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緑区制50周年記念事業実行委員会

⼦どものまちづくりイベント
Mini Mini Midori 報告書

緑区制50周年記念事業

次世代を担う⼦ども達が、まちづくりに携わる楽しさを知る
ことを⽬的として、緑区制50周年記念事業実⾏委員会主催事業
として開催しました。

ミニ ミニ ミドリ
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■名称 子どものまちづくりイベント Mini Mini Midori （ミニミニ ミドリ）

■開催日時

□2019年8月24日㈯ 11時30分〜16時（4.5ｈ）

【優先入場受付】11時30分〜12時30分【当日入場受付】13時〜15時

□2019年8月25日㈰ 10時〜15時（5ｈ）

【優先入場受付】10時〜11時 【当日入場受付】11時30分〜14時

１ 実施概要・実施実績

■イベント実施会場 横浜市中山地区センター
2階(受付センター）、3階（メイン会場）、4階（飲食エリア）

■子ども実行委員 38人 （令和元年８月末現在）

■準備期間
【2018年度】公募で集まった子ども実行委員に対し、説明会を実施（1/20）

子どものまちを知るため、都筑区の子どものまち（ミニヨコハマシティ）
に参加し、経験を積む。ミニヨコハマシティ会場：港北みなも

【2019年度】
子ども実行委員会 5/26、6/30、7/28、8/18 （8/23(準備・任意参加））

■実施実績

□８月24日 参加者 約290人
□８月25日 参加者 約300人

■主催：緑区制50周年記念事業実行委員会

■サポート：NPO法人ミニシティ・プラス（受託者）、田園調布学園大学

■協力：緑警察署（ミニミニミドリ警察サポート）、緑防犯協会（防犯ブース運営）
緑区青少年指導員・緑区スポーツ推進委員（横断歩道・駐車場での交通誘導）
株式会社トーエル（ウォーターサーバー貸し出し）
ハンモック専門店すさび（ハンモック貸し出し）
一般社団法人フラットガーデン（癒しスペースアドバイス）
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活動⽇ 活動内容
１月20日

子ども実行委員
説明会

まちの企画・運営を行う「子ども実行委
員」を、小学３年生以上（１月時点）を対
象として公募。緑区では初実施の「子ども
のまち」と、都筑区の子どものまちミニヨ
コハマシティ（以下、「ミニヨコ」）につ
いて、説明を受けました。

２月10日
３月17日・24日

30日・31日

ミニヨコ実習参加

子どものまちについて知るため、ミニヨコに実習参加しました。

５月26日

子ども実行委員会

ミニヨコ参加の振り返りと、緑区の子ども
のまちについての検討を開始しました。
・２～３月の振返り
・どんなまちにしたいかを考える
・まちと、お金の名前を決める

６月30日

子ども実行委員会

リーダー、サブリーダーを決めて子どもた
ちで議事進行を始めました。
・まちの全体と、その中で自分がしたいこ
とを考える

・仕事ごとにグループ作り

７月28日

子ども実行委員会

まちのテーマについて考えました。
・ミドル（ミ＄／子どものまちの子ども用
通貨）の価値（30分働いた給料）を考え
る

・まちの代表選挙について考える

８月18日

子ども実行委員会

まちのルールについて考えました。
・子ども実行委員の「給料」や、お店の売
り上げ、まちに来る人の「税金」につい
て考える

・グループごとにお仕事の準備を行う

８月23日 前日準備

８月24日・25日 Mini Mini Midori 当日は、お仕事の責任者や店長などとして活躍

２ 子ども実行委員会の活動 （平成31年１月～令和元年８月）

企画運営会議 ミニヨコ当日（3月30日・31日）

子ども実行委員（令和元年８月末現在）：38人
【内訳】小学４年生16人、小学５年生15人、小学６年生６人、中学１年生１人



3３ Mini Mini Midori お仕事一覧 （★印：子ども実行委員が責任者のもの）

□公共
・区役所（子どもまちの総合窓口、まちのデザイナー）
★ミニミニミドリ警察（緑警察署警務課が運営サポート）
・メディアセンター（新聞、放送局、ステージイベント担当等）
・クローク（靴預かり）
・防犯担当（振り込め詐欺防止キャンペーン／緑防犯協会が運営）
・保育士（小さい子ども連れの人用の休憩スペース）
・ホームセンター（文具等貸し出し）
・区役所（アンケート調査員）
・選挙管理委員会
・税務署
・ミニミニミドリ学校
★ジョブセンター
★ミニミニミドリ銀行（癒しスペース兼業）
★お掃除センター

□お店（飲食以外）
★夏のアクセサリー屋（夏らしいアクセサリの手作り、缶バッチ作り）
★ニコニコプラパン（プラ板作りと販売）
★ゆったりスペース（癒し空間、セルフマッサージ）
★みどりゲームセンターA（ガチャ、カード）
★みどりゲームセンターB（しゃてき、くじびき）
★みどりゲームセンターC（わなげ、つり）
★こものやさん（手作り文具等）

□飲食店
★mmカフェ（こどもカクテル、カップ麺、ジューズ等）
★タピオカフェ（タピオカ入りドリンク）
★MMMクレープ（トッピング付きクレープ）
★ホットサンドウィッチ（ホットサンド、スープ）
★おいしいだがしや（くじ引きでお菓子が当たる）

□イベント：ステージ広場（クイズ大会、ジャンケン大会、区長選挙演説会）

□パネル展示：50周年記念今昔パネル展示

ジョブセンター
のお仕事⼀覧

ミニ ミニ ミドリ
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ミニ ミニ ミドリ
４ Mini Mini Midori 会場図 （8月24日・25日）

メイン会場は、

大人立入禁止！

４階の飲食エリア
は、大人も小さな
子どもも利用可能。
大人用のお金（シ
ドル）で、お買い
物も楽しめました。

保護者は、閲覧エリアからメイン会場
の様⼦を⾒ることができました。

パ
ネ
ル
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お仕事が決まったら、それぞれ
の場所に向かい、仕事内容を教わ
ります。
30分たったら、ジョブキーパーに
お仕事終了チェックをしてもらい
ます。

⼦どものまちのお⾦は２種類。
⼦ども⽤の通貨 ミドル（ミ＄）
⼤⼈⽤の通貨 シドル（シ＄）

アルバイトポスター

ジョブセンター

２階受付 ミニミニミドリ学校

仕事時間が終わったら、
ジョブキーパーにお仕
事終了チェックしても

らいます。

５ Mini Mini Midori 参加の流れ （8月24日・25日）
ミニ ミニ ミドリ

イベント参加者は、最初に２階
で受付を⾏い40ミドルを受け取り
ました。その後「ミニミニミドリ
学校」で、まちのルールについて
の説明を受けました。

１

学校のあと、参加者は、まちの
税⾦として、10ミドルを納めまし
た。

２

税金を納めます

ジョブセンターで、お仕事探し。
30分働くと、50ミドルもらえます。
３

銀⾏でお給料をもらったら、働
いたり、もらったミドル（ミ＄）
で遊んだり・⾷べたり！
（※好きなだけ３〜５をくりかえす）

４

５

保護者と別れて
ここからは⼦どもだけ！
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ミニミドリ新聞を発行しました。

おそうじセンターMMM

メディアセンター

放送局が情報発信中

ステージイベント

クローク
（靴預かり）

ジョブセンターで並ぶ人
へのジャンケンゲーム

ミニミニミドリ銀行 ユニフォームとゴミ入れの袋をおしゃれにデザイン

区役所 アンケ−ト調査防犯担当

６ Mini Mini Midori 当日（8月24日・25日） 記録写真①

ミニミニミドリ警察

公共のお仕事のようす（働く、まちを作る）

保育士 ミニミニミドリ学校

ジョブセンター

ミニ ミニ ミドリ
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ニコニコ手作りプラバン

夏のいろいろアクセサリー屋さんこものやさん

いやしスペース

ゲームセンターC
（わなげ、おかしつり）

６ Mini Mini Midori 当日（8月24日・25日） 記録写真②

お店のようす（働く、遊ぶ、食べる！）

ゲームセンターB
（しゃてき、くじびき）

ゲームセンターA
（ガチャ、カード）

タピオカフェ

ｍｍカフェ

MMMクレープ

ホットサンドウィッチ

Mini Mini Midori
おいしいだがしやさん！

飲食エリアには緑区制50周
年の今昔パネル展示

ミニ ミニ ミドリ



8７ Mini Mini Midori当日（8月24日・25日） 区長選挙

■ 区長選挙投票結果
区長：大坂ゆえ さん、副区長：岡野ももさ さん、副々区長：渡辺たかちか さん

選挙ポスター掲示

立ち会い演説会

投票は一人二票投票所

初代区長の所信表明演説

■ 区長選挙公約
大坂ゆえ さん： みなさんのやってほしいことや、ここを改善してほしいことなどを、

できるかぎりやりたいです。
岡野ももさ さん: ミニミニミドリで大人でも子どもでも楽しめて、えがおがあふれ

るようにしたいです。
渡辺たかちか さん: 区長になったら、みんなにアンケートをとって、みんなのミニミ

ニミドリにしたいです。

ミニ ミニ ミドリ

まちの代表を決める「区長選挙」を実施しました。
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子どもアルバイトの聞き取りにより、来場者（子ども）へのアンケート
調査を実施しました。

８ 来場者子どもアンケート集計①

7才

5才
6才

8才

9才

10才

11才
12
才

（こどもアンケートアンケート標本 70）

参加したい：65⼈
理由：
楽しいから
将来の役に⽴つ
⾊々な仕事ができる
⾊々な店があるから

参加したくない：3⼈
理由：さいしょはたのしい。

さいごはつまらない



10８ 来場者子どもアンケート集計②

ほぼまんべんなく、2⼈づつくらい、おもしろかったという回答だった。
その中でも多かったもの。
・ぎんこう 16⼈
・⼩物屋 8⼈
・プラバン 3⼈
・けいさつ 3⼈
・だがしや 3⼈

３Dで電⾞の運転の仕事
ペットショップ
発明家
ケーキ屋
ミニ遊園地
警察官
VRを使った仕事

５．来年も開催されるとしたら、「こんなお仕事があったらいいな」

と思うアイデアがあれば、教えてください。 50件の回答

６．ステージで行うとおもしろそうなアイデアがあれば教えてくだ
さい

叩いてかぶってじゃんけんポン
劇
歌やダンスの発表など
まねってなぞなぞ
代表でだれか歌う
売上ランキング
特になし

７. 将来何になりたいか？

バレリーナ/キャビンアテンダント/サッカー選⼿ /警察/深海⽣物/⼤⼯
看護師/パティシエ /ゲームセンター
ロボットクリエイター
獣医さん
アイススケート
パイロット・電⾞の運転⼿
深海⽣物を調べる

こどもアンケートアンケート標本 70
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こどもアンケートアンケート標本 70

８．ミニミニミドリへのお願いがあればおしえてください

46 件の回答

お化け屋敷を作ってみんなでミニミニミドリを増やしたい
もっとお仕事を増やしてください
もっと受付が早くできるように⼈数を増やす
今は⼗分
またやってほしいです
またやってください
今のままでいい

アンケートは、⼦どもアルバ
イトが聞きとりながら実施

８ 来場者子どもアンケート集計③

子どものまちづくりイベント
Mini Mini Midori報告書

＜主 催＞緑区制50周年記念事業実行委員会
＜問合せ＞横浜市緑区区政推進課

電話 045-930-2228 fax 045-930-2209

令和元年10月５日（土）
Mini Mini Midori 初代区長・副区長・副々区長が
緑区長を表敬訪問しました。

子ども達からは、イベントに参加した感想や、今後に向
けた抱負、来年への期待などが話されました。 初代区長 ゆえさん（左から２番目）

初代副区長 ももささん（一番左）
初代副々区長 たかちかさん（一番右）

イベント開催後


