（仮称）守山複合施設利活用・運営検討ワークショップの内容をお知らせする

全体共有 ＆ 意見交換
みんなが出てきてくれて集まってわいわ
いできる施設になってほしい。
知っている人が増えてくると楽しくなる
し、そんなきっかけになる
イベントができたらいい。
1 人が多くの負担を背負
わない形で、みんなで協
力しながら！

この地域には畑が少ない。
そして元々学校で畑を行っていた経緯も
あるので、拠点の資源としてとても可能
性があると思っています。活用して、み
んなで野菜などを
作って、みんなで食
べることができる
といいな。

第２号
平成３０年 1 月発行
世田谷区北沢総合支所地域振興課
まもりやま通信第 2 号は、区の HP に掲載しています。
世田谷区 HP⇒北沢地域トップ⇒北沢地域⇒区民施設情報

平成 29 年 1２月９日（土）、第２回目のワークショップを開催しました！
現在、下北沢小学校の仮校舎として使用している旧守山小学校は、下北沢小学校が新校舎に移転後、

みどりを絶やさず、自然を大切にしてい
きたい。
守るだけでなく、増やしていく過程も子
どもたちに知ってもらうことが大切。
その体験を通して
自然への意識は
将来に残って
いくと思うから。

障害に対する理解を含めて
一緒にできることを増やし
ていきたい。

地域の皆さんと検討した「（仮称）守山複合施設基本構想」に基づき、H30 年度に改修工事を行い、
H31 年度に保育園、福祉作業所、地域の集会施設が入る
複合施設として生まれ変わります。
新しく開設する施設を、地域のコミュニティの拠点として
魅力のある施設にするため、住民の方々、町会、地域の活動
団体、施設に入る福祉作業所、保育園等との連携をめざし、
学校という資源を活かして、その活用や運営のありかたを皆

すぐできることもあれば、大変そうだけどやりたいこ
ともある。できることをみんなで少しずつ協力しあって
やっていくことが大切だと思いました。
夢は大きく持ちながら少しずつみんなで協力しあっ
て良い場をつくっていけたら。
「これから」の拠点づくりです。少しずつでも実現に向
けてできたらいいな。がんばりましょう！

グループワークの
ファシリテータ

さんと一緒に考えています。第２回目のワークショップに
は、地域の方々20 名にご参加いただきました。

＜当日の流れ＞
＜当日のダイジェ
前回の振返り
スト＞

発 表

グループワーク

意見交換

前回のワークショップで話し合った「あったらいいな」「できたらいいな」を、

◆◆◆◆◆◆◆◆◆

次回

第１回
10/21(土)

第３回ワークショップのご案内◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆

第3回

第２回
12/９（土）

テーマ

テーマ

こんなこと
ができたら
いいなを考
えよう！

活用や運営
の体制イメ
ージを考え
よう！

2/17(土)
10:00-12:30
自分たちでできる

- 会場 代田区民センター
地下２階

（代田 6-34-13）

おためし企画を検討しよう！

事例をみながら、守山ならで
はの活用・運営体制づくりに
向けて、お試しイベントを企
画検討していきます。

多目的室

※１，２回目に参加されなかった
方もぜひご参加ください！
※事前申込み制としますが、
当日参加もできます！

「アイデアの種」を複合施設で育んでいくために、地域の拠点としての利活用や運営に
あたり「大切にしていきたいこと」を関心あるテーマに分かれて話し合いました。

[分類テーマ]

[グループワークで話し合われたキーワードの整理]

◆みどり（自然）
子どもや若者の
・多様性を
チャレ
◆食
やりたいを実現
ﾀﾞｲﾊﾞｰ
理解しあう
ンジ
シティ
◆子ども
優しさ
地域
みんなの
◆障害者・高齢者
主体
顔が見える
集い場
このアイデアの種として育んでいくために、今後、守山の複合施設として活用・運
・自然体験
◆歴史・文化・芸術・スポーツ
・体験からの
体験
営していくうえで、「大切にしていきたいこと」を話し合いました。

詳しくは中面をご覧ください

●申込み方法●
電話またはファックス、E メールでお申込みください。
お申込みされる方は、件名「第 3 回
① 氏名（ふりがな）②郵便番号

「アイデアの種」として５つのテーマに分類整理しました。

守山ワークショップ参加申込み」と

③住所
④電話番号 を明記のうえ、お送りください。
このアイデアの種として育

【電話】０３－５４７８－８０４５ んでいくために、今後、守山
【ファックス】０３－５４７８－８００４
【E メール】SEA02205@mb.city.setagaya.tokyo.jp

の複合施設として活用・運営

【事務局】世田谷区 北沢総合支所地域振興課 生涯学習・施設担当
していくうえで、
「大切にし

ていきたいこと」を話し合い
ました。

＜次回みなさんと話し合う内容＞

学び

輪
育てる
人・食

・多世代
・連携
・交流

●活用、運営体制づくりに向けて●
・大切にしていきたいことの整理と共有

地域の拠点として生まれ変わる PR を含めた

・区内外の事例の紹介

お試しイベント（H30 年 4 月中旬）の企画検討
（改修工事前に実施します）

まもりやま通信第 2 号

グループワーク

みどり（自然）

食

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

-活用や運営体制のイメージを考えるアイデアの種をみんなで共有して育てていくために
守山の施設ならではの「大切にしていきたいこと」とは？
第 1 回目で出た自由なアイデア（アイデアの種）を５つ
のテーマに分類。
今回は、それぞれ関心のあるテーマにわかれ、グループ
ワークを実施しました。(4 テーマ 5 グループで実施)
今後、地域のコミュニティ拠点として地域の方々が関わ
りながら利活用を進めるために、また、さまざまなアイ
デアの種を育てていくために、利活用や運営にあたっ
て、「大切にしていきたいこと」を考え、参加者のコト
バで導きだしました。さらに、「大切にしていきたいこ
と」からアイデアの種を追加していきました。
分類した

地域の魅力

大切にして

アイデアの

アイデアの

や課題を

いきたいこ

種追加＆

種の確認

話し合う

とを考える

ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ

発表

子どもの遊べる場所が少ない地域なので、可能性が
を整えることで、子どもたちが来るし、大人・高齢
者も立ち寄れるようになるのではないか。児童館と
すみ分け、
「ここならでは」が実現できるといい。
◆まちの課題◆（今日なども）若い人が少ない、
他地域から来た人の参加しやすさ
◆まちの魅力◆交通の便が良い

んな考え方があった。さまざまな考えを受け入れ
て交流していくことが大切と思った。
◆まちの課題◆みどりや公園、子どもが自然に触
れられるところが少ない。

子ども・高齢者・障害者 A ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ある場所。子ども・若者のやりたいことができる場

花壇が好き、野草が好き、雑草も大事など、いろ

新たな
アイデアの種
・バンド活動
・1 年に 1 度
複合施設と町
会、集う人たち
とのイベント
・養蜂

交流の拠点が少ない。
◆まちの魅力◆みどりは少ないが、大切にしてい

新たな
アイデア
の種

できることからはじめるのが大切なことと、この場を通じて関わる
ことで教え合えたりできる関係づくりが長く続けることにつなが
るのではないか。一緒にバランスの良いご飯を食べることで人を柔

・水生植物
を育てる
・ボランティアで、
みどりの管理を
行う など

る人が多い気がする。

子ども・高齢者・障害者 B ｸﾞﾙｰﾌﾟ

らかくし、体力回復などが期待できる。
◆まちの課題◆お母さんと赤ちゃん・高齢者の孤立
◆食 の 魅 力◆食は生命の源で、他のテーマにもリンクしていくの
で、課題解決やコミュニティづくりに活かしていける。

歴史・文化・芸術・ｽﾎﾟｰﾂ ｸﾞﾙｰﾌﾟ

高齢者と子どもの話は重なっていることに気付い

学区域と地域が分かれているため地域で集まる機会が

た。障害者も含めてお互いの理解を広げていける施

少なく、新旧住民が集まる機会も少ない。個別に拠点を

設になれば。いろんな世代が集まると必ず衝突が起
きるので、コーディネーターが必要。誰でもすぐに

新たな
アイデアの種

なれるわけではないので、ここで一緒に育てていく ・守山フェスの
ことも大切だと思った。
流れを活用
◆まちの課題◆球技できる場が少ない、幼稚園等
少ない、異世代が出会う場がない
◆まちの魅力◆交通の便が良い、羽根木公園がある

できる新しい
お祭り
・カフェ

活用していくだけではなく、みんなで一緒に集まって何
か一つのことをできる機会があると良いのではないか。
その際は、世代を超えた連携とともに広告宣伝も大切。
◆まちの課題◆球技できる場が少ない、みんなの集まる
機会の減少
◆まちの魅力◆小さな史跡や三土代会の餅つき、
昔牧場だったなどの歴史がある

新たな
アイデア
の種
・年１回くら
いのまち
ぐるみ
フェス
・いつも賑わ
いがある、
活気のあ
る場

