
下記のお申込用紙に必要事項をご記入の上、応募期間内に、郵送・持参・FAX・メールでお送りください。

まちづくりに関心があり具体的に活動をしたいと考えている方。
自治会町内会や各種団体、地域活動団体の方々。
行政職員、区民利用施設職員など。
※原則として5回とも参加できる方。
※フィールドワークでは約3km～5km程度歩くことが想定されています。

お申込みについて

対象者

無料
＊ただし第2講・第3講での昼食費や交通費、懇親会費などは実費がかかります。受講料

40名
＊定員を超えた場合は栄区在住、在勤の方を優先させていただきます。

定  員

10/30(月)～11/22(水)応募期間

2017年度栄区地域づくりキャンバス募集要項

主催：栄区役所  /  株式会社イータウン　　協力：ぷらっと栄
お申込み・お問い合わせ：栄区区政推進課 地域力推進担当（月～金 8:45 ～ 17:00 ※除く祝日）
  Tel : 045-894-8936　Fax : 045-894-9127
  E-mail : sa-chiryoku@city.yokohama.jp

栄区役所×株式会社イータウン

栄区地
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居場所
づくり

サロン
子育て
支援

　たすけあい

防災

協働で
パワーアップ!

私たちのまちづくり

検索

受講生
募集！

お名前
ふりがな

※これから取り組んでみたいまちづくりの活動やプランなどあればお書きください。

（FAXでお申込みの場合は、この面をコピーしてお申込みください

※まち歩きの際に使用する場合があります

所属

メール

活動
年数

ご住所 〒 年代

＠

歳代

年

電話番号 携帯番号

応募動機

今後の抱負

※ご記入いただいた個人情報は本事業以外には使用いたしません。なるべく全てにご記入ください。

地域づくりキャンバス担当行

栄区地域づくりキャンバス 2017

FAX : 045-894-9127

12月～2月
5回連続講座

もっといいまちにしたい

まちの魅力アップに貢献したい

地域の困りごとを解決したい



栄区地域づくりキャンバスの ね ら い

ワークショップ（イメージ）まち歩き（イメージ）

受講生のみなさんが取り組みたいま
ちづくりの活動や事業プランの事を、
本事業ではきらりプランと呼びます。

プログラム

講師紹介 会場案内

第1講

12/ 9 (土)
13:00~16:00

写真
石井 大一朗さん　宇都宮大学准教授

「三人いれば始められる。五人いれば何でも
できる」をモットーに地域づくりに関わる。
これまで、横浜・神奈川を中心に中間支援
NPOの事務局・理事として、特に在宅福祉
のNPOや自治会町内会のまちづくり支援と
調査研究をしてきました。
専門はコミュニティ政策、参加と協働のま
ちづくり。大学では、まちづくり論、NPO論、
ワークショップ演習を担当しています。
一昨年、宇都宮大学に地域デザイン科学部
が新設されると同時に栃木県に引っ越しま
した。宇都宮市在住、二児の父（小３、年長）。
最近力を入れているのは、暮らしの先にあ
る市民活動として小学校の学童の運営や近
隣畑。意思なき空き家のコミュニティ活用。
博士［政策・メディア］、専門社会調査士、
一級建築士。

栄区地域づくりキャンバスは、自治会町内会、各種団体、NPOやボランティア団体などで活
動している方々や活動を始めたいと思っている方たち、そして行政職員が、まちの課題解
決や魅力アップを協働で進めていくために、ともに考え学び合う場として開催します。
また、様々な参加者が協力し合いながら学びを深め、交流することによって、講座終了後も
地域づくりの仲間となっていくことを目指します。
今年度は、「協働のまちづくり」がテーマです。改めて協働の意味や意義について見聞を広
げ、一緒にまちづくりのプランを考えていきましょう。
栄区のキャンバスに一筆一筆色づけていく仲間を募集しています。

開講式・講演・グループワーク　
○開講式・オリエンテーション
◯講　演：「まちづくりにおける協働について考えよう！」
　　　　 講 師 ： 石井 大一朗さん（宇都宮大学准教授）
◯グループワーク
自分たちが住む地域の魅力や課題を確認しあい、まち歩きのコースを決める
【会場】さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」

【会場】さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」
　ＪＲ本郷台駅徒歩2分
TEL：045-894-9900　　
住所：栄区小菅ケ谷 1-4-5
　（横浜銀行本郷台支店のビル3階）

第4講

1/21(日)
13:00~16:30

地域の未来を描く「きらりプラン」作成
◯グループでプラン作成
○ミニプレゼンと意見交換
◯プランのブラッシュアップ・完成

【会場】さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」　

第5講

2/4(日)
13:00~16:00

プラン発表・講評・講演・閉講式・修了パーティー
◯プラン発表　　
◯講評・講演「これからのまちづくりの展望と協働」
　　　　 講 師 ： 石井 大一朗さん（宇都宮大学准教授）
◯まちづくりと協働の決意表明
○閉講式
＊修了パーティー（閉講式後に開催・任意参加）　
【会場】さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」

第2講

12/17(日)
10:00~16:00

まちの魅力や課題を再発見！みんなでまち歩き
（フィールドワーク）
◯オリエンテーション・コース確認
◯グループに分かれてまち歩き
◯みんなでふりかえり

【場所】栄区内各所　＊集合：さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」
＊コースにより約3km～5km程度歩く場合があります。
＊交通機関を利用する場合交通費が発生します。
＊途中昼食をとりますので実費が必要となります。

第3講

1/14(日)
10:00~15:00

先進事例から学ぶ協働 ・ きらりプラン作成グループ分け
◯事例紹介・見学・学習
＊現地までの交通費は実費必要。現地集合の場合もあります。
＊途中昼食をとりますので実費が必要となります。

◯作成するプランの紹介とグループ分け

【会場】栄区及び周辺・ さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」

紹介事例（予定）

①ジュピのえんがわ[金沢区]

②港南台生き生きプレイパーク[港南区]

（イメージ）

地域の魅力アッププラン
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