ミニヨコハマシティ 2014
実施報告書
このイベントは、よこはま夢ファンドの助成金をいただき、運営しました。

ＮＰＯ法人 ミニシティ・プラス
ＮＰＯ法人

Ｉ Ｌｏｖｅ つづき

第 7 回 ミニヨコハマシティ 実施報告書
1.

実施日程・会場


日時 2014 年 3 月 21 日（祝）22 日（土）23 日（日）



会場 ハウスクエア横浜（都筑区中川の住宅展示場・住まいの情報館）



参加費 21 日券 100 円 22 日、23 日各 300 円 2 日間通し券 500 円(保険料、飲食実費として）
大人ツアー300 円

2.

参加状況




参加実績


企画運営参加者 １９歳までの青少年（事前公募 70 人）



当日参加者数 3 日間でのべ２３１0 人（内保護者等 900 人）

詳細内訳


こども参加者数 延べ 1410 人


3.

こども運営市民 70 人（準備ワークショップからの参加）×３日＝２１０人



当日市民登録 ２１日 約２00 人 23 日 約 500 人 24 日約 500 人



大人ツアー参加者 2２日 55 名



大人講座参加者 22 日 15 名 23 日 12 名（スマホ講座）、23 日 20 名（まちづくり講座）



大人スタッフ 21 日 15 人

23 日 45 名

22 日 33 人

23 日 25 人

実施概要


事前会議と準備
【１月１９日（日）】 9 時～11 時 こども会議 in シェアリーカフェ
【２月１５日（土）】 9 時～11 時 こども会議 in シェアリーカフェ
【２月２３日（日）】 9 時～11 時 こども会議 in シェアリーカフェ
【３月２日（日）】 9 時～11 時 こども会議 in シェアリーカフェ
【３月９日（日）】 9 時～11 時 こども会議 in シェアリーカフェ
【３月１６日（日）】 9 時～１５時 お店の個別相談＆準備 in シェアリーカフェ



当日イベント内容

【３月２１日（祝）】 《１日目》 13:00～16:00（入場１5 時まで）
まちができるまで、をお手伝い。 この日にオープンできたのは、市役所や JOB センター、銀行、学校の他、ジュース
屋さん、くじびきやさん、カジノのみ。
【３月２２日（土）】 《２日目》 10:00～16:00
まちやお店の運営等
市長選挙演説会、スタージャン記念写真館、大人ツアー、大人のための講座、大人の悩み相談室等
【３月２３日（日）】 《３日目》 10:00～16:00
まちやお店の運営等
市長選開票、市長所信表明演説、大人ツアー、大人のための講座、大人の悩み相談室等等

4. ミニヨコハマシティの公共施設やお店の詳細

【公共事業】
市役所
受付・市民登録業務ほか、仕事が少ないときの公共事業を増やすなど
の調整も行う。

ミニヨコ☆スクール
ミニヨコのまちのしくみやルールを学ぶ「ミニヨコスクール」。今回は、子ど
もたちのアイデアにより、おさらいでミニヨコのオリジナル音楽をつくり、つか
った。



税務署

「ミニヨコ☆スクール」でまちの勉強をした市民が、市民登録時にもらった
30 ミニヨンのうち、10 ミニヨンを税金で徴収され、まちに入る。またお店の
売上の３０％を徴収するのも税務署の仕事。



銀行

銀行では、アルバイトした子どもが戻ってきたら時間を確認しチェックを入
れ、30 分の労働に対し 50 ミニヨン支払う仕事。お金をつくる仕事（切って、
スタンプを押す）。

 ジョブセンター
ミニヨコのすべての仕事の管理をここでおこなう。あらかじめそれぞれのお
店が何人雇うかを決め、登録しておく。その分のネームタグをつくり、その
仕事を参加市民にあっせんする。行列が出来てごった返したが、大きな
混乱はなかった。



MHK・ミニヨコ放送局

ミニヨコの情報を発信する。お店の PR 放送（有料）なども、行う。また、選
挙では、演説会の司会進行も担当した。そのほか落し物の放送などもあっ
た。

◆ 環境清掃局
まちのごみの分別を教え、まちをきれいにする。
◆ シャボンズ
ミニヨコではごみを減らすために、食器をリユースにしている。それらの食
器を食洗車で洗い、管理する。

◆ 保育園
23 日にようやく保育園登場。ちいさな子どもは遊ぶことが「仕事」。働けな
いまだ小さい子は保育園で遊ぶとミニヨンがもらえるというしくみ。「けちん
ぼ散歩」の田所さんが協力してくれた。

【飲食店】
◆ 悪魔カフェ
トマトジュースを「血のジュース」、ココアの中に麦チョコ
を浮く「鬼豆ココア」、トーストにケチャップと七味をか
けた「地獄パン」などとネーミングして出していた。倉
庫の部分をカフェの店内にして、電飾で飾った。

◆ どーなつやさん
袋にはいったドーナツを売るだけのお店。未就学児 3 人の最年少のチー
ム。アルバイトに「計算のできる人」「時計の読める人」と掲げて募集してい
た。

◆ フルーツピザやさん
いろんなソースのピザ（餃子皮、チョピッツァ）を売っていた、しかし、スイ
ーツ店が多いためか、チーズ味の注文ばかり。
◆ ハッピィフレンチ
フレンチトーストを焼いて、粉砂糖かフルーツソースをかけて、できあがり。
◆ ミニヨコホットケーキ
ホットケーキにシロップやフルーツソースをかけて売るお店。
◆ たこやき屋さん
たこではなく、ソーセージのはいったたこやきを売っていた。たこやきの粉が
なくなると、ソーセージだけを焼いて販売していた。人気店。

◆ ホットドック屋さん+ジュース屋さん
食事になるものが少ないミニヨコではホットドック屋さんは人気。ジュース屋
さんはカゴメさん協賛による 100％ホテル用ジュースを中心に、くじ引きで
当たりると光る氷を入れて販売。人気をあつめていた。



I♡

EBISEN

お絵かきできるシロップでえびせんに文字などを書き、綺麗な色の砂糖を
ふりかけて、できあがり。みどりやピンクのお砂糖が鮮やかすぎて・・・食用に
見えない。
◆ パフェランド
コーンフレークに、ミックスフルーツ、練乳などをかけてパフェらしきものを
売るお店。

◆ ふわふわロールケーキ
お菓子屋さん「すぐーり」さんのケーキの切れ端をたくさんいただき、カップに入れ、ソース
や粉砂糖をかけて売る。
◆ レインボーフルーツポンチ
フルーツの缶詰にサイダーをいれ、フルーツポンチをつくり、売る。
◆ ミラクルアイス
トッピング付きのアイスを売る。保冷に限界があるため、数量限定での販売となり、すぐに
完売した。

◆ オムボール
ケチャップライスをたき込み、それをたこやき機の中にとき卵を敷いて、ケチ
ャップライスを包む。オムライスをちいさなボールサイズにした食べ物。
◆ だがしや屋さん
こどもたちに人気のだがしを販売しているお店。種類が豊富で人気店だった。

◆ HEARTER フォンデュ by「株式会社スリーハイ」サポート
こどもたちが大好きなちいさなおやつ（チョコ、マシュマロ、バナナなど）にヒー
ターで溶かしたチョコをつけて販売するお店。
大人気でした。

【雑貨・ゲーム系】


雑貨屋さん

新聞バックづくりとミサンガの雑貨やさん。横浜読売会 YY サポートプロジェ
クトの方たちが来てくれて、読売新聞をつかってバックをいっしょに作成して
お手伝いいただいた。



ハリミラリー

クイズラリーとゆびあみ教室のあるお店。
◆ 相模原 宝島くじ引き店
くじ引きでだがしなどが当たるお店。相模大野の子どものまち『エンジョイ
スマイルさがみ』から、わざわざ来て出店してくれた。22 日のみのお店だっ
たけれど、長者番付 1 位で 22 日にいちばん税金を納めたお店となった。

◆ カジノ
カジノの場所が、なんと警察のとなりというロケーション。カードゲームやトラ
ンプ、サイコロなどをつかった賭け事のお店。王冠でつくったコインをかけて
いた。お店はほぼ男の子が集まっていた。
◆ ポップルキャンディランド
おかし釣りのお店。ビニールプールの中のお菓子の袋を釣る。

◆ ミニヨコタクシー
ミニヨコのまちを走る唯一の交通機関。台車を改造し 2 台のタクシーがまちを走った。

【その他のお店・催し】
◆ 木造ハウスの組立て
横浜建設業青年会のサポートで木造一軒家を建てるイベントです。
22 日午前中に組立ワークショップとして大工を募集し、家を組立た。そ
の家は休憩所として使われた。

◆ 大人の悩み相談室
毎度おなじみの、大人の悩み相談室。大人の悩みにこどもたちが真摯
に答えます。
場所は、ほけんの窓口さんの中で行いました。
◆ スタージャン写真館
正義の味方スタージャンといっしょに写真が撮れ、印刷してもらえる、
無料ブース。

◆ 都筑ハーべスト「野菜スープやさん
春になるとこどもたちといっしょに畑をやっている、精神障がい者の施設
「都筑ハーベスト」。
今回も都筑区産の野菜のスープを提供してもらった。スープは富士食
品工業の鶏がらスープを使用。
その他野菜の販売も行った。

◆ 石巻マルシェ
こどもたちが１２月に訪問し、シンポジウムを行った縁で、今年も石巻の
復興をお買い物で応援しようとお店を出してもらった。ミニヨンでは買え
ないけれど、大人の方に利用してもらった。

◆ 大人のため講座
・大人のためのスマホ講座
ミニヨコハマシティ市長の百崎佑くんによる、大人のための i-phone
講座を行い、好評だった。
・横浜と都筑のまちづくり講座
石巻でのシンポジウムで発表した、つづきジュニア記者、竹内海羽さん、
直枝遼茉くんによる、横浜と都筑のまちづくりについての講義があり、大
人たちが真剣に耳を傾けた。

【大人の悩み相談室＆ほけんの窓口によるタイアップ講座】
来場した大人のために、ほけんの窓口さんによる、年金講座を 1 日数
回行った。大人の休憩場所として用意した会場で、こどもたちによる
「大人の悩み相談室」も開催させてもらった。

【市長選挙】
・立候補受付：３月 21 日
・立候補者立会演説会・投票所開設：22 日
・投票締切：23 日１５時 ・開票作業：23 日１５時～１５時半
・発表・所信表明演説：23 日１５時半
市長選挙は候補者 10 人の中からふたりを選択。


選挙について

10 名中、百崎佑（中２）が 143 票を獲得し市長に、橋本みなみ（小６）
が 91 票で副市長に選出された。
立候補者全員が市会議員として活躍していく。

5.

千葉拓人写真展「ツタエル」を同時開催
ハウスクエア内のシェアリーカフェにて、石巻在住の高校
生写真家、千葉拓人さんの写真展「ツタエル」を開催。
３月 21 日～31 日まで、来場者数 ２８４人
3 月 25 日 トークイベント 18 人

トークイベント

写真展のようす

6.

メディア掲載等一覧


事前記事
タウンニュース
http://www.townnews.co.jp/0104/2014/03/20/229234.html
港北経済新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140318-00000020-minkei-l14



写真展、開催記事
タウンニュース
http://www.townnews.co.jp/0104/2014/04/03/231374.html
港北経済新聞
http://kohoku.keizai.biz/headline/1122/

7.

事前広報


都筑区内小学校全児童配布を校長会を通して依頼。 チラシ２万２千枚。



プレスリリース



区内施設への配布

8.

事業運営詳細（カッコ内は主な協力内容、本当に多くの方々に協力をいただきました！ありがとうございました！）
主催 NPO 法人ミニシティ・プラス / 特定非営利活動法人 I Love つづき
共催 ハウスクエア横浜（イベントにかかる経費の補助、場所の全面などの提供、広報協力等）
後援 神奈川県、都筑区役所、こども環境学会、キッズデザイン協議会
特別協賛 FREEing(株）～横浜市民活動推進基金「よこはま夢ファンド」を通して寄付をいただきました。
（かかる経費のサポート等）
協力（順不同）： office mikiko（ミニヨコキットのデザイン他）/株式会社スリーハイ（こどもたちのお店のサポート）/
横浜読売会ワイワイサポートプロジェクト（こどもたちのお店のサポート）/カゴメ（株）（子どもたちのお店へのジュース、
ケチャップ等の提供）/横浜建設業青年会（木造ハウス組立てワークショップ）/都筑ハーベスト（野菜スープの提供
等）/富士食品工業（株）（都筑ハーベストの野菜スープの素、がらあじ提供） /一般社団法人キッズ・メディア・ステ
ーション（写真展） /石巻マルシェ（大人の販売コーナー担当）/ NPO 法人 Ｗａｖｅよこはま（食洗車の割引貸出）
/リヴィールエンタテインメント株式会社（スタージャン他 3 名での写真館）/都筑区役所（選挙機材、ゴミ箱等の機材
の貸出提供）/ど根性ホルモン椿直樹（カフェのサポート）/ほけんの窓口ハウスクエア横浜店（大人のおやすみ処、
大人の悩み相談室の場所提供）

2014 年ミニヨコハマシティ
＠ハウスクエア横浜
ミニヨコハマシティ事務局
連絡先：NPO 法人ミニシティ・プラス
〒224-0001 横浜市都筑区中川１－４－１－１０７
Tel&Fax 045-306-9004 keitai 090-5405-5149

E-mail: minicityplus@gmail.com

