
特命
環境イベントに来た
子ども向けのブース企画

実施
イベントに「夏休み自由研究サポート」
コーナー、山北物産コーナー開設

NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボ（横浜市中区）

成果
　若いメンバーがイベント
に参加してくれたことで、
イベントに活気が生まれた。

イベントのようす

企画会議

宿題コンシェルジュ

山北町物産ブース

中区のキャラクタ
ーも誘致

子どもが主体となるイベントの運営
擬似通貨を使った、
子どものまちイベントの実施

特命
実施

子どもを真ん中におい
た大人のつながりが多様
にある社会をこれからの
当たり前にしていきたいと
確信した。

成果

フォーラム・アソシエ（県内全域）

ジョブセンター

前日準備

市長選挙 運営会議

カラフルタウンの市民たち カラフルタウン

子どもが主体となるイベントの運営 擬似通貨を使った、子どものまち
イベントの実施

ほどがやこどもニコニコフェスタ (横浜市保土ケ谷区)
特命 実施

企画運営において、子ど
もの力と発想力がよかった。
子どもたちと運営してい
けることを継続していける
よう、今後につなげたい。

成果
大人の悩み相談室 ジョブセンター

お菓子釣り

企画会議

多くの参加がありました

子どもたちと、バリアフリーマップづくり

NPO法人横浜移動サービス協議会（横浜市）

取材下見のまちあるき実施

特命 実施

子どもたちと一緒に、お
まつり、施設、飲食店など
多様な取材ができた。バリ
アがあるところを改善した
い、という意見を次年度に
つなげたい。

成果
打ち合わせ

まちあるき中 おまつりを取材

お店の取材

バリアフリーまちあるきに参加して車椅子体験

商店街の音楽イベントへの
参加と盛り上げ

オリジナルテーマ曲を使った商店街の
プロモーションビデオ撮影

ホットシェフ（相模原市）
特命 実施

映像が完成し、YouTube
にアップされた。そのプロ
モーションビデオが NPO 映
像祭で優秀賞をもらった。

成果

打ち合わせ中 打ち合わせ中

ＰＶ撮影 ＰＶ撮影

レコーディング

横浜北部エリアの文化的魅力を
子どもの視点で発掘

横浜都筑文化プロジェクト（横浜市都筑区）

文化めぐりツアーの下見と、
参加者アンケートの実施

特命 実施

文化的なまちの魅力を発
見することを、未来ある若
い世代とやっていくことは、
必要だと再認識した。

成果

打ち合わせ

アンケート調査中

バスツアー

バスツアー

バスツアー

（２回め）ブツブツ交換商店街イベント
を開催・地域に定着させる

地元の中学生も「職業体験」で参加
してのイベント企画・実施

鋼管通商栄会 (川崎市川崎区)
実施特命

成果
商店街役員及び会員には、
想像できないイベントの発
想が役に立った。アクターた
ちの活躍で、地域のこども
たちが躊躇なく子どもアルバ
イトやイベントに参加できる
雰囲気を出してくれた。

準備企画会議

お化け屋敷とブツブツ交換受付 ブツブツ交換所

こども神輿

湘南邸園文化祭に参加して、文化祭
の趣旨にあったイベントの企画・実施

三崎のまちの魅力を伝えるウォーク
ラリーを企画・実施

㈱三浦海業公社（三浦市）

受付の説明や誘導がて
いねいで参加者にわかりや
すく、子ども目線の新鮮な
イベントができた。地元の
子どもたちもスタッフに興
味をもってくれた。

成果

実施特命

企画会議中

ラリー受付チャッキラコ着替中

オールキャスト前日準備中

実施
夜の新規事業「寺子屋」
の PRイベント企画

特命
夜の時間帯にハロウィン
イベントを企画・実施

横浜市中川西地区センター（横浜市都筑区） 横浜市中川西地区センター（横浜市都筑区） 

寺子屋の存在を参加者
に周知でき、その後の寺
子屋イベント募集で定員を
上回る申し込みがあった。
スタッフの意識が「大人が
子どもに」から「大人も子
どもも一緒に」という考え
に変化した。

成果

囚われの姫

企画会議

前日準備

オールキャスト

悪魔カフェ

呪いのパンケーキ

お化け屋敷の中

NPO法人夢キューブ（山北町）

成果
大人たちの限られた考え
方に刺激を与えてくれる。
だんどりが早く、すぐに構
想にうつせる若者はパワー
がある。３年目の参加で、
地元の子どもたちの参加も
増えてきた。

実施
特命

NPO が主催する地域イベント
盛り上げのための企画参加

ハロウィンイベントの企画と、まち
のプロモーションビデオ制作

企画会議
魔女っこカフェ

仮装コンテスト プロモーションビデオ撮影

ラリー最終ポイント

子ども・青少年がコンサート会場
へ足を運ぶための仕掛けづくり

プロモーションのための「ブルーダル
LINE スタンプ」制作・普及
コンサート会場で完成した LINE スタ
ンプのお披露目

（公財）神奈川フィルハーモニー交響楽団（県内全域）

LINE スタンプが完成し、
PR のツールが広がった。
また、楽団員や多くの関係
者に子どもたちの社会参画
の重要性を知ってもらうこ
とができた。

成果

実施特命

コンサート会場のホワイエで
LINEスタンプお披露目

LINEスタンプ企画会議 LINEスタンプ企画会議

LINEスタンプお披露目出演キャスト

商店街のイベントへの子ども参加
の仕組みづくり

商店街の歴史を再認識してもらう
イベントを企画・実施

NPO法人街カフェ大倉山ミエル（横浜市港北区）

子どもたちだけでほぼ運
営してくれた。子どもたち
ともっと一緒にやれること
があると、実感した。

成果

実施特命

企画会議

お化け屋敷受付

お化け屋敷

クイズ関門

キャストたち

主催イベントに参加する親子連れを
楽しませる仕掛けづくり

イベントのテーマ曲づくりとダンスや
司会でのイベント盛り上げ

ハッピーサークル（川崎市幸区）

子ども目線の企画は、と
ても柔軟でまだまだ出来る
事は沢山あると思った。ハッ
ピーサークルの歌がとにか
く良かった。

成果

実施
特命

企画会議

レコーディング
スタッフ全員集合

ハッピーサークルの歌を
みんなで踊る ペットボトルで

楽器づくり ご当地クイズ

商店街主催の朝市イベントの参加
と盛り上げ

商店街のキャラクターを PR する
商品の提案・試作・販売

湯河原駅前通り明店街（湯河原町）

マンネリ化しやすい定期
開催のイベントに、子ども
たちの参加が新鮮だった。
地元の子どもたちも、アク
ターの誘いで子どもアルバ
イトとして参加し、市を盛
り上げてくれた。

成果

実施特命

ぶらん市下見

天かす(たぬき )トッピングの
ソフトクリーム 販売ブース

記念撮影

たぬきいな
り

試作中

来場者アンケート
回収に協力

主催事業への子どもたちの参加
視覚障害の方たちとのまちあるき
と、子ども参加への課題だし

かながわブラインドスキークラブ（県内全域）

視覚障害者とのまちある
きでは、子どもの適応性に
感心した。子どもたちにも
活動に積極的に参加しても
らえる環境を作りたい。

成果

実施特命

まちあるき

ズーラシアウォーキング
都筑ウォーク＆フ

ェスタ

出発前記念撮影 まちあるき

ウォークラリーで一休み中

特命子ども地域アクター
2015年度派遣先一覧 ★派遣先 (派遣場所）凡例 特命：団体がアクターに特命で取り組んでほしいこと

実施：実際に行ったこと
成果：団体コメントより

39名の「特命子ども地域アクター」が、15のまちづくり団体に派遣

され、まちづくりの現場で企画段階から活動に関わり、地域やまちを

元気にするために大人と一緒に取り組みました。


