平成２８年度 商店街若者協働プロジェクト事業
第２回若者
第２回若者チーム
回若者チーム WS 議事録

平成２８年 ５月１３日

【次 第】

＜会場使用説明＞
① 私物は別場所に集積すること

１８：３０
↓

まかない夕食

当面は筆記用具程度で OK

会場の使用説明

１８：５５

後片付け

１９：００

開会

② まかない夕食は基本セルフサービス
③ 飲料もセルフで、冷蔵庫利用可
食器、カップ等は洗い物かごへ

参加者自己紹介（メンバーリスト）

④ 飲食後はゴミ分別集積のこと

本事業の概要説明

⑤ トイレの位置、使用方法確認

【質疑応答】

⑥ 事務機等利用可、使用方法は順次
事務用備品類、コピー機等

１９：３０

WS

テーマ「具体案
テーマ「具体案 A について、関連情報を知り、話し合ってみよう！」
について、関連情報を知り、話し合ってみよう！」
具体案 A 商店街内の新しい拠点の開設

ついでに、

※首都圏先進地視察報告、地域内空き店舗情報、

プロジェクト名も考えてみよう！
プロジェクト名も考えてみよう！

※平成２５年度街なか賑わい事業報告書
（区役所本館跡地利用計画案を参照）

※ 若者チーム？
プロジェクト意見交換会？

２０：３０

発表会（情報の共有化作業）

２０：４５

分科会（具体案 B、具体案 C、その他） ５月１４日（土）先進地視察（県内）

研修・イベント等スケジュール
研修・イベント等スケジュール
先着３名 ９：３０～１４時（予定）

２１：００

閉会

見附市、新潟市秋葉区（昼食付）
６月 １日（水）コミュニティビジネス講座

今年度のスケジュール
今年度のスケジュール
６月１０日（金）第３回若者チーム WS
７月 ８日（金）第４回若者チーム WS

１４：３０～ （詳しくは別紙参照）
先着２名程度（アルバイト料支給）
６月 ５日（日）第４８回葛天

７月２２日（金）プロジェクト意見交換会

アルバイト募集 ８時～１４時

８月 ５日（金）第５回若者チーム WS

まかない付、１日５，０００円

８月２６日（金）第６回若者チーム WS
９月１５日（金）第７回若者チーム WS

６月１２日（日）先進地視察（県内）

１０月１４日（金）第８回若者チーム WS

７月３０日（土）商店会祭り

１１月１１日（金）第９回若者チーム WS

８月２０日（土）第４９回葛天

１１月２５日（金）プロジェクト意見交換会

９月 ５日（月）若者チーム研修会

１２月１６日（金）第 10 回若者チーム WS

１０月１６日（日）第５０回葛天
１１月 ３日（祝）キテミテキタク２０１６

具体案Ａ 商店街内の新しい拠点の開設
※先進地事例を参考にして、新しい拠点の目的・機能を明確にする。
どのような分野で？どのような事業を展開するのか？営業主体は？
自主的な財源確保のために、どのような営業活動を行うのか？
区役所本館跡地の活用構想も頭に入れて検討を進める。
先進地事例ダイジェスト
ＮＯ

名

称

１

Ｃａｆｅここたの

２

落合三世代交流ｻﾛﾝ

３

港南台タウンカフェ

４

高輪ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ foryou

５

大森まちづくりｶﾌｪ

６

ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ高島平駅前

７

地域ﾘﾋﾞﾝｸﾞ ﾌﾟﾗｽﾜﾝ

８

虹の空

９

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙｼｮｯﾌﾟ ﾊﾟｲﾝ

１０

特

徴

事 業 内 容

東京都国立市

カフェ・ランチ・趣味の発表の場

一橋大学学生サークル

作品展示ｽﾍﾟｰｽ、市の半分補助

東京都新宿区 児童館

ｶﾌｪ・ﾘｻｲｸﾙ・ﾚｸ＆ｶﾙ・子育て

目白大学との連携

ﾐﾆ FM

横浜市港南区

ｶﾌｪ・小箱ｼｮｯﾌﾟ・地域交流ｲﾍﾞﾝﾄ

NPO+商店街+株式会社

ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ応援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

東京都港区

ﾗﾝﾁ・歌声ｻﾛﾝ・ｱﾌﾀﾇｰﾝｺﾝｻｰﾄ

社会福祉法人経営

限定ｽｲｰﾂ・箱根駅伝応援ｶﾌｪ

東京都大田区

大森ｱｰﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞ PJ・街歩き

NPO 大森まちづくりｶﾌｪ

ｲﾍﾞﾝﾄ・情報誌・人材育成 他

東京都板橋区

かふぇ・ﾗﾝﾁ・ｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙ・

高島平ﾙﾈｯｻﾝｽ合同会社

終活ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ・留学生応援

東京都板橋区

おうちごはん、おかえりごはん

地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ

教室・ｲﾍﾞﾝﾄ・ｷｯﾁﾝ利用・ﾌﾘﾏ

東京都江戸川区

ｶﾌｪ・ﾗﾝﾁ・私の小箱・火曜ｶﾙﾁｬ^

NPO なぎさ虹の会

ﾊﾛｳｨﾝ・ｸﾘｽﾏｽ・ﾚﾝﾀﾙｽﾍﾟｰｽ

見附市

空き店舗（ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ）台湾ﾘﾌﾚ

一般社団法人

区の施設内で運営

新潟まちづくりｶﾝﾊﾟﾆｰ

ｱｸｾｻﾘｰ・雑貨・ｷｬﾝﾄﾞﾙ・ﾈｲﾙ

昭和基地一丁目

新潟市秋葉区

空き店舗（駄菓子屋）多目的室

C57（しごなな）

新津 YEG ﾒﾝﾊﾞｰ

たこ焼き、もんじゃ焼き、ﾗﾑﾈ

新発田市

ﾜﾝﾃﾞｨｼｭﾌ（火木）

敬和学園大学生運営

ｶﾌｪ・喫茶・ﾗﾝﾁ 月火木金土

新発田市

複合施設、

敬和学園大学学生寮

男子寮（18 名）女子寮（22 名）

阿賀野市 水原

駄菓子販売、ﾄﾞﾘﾝｸ・ｽｲｰﾂ喫茶

街なか交流ｽﾎﾟｯﾄ

ﾚﾝﾀﾙﾎﾞｯｸｽ、無料休憩所

新潟市中央区

就労継続支援 B 型 ﾆｰﾄ引きこも

１１

まちｶﾌｪ・りんく

１２

ｲｸﾈｽしばた MINTO 館

１３

おんこ茶屋

１４

天寿園ｶﾌｪ kimama

１５

ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪふらっと

ささえあ

いｺﾐｭﾆﾃｨ生協新潟

り就労体験と居場所機能ｶﾌｪ

三条市

地域のお茶飲み場

NPO たすけあいﾈｯﾄﾜｰｸ

ふらっと定食

備考

具体案 B イベントに絡めた新しいソフト事業活動
※プロジェクトチームで新たに考え出すのではなく、この地域で一生懸命頑張って活動している
個人や団体を積極的に応援し、その分野を「地域の宝」として外に向かって情報発信する。
将来的にはその活動を通じて、この地域の独自性をアピールしてゆく。
一生懸命頑張っている個人や団体のヒント
やまだ みつる（白新町在住、似顔絵師）

頓所 理加（横土居在住、女子野球普及推進者）

・豊栄市商工会青年部部長経験者

・埼玉県出身、主婦、母親、ﾌﾙﾀｲﾑＯＬ、ｱﾗﾌｫｰ

・家業の自動車整備業から「似顔絵師」に転身

・笹山小学校の笹山ﾗｲｵﾝｽﾞのｺｰﾁで指導者となる

・デッキィ４０１にて席描き似顔絵を本業とする

・小学生の野球大好き女の子を応援するために

・今年４月からピア万代で席描き似顔絵ｽﾀｰﾄ

「ＢＢガールズ普及委員会」を立ち上げ、女子

・NT21「まるどり」にて県内の街歩きﾚﾎﾟｰﾄの

野球愛好者を励ます活動を開始

ﾚﾎﾟｰﾀｰとして毎週土曜日に出演、現在放送中

・県内は言うに及ばず全国的に女子野球関係者と

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ放送を２週間毎に生放送「ｱｰﾃﾞｺｰﾃﾞ」

親交を深め、高校野球、ｳﾞｨｰﾅｽﾘｰｸﾞという硬式

・酒造ﾒｰｶｰに依頼しｵﾘｼﾞﾅﾙ日本酒「満月」発売

野球ﾘｰｸﾞや女子野球日本代表「ﾏﾄﾞﾝﾅｼﾞｬﾊﾟﾝ」等

・似顔絵関連の弟子が４人「チーム自打球」結成

との関係も深い。また男子野球関係者とも親交

・よろっ to ローサで似顔絵塾の講師

が深く、野球全体の普及に励んでいる。

・新潟日報ｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙ似顔絵講座で講師

・昨年から新潟市早起き野球チームとして女性だ

・野良猫の殺処分ｾﾞﾛを目指してﾁｬﾘﾃｨ T ｼｬﾂ販売

けのチーム「ヒロインズ」を結成し男子チーム

・知り合いの水田を借りて「ホイトコ田んぼ」で

と堂々戦うというチャレンジ進行中！

稲作を始め、素人に田植・草取・稲刈の体験を
させながら新潟の米をＰＲ、販売

・現在は開志学園高校女子硬式野球部のコーチと
して全国を飛び回っている。

・とにかく知り合いが多く他分野で活躍している
※2010 年に「にいがた国際 NIGAOE ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」を
初めたが数年継続したもののｽﾀｯﾌ不足や実行委
員会の組織化に難あり、現在活動を停止してい
るが活動の再開・活性化を望んでいる。

宮尾 浩史（大月在住、宮尾農園）
・無農薬、無肥料、自然栽培をキーワードに、
自然に優しく人にも安心な農産物を作る
・米作りは元より、平飼いのにわとりが産む卵を
「みやたま」というブランドで生産販売

豊栄商工会 青年部
・今年から「スタンプラリー」を始めた
市場通り～本町通りに限らず、街歩きの仕掛け
として、今後を見守りたい

・敷地内の味噌蔵を改装し、調理場を併設した研
修場兼宿泊施設を開設し研修者を受入
・全国の自然栽培農家との連携を深め、有機農業
ｽﾛｰﾌｰﾄﾞ、ｱｸﾞﾘﾂｰﾘｽﾞﾑ（農業体験+宿泊型観光）
などを提唱し実践活動を続けている。
・
「ホイトコ田んぼ」をサポートしている
・
「大地通信」というミニコミ誌の発行を継続中

具体案 C 地域と若者をつなぐ新しいコミュニケーションツール
※新聞や市の広報誌などは、若者特に単身生活をしている学生には届いていない。
従って地域の情報が若者達に伝わりにくくなっている。逆に地域の人達は、学生など若者達
の生活実態などがわからずに疎遠になり無関心になっている。
若者達が必要とする情報の分野や質。地域が理解してもらいたい情報の分野や質。
双方向で情報が伝わりやすい道具を見つけ出すことが必要なのではないか？

地域

⇒

若者

≪提供したい情報の分野≫

アナログな分野
・掲示板 ・ポスター ・パンフレット ・タウン誌

・アルバイト求人情報

・音声による情報提供 ・自治会単位での懇親会

・飲食店のサービス・割引情報

・地域行事への参加 ・協働活動 ・アルバイト

・公共施設利用情報
・地域行事、地域活動への募集情報
・サークル活動情報

ネットな分野
・学友会メール ・LINE ・FACEBOOK ・Twitter

若者

⇒

地域

・イベント開催情報

≪提供して欲しい情報の分野≫

アナログな分野
・市の広報誌 ・新聞 ポスター ・パンフレット
・懇談会 ・情報交換会

・学校行事（学園祭、年間行事、入学式
休み期間情報）
・イベント情報（公開セミナー、学習会）

ネットな分野

・地域貢献活動情報

・？？？

・生活情報（日頃の生活実態）
・進路情報（希望勤務地、職種等）

