：公園管理運営協議会・公園愛護会がない公園の状況は、道路公園センタ
ーの⾒回りで把握している程度だ。そういった公園の活⽤状況の調査を
し、なんらかの活動をしている団体があればそこに働きかけることはで
きる。そういった団体が全くない公園については、その次の問題だ。 

事務局：公園をゲートボール等で貸切にする場合、公園管理運営協議会・公園
愛護会がない場合は、道路公園センターに申請することになっている。 

直本：組織は申請しているが、申請しなくてもやっている⼈の場合がある。 
福⽥：利⽤状況については、町内会⻑に実態調査のアンケートをすればよい。 
佐々⽊：公園管理運営協議会・愛護会がない公園へのアプローチとしては、町

内会はかなり有効なルートだろう。 
藤⽥：そのルートは散々使われており、なおかつできていない公園がある。 
浦野：公園管理運営協議会・公園愛護会がある公園は、どのような働きかけで

できたのか。 
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佐々⽊課⻑：地元町会や⽼⼈会、⼦供会等にお願いしてきている。 
また、公園体操をやっているうちに、掃除も⾃分達でやろうというこ

とになった例もある。⾏政からのアプローチが難しいのは、ボランティ
アのため強制できないことだ。たとえ⼀⼈でもいればそこに⽀援ができ
る。最初に剪定や草刈など、道路公園センターが⼀気に⼿を⼊れ、きれ
いな状態から始めてもらう。まずゴミがない状態にすることを最初にお
願いすることができる。 

佐々⽊：⾏政から公園管理運営協議会・公園愛護会等の設⽴を発信した場合、
⾏政は何をしてくれるのかということになる。活動団体が相談にいけば、
⾏政はサポートをしてくれる。⾏政が発信すると、“やってくれ”のスタ
ンスになる。第３者の発信でなければうまくいかないだろう。 

藤⽥：花壇をやりたいという需要はあるが、公園に勝⼿には植えられない。先
ほどの公園体操のように⾃発的に組織を⽴ち上げるのが理想だが、きっ
かけが必要だ。⾏政ではなくまちづくり協議会が公園に花壇を作りたい
⼈を募り、花苗を提供するといったことができるのではないか。 

浦野：公園に花を植えたくてもどこに⾔えば良いのかわからない。活動をして
いる⼈にとっては道路公園センターや公園管理運営協議会・公園愛護会
は当たり前かもしれないが、⼀般の区⺠は知らない。公園管理運営協議
会・公園愛護会を設⽴し、素敵な公園にしよう、花壇づくりをしよう、
公園体操をしようといったちらしを、回覧板で回覧してはどうか。 

佐々⽊：ちらしを配るのは⾏政ではない⽅が良い。だから、組織が必要だ。 
⿊沢：委員で公園管理運営協議会・公園愛護会がない公園を視察すればその理

由がわかるのではないか。 
佐々⽊：公園管理運営協議会・公園愛護会がない公園には何も活動がないのか、

公園体操等があるのかがわかるリストがあればよい。場合によっては、
公園体操を普及すればよいということになるかもしれない。 

藤⽥：調査の結果次第では「公園体操をしているが、公園管理運営協議会・公
園愛護会がない公園については、公園体操を通じて働きかける」という
⼀⽂を⼊れてもいい。具体的な取組のイメージの中に⑥「公園体操の拡
⼤開催」も⼊っている。 
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佐々⽊：そういう結果が⾒えてくれば⑥をもっと押していけばよいということ
だ。そのためにはどのようにして公園体操を広めたら良いかということ
になるだろう。 

佐々⽊課⻑：公園管理運営協議会・公園愛護会の設⽴時には、これまでに積極
的に全ての町内会等に説明してきた経緯がある。その結果 140 組織さ
れた。組織されていないところは、現段階ではなかなか難しいというこ
と。活⽤している個⼈となると、投げかける相⼿が⾒えない。 

浦野：投げかける相⼿が公の組織だから広がりが難しいのではないかというこ
とで、区⺠に回覧をまわしてはどうかと考えた。 

佐々⽊課⻑：これまで⽴ち上げのために町内会・⾃治会等にはお願いしてきて
いる。 

佐々⽊：町内会・⾃治会の回覧も公式なもの。今は公式的なものは効果が弱い。
それを補⾜する意味で、１対１の関係のツールを使った⽅法が「宮前区
マイパーク・ネット」だ。ここを強化しなければ、議論がかみ合わない。 

浦野：ＨＰ等を使うことで若い世代にアピールすることができる。 
佐々⽊：ＨＰだけでなく、ポスティングや新聞の折込も考えられる。もっと個

に届く⽅法が必要だ。 
【次回の進め⽅】 
   各委員で、近隣にある公園管理運営協議会・公園愛護会がない公園を視

察し・報告するとともに、公園管理運営協議会・公園愛護会、公園体操の
有無を整理したリストをもとに、公園管理運営協議会・公園愛護会がない
公園の状況を把握し、具体的な取組を絞り込む。具体的な取組が複数の場
合は、グループに分かれて企画検討⽤シートの中⾝を検討する。 

４ 次回の⽇程 
【第 11 回 環境⼈部会】 

10 ⽉ 21 ⽇（⽕）18：15  区役所４階第１会議室 
【企画部会】 

11 ⽉ ６⽇（⽔）18：15  区役所４階第１会議室 
【第 7 回 区⺠会議】 

11 ⽉ 20 ⽇（⽔）18：15  区役所 ⼤会議室 
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第 11 回環境⼈部会 摘録 

⽇時：平成 25 年 10 ⽉ 2１⽇(⽉)18：15 20：20 
場所：宮前区役所４階第２会議室 

 
【進⾏：佐々⽊部会⻑】 

１ 出席確認 
出席：佐々⽊部会⻑、福⽥委員、本郷委員、浦野委員、藤⽥委員、⿊沢委員、

直本委員、森⼭委員 
⽋席：⼤村委員、⽩井委員、芒崎委員 
 

２ 前回会議の振り返り 
佐々⽊部会⻑が別紙配布資料「第 10 回環境⼈部会 摘録」をもとに、前回の

会議内容を振り返った。 
 

３ 今後のスケジュール 
佐々⽊部会⻑が次第をもとに、今後のスケジュールについて説明し、今回が最

後の環境⼈部会であることを確認した。 
 
４ 今回の部会の審議内容 

別紙配布資料「環境を活かした⼈づくり部会からの提案」をもとに、最終報告
書の内容について検討した。 

  （１）前段（８~10 ページ） 
特に意⾒は無し 
意⾒がある場合は、個別に直接事務局に連絡をする。 
 

  （２）提案（11~16 ページ） 
取組１~３、８について、最終報告書案をもとに内容を検討した。 
また、「取組４：樹⽊・草花名プレートの設置・活⽤」、「取組５：冒険遊び場

の推進」、「取組６：公園体操の拡⼤開催」については、3 つのグループに分かれ
て具体的な内容を検討した。 
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□取組１：宮前区マイパーク・ネット 
・「宮前区マイパーク・ネット」は、すべてに“区”を⼊れて統⼀する。 
・A3 資料「宮前区マイパーク・ネット（仮）イメージ」も報告書に掲載する。 
・「提案に係る現状・検討経過等」中の２）第 10 回部会の内容について、「宮

前区マイパーク・ネット」が否定的にならないような表現に⾒直す。 
・19 ページ図中「スポーツ推進員」を「スポーツ推進委員」とする。 

□取組２：公園に関する情報の発信・共有 
・SNS について、解説、例⽰等を加える。 
・「会報」は「広報紙」に統⼀する。 
・「提案に係る現状・検討経過等」の冒頭に、「取組①と併せて議論を⾏ってき

た」を加える。 
・「⾏政が情報発信をすることが適切でないケースもある。……」の“適切でな

い”という表現はふさわしくないので表現を⾒直す。 
□取組３：公園活⽤に関する⽀援メニューの充実 

・特に意⾒は無し 
□取組４：樹⽊・草花プレートの設置・活⽤    担当：福⽥委員・本郷委員 

①ねらい 
  ・名前を知ることにより、樹⽊・草花が⾝近なものになる。⾝近なものに

なると、樹⽊・草花に愛着を持つようになり、そこから⾝近な公園をき
れいに使い、物を⼤切にすることにつながる。 

  ・パイロットプランでまず⼿がけ、そこでトレーニングした⼈が近隣の公
園に広める。 

②実施内容 
  ・公園管理・運営協議会の役員会等に専⾨家を招き、プレート設置の講習

を受け、設置プログラムを作る。 
  ・プレートの作成は役員が⾏う。役員がプレートづくりに参画することで、

⾃分の作ったプレートを⼤切にする。 
  ・プレート設置後は、専⾨家と⼀緒に公園を歩き、樹⽊⼀覧表を作成する。 
③担い⼿ 
  ・プレート設置の際は、⼦ども会を通して⼦どもたちの参加を図る。 
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  ・公園管理・運営協議会のメンバーが、枝刈り等樹⽊の整備をし、⼦ども
たちがプレートを付けやすいようにする。 

④場 
  ・中学校区が 7 つあるので、各中学校区内の公園 7 か所でまず実施する。 
⑤その他 
  ・名札を作成する費⽤の確保が課題となる。専⾨家と相談し、必要枚数か

ら費⽤を算出する。 
福⽥：厚さ 9 ㎜、幅 90 ㎜、⻑さ 150 ㎜のものを裁断してもらって設置した。

ラッカーニス、筆、ヒモなど、材料が必要だ。 
本郷：⼀年経つと落ちてしまう。それを拾って親が付けることが⼤切だ。親が

付けると、⼦どももそれを⾒て⼤切にする。 
直本：成⻑途中の⽊であれば、⼤きくなったり⾵⾬で外れることもあるので、

3 年に⼀回⾒直すると良い。 
福⽥：公園管理・運営協議会の⼈が⽇ごろの管理活動をする中で気にかける。 
本郷：専⾨家とは、道路公園センターの職員などを指す。 

□取組５：冒険遊び場の推進   担当：佐々⽊部会⻑、直本委員、⿊沢委員 
①ねらい 
  ・区内では 4 か所で実施されており、それを実施している⼈がおり、⽀援

する組織がある。その⽬的に沿った形で、区⺠会議としては⽀援する。 
  ・冒険遊び場を多くの⼦ども（⼩学⽣まで）に体験してもらい、健全な成

⻑を促す。 
  ・それによって、親同⼠の連携が深まる。 
②実施内容・担い⼿ 
  ・既存の 4 か所で活動している⼈をもっと増やし、その中から、キャラバ

ン部隊を養成する。キャラバン部隊は、区内で冒険遊び場を広げる公園
を選定し、その公園に出向いて⼟台づくりをする。 

③場 
  ・広げていく中で、公園の近くの親と⼦どもが遊びに来る。 
  ・冒険遊びに参加する⼈たちに呼びかけて、協⼒者を募る。 
  ・協⼒者の出た公園から重点的に推進し、冒険遊び場を広める。 
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④その他 
  ・固定的に使⽤するもの（例 ハンモック等）を購⼊する際の費⽤援助が

必要だ。 
佐々⽊：現在 4 か所の冒険遊び場を、10 か所に広げることを仮の⽬標とする。

残り 6 か所の公園に、年間 2 回程度のキャラバン部隊が回って来るよ
うにする。あらかじめ年間スケジュールを作り、““あなたのまちにもキャ
ラバン部隊がやって来る”と広報し、参加を呼びかける。次年度から、6
か所で定期開催ができるように仕向け、定着させる。 

    キャラバン部隊のメンバーは、現在冒険遊び場をやっている 4 か所の
⼈たちになるが、実態がわからないので検討が必要だ。現在も出張冒険
遊び場として実施はしているらしいが、それを⼤だい的にスケジュール
化して開催する。それを区⺠会議として後押しをする。 

事務局：⽀援委員会という、普及のための中間組織がある。そこを⽀援するの
が現実的だろう。 

直本：10 ⼈が必要な場合、⼀つの公園で固定するとなかなか⼈が集まらない
が、２、３⼈の⼈を集めてキャラバン部隊を組織すれば 10 ⼈になる。 

□取組６：公園体操の拡⼤開催   担当：浦野委員、藤⽥委員、森⼭委員 
①ねらい 
  ・健康増進と、公園を地域コミュニティの場として機能させることがねら

いだ。 
②実施内容・担い⼿ 
  ・42 箇所の公園で、世話役を置いて健康体操を実施していることが前提

としてある。 
  ・すべてボランティアで、横の連絡があるかどうかは不明。 
  ・「公園体操宮前⼤会」「公園体操オリンピック」などのイベントを開催す

る。 
  ・⼀か⽉間に期間を区切り、その間の記録を付けてもらい、公園ごとに、

開催回数や参加⼈数を競い合う。 
  ・開催回数を増やすことで参加⼈数が増える。参加⼈数が増えれば、そこ

がコミュニティの場になり、次の世代の担い⼿育成につながる。 
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第４期宮前区区民会議 第 11 回環境人部会 【摘録】 

  ・イベントの表彰式をすれば、それによって横のつながりができる。 
  ・その際、⼿作り⽸バッチを作成し、イベントへの参加証とする。⽸バッ

チに名前を記⼊することで、誰が来たのかがわかる。 
  ・公園体操には世話役が必要であり、現在実施していない公園に世話役を

置くことは難しい。オリンピックを開催することにより、遠くからも⼈
が来る。同じ⽅向から来る⼈が 2、3 ⼈集まると、⾃分たちの近くの公
園でも実施してみようということになり、開催する公園が広がる。 

  ・こういった活動の中から、隣の公園と⼀緒に体操をしようといった企画
も⽣まれる。 

藤⽥：週⼀回では、健康上の点からも少なすぎる。週⼀回では参加者は減る。
毎⽇開催すると、「いつ⾏ってもやっているよ」という形で参加者は増
える。ただし、毎⽇実施するには、世話役が⼀⼈では難しい。そのため
に、イベントを開催し、横の連絡が取れる仕組みを作り、事務局が相談
に乗る体制を作る。 

□取組８：地域が主体となった公園管理の促進 
・「提案に係る現状・検討経過等」中の「３ 宮前区まちづくり協議会「花と

みどりのまちづくり事業」」中、平成 25 年度実績を 29 団体とする。 
・「今後の課題・次期以降の区⺠会議への申し送り事項等」中、「まちづくり協

議会花とみどりの委員会に引き継ぐこととする」は、既にまちづくり協議会
で実施していることであり、“引き継ぐ”という表現はふさわしくないので、
“協⼒を得る”等に表現を変更する。 

□その他 
・⽂中の提案名等は、11 ページに統⼀する。 
・名称、数値などの間違えがあった場合は、事務局に連絡する。 
・その他、誤字、⾔い回し等、再度事務局が内容を確認した上で、企画部会に

提出する。 
 
【今後の進め⽅】 
佐々⽊：提案４~６いずれも既に実施している⺟体があり、そこを核として広

げようという⽅向かと思う。今⽇の意⾒を事務局が報告書の形にまとめ、
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それを環境⼈部会の総意として全⼤会に提案する。 
事務局：まとめた報告書案を、企画部会で議論する。そこで出た修正を踏まえ、

最終提案を全体会の資料とする。企画部会が済んだあと、全体会⽤資料
を事前に委員に送付し、全体会当⽇意⾒をもらう。 

 
５ 事務連絡 

・１⽉ 22 ⽇に開催される「7 区の区⺠会議交流会」について事務局が告知し
た。 

 
６ 次回以後の会議⽇程 

 次第に基づき、次回以後の会議⽇程を確認した。 
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第４期宮前区区⺠会議 第９回 ⼼を育てる地域と世代部会 【摘録】 

第４期宮前区区⺠会議 第９回 ⼼を育てる地域と世代部会 【摘録】 

第 9 回 ⼼を育てる地域と世代部会 
【摘録】 

⽇時：平成 25 年８⽉ 20 ⽇(⽕)18：15 20：15 
場所：宮前区役所４階第１会議室 

 
【進⾏：⼤槻部会⻑】 

１ 出席確認 
   ⽋席委員：太⽥委員 
 
２ 本⽇の議事内容の確認 
   別紙配布資料に基づき、部会審議終着点のイメージの共有、課題解決提案の具体

的な実施内容の検討を⾏うことを確認 
 
３ 具体的な提案の検討 

意⾒交換→別紙のとおり意⾒集約 
 
４ 今後のスケジュールについて 
   第 10 回 ９⽉ 26 ⽇（⽊）18 時 15 分 20 時 15 分 区役所 4 階第 1 会議室 

第 11 回 10 ⽉ 16 ⽇（⽔）18 時 15 分 20 時 15 分 区役所 4 階第 1 会議室 
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⼼を育てる地域・世代間交流に向けたポイント、課題の整理

提案 分野Ａ：世代交流に取り組む諸団体へのサポートの実施 
■⾵の泉の九九暗唱⽀援活動へのサポート 
→団体のニーズに応える⽀援内容とする。次回の会議で関係者を招き、改めてヒアリングと⽀援内容の調整を⾏う。 
○各地域での⾃主運営に向けた⽀援が良いのではないか。広報⽀援などになると思う。（⼤槻・平井ほか） 
○有⾺⼩の活動は中学⽣も参加していた。活動のふり返りでは参加者みんなで共に考えていく雰囲気があった（⽥浪） 
■学校⽀援センターの機能強化 
→課題としてはあるが、関係スタッフに努⼒を促すに留める。 
○活動者が登録者の半分の実態。登録者を増やす取組が必要だ。関係者でまずもっと努⼒・⼯夫を（平井・直本） 
○特技がないとボランティア登録できないイメージがある。実際の現場ニーズをうまく伝える広報が必要だ（⽥浪・豊島） 
○エントリーシートやチラシにまず改善の余地がありそうだ。（⽥浪・平井・⼤槻ほか）

部会提案について具体的な内容の検討 

テーマ：⼼を育てる地域・世代間交流

提案 分野Ｂ：既存のイベントでの世代交流のしかけの企画と実践 
■「チャレボラ」で交流会の開催 
→区代表の実⾏委員の太⽥委員から市社協に交流会開催の投げかけを⾏う。（どう受け⽌められるかは分からない） 
○現場⾒学で世代交流を感じたが、⼦育て関連で男性スタッフの少なさ等や視点等も気になった。（宮崎・⼤槻） 
○内申⽬的等で関わる⼦も多い→時間をかけてでも、本⼈が気づくきっかけを与えることが重要だ。幅広い体験・世代交

流の機会にはなっている。（平井・直本） 

提案 分野Ｃ：世代間の対話につながる新たなプログラムの企画と実践 
■世代間で交流する対話の場を企画 
→ネイチャーゲームを活⽤した取組は、公園を場としたプログラムを検討している環境⼈部会に引き継ぐ。 
→キャンペーン型の取組について、次回以降具体的な検討を進める。 
○様々な「被害体験」を語る場はどうか。どの世代でも対応できるのではないか。（直本） 
○⼦⽂の運営協議会やお祭りは、⾮常に良い他世代交流の場所になっている。そこから起こしてはどうか。（豊島・平井） 
○世代交流に資するお祭りや様々な活動などは地域でかなりやられている。統括的にどうするかというと難しい（⼭下） 
○既存の参加者、固定の⼈ばかり集まるのではなく、新たな⼈をどう巻き込むか。 
○キャンペーン的に既存の良い取組の紹介、世代交流活動としての意識付け、新たな参加呼びかけなどを意識的に強化・

展開してはどうか。（⼭下、コンサルタント） 
  ⇒⿇⽣区で⼀定のキャンペーン期間に開催する企画を、ひとまとめの企画として紹介した事例がある（事務局） 

⇒期間は特に限定せず年間通して⾏えた⽅がよい（平井） 

提案 分野Ｄ：活動の記録、市制 100 周年に向けたアーカイブ 
■Ｃの対話を記録に残す 
■アーカイブ事業の実施 
→今回は特に検討せず。分野Ｃの討議がある程度まとまった段階で検討することとした。 

区⺠会議フォーラムの企画提案 

○参加者が世代交流を体験する場を設ける。何か⼀緒につくって⾷べる企画はどうか。⾷を通じた世代交流企画。 
例：区の⾷材活⽤、⽕おこし体験、Ｃ級グルメメニュー試作（直本、平井） 
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第４期宮前区区⺠会議 第 10 回 ⼼を育てる地域と世代部会 【摘録】 

第４期宮前区区⺠会議 第 10 回 ⼼を育てる地域と世代部会 【摘録】 

第 10 回 ⼼を育てる地域と世代部会 
【摘録】 

⽇時：平成 25 年 9 ⽉ 26 ⽇(⽕)18：15 20：25 
場所：宮前区役所４階第２会議室 

 
【進⾏：⼤槻部会⻑】 

１ 出席確認 
⽋席委員：なし 

 
２ 「⾵の泉」について 

メンバーの川⻄さん、久保さんから活動の現況、課題等を伺った。 
区⺠会議提案としての⽀援の⽅向性・メニューの検討を⾏った。 
→別紙のとおり意⾒集約 

 
３ 具体的な提案の検討 

提案・申し送り事項ごとに報告書を意識したシート形式でまとめた資料を基に、各
提案の詳細について意⾒交換意⾒交換→別紙のとおり意⾒集約 

 
４ 今後のスケジュールについて 
   第 11 回 10 ⽉ 16 ⽇（⽔）18 時 15 分 20 時 15 分 区役所 4 階第 1 会議室
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提案① 「⾵の泉」九九暗唱学習⽀援活動の⽀援 
○地域のボランティア募集、⾃主運営体制の確保や⽴ち上げ、地域内の他団体との連携につながる広報・働き

かけ⽀援。 
例：市政だより・回覧等の活⽤ 

○「⾵の泉」以外の世代間交流に資する市⺠活動の発掘も課題だ（平井） 
○地域や団体の⾃主性を踏まえながら、対象団体と調整しながら、区⺠会議でできる⽀援を考えていく。（直

本・⽥浪ほか） 

部会提案について具体的な内容の検討 

テーマ：⼼を育てる地域・世代間交流

提案② 世代交流を推進するキャンペーンの展開 
○地域の様々な⼈と出会うことで⼼やコミュニティが豊かになることを伝えたい。（⼤槻、平井） 
○キャッチフレーズはリズムの良いものが良い。５・７・５など。例：つながろう 知ろう・語ろう・みやま

え区（豊島） 
○「宮前兄弟」に⾚ちゃんやおじいちゃんおばあちゃんなど加えて「宮前家族」に。⼿をつなぐイメージを（豊

島・直本） 
○毎年区⺠祭を核に展開。既存の活動やイベントを登録し、各活動の体験を促すスタンプ制などを取り⼊れる。

（宮﨑、直本、⽥浪ほか） 
○既存のイベントに世代交流の要素を加えるなど新しい試みも推進したい（豊島、平井、⽥浪） 
○参加へのインセンティブをどう創出するか。活動や連携しやすくなるように（⼤槻・⼭下ほか） 

提案③ 世代間で交流する対話の場を企画 
○「役に⽴つ○○体験」として、様々な体験を共有、話し合う場を企画してはどうか（直本） 
○宮前かるたを活⽤して、札に取り上げられている郷⼟史を体験・共有する。担い⼿も関連活動団体に依頼す

る。昨年度のフォーラムでカルタは⾮常に盛り上がった。（豊島、太⽥ほか） 

活動の現況・⽀援ニーズなど 
・⾵の泉中⼼の運営から、保護者らによる地域⾃主運営への移⾏例が⾒られ始めた。 
・学校と地域拠点での両⽅の展開、地域に根差した⾃主運営を⽬指す。 
・普段は学校で実施するが、夏休みにアリーノで開催した際は、地域が独⾃に活動する展開に可能性を感じた。 
・保護者以外の地域ボランティアの確保や募集の声掛けに苦労している。 
・地域の⾼齢者施設や教育関係団体、市⺠活動団体との連携も視野にいれる。 

「⾵の泉」ヒヤリング （川⻄さん・久保さん）
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第４期宮前区区⺠会議 第１１回 ⼼を育てる地域と世代部会 【摘録】 

第１１回 ⼼を育てる地域と世代部会 
【摘録】 

⽇時：平成 25 年 10 ⽉ 16 ⽇(⽔)18：15 20：15 
場所：宮前区役所４階第 2 会議室 

 
【進⾏：⼤槻部会⻑】 

１ 出席確認 
   ⽋席委員：佐藤委員、豊島委員 
 
２ 前回議事の振り返り 
   議事録を確認 
 
３ 今後のスケジュール 
   次第に基づいて確認 
 
４ 今回の部会の審議内容 
   別紙配布資料の最終報告書（案）に基づき、提案のまとめ、記載事項の細かい調

整等を⾏い、別紙のとおり意⾒集約した。 
部会としての討議は今回が最後となるため、当⽇出された意⾒については、事務

局で反映の上、全体会の前に各委員に送付の上、最終調整を⾏うこととあした。 
 
５ 次回以降の会議⽇程 
   第 7 回企画部会 11 ⽉ 6 ⽇ 18 時 15 分 20 時 15 分 区役所第 2 会議室 

 ※企画部会メンバーのみ。フォーラムに関する企画がある場合は事前提出 
第 7 回区⺠会議 11 ⽉ 20 ⽇（⽊）18 時 15 分 20 時 15 分 区役所⼤会議室 
第８回区⺠会議 2 ⽉ 12 ⽇（⽊）18 時 00 分 19 時 30 分 区役所⼤会議室 
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⼼を育てる地域・世代間交流に向けたポイント、課題の整理

提案 分野Ａ：世代交流に取り組む諸団体へのサポートの実施 
■世代間交流に資する市⺠活動への⽀援実施（「⾵の泉の九九暗唱⽀援活動へのサポート）改め） 
○記載内容については、⾵の泉の関係者にも確認をとる。（事務局） 
○⾵の泉の⽀援は第 1 弾という位置づけになるので、提案名の所では⾵の泉の団体名は出さない。（平井） 
○学校の地域の連携、地域主体のプログラムなど選ばれた経緯や活動内容をわかりやすく掲載する。（⼤槻・⽥浪ほか） 
○他の成功例なども参考に載せられると良い。（⼭下・岡） 
■世代間交流を推進するキャンペーンの展開 
○区 30 周年キャラクター「宮前兄弟」を改めるという誤解される恐れのない記載に変更する。（直本ほか） 
○ロゴバッジの配布等、キャンペーンの展開⽅法をもっと前⾯に押し出したい。（⼤槻） 
○広報等の具体化が必要だ。（平井）→市政だより区版特別号発⾏などを検討している。（事務局） 
○積極的に互いの活動を⾃慢できる場としたい。（直本）交流の場が重要。（⽥浪）活動の⾒学会などはどうか（⼭下） 

部会提案について具体的な内容の検討 

テーマ：⼼を育てる地域・世代間交流

申し送り・経過観察事項 
■「チャレボラ」で交流会の開催 
○チャレボラはあくまで⼀例なので、提案名には⼊れない。また内容の解説をわかりやすく記載する。 
■ボランティアコーディネーターの育成 
○ボランティアコーディネーターの⽤語解説を記載する。地域とボランティアのつなぎ⼿であることをわかりやすく伝え

る（既存の⽂章はややこしい） 
○シルバー⼈材センターなど、地域のボランティア⽀援ニーズも福祉など様々な分野に広がってきている。（⼭下） 

提案 分野Ｃ：世代間の対話につながる新たなプログラムの企画と実践 
■世代間で交流する対話の場を企画 
○企画の趣旨・前提などを冒頭で、分かりやすく、厚みのある記載を⾏う。⼈⽣の先輩から荒廃への経験を伝える場、話

し合いや体験の共有の重視など。⽬的にも「⼼を育てる」の記述を盛り込む。（⼤槻・平井・直本ほか） 
○体験談については、ネガティブなものばかりでないことをアピールしたい。例えば年配者の⽣活の知恵や地域の歴史⽂

化にまつわる話など。（直本） 
○難しく考えずに趣味やスポーツなど⾝近なテーマで良いことも伝える。（宮﨑） 

提案 分野Ｄ：活動の記録、市制 100 周年に向けたアーカイブ 
■アーカイブ事業の実施 
○市政 100 周年だけでなく、区誕⽣ 40 周年 2022 年も意識し、記載する。（⼤槻ほか） 
○市⺠参加できちんとした記録の収集・保存を継続的に⾏うには組織の⽴上げが必要ではないか。（⼭下） 
○インタビューアーが重要になる。情報サポーターズなどに協⼒いただけると良いと思う（太⽥ほか） 

その他 

○前段部分の記載は背景と課題がうまくつながるように⼼がける。 
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