
受け入れたまちづくり団体の大人と、特命子ども地域アクターが本音で
トークする成果発表会です。中高生たちを巻き込むとなにが起こるのか？
ボランティア活動の枠を超え、企画からかかわった成果は？　

5.成果発表会を開催！

8月～12月の期間、地域アクターが地域の大人たちと、本気で課題解決の
ための企画を考え、実行します

4.地域の団体に派遣され活躍し・ ・ ・

連続講座を受講します
3.横浜市立大学の 「まちづくりのいろは講座で学び・ ・ ・

お見合い会では、子どもたちの希望も聞きながら、派遣先をマッチングします
2.まちづくり団体とお見合い会をして・ ・ ・

4 月～特命子ども地域アクターを募集しました
1.公募で集まった小中高生が・ ・ ・

大人とホンキ
で活動したい

中高生あつま
れ！！

本気で地域を
よくしたい！

ボラン
ティア

だけじ
ゃ

ものた
りない

！

詳しくはミニシティプラス
のHPで！

大人の中でも
意見を言える
ようになった !

異年齢の人も
含めて、友人の幅

が広がった !

おまつりをつくっていく
ことから参加できて、
やりがいがあった !

ボランティア活動でも
自分達で計画して
楽しめることが

あるんだとわかった !

最初は
ボランティアは人のため

というイメージが強かったが、
人のためではなく、

自分の成長できることだと
わかった !

ＮＰＯスタッフの
人達がいろいろな相談
にものってくれた。

安心できる
ＮＰＯスタッフがいる !

ひとりで行動できる
小学生も OK！

何年もイベントが
できないでいた商店街に

新しい風！
もっとがんばれると
励まされた

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

と確信しました。

受け入れ
まちづくり団体
からのコメント

三崎のまちの魅力を伝える

ウォークラリーを企画・実施
神奈川フィルハーモニーのプロモーションの
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

ブラインドスキークラブの

視覚障害の方達とのまちあるきと、

子ども参加への課題だし

山北町商店街の
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

（主管） NPO法人ミニシティ・プラス
045(306)9004　minicityplus@gmail.com

（協力） BankART1929
横浜市立大学国際総合科学部国際都市学系まちづくりコース

（協働） 神奈川県県民局次世代育成部青少年課：045(210)3840
産業労働局産業部商業流通課
県土整備局都市部都市整備課
教育局指導部高校教育課

この事業の一部は
よこはま夢ファンドを通して
株式会社 FREEing に応援して

いただいています

上薗 黎緒 .......... 小５ 杉本 葵 .............. 中３
洲濱 泰 .............. 小５ 髙﨑 明日香 ...... 中３
山田大輝 .......... 小５ 髙橋 亜仁多 ...... 中３
市川 姫菜 .......... 小６ 三木 麻里奈 ...... 中３
折谷 紗朋子 ...... 小６ 茂川 亜実 .......... 中３
神田 沙緒里 ...... 小６ 薬師川 朋里 ...... 中３
上薗 怜奈 .......... 小６ 矢野 颯人 .......... 中３
清水 八雲 .......... 小６ 明保能 まな美 ... 高１
田島 春那 .......... 小６ 井上 恵彰 .......... 高１
成松 あかり ...... 小６ 住友 優介 .......... 高１
森田 智大 .......... 小６ 花岡 直幸 .......... 高１
菊池 優希 .......... 中１ 福永 圭吾 .......... 高１
洲濱 森 .............. 中１ 本田 葵 .............. 高１
草郷 紗羅 .......... 中１ 百崎 佑 .............. 高１
橋本 みなみ ...... 中１ 井藤 千莉 .......... 高２
山部 日花里 ...... 中１ 髙橋 智樹 .......... 高２
結城 凛太朗 ...... 中１ 矢野 淳奈 .......... 高２
黒川 睦未 .......... 中２ 加治 満理奈 ...... 高３
直枝 遼茉 .......... 中２ 松澤 海斗 .......... 高３

平成２７年度　特命子ども地域アクター

◆ NPO法人ミニシティ・プラス【事務局】
◆ 神奈川県県民局次世代育成部青少年課
◆ NPO法人横浜プランナーズネットワーク
◆ NPO法人アクションポート横浜
◆ NPO法人シャーロックホームズ
◆ リスト株式会社
◆ NPO法人夢キューブ
◆ スマイルミニシティ・プロジェクト

かながわ子どもの
地域社会参画推進会議

主催

今後この会議では参加
団体を増やしていきます

 子ども地域アクター ★ プロジェクトとは？
特命

特定非営利活動法人横浜コミュニティデザイン・ラボ
フォーラム・アソシエ
ほどがやこどもニコニコフェスタ
NPO法人横浜移動サービス協議会
ホットシェフ
横浜都筑文化プロジェクト
鋼管通商栄会
三浦海業公社
横浜市中川西地区センター
NPO法人夢キューブ
公益財団法人神奈川フィルハーモニー交響楽団
NPO法人街カフェ大倉山ミエル
ハッピーサークル
湯河原駅前通り明店街
かながわブラインドスキークラブ

１５団体一覧

★ このプロジェクトは、課題を抱える地域まちづくりの現場に
小中高生が「特命」で派遣され、自由な発想でまちの人たち
と課題に取り組むものです。

★ 2012年度から神奈川県と協働で「新しい公共の場づくり事
業」としてスタートし、2014年度から「かながわボランタリー
活動推進基金 21協働事業」としてすすめられています。

★ かながわ子どもの地域社会参画推進会議が、神奈川県の４つ
の部署と協働で行っています。


