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わたしたちは、宮前区内の活動の豊かなつながりを知るために、2018 年度から区内の
活動を出し合い、それらのつながりを明らかにする取組からはじめました

職員勉強会｜ 2019 年 1 月

区民勉強会｜ 2019 年２月

活動相関図づくり実験室｜ 2019 年３月

これまでの 
取組

≫ 宮前区の活動相関図をつくろう

≫ ６つの現地ツアーで現場を体験
　　・キックオフミーティングでの企画づくり

　　・マップ版活動相関図＆現地ツアー全体マップ

　　・現地ツアーのプログラムと訪問先

　　・開催レポート

　　・現地ツアーのふり返りから見えてきたこと

宮前区の 
活動相関図を 

つくろう
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13これまでの取組

「活動相関図」 とその情報を地図に落とした「活動相関図マップ版」 を見ながら、実際に
現場で活動の様子を見たり、話を聞いたりする「現地ツアー」 をみんなで企画しました。

6 日間のツアーには区民・職員等 100 人以上が参加し、34 の活動を学んできました

現地で集合

現場体験

参加者の交流

坂道の移動

６つの 
現地ツアーで 
現場を体験
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これまでの取組 ６つの現地ツアーで現場を体験
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「行ってみたい」「来てもらいたい」ところ  
「活動相関図」を見ながら、行ってみたい現場、話を聞いてみたい活動や団体を選び、マップ版「活

動相関図」にシールを貼っていただきました。 

シールの種類 
✿「私の現場を見に来て（ホスト）」 自分が関わっていて、紹介できる場所（あれば） 

●「ぜひ見てほしい おすすめスポット (ガイド)」 自分のではないが、イチオシの場所。少しは紹

介できる場所 

●「行ってみたい！」 行ったことはないが、行ってみたい場所 ×２枚 

吹き出し型の付箋：地図に記載がない場所 

 

グループ分け 
参加者の関心エリアをもとに、グループ分けを行いました 

１グループ：宮崎台エリア 

２グループ：平・高山エリア 

３グループ：鷺沼・有馬エリア 

４グループ：菅生・水沢エリア 

５グループ：野川エリア 

参加者から寄せられた 

 

会 場：宮前区役所総合庁舎１階 健診ホール 参加者：約 32 名 

   

（仮称）宮前区の「希望のシナリオ」実現プロジェ

クトの令和元年度の「キックオフミーティング」

を開催しました。「これからのコミュニティ施策

の基本的考え方」を紹介するとともに、これまで

の取組を振り返り、今年度の取組の目的や方向性

を参加者のみなさまと共有しました。 

また、区内の様々な活動の現場を訪問し、活動の

良さや悩みなどを知り、まちのひろばを活発にす

るために必要な取組やしかけなどを共有する「現

地ツアー」に行くため、行きたいところの洗い出

しや現地ツアーの企画を立てるグループワーク

を行いました。

みんなの「見に来てほしい」「見に行きたい」がツアーの企画になりました！

キックオフミーティングでの企画づくり
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中部児童相談所中部児童相談所

区役所

活動

文化 ・ スポーツ施設

病児保育施設

小学校・中学校・ 高等学校

子育て施設

こども ・青少年施設・児童福祉施設

福祉パル ・ 社会福祉協議会

老人福祉センター・ 老人いこいの家

地域包括支援センター

障害者相談支援センター

凡例

宮前区
活動相関図

令 和 元 年 11 月 17 日 現 在
マップ版

「宮前区活動相関図」
ってなあに？

宮前区「希望のシナリオ」
実現プロジェクトとして、
2019 年 1月～3月に宮前
区が開催した勉強会およ
び区民検討会議で、参加
者の皆様より宮前区内の
活動情報をお寄せいただ
き整理し、つながり等の
関係を相関図にしました。
それを基に、区民のみな
さまの手で更新中。

宮前区保健福祉センター宮前区保健福祉センター

鷺沼行政サービスコーナー鷺沼行政サービスコーナー

道路公園センター道路公園センター

宮前市民館宮前市民館

宮前市民館菅生分館宮前市民館菅生分館

エンゼル宮前エンゼル宮前

野川小学校野川小学校

南野川小学校南野川小学校

西野川小学校西野川小学校

有馬小学校有馬小学校

西有馬小学校西有馬小学校

鷺沼小学校鷺沼小学校

土橋小学校土橋小学校

富士見台小学校富士見台小学校

宮前平小学校宮前平小学校

犬蔵小学校犬蔵小学校

稗原小学校稗原小学校

菅生小学校菅生小学校

向丘小学校向丘小学校

平小学校平小学校白幡台小学校白幡台小学校

宮崎台小学校宮崎台小学校

宮崎小学校宮崎小学校

野川中学校野川中学校

有馬中学校有馬中学校

宮前平中学校宮前平中学校

犬蔵中学校犬蔵中学校

菅生中学校菅生中学校

平中学校平中学校

向丘中学校向丘中学校

宮崎中学校宮崎中学校

県立川崎北高等学校県立川崎北高等学校

地域子育て支援センターペジーブル地域子育て支援センターペジーブル

地域子育て支援センターたつのこのこ地域子育て支援センターたつのこのこ

地域子育て支援センターすがお地域子育て支援センターすがお

地域子育て支援センターのがわ地域子育て支援センターのがわ
野川こども文化センター野川こども文化センター

地域相談支媛
センターシリウス
地域相談支媛
センターシリウス

地域子育て支援センター花の台地域子育て支援センター花の台

地域子育て支援センターたいら地域子育て支援センターたいら

地域子育て支援センターみやざき地域子育て支援センターみやざき

有馬こども文化センター有馬こども文化センター

蔵敷こども文化センター蔵敷こども文化センター

菅生こども文化センター菅生こども文化センター

平こども文化センター平こども文化センター

白幡台こども文化センター白幡台こども文化センター

宮崎こども文化センター 宮崎こども文化センター 

宮前平こども文化センター宮前平こども文化センター

こどもサポート南野川こどもサポート南野川

川崎市青少年の家川崎市青少年の家

まぎぬ児童家庭支援センターまぎぬ児童家庭支援センター

白幡台老人いこいの家白幡台老人いこいの家

平老人いこいの家平老人いこいの家

宮前図書館宮前図書館

宮前地区会館宮前地区会館

宮前スポーツセンター宮前スポーツセンター

有馬 ・野川生涯学習支媛施設「アリーノ 」有馬 ・野川生涯学習支媛施設「アリーノ 」

福祉パルみやまえ
 ( 宮前区社会福祉協議会 ) 

福祉パルみやまえ
 ( 宮前区社会福祉協議会 ) 

宮前区あんしんセンター宮前区あんしんセンター

宮前老人福祉センター
 ( 宮前いきいきセンター ) 
宮前老人福祉センター
 ( 宮前いきいきセンター ) 

野川老人いこいの家野川老人いこいの家

有馬老人いこいの家有馬老人いこいの家

鷲ヶ峰老人いこいの家鷲ヶ峰老人いこいの家

みかど荘地域包括支援センターみかど荘地域包括支援センター

鷲ヶ峯地域包括支援センター鷲ヶ峯地域包括支援センター

川崎愛児園 ( 児童養護施設 )川崎愛児園 ( 児童養護施設 )

富士見プラザ地域包括支援センター富士見プラザ地域包括支援センター

レストア川崎地域包括支援センターレストア川崎地域包括支援センター

宮前平地域包括支援センター宮前平地域包括支援センター

地域包括支援センタービオラ宮崎地域包括支援センタービオラ宮崎
みやまえ基幹相談支媛センターみやまえ基幹相談支媛センター

地域相談支援センターポポラス地域相談支援センターポポラス

地域相談支援センターれもん地域相談支援センターれもん

向丘出張所向丘出張所

宮前区役所宮前区役所

農園フェス（持田農園）農園フェス（持田農園）

有馬団地ネットワーク会議  有馬団地ネットワーク会議  

川崎北高への食育授業　

川崎市民100人の本川崎市民100人の本さぎ沼商店会イベントさぎ沼商店会イベント
まちかどライブラリーまちかどライブラリー

読み聞かせグループあじさい読み聞かせグループあじさい

馬絹の愛児園馬絹の愛児園
フロンタウンフロンタウン

WEショップみやまえWEショップみやまえ

ポレポレ
（有馬ふるさと公園

冒険遊び場）

 有馬オープン
ガーデンの会

まちかどマルシェまちかどマルシェ

農園フェス
（はぐるま稗原農園収穫祭）
農園フェス
（はぐるま稗原農園収穫祭）

菅生緑地菅生緑地

北部市場

水沢森人の会水沢森人の会

平瀬川流域まちづくり協議会平瀬川流域まちづくり協議会

犬蔵文庫犬蔵文庫

消防訓練センター消防訓練センター

すがお・手つなぎまつりすがお・手つなぎまつり
ゆ～ずパーティーゆ～ずパーティー

農園フェス
（小泉農園）
農園フェス
（小泉農園）

東高根森林公園東高根森林公園

ゆいっとゆいっと

NEXCO中日本
コミュニケーションプラザ川崎

南平町内会防災訓練南平町内会防災訓練

農園フェス
（花の停留祭）
農園フェス
（花の停留祭）

DT12プロジェクトDT12プロジェクト

親と子のふれあい広場親と子のふれあい広場
ワーカーズ・コレクティブワーカーズ・コレクティブ

ワーカーズ・コレクティブワーカーズ・コレクティブ

みやまえ・東部62部隊を
語り継ぐ会 (おばけ灯篭 )

宮崎台宮崎台

宮前平宮前平

鷺沼鷺沼
サンフェスタサンフェスタ

TIDA's house
お絵かき教室

宮山スポーツプラザ宮山スポーツプラザ

会食会会食会

野川はあも野川はあも
コミュニティバスコミュニティバス

会食会会食会
さぎ沼
まちゼミ
さぎ沼
まちゼミ

B&B穏 on
（民泊＆レンタル
スペース）

B&B穏 on
（民泊＆レンタル
スペース）

有馬町会の活動
・ふれあいフェスティバル in 有馬
・町会防災訓練

有馬町会の活動
・ふれあいフェスティバル in 有馬
・町会防災訓練

会食会会食会

会食会会食会 ふれあいサロンさつかふれあいサロンさつか

向丘青年部向丘青年部

宮前
ガーデニング

倶楽部

宮前
ガーデニング

倶楽部

宮前ガーデニング倶楽部宮前ガーデニング倶楽部

土橋カフェ土橋カフェ

土橋園芸クラブ土橋園芸クラブ

障害者アート障害者アート
みやまえ
農の応援隊

宮前ガーデニング倶楽部宮前ガーデニング倶楽部

ふるさとさくら祭りふるさとさくら祭り

ふるさと
さくら祭り
ふるさと
さくら祭り

生活支援センターきまっしー／ひよこのパン

会食会会食会

生田緑地生田緑地

ひこうきぐも（宮崎第１公園冒険遊び場）ひこうきぐも（宮崎第１公園冒険遊び場）
ひとりぐらし老人会食会

落書き戦隊ケスンジャー落書き戦隊ケスンジャー
ゆぅたんのほっぺた

すずの家

宮前第3地区社協／カフェ桃花、ひとりぐらし食事会宮前第3地区社協／カフェ桃花、ひとりぐらし食事会

つちはしプレーパーク
（土橋１丁目公園冒険遊び場）
つちはしプレーパーク
（土橋１丁目公園冒険遊び場）

読み聞かせグループあじさい読み聞かせグループあじさい

ぴよぴよ
（小台公園冒険遊び場）
ぴよぴよ
（小台公園冒険遊び場）

らいよん公園プレーパーク
（宮崎第４公園冒険遊び場）
らいよん公園プレーパーク
（宮崎第４公園冒険遊び場）

小学校おやじの会小学校おやじの会

ラベンダー保健室
（地域のがんサロン）
ラベンダー保健室
（地域のがんサロン）

ワーカーズ・コレクティブワーカーズ・コレクティブ

・うつし世の静寂に・うつし世の静寂に

コミュニティガーデンコミュニティガーデン
みやざきだいこども食堂

野川第３公園プレーパーク（冒険遊び場）野川第３公園プレーパーク（冒険遊び場）

読み聞かせ読み聞かせ

西野川小あいさつ運動

鷺沼仲良しサロン鷺沼仲良しサロン

夏休み子ども遊びランド夏休み子ども遊びランド
宮前市民館・図書館宮前市民館・図書館

みやまえ子育てフェスタみやまえ子育てフェスタ
みやまえ JAMみやまえ JAM
外国人市民が学ぶ識字学級外国人市民が学ぶ識字学級
防災フェア防災フェア

市民館deロビーカフェ市民館deロビーカフェ

まちかどライブラリーまちかどライブラリー
思い出し俳句思い出し俳句

1st サポーターズ カフェRing1st サポーターズ カフェRing
CAFÉバルーン
café みやまえ

市民館ウインズ市民館ウインズ

・オオカミの護符・オオカミの護符

ささらプロダクション
（Restaurant & Café 谷戸の下）

高山土曜ストア
長尾住宅
いきいきサロン

矢澤水耕農園

長尾いきいき体操

フレンド神木地域包括
支援センター

とんもり谷戸の
自然を守る会

ここわサロン

まちかどシェア
（住まいと暮らしの
 コンシェルジュ）

土橋町内会の活動
（土橋会館）

地域子育て
支援センター
さぎぬま

鷺沼ふれあい広場（カッパーク鷺沼）

有馬こども文化センター

有馬・野川生涯学習支援施設
（アリーノ）

アリーノこども食堂

宮前平地域包括支援センター

はぐるま稗原農園

シェア畑

川・谷戸・森
宮前美しの森公園
矢上川の散歩道整備

新エネルギー」の公園（河川）
などの設置（アイデア）

公園花植え活動

公園花壇づくり支援（まち協）
花苗支援（まち協）

公園緑地愛護会

公園利用の活性化（アイデア）

宮小・土橋小で花植え（宮前第３社協）

公園×図書館

農

直売所Guide Map（まち協）
農家めぐりウォーキング（まち協）

じもたんkids
JA収穫祭

農業体験・果物狩り

農フォーラム（まち協）
セレサモス×図書館（アイデア）

シェア畑

グリーンバード
JUN-CAN会議

環境

スポーツ

NPO法人ファンズアスリートクラブ
スポーツセンター

スポーツ推進委員会

スポーツ（健康）（アイデア）

骨盤エクササイズトレーナー
総合型地域スポーツクラブ

食・食育

食品ロスへの取り組み
ママ友ランチの会

ヘルスメイト

C級グルメ

多世代交流

地域の寺子屋
稗原ゆ～ず連絡会

子ども食堂

川崎市政を糺す会

コミュニティカフェ

サンフェスタ

ディスカバーウィークみやまえ

じもたんkids
地域のスポーツクラブ

有馬こども会OB会

子育て応援団
mama-on

地域教育会議
地域子育て支援センター
こども文化センター

子育てサロン・広場

子育てグループ
すがお・手つなぎまつり
自主保育

地域の寺子屋

子ども食堂

かんがるー子育てネットワーク

PTA

塾・学校

青少年指導員
宮前地区第３民生
プレママとママの集い

子ども・子育て

宮前親子学級おひさま

高齢者

ゆいっと

これだけは書いておこうカード

シニアライフを
生き生きと楽しむ会

傾聴すがお

認知症サポーター

リハビリサポーター

傾聴ボランティア

いこいの家
介護者の会

町内会見守り活動

こがもノート

ミニデイ

こがも会

地域包括支援センター
地域社協

地域見守り活動

昼食会・配食ボランティア

健康体操
コミュニティカフェ

情報発信

まちゼミ×図書館（アイデア）

じもたんkids
マルシェ
ぽーたろう

イベントカレンダー（宮前まち倶楽部）
宮前まち倶楽部

まちゼミ

地域活動の情報発信（福祉、子ども分野）
宮前コミュニティプラットフォーム
地モトニュースで宮前区内のイベントなどを放送
ぐる～っとみやまえ（冊子・TV）
観光協会（広報誌）
情報ラボ（冊子・TV)
タウンニュース

まち協広報誌

宮前区まちづくり協議会（まち協）
まちづくり広場ラブみやまえ（まち協）
フォトコンテスト（まち協）
ウェルカムパック（まち協）

リハビリグループ

21会（男性ボランティアによる
高齢者障害者サポート）

ボランティア

手芸クラブ 縫夢教ホームルーム

ケア・カフェのぼりと（多摩区）

かけはし虹

作業所
家族会

小学校での障害者福祉体験
生活支援センター

稗原ゆ～ず連絡会

障がい者

ゲストハウス
コネクト
国際おしゃべりサロン
ウェルカムパック（まち協）
外国人国際交流

みやまえカルタ
お絵かき教室

おもちゃドクター

ひまわり（絵）
文化遺産・伝統文化

文化協会文化祭

篁岳吟詠会
（コウガクギンエイカイ）

音楽フェス
宮前老人福祉センター

みやまえ太鼓ミーティング

文化・音楽・芸術

歴史文化調査委員会

歴史

歴史ガイドの会ウォーキングマップ
戦跡・遺跡

（歴史の）ボードゲーム

宮前の歴史を学ぶ会

歴史ガイドでまち歩き
歴史ガイドマップ発行

古文書を読む会

本のひろば ランパンパン

図書館でトークor
アウトリーチ図書館（アイデア）

本とおはなしの一週間
朗読ボランティア

布の絵本
地域資料

地域や生活の課題を支える図書館

本

市民館・分館・アリーノ
地域の寺子屋

ビジョントレーニング
トレーナー

白檀短歌会
BGフレンズ
かけ算九九名人プロジェクト

市民館講座

区内の神社やお寺を
中心とした原文化

市民自主学級・
自主企画提案事業

学び

にぎわいづくり

三田橋商店街の夜店市復活
（アイデア）

みやまえスモール
ビジネスネットワーク（MSBN）
にがおえ描き！

まつり
マルシェ
マルシェサミット
おしゃべりガーデン/おばちゃま

防災推進委員

防犯パトロール
馬絹・大塚で朝のあいさつ運動

防災キャンプ

有馬町会防災部
消防団

災害時のエネルギー対策
（アイデア）

南平台地域合同防災訓練
防災訓練

防災・防犯・交通安全

中間支援
資金支援運営委員会（まち協）
直売所Guide Map（まち協）
花苗支援（まち協）
公園花壇づくり支援（まち協）

区内外のコミュニケーション
花の台町内会（広報紙）
町内会（広報部）
NPO法人KCP
フォト川柳（フォトコン部会）
ウォーキング
まちづくりウォーキング
商店街のイベント

1
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コースコース １
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5

コースコース ２

1
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4
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コースコース ３

2

コースコース ４1

1
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コースコース ５

宮前市民館1

2

34

5

コースコース ６

3
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