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ご近所ラボ新橋（港区新橋 6-4-2）

http://lab.gokinjo-i.jp/

港区が所有する施設の１階にある「人と人がゆる
やかに出会い、つながるご近所の集い場」。
港区芝地区総合支所と慶応義塾大の協働プロジェ
クトとして運営されている地域拠点事業。

（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

第6号

コンセプトは、まちの実験室（ラボ）

一人ひとりがその人らしさを生かし、新しいまちづくり・地域コミュニティづくりを試すラボを目指している
拠点で、メンバーが自発的に集いラボを運営している。

機能①コミュニティラウンジ「まちのリビング」

まもりやま通信第 6 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３０年１２月１５日（土）第６回目のワークショップを開催しました！

予約不要で誰でもふらっと来れて、
お茶を飲みながらひとやすみできる。飲食可。持ち込み可。
【特徴】日替わりマスター制度
ボランタリーなスタッフが替わりでマスターとなり、それぞ
れの関心ごとをテーマにさまざまな実験を行っている。

下北沢小学校の仮校舎として使用されてきた
旧守山小学校は、下北沢小学校が新校舎に移転し、
現在、改修工事が行われています。
「（仮称）守山複合施設基本構想」に基づき、
H31 年度に保育園、福祉作業所、地域集会施設が入る
複合施設として生まれ変わります。

機能②「部活動」形式による利活用（コミュニティづくり）

ボードゲーム部、たべるはたけ部、 ハーブ＆スパイス部、
手しごと部等々。テーマに関心のあるメンバーが集まり、
活動はそれぞれが主体的に運営している。

運営体制

立ち上げ当初は、頻繁にミーティングを開催。
５年経過した現在は、日常運営は、メーリングリストやお
互いの活動に参加するなどの交流をベースにしている。
月に１回定例ミーティングを開催し、誰でも参加可能。
ご近所ラボ新橋でやってみたい企画提案・承認の場として
も位置付けられている。そのほか、年に１度全体でのイベ
ントを開催。

2019 年 1 月発行
世田谷区北沢総合支所地域振興課

空間づくりの工夫例：温もり感と情報発信
手づくりの掲示板等で情報発信を行いながら、
入りやすい、関わりやすい工夫をしている。

活用の工夫例：屋上を菜園に

部活動のメンバーやマスターなどで協働管理。

大切にしていること

・関わる人たちが、サービスの受け身としてこうあるべきと主張するのではなく、みんなで行えること、みんな
の利益につながること。
・関わる人それぞれがアクションできる範囲・規模感。
・できることを小さく試したりチャレンジしながら、広げられるものはできる範囲で広げていくこと。

第 6 回目のワークショップでは、
前回第 5 回のワークショップ以降の進捗を踏まえ、
引き続き、地域集会施設の位置づけと利用ルールの考え方、
その利活用、そして、運営体のあり方・今後の進め方
について検討しました。
今回は、地域の方々 13 名にご参加いただきました。
当日の流れ

４月の開設に向けて引き続き準備を進めています。
大人も子どもも、 活動したり遊んだりできる場所をどのようにつくっていくか
楽しくてわくわくする場にしていくかを一緒に考えていきましょう！
【考えていくこと】
・ 広場 ・ 多目的室の利用ルール
・ 憲章づくり
10:00-12:00 頃
・ 施設オープニングイベントに向けての PR
代田区民センター
・ 具体的な活動プロジェクトの検討など

1 月 19 日（土）
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●お問合せ●
世田谷区 北沢総合支所地域振興課 生涯学習 ・ 施設担当
【電話】 03-５４７８-８０４５ 【FAX】 ０３-５４７８-８００４ 【email】 SEA02205@mb.city.setagaya.tokyo.jp

集会施設の

【各施設の名称】( 予定 )

裏口
バックヤード

- 準備会議のお知らせ -

意見
交換①
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広場利用の考え方
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位置づけ・施設名称
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畑、草地、テラス、
ビオトープ等は、
交流スペースも
含めてパブリッ
クスペースとし
て活用の対象と
なる。

まもりやま通信第 6 号

【集会施設および広場利用の考え方（予定）】
●主な変更点●

休館日：月 2 回 | 多目的室 : 日中は全て個人開放 ｜広場：終日個人開放

開館時間
全体
9:00-21:30

休館日

会議室
（4 室）
多目的室

（旧体育館）

広場

会議室
交流ロビー
多目的室
広
場

月2回

9:00-21:30
9:00-21:00
9:00-21:00
9:00-17:00(18:00)

・曜日あるいはスペースを個人・団体で分けたりするのは一つの考えかと思う。
室のルールを別々に設定するのはもったいない。連動して考えていきたい。

第 3 日曜日：全館

（保育園、福祉作業所、地区会館、広場）

利用方法
使用料金
時 間 枠

事前予約による団体等の使用
有料
①9-12 ②12:30-14:30 ③15-17
④17:30-19:30 ⑤20-21:30

・近所の人たちがふらっと立ち寄れて、誰でも気軽に使える場所にしていきたい。

・広場・多目的室の利用は、多くの人に使ってもらうために、原則個人開放で良いと思う。
現時点では具体活用が見えないので、運用しながら活用を広げるようにしてほしい。

・禁止事項は極力少なくし、個人の責任で自由に使える場になっていけるとよい。

・地域の貴重な活動の場ということを使う人たちが肝に命じて、お互いに調整しながらやっ

ていくことが大事なのではないか。禁止されているからダメで終わるのではなく、居合わ

せたひとたちで言葉を交わしながら、その時々で決めていける施設になることが大事では
ないか。声をかけあう文化を育てていけたら。

・安全面は、実際にけがに発展することも想定すると、自己責任で遊ぶ場であることそのも

使用料金
時 間 枠

17:30 まで個人開放
夜間は事前予約による団体等の使用
個人開放 無料 / 夜間事前予約 有料
夜間の予約は 18:00-21:00 の１枠

利用方法
使用料金

終日 9:00-17:00（18:00）個人開放
無料

利用方法

のをルールとして作っていく必要があるのでは。ルールを最低限にすることで、発想力や
コミュニケーション力、ゆずりあいを育んでいけると良いのではないか。
ルールは、変更ありの前提でつくっていけるとよい。

・禁止事項はできるだけ少ないほうが子どもたちも使いやすい。安全面・防犯面という観点
からも防犯カメラの設置は抑止力になるのではないか。

小学校の遊び場開放とは違い、見守りの目がない中で、安全性を確保し
つつ、多くの人が使いやすいルールをより具体的に検討していく。

備考：多目的室・広場は、区が使用を許可した場合には専有使用を認める。

【運営体について】
- 区の考え方 -

地域の方々の自主的な活動として運営体を考えているが、
当面は「準備会議」という位置づけで、具体的に一緒に
検討しながら進めていきたい。

- 予算について -

自由度の高い取り組みにしていくために、施設資源を活
用したプロジェクト型の活動を進める場合は、既存の助
成金の活用や、参加費等の徴収を想定しながら進めていく。

- メンバーイメージ -

施設を優先的に使いたい地域団体、柔軟な運営やこの場
所での取り組みに関心のある人、保育園、福祉作業所、
町会、準備会議の間は地域振興課も事務局として関わる。

- 進め方イメージ -

スタートアップ時の最低限必要なルールは設定しながら、
運用の中で改善させる柔軟なスタイルをめざしたい。

- 主な役割 -

・施設利用の調整
・交流ロビー、畑、テラス等ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽﾍﾟｰｽの利活用促進
・多くの人たちに関わってもらうための仲間ふやし
・これらを進めていくためのルールづくり

地域での利活用促進のために
地域で利用しやすい方法を
試行的に進めていく。

・これまでも広場などはテラスと連動した一体空間として使ってきたので、広場、多目的

（会議室、多目的室、ロビー等）

地区会館は 12/28-1/4

個人開放時間帯は、予約なしで個人あるいはグループが、ひとつの空間をシェア
して使用することになる。このときのルールをどのように考えるか？
参考事例：羽根木公園球戯広場、京西小遊び場開放、野毛青少年交流センターほか

第 2 水曜日：地区会館

年末年始

< 意見交換①> 個人開放時間帯のルールについて

【集会施設の利活用について】

なアプローチが必要。

②地域の方々が関わる場と
して、どのような場にし

ていきたいかを形にする。
③柔軟な運営について引き
続き具体的に検討してい
く必要性がある。

ヒアリング行脚の実施

有志で手分けをして、活動団体、児童館など十数団体に実施。
引き続き、状況、活用ニーズも聞きながら行っていきたい。
憲章（的なもの）づくり

自主検討会でキーワードの整理を行った。

引き続き、準備会議で施設開設までに作っていきたい。
①、②を踏まえ、また、事例も参考にしながら、ルール等を引
き続き準備会議で検討していきたいので、この場で、
次回の準備会議の日程を決めることができたら。

運営体は、当面は準備会議という形で、
WS, 自主検討会で話し合ってきたことも、
引き続き継承するという形で進める。

使用する場合は、原則、けやきネットシステムに登録。
使用料の決済も同システムを活用する。

②地域の活性化を目的として、運営体（当面は準備会議）に
参加する団体の活動、準備会議としての事業で地区会館を
活用するルールを準備会議で検討し、４月以降試行的に
進める。

③利用スケジュールは準備会議で話し合って調整する。
④利用する団体のイメージ
・地域団体

・北沢地域の小学校で活動していて、

教育委員会でスケジュール調整をする団体

・複合施設に入る保育園、福祉作業所または町会が利用
する場合

⑤けやきネットシステム上での守山地区会館の予約は 3 月 5 日〜

前回 7 月のワークショップ直後から、有志で集まれる人たちで集まり、2 回の
自主検討会を開催。事例見学（裏面参照）にも行ってきました。色々な人が関
わることのできる運営をしていくために、自分たちでも少しずつ動いていかな
ければということで、以下について検討・アクションを進めてきました。
てもらうための、積極的

けやきネットシステムを利用する。

・準備会議が実施する活動

【今後について（自主検討会より）】

①もっと多くの人に関わっ

①集会施設の利用は、基本的に、

準備会議の開催について（次回）
自主検討会から提案のあった候補日か
ら、日程を調整。
（裏面参照）

< 意見交換②> 集会施設の予約について
Q. けやきネットに登録していないグループの単発的利用はできるか？

⇒運営体での運用の工夫の余地はあるが、集会施設利用という観点

からは、登録というルールは設けたい。行う場合は、運営体で検討
していく。

Q. 当日、空室がある場合は使用できるか？

⇒施設管理者がいる施設になるので、所定の手続きで当日利用は可能。

Q. 交流ロビーの使い方は現時点では別検討となっている。交流ロビーの
キッチンを会議室予約団体が利用したい場合はどうなるか？

⇒現時点では、使い方が決まっていない。交流ロビーの利用ルールは
運営体等で検討していくことになる。

< 意見交換 > その他
Q. 施設運営室はどのようなスペースになるのか？

⇒運営体で管理いただくスペースになる。（運営体会議等で利用も可能）

