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平成 27 年度 協働の「地域づくり大学校」事業 事業報告 

１ 協働の地域づくり大学校 

 (１) 事業経過 

平成 21 年度から 25 年度まで、「認定 NPO 法人市民セクターよこはま」が、本市からの補

助金を受けて「よこはま地域づくり大学校」を実施しました（平成 21 年度は計画の年だっ

たため開講はしていません）。この大学校は、「住みよい地域を実現するための学び合いの

場」として、市内全域から受講生が参加し、自治会町内会などで地域活動を行っている多

くの皆さんが学ばれました。講座や現地見学などで、先進的な取組を学ばれた方が、今度

はご自身の地域にその学びの成果を持ち帰って新たに活動を開始されるなど、活動の充実

につながりました。 

こうした成果も踏まえ、各区の取組として、24 年度から、西区で「西区地域づくり大学

校」が、25 年度から港南区で「学び舎ひまわり」が生まれました。 

西区、港南区での取組を受けて、26 年度から「協働の『地域づくり大学校』事業」とし

て市民局で取りまとめ、区局が連携して地域や中間支援組織（ＮＰＯ等）との協働事業で

実施しています。 

 

 (２) 事業目的 

先進的な事例の現地見学やワークショップでの学び合いを通して、次代の地域活動を担

う区民と区職員が、「協働による地域づくり」を学び、地域課題の解決や魅力づくりを進

める力を養うことを目的としています。 
 
(３) 受講対象者（例） 

① 区民枠（30 名程度） 

・自治会町内会会長、役員、自治会町内会次期役員候補者 

・民生委員・児童委員、スポーツ推進委員、青少年指導員など各種委嘱委員 

・地域で活動するボランティア（学校地域ボランティアなど） 

・公募に応じた区民 など 

② 区役所職員枠（10 名程度） 

・地区担当職員など地域支援業務に携わる職員 

 

 (４) 標準的なカリキュラム 

期  間 概ね半年程度 

プログラ

ム 

第１回 
開講式、まちづくりに関

する基調講演 
第４回 

先進事例（「担い手の開拓・

企画方法など） 

第２回 現地見学会（まち歩き） 第５回 地域活動プラン作成 

第３回 まちづくり講座 第６回 
地域活動プラン発表会、 

閉講式 

 
２ 各区の取組状況（27 年度） 

  27 年度は神奈川区、西区、南区、港南区、旭区、金沢区、緑区、青葉区、戸塚区、泉区、

瀬谷区の 11 区で大学校を開講するとともに、都筑区で開講へ向けた準備を行い、合計 12 区

で取り組みました。各区では、約半年かけて概ね６回程度の講座を開催し、１区あたりの参

加者は約 30 人～50 人でした。講座内容は、単なる座学ではなく、地域の「まち歩き」やワ

ークショップを行うほか、地域課題を解決するための「夢プラン」を参加者が発表するなど、

実践的な形式で行われています。 
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(１) 講座名称と協働契約の相手方、講座回数、受講者数等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) その他取組区の状況 

 

 

 

 

 

 

３ 28 年 度 協 働 の 地 域 づ く り 大 学 校 取 組 予 定  

  実施 15 区（予定） 

 

４ 参考資料 

（１） 協働の「地域づくり大学校」事業の実績 

 

 

 

 

 

 

 

H24
職員 2

瀬谷 せやの地域づくり塾 ・ＮＰＯ法人横浜プランナーズネットワーク 15
区民 25

泉 泉区地域づくり大学校
・泉区まちづくりみらい塾
・認定ＮＰＯ法人市民セクターよこはま

6
区民 20

H26
職員 8

戸塚 戸塚区地域づくり大学校
・戸塚区社会福祉協議会
・ＮＰＯ法人くみんねっとわーくとつか
・認定ＮＰＯ法人市民セクターよこはま

6
区民 22

H26

職員 24

青葉
みらいづくり大学 青葉キャンパス

あおば魅力発見講座
・あおば学校支援ネットワーク 7

区民 24
H27

職員 26

緑 みどり「ひと・まち」スクール ・緑区市民活動支援センター「みどりーむ」 7
区民 32

H26
職員 3

金沢 金沢区地域づくり大学校
・認定ＮＰＯ法人市民セクターよこはま
・金沢区社会福祉協議会

6
区民 30

H26
職員 10

旭 あさひみらい塾 ・ＮＰＯ法人アクションポート横浜 6
区民 29

H26
職員 0

港南 学び舎ひまわり
・港南区連合町内会長連絡協議会
・港南区社会福祉協議会

6
区民 29

H27
寺子屋みなみ
（堀ノ内睦町地区）
（私の元気は地域のチカラ
　魅力アップ講座）

・ＮＰＯ法人夢・コミュニティ・ネットワーク 4

H25
職員 8

H24
職員 3

南

寺子屋みなみ
（永田みなみ台地区）
（みんなで考えよう　永田みなみ台
のまちづくり）

・ＮＰＯ法人横浜プランナーズネットワーク 3

西 西区地域づくり大学校
・認定ＮＰＯ法人市民セクターよこはま
・にしく市民活動支援センター“にしとも広場”

6
区民 18

30区民

10職員

29区民

6職員

6

開始
年度

神奈川 神奈川区地域づくり大学校
・神奈川区連合町内会自治会連絡協議会
・認定ＮＰＯ法人市民セクターよこはま

6
区民 39

H26
職員

区名 講座名称 協働契約の相手方 回数 人数（人）

合計
※24、25年度の泉区まちづくりみらい塾は、市民活動団体の自主的な取組です。

※職員の受講者数は、連続の受講ではなく１回でも受講した職員も含んでいます。 職員

区民

106

327

 

区名 取組内容

都筑

28年度の開講に先立ち、市民の主体性を尊重しながら協働して課題解決に取り組む職員の人材育成を進めるた
め、㈱ｓｔｕｄｉｏ-Lから講師を招き、全５回の地域支援スキルアップ研修を実施（H27.10～H28.1／職員延べ75人）
するとともに、28年度講座の内容を検討。また、協働による地域づくりについて考える場として「つづき つながり
フォーラム」を開催（H28.2.12／103人（区民57人・職員46人））。

 

年度 24年度 25年度 26年度 27年度 合計

開講 1 2 7 11 －
準備 － － 2 1 －

受講者数 市民 14 40 214 327 595
(※1) 職員(※2) 2 10 66 106 184

(※1)開講した区の受講者数です。

実施区数

(※2)連続の受講ではなく１回でも受講した職員も含んでいます。
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（２）平成 27 年度に各区で取り上げられた主な先進事例 

区名 講座名称 
先進事例 

地区・団体名 取組内容 

神奈川 
神奈川区 

地域づくり大学校 

神奈川区片倉町大丸町内会 
減災の仕組みづくり 

「おとなり場」 

西区第６地区連合町内会 
連合のイベントカレンダ

ー作成 

都筑区高山自治会            
女性役員が活躍しやすい

自治会運営 

泉区白百合台自治会 

自治会のイベント運営を

サポートする若手グルー

プの設立 

金沢区コミュニティ・サロン 

「ほっこり」 
自治会によるサロン運営 

港南区芹が谷町内会     

港南区玉輿町内会 

港南区東芹が谷町内会 

地域活動に若手を取り入

れる工夫 

西 西区地域づくり大学校 

青葉区 

「すすき野たまりんば」 

住民交流施設、 

コミュニティカフェ 

都筑区高山自治会 
自治会運営、 

担い手確保 

金沢区コミュニティ・サロン

「ほっこり」 

住民交流施設、自治会運

営、コミュニティカフェ 

南 
寺子屋みなみ 

（永田みなみ台） 

栄区公田町団地「いこい」 空き店舗活用 

旭区左近山団地 

「ほっと・さこんやま」 
空き店舗活用 

泉区和泉中央地区 

いこいの家 
見守り拠点の活用 

南区六ツ川連合自治会 

野外サロン・朝市サロン 
見守り拠点の活用 

港南 学び舎ひまわり 

港南区日野第一地区 

・日野第一連合町内会 

・日野第一地区社会福祉協議会 

・日野第一地区各種団体 

住民交流（日野第一ふれ

あいフェスタ視察） 

港南区芹が谷地区 

芹が谷町内会 

芹が谷中学校防災拠点 

防災（拠点訓練視察） 

港南区大久保最戸地区 

さつき台自治会子ども会 

防災 

（子ども防災キャンプ） 

港南区日下地区 

雑色町内会 

住民交流 

（雑色町内会のつどい in

キャンドルナイト） 

港南区日野地区 

日野町内会 

災害時の支えあい 

（バンダナを使用しての

見守りの仕組みづくり） 

港南区日野地区 

日野第三町内会 

高齢者の居場所づくり

（高齢者サロン笑福会） 

港南区永谷地区 

玉興町内会 

担い手確保 

（青少年部の立ち上げ） 
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区名 講座名称 
先進事例 

地区・団体名 取組内容 

港南 学び舎ひまわり 

【番外編】 

金沢区コミュニティ・サロン 

「ほっこり」 

高齢者の居場所づくり 

【番外編】 

旭区今宿地域ケアプラザ 

男性の地域デビューの場

づくり（くつろぎカフェ） 

旭 あさひみらい塾 

旭区 

Café ハートフル・ポート 

居場所づくり 

（自宅を住み開きしたコ

ミュニティカフェ） 

旭区 

企業組合横浜希望が丘 

コミュニティ・カフェ 

高齢者の居場所づく り

（空き店舗を活用したコ

ミュニティカフェ） 

旭区 

水辺愛護会 

帷子川はふるさとの川の会 

ボランティア活動 

（川の清掃や子どもたち

への環境教育） 

旭区本宿小学校菜園ボラン

ティアの会 

小学校近隣の畑を活用し

た住民交流 

旭区鶴ケ峰ふれあいの樹林

愛護会「ジャングル山の会」 

子どもの遊び場（里山）

を活用した住民交流 

金沢 
金沢区 

地域づくり大学校 

金沢区瀬ケ崎東部町内会 
防災（大学連携含む）、 

高齢者世帯見守り 

金沢区高舟台自治会 
生活支援、世代間交流、 

子育て支援 

金沢区湘南八景自治会 

金沢区コミュニティ・サロン 

「ほっこり」 

居場所づくり、生活支援 

港南区南平台自治会 防災 

港南区「楽田の郷」 居場所づくり 

港南区日野第三町内会 

サポーターズ 
担い手登用 

緑 
みどり「ひと・まち」 

スクール 

緑区鴨居地区の取組 
まちづくり（連携）、 

居場所づくり 

鴨居原市民の森愛護会 
緑地保全活動、 

地域のつながりづくり 

鴨居郷土芸能保存会 伝統芸能の継承 

竹山地区の取組 竹山池の浄化や周辺緑化 

緑区地域子育て支援拠点 

「いっぽ」 
子育て支援 

るるる*みどり館 助け合い活動 

にいはる里山交流センター 

（旧奥津邸） 
森と人とのつながり 

たすけあい・ゆりの木 居場所づくり 

多世代交流サロン あかしあ 住民交流 
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区名 講座名称 
先進事例 

地区・団体名 取組内容 

緑 
みどり「ひと・まち」 

スクール 

【番外編】 

長津田地区まち歩き 

担い手確保 

（歴史散策、魅力探し） 

【番外編】 

港南台タウンカフェ 

まちづくり交流拠点 

（コミュニティカフェ） 

青葉 

みらいづくり大学 

青葉キャンパス 

あおば魅力発見講座 

（※） 

・記念講演 

・青葉区の歴史・文化・アー

トに関する講義 

・区内見学（荏田猿田公園－

真福寺－アートフォーラム

あざみ野－鉄小学校郷土資

料館－寺家ふるさと村－稲

荷前古墳群） 

・特別公開講座－日本史の中

の横浜・青葉区－ 

・卒業作品制作（横浜美術大

学協力） 

・卒業作品展示（公共施設） 

・青葉区の地域課題解決

や魅力向上のためのノウ

ハウを習得する目的で開

講 

・「青葉区の歴史・文化・

アートを学び、その魅力

を広く発信しよう！」を

テーマに講義や区内見学

会を実施 

戸塚 
戸塚区 

地域づくり大学校 

神奈川区地域子育て支援拠点

「かなーちえ」 

「親子のたまり場」のネ

ットワークづくり 

戸塚区ふらっとステーショ

ン・ドリーム 

空き店舗を活用した居場

所の草分け 

金沢区コミュニティ・サロン 

「ほっこり」 

自治会の「助け合い活動」

が居場所に発展 

栄区交流サロン・庄戸 民家を活用した居場所 

瀬谷区長屋門公園 

瀬谷区阿久和北部見守り合

い拠点「みまもりの家」 

住民自身の手作りの活動

拠点 

旭区今宿地域ケアプラザ 
コーヒーと音楽をきっか

けに男性を引き出す 

名瀬地域ケアプラザエリア

ハートプラン推進委員会 
地域の魅力マップ作り 

泉 
泉区 

まちづくりみらい塾 

旭区今宿地域ケアプラザ 
くつろぎカフェ、 

サロン散歩道 

瀬谷区阿久和北部見守り合

い拠点「みまもりの家」 

おやじの会、見守り合い

ネットワーク、みまもり

の家 

泉区下和泉住宅自治会 
送迎ボランティア、E バ

ス、自治会館の運営等 

泉区和泉中央地区 

「いこいの家」 

サロン活動、 

高齢者の見守り 

瀬谷 
せやの地域づくり塾 

（※） 

南瀬谷地区 

「みなみせやサポーターズ」 

登録制でボランティアメ

ンバーを集め、地域活性

化や担い手育成を行う。 

瀬谷第四地区のきずな 

地域の様々な団体・役員

が一体となり、防災や見

守りに取り組む。 

（※）青葉区、瀬谷区については、講座の概要（目的・内容等）を記載しています。 


