
フセン 「こんなアイデア考えもしなかった」「これは地域がよくなるぞ」というようなアイデアの書き出し 

☆ワークショップの感想 

・宮代町の問題点が見つかった、同時に良い所も見
つけられた 

・若い世代の方々の沢山の参加で、自分（60 代）と
は違う意見が聞けて良かった 

・たくさんの人と交流して宮代町について知れたこ
とがたくさんあったので良かった 

・皆さんが予想以上に対話する機会が欲しいと言っ
ていた 

・もっと話したい、もっと詰めたい、終わるの勿体
ない 

・防災について考えられたことが良かった 
・今回のワークショップに参加できたことがよかっ

た 
・この対話会を定期的に開きたい 
・交流の場、ワールドカフェ楽しかった 
 
☆具体的な提案・希望（「あったらいい」等…） 

 
★多世代交流 
・若者～高齢者が集まれる空間 
・高校生～高齢者、たくさんの人が一緒に働いて交

流する 
・若い人、老人、みんなが話せる場所 
・多世代交流、みんなで宮代を育てる 
・子どもたちと大人が一緒に遊べる 
・気軽に立ち寄れるスペースが欲しい、若い方、中

年、高齢者、対話ができる 
・子育てスペース、勉強スペース、運動スペースな

どみんなが使えるスペース 
・年齢関係なく話す場所が欲しい 
・世代、年代が違う人との交流 
・年代を超えて交流 
・小さい子から大人まで行きやすい場所がほしい 
・多世代間交流 
・多世代交流の場（カルチャー、広場等） 
・年代を超えて交流、地域での交流 
・多世代が交流できる 
・体験型イベント（多世代） 
・多世代交流（カルチャーセンター等） 
・ロストジェネレーションの方が社会交流できる場

が必要 
 
高齢者と若者が教え合う 
・ＰＣ教室（若者→シニア） 
・おじいちゃん、おばあちゃんが私たちに、私たち

がおじいちゃん、おばあちゃんたちに、教え合う
場所が欲しい 

・パソコン教室 

・パソコン、スマホ教室 
・高齢者の方々がネットを使えるように教室などを

開く 
・昔の遊びを通した体験と交流 
 
★今あるものの活用 
施設 
・新しいものが必要でも今ある施設をもっと有効に

活用 
・ハコモノはもう作らない、あるものを活用する 
・住民の交流を増やす取組み 
・ハコモノよりも中身！多くの人が楽しめるものを 
・施設はもうある、中身が重要 
 
民間力・人材 
・行政だけでなく民間の活用 
・宮代で埋もれている人材（人財）の活用 
 
宮代らしさ（農・自然） 
・宮代ならではの農特性を生かす 
・農業（農地）を活かす 
・農のあるまちづくり 
・農あるまちを活かす 
・宮代らしさ、東武公コラボ 
・自然、農業を活かした施設 
・宮代らしい空間を使い倒す 
・農業などの体験、交流にも繋がる 
・農業を学ぶことのできる機会 
・美しい自然を残して文化的な営みを併設 
・農を知っている人が四季を伝導する 
・自然と共存するまちを作りたい 
 
★市民による企画・運営 
・市民プロデュース、コーディネート（企画会議） 
・企画＋コーディネートする人 
・デザイン 
・町づくりコミュニティセンターの企画部を中心と

したスペース、必ず幅広い年代が参加することが
メイン 

・イベントを企画する施設 
・集まって企画、実現へ 
・企画委員会を作って、多世代が話し合える場を作

る 
 
★情報発信 
・情報発信（SNS、広報、放送） 
・SNS 情報発信 
・情報発信の工夫、見やすく分かりやすく誰にでも

届くように 
・情報発信大事！→シニア向け SNS 教室 

・情報発信の徹底 
・SNS で発信 
 
★場所 
子ども・子育て世代向け 
・大きな遊具のある公園 
・遊具をもっと増やす 
・子ども向けの水遊び場、冬は足湯 
・授乳室、おむつを替える場所を作る 
・大きな遊具のある広い公園（自然も多い場） 
・子育て相談できるような病院 
・小児の充実した病院 
 
若い世代向け 
・小中高生の居場所、ゲーム、スケボー、ダンスが

できる場所を 
・中学、高校生の行く場所がない 
・中学生が勉強する機会、場所の提供が大事 
・大人と出会えるきっかけの場 
・ファミレスなど若者が行きやすいところを作って

ほしい 
・食べて、喋って、勉強できる場 
・ファミレスのようなところ 
・カフェやファミレス 
・飲食店、カフェ、ファーストフード 
・カフェなど気軽に寄れるところ 
・Wi-Fi 完備のカフェ 
・服を買える場所がほしい 
・勉強スペース 
 
多世代向け 
・音楽スタジオは欲しい 
・音楽ライブできる施設（屋根、駐車場有） 
・感性を高める場所（例：星をきれいに見る） 
・意外な出会いのできる場所（例：10 年ぶり、おな

じ趣味） 
・昔話に花を咲かせる場所（例：桜の木の成長） 
・総合病院が欲しい 
・大きな病院が必要 
・半屋外で一年中芝生 
・自然と関りながらアクティブに遊べる大きな施設 
・アーバンスポーツパーク 
・スポーツできる場（バドミントン、テニス）、姫宮

あたりに無料で 
・アウトドアスポーツができる施設 
・グランピングキャンプ場、キッチンカー、屋外活

動 
・何なら芝生だけでもよい 
・フレキシブルなスペース、施設 
 

★取組み 
・一人でも入りやすい雰囲気を作る 
・大学生がボランティアをやった数だけ単位がもら

える 
・ボランティアできたら良い 
・強制的に集める→めんどくさかったけど、今は楽

しいと思ってもらう 
・利用料金格安（施設利用 50 円、カフェメニュー

50 円、カラオケ 1 曲 50 円） 
・バス乗車無料 
・館長がカウンセラーの資格を持ち、困窮者の拠り

所になる 
・集会所リノベーション 
・オープンスペースを広くとる 
・イベント（体験、食、料理） 
・子どもだけでなく、宮代全体、地域全体でイベン

トをする 
・季節ごとの大きいもの、多世代の関われる軽いも

の、色々なイベントをたくさん行う 
・小さくても良いイベントを行っている 
・手作り、趣味に関する体験、交流 
・物を無駄にしない、フリーマーケット 
・駅前広場、コンサート、フリマ 
・プロジェクションマッピング 
 
★防犯・防災 
・災害時のために日常生活で使わなくなったものを

寄付（布団、服など） 
・防災、減災センター 
・駅～動物園をもっと明るく！街灯をつける 
・もっと街灯を増やして 
 
★その他 
・若い方がこの町に住みたいという工夫を大切に 
・昔のふれあいセンターのようなもの 
・屋根をソーラーに 
 



問い１ あなたの身近にある「みんなが集まる場所」を教えてください。また、そこではどんなことが行われていますか。 

★進修館、スキップ広場 
・芝生広場、イベント、集会室等 
 
★図書館 
・読み聞かせ、勉強 
 
★ぐるる宮代 
・プール、多目的グラウンド、スポーツジム、スイミ

ングスクール、体操、バスケットボール、サッカ
ー、陸上大会、運動会 

 
★新しい村 
・ボランティアライブ、リース作り、稲刈り、買い

物、食に関するイベント（世界のすうぷ屋さんな
ど）、芝生の広場 

 
★子育て支援施設 
・子育てひろば 
 子育て世代が集まる、ジェンガ、遊具貸出 
 
★グラウンド等 
・テニスコート 
 テニス 
・グラウンド 
 ソフトボール、運動会、祭り、野球、サッカー、ゲ

ートボール 
・はらっパーク 
 グラウンドゴルフ、子供のサッカー 
 
★公民館 
・カルチャースクール、サークル活動（卓球、社交ダ

ンス、体操、音楽、コーラス、絵画、その他）、ひ
なまつり、餅つき、選挙 

 
★陽だまりサロン 
・小学生と高齢者の交流、囲碁、体操、ミニコンサー

ト、まゆだま作り 
 
★すてっぷ宮代（旧ふれあいセンター） 
・社協 
 会議、太極拳、オレンジカフェ 
・旧ふれ愛センター 
 小中学生から高齢者まで多世代が集まっていた 
 
★医療・福祉施設 
・六花 
・デイケア 
 談話 
 

★公共空間 
・道路 

立ち話、川沿いウォーキング、イルミネーション 
・駅前 
 待ち合わせ、話をする、パン屋 
・公園 

遊ぶ、話をする、ゲートボール、桜の木、遊具 
 
★集会所・自治会館 
・地区内の会議、子供会、餅つき、ヨガ、ストレッ

チ、健康体操、コーラス、待ち合わせ、掃除 
 
★小中学校 
・運動会やマラソン大会などのイベント、校庭・体

育館開放（スポーツ少年団、大人のサークル活動） 
 
★日本工業大学 
・学食 
 
★東武動物公園 
・動物を見る、乗り物 
 
★西口駅前 
・東武ストア、無印良品・学び舎 
 買い物、勉強、クッションがあるから座る 
 
★飲食店 
・飲食店、居酒屋、パン屋、ファミレス、カフェミン

ト 
 
★商業施設 
・スーパー、コンビニ、ドラッグストア 
・カラオケ、音楽スタジオ、スポーツジム 
・コインランドリー 



問い２ 身近にどんな場所があったらいいですか。また、どんなことに参加したいですか。 

★気軽・自由に出入りできる場所 
・幅広い年齢の人が気軽に立ち寄れる、集まる、遊

べる場所 
・屋内外問わず気軽に立ち寄れる場所（飲食できる

場所、サロン） 
・気軽に行って相談できる場所 
・新しい住民・関係者が気軽に関われる場所 
・人が自由に往来できる場所（Free space、work 

space、wi-fi 完備、スマホ教室） 
・予約しなくていい場所 
・フリースペース（PC パソコン教室、ネットも使え

る、勉強もできる） 
 
 
★若者が集まる場所 
・駅近に 10～20 代の娯楽施設、居場所（買い物、遊

び、カラオケ、ファッション、ゲームセンター、料
金が安い場所） 

・若者が集まる場（Wi-Fi 環境整備、農地活用） 
・自習室みたいな場所（会話もできる場所） 
・小中学生の行動範囲で行ける場所 
・自由に出入りできる公民館（勉強） 
・学生でも買える値段の物が売っている場所 
・映えスポット 
・コスプレ撮影場所 
 
★近くにある施設 
・自転車で行ける範囲でネットが充実している場所

（要 wi-fi） 
・小さな公園（身近なところに広場） 
・近くで自由に遊んだり、勉強したり、運動できる

場所 
 
★コミュニティ施設 
・開放的な総合施設 
・大きなコミュニティセンター（開放的な自習室、

体育館、ホール） 
・広い談話室、喫茶、音楽室、ホールなどを備えた場

所（ひきこもっている人や居場所がない人の家以
外での居場所） 

・公民館の充実 
・公民館代わりの集会所 ※要駐車場 
・自治会館、集会所の整備、活用 
・陽だまりサロンのような場所を各小学校に設置 
・旧ふれ愛センターの様な施設（カラオケ、将棋、囲

碁） 
・温泉系（卓球、ボードゲーム） 
・休憩室 
・子供たちと遊べる、交流できる 
 

★広場・公園 
・大きな公園（物産、遊具、ステージ、キャンプ） 
・BBQ、キャンプ、たき火ができる場所 
・フリーマーケット 
・大きい遊具（アスレチック）のある場所 
 
★子育て 
・より子育てしやすい場所がほしい（移住促進、親

子どちらも安心できる） 
・徒歩圏内に病院（特に小児科・いつでも診療して

くれる） 
・カート（ベビーカーなど）で走れる道 
・子育てコミュニティサロン 
 
★文化・教養 
・屋根付き屋外ステージ（音響） 
・バンドスタジオスペース 
・ストリートピアノができる場所 
・音楽を語りあえる場所 
・ワークスペース（学生・社会人向け、wi-fi 完備、

大学生が小中高生に教える） 
・文化財展示スペース 
・芸術のまち宮代（片桐さん） 
 
★スポーツ・健康 
・スポーツができる場所（体育館、もう 1 つぐるる） 
・散歩コース＋散歩ついでに寄れる場所 
・サイクリングコース 
・アーバンスポーツパーク（スケートボード、スカ

ッシュ、パフォーマンス） 
・ロッククライミング 
・一人でもできるスポーツ（多世代対象） 
 
★医療・介護 
・病院 
・フリースペース（デイルーム） 
 
★カフェ・飲食店 
・おしゃれなカフェ（気軽に会話ができる、wi-fi 完

備、デート） 
・勉強できる場所（カフェ） 
・ファミレス＋直売所（宮代らしく） 
・ファストフード店、カフェ、ファミレス 
・家族で行ける美味しいレストラン 
・西原自然の森にもカフェ（お茶のみ） 
 
★商業施設 
・駄菓子屋 
・駅前のように行きたい！と思えるところ 

・本屋 
・長期的にアルバイトができる場所 
・大型商業施設、ショッピングモール 
・駅西口から動物公園までの商店街を賑やかにする 
・洋服販売店 
・隣町からも来たくなるような物が販売される場所 
・アグリパークのような場所 
・道の駅 
 
★農と自然に触れ合える場所 
・自然と触れ合える場所（自然名所巡り、花見、散歩

コース） 
・綺麗な景色が見られる場所 
・星が綺麗に見える暗い場所（新しい村でホタルを

見たときは暗くてよかった） 
・農業ができる場所（モロヘイヤ、ムラサキイモ） 
・使っていない田畑の活用 
 
★防災・防犯 
・交番 
 
★その他 
・日本工業大学との連携 
・話題、流行りの物がある場所 
 
☆参加したいこと 

 
★イベント 
・いろいろな人が参加できるイベント（無料ででき

るもの） 
・学区ごとのイベント（夏祭りなど子どもたちとの

交流） 
・子どもだけのイベントだけではなく宮代全体のイ

ベント 
・昔遊びの継承（子育てひろばでイベント等） 
・農業をエンタメにする（体験ワークショップ、た

き火） 
・山崎山で自然体験 
・虫とり 
・自分で作って自分で遊ぶ 
 
★講座 
・高齢者向けネット勉強会（高校生、大学生が講師） 
・スマホ教室、パソコン教室 
・絵画教室等 
・日工大教授の講座を町に開放 
・日工大生との連携（中高生に勉強会） 
・スポット的に参加できる体操、脳トレ 
 

★サークル・サロン 
・幅広い年代に親しまれる活動（お手玉、健康体操、

音楽サークル等） 
・体操、サークル活動 
・ラジオ体操、ゲートボール 
・イベント 
・ボランティアライブ 
・学生向け職業体験ボランティア 
 
 
 



問い３ あなたの身近に１つ施設ができます。そこにはどんな役割や機能があればよいですか。 

★講座開催 
・カルチャースクール、趣味の教室 
・男性が参加できる場所、男の料理教室 
・お料理教室 
 
★滞在できる・自由に遊べる広場 
・芝生の広場 
・ボール遊び、子どもが遊べる 
・パラソル、ベンチ、テーブル 
・階段状ベンチ 
・開閉式の屋根 
・木陰となる木 
・花壇 
・大きい公園、いろんな器具 
 
 
★こども向けのスペース 
・子どもたちが安心して外で遊べる場所 
・小さい子があそべるスペース 
・子ども遊び場 
・水遊び 
・遊具（白い山のトランポリン） 
・ＴＶ付モニタースクリーン、上映会 
 
★文化・芸術スペース 
・作品展示スペース、展示会 
・防音スタジオ・音楽室・楽器を置く（ピアノ・ギ

ター） 
・屋外ステージ（屋根付き）、ライブステージ、ライ

ブ会場 
・カラオケ 
・ストリートピアノ 
・プラネタリウム（大望遠鏡） 
 
★運動ができるスペース 
・ぐるるのちっちゃい版 
・バドミントン場 
・スポーツジム 
・クライミングウォール 
・グラウンドゴルフ、太極拳、ラジオ体操 
・バスケのゴール、テニス壁打ち、野球 
・アーバンスポーツ、スケボーパーク 
・人工芝の運動場 
・スポーツ用具貸出 
・ストレッチ用遊具 
 
★勉強や仕事のスペース 
・スタディスペース 
・サテライトオフィス・テレワーク 
 

★フリースペース 
・本棚、Ｗｉ-Ｆｉ、パソコン、談話室 
 
★多目的に使えるホール 
・日にち・時間によって用途変更・使い分け 
 
★子育て支援 
・子育てサロン 
・ママ友スペース 
・ママたち運営のカフェ 
・託児所・保育園 
 
★ゲームスペース 
・小中高生が大人に教える 
・ボードゲーム 
 
★フード、カフェ、調理スペース 
・スタバ・マック・ファミレス 
・ちょこっと飲食（漫画、麻雀、好きなこと） 
・フードコート（座席数多く） 
・ブックカフェ（店内に緑） 
・ママたち運営のカフェ 
・クッキングスペース 
 
★ショップスペース 
・地場産市場、直売所 
・クラフトショップ スペース貸し 
・クリーニング、メンテナンス、リメイク工房 
・フリーマーケット、古着交換 
・企業誘致 
 
★宿泊・BBQ 
・キャンプ・グランピング 
・宿泊施設（民泊） 
・ＢＢＱ設備 
 
★農園 
・畑・田、貸切農園、シェア畑 
・採れた野菜の料理、販売 
 
★病院 
・小児科・産婦人科 
 
★防災 
・防災井戸・防災倉庫 
 
★行政出張スペース 
 

★配置場所 
・駅ナカ 
・空き店舗、空き家 
・遊歩道に直結 
・バス停 
 
★その他 
・シャワー室、休憩室 
・テラス 
・ソーラーパネル 
・情報環境（ＩＴ） 
・足湯 
・遊歩道 
・大きい駐車場 
・キッチンカー 
・トレーラーハウス 
・学生のバイト先として 
 



問い４ あなたは施設の館長です。みんなが気軽に集まる場とするために何をしたいですか。 

★出会い・交流の場 
・何かやりたい人が集まる場 
・話し合いの場 
・ワールドカフェを月 1 回開催 
・いろいろな大人と出会うきっかけになる場 
・人と人、自然に会話が生まれるような仕組み 
・職業別の交流 
・目的をつくる 
・無理やりに集められる・・・でも楽しい、興味があ

る 
・季節や年代にあわせた交流 
・情報交換の場 
・利用者と直接交流する（対話） 
多世代交流 
・大学生が小中学生に、高齢者が若者にお互いに教

え合う場（ギブアンドテイク） 
・若者とおじいちゃん、おばあちゃんが教え合い（ス

マホ⇔農業、昔遊び） 
・学生、様々な職種の人、中高年が、中学・高校生に

教える場 
・企業→学生→高齢者 高齢者がおいていかれない

ように 
・高校生から高齢者までたくさんの人（世代）の働

く場 
・陽だまりカフェ・サロン 
 
★市民による企画・運営 
・企画を決める委員会 
・ワールドカフェのような多世代の入り混じった話

し合い・企画の場を定期開催 
・市民によるプロデュース、コーディネーター 
・住民の意見を中心とした施設 
・学生とボランティアの活動 
・まちづくりの事業となる 
 
★講座開催 
・シェアキッチンで料理教室 
・パソコン・スマホ講座  
・野菜・花収穫育てる 
・花や野菜の育成 
・遊び方 
・共同作業（農作業、伝統工芸など） 
 
★イベント開催 
・たくさんの軽イベント（月イチや週イチでイベン

ト） 
・定期的な大規模イベント 
・地域向け防災訓練 
・プロジェクションマッピング 
・物産展・フリーマーケット 

体験・交流イベント 
・ゲームイベント 
・世代間交流イベント 
・全年齢向けのイベント 
・コスプレ 
・字・音楽など 
・食のイベント（美味しいものを食べる） 
・ぶどう 
・料理 
・ＢＢＱ 
・それぞれの趣味のイベント 
・子どもと一緒に野菜作り 
 
文化・音楽イベント 
・音楽を語れる日をつくる（レコード・CD 持参） 
・音楽ライブ、音楽祭 
・文化祭  
・季節イベント（イルミネーション） 
・東武動物公園とのコラボ・連携イベント 
 
★情報発信・PR の充実 
・ＳＮＳで情報発信・告知（ライン、ツイッター、テ

ィックトック、インスタなど） 
・館長（町長）の動画 
・東武鉄道車内中吊り 
・町の特色と掛け合わせて PR（野菜、ドラッグスト

ア、自然、イベント） 
・自治体の回覧、広報、スーパー店頭（中高年向け） 
・ホームページ、広報、防災無線 
 
★運用面の工夫 
・ルールをゆるく 
・利用時間を長く 
・入場料を無料に 
・利用料金を格安に（施設利用料、カフェメニュー、

カラオケ） 
 
★こども向け施設 
・遊具の設置（アグリパーク、内牧公園など） 
 
★子育て支援 
・子どもの服屋（フリマ） 
・授乳室 
・おむつを替える場所 
 
★施設面の工夫 
屋内  
・入り口を沢山作る 
・フリースペースを大きくとる 
・中が見えるようにガラス張りにする 

・施設入り口をカフェスペースとして開放 
・食べられて、しゃべれて、勉強できるスペース 
・ソファ 
・和室、畳、コタツ 
・バリアフリー、エレベーター 
・強い Wi-Fi 
屋外 
・開放的な遊具 
・階段ベンチ 
・広場、イベント広場、芝生広場 
・テーブル・ベンチ 
・キッチンカー 
・写真スポット 
・足湯 
・季節にあった木の植林 
・半屋外のスペース 
立地・アクセス 
・土地の有効活用（市街化調整区域） 
・駅の近く 
・学校の近く 
・車道の整備、歩道を広げる 
・バスを走らせる 
・ついでに寄れるように、いろいろな施設の併設 
その他 
・新しく施設を作るより、今ある施設を改善 
・集会所のリノベーション 
・自転車・ベビーカーのレンタル 
・ハコモノより中身重要！ 
 
★民間事業者の活用 
・東武動物公園とコラボ 
・有名カフェを招待して、雰囲気のあるプロジェク

ションマッピング 
・キッチンカー出店 
・飲食店出店（マック、スタバ、ファミレスとか） 
・病院併設（小児科） 
 
★館長 
・館長がカウンセラーの資格（困窮者や困っている

ことの相談） 
・館長がアウトドアやスポーツを行う 
・ボランティア館長 
 



テーブル毎の発表内容 
      あったらいいなこんな場所～みんなで考える地域の施設～  

令和 3年 12 月 4日（土）9時 30 分～16時 進修館大ホール 
 
発表テーマ 

「問い４ あなたは施設の館長です。みんなが気軽に集まる場とするために何をしたいですか。」 

 

１班 

・子どもが色んな大人と触れ合える 

  →出会える大人が限られているので、出会うきっけを作りたい 

 まちづくりコミュニティセンターを作って、色んな人と関わる 

  大人が教える → 子どもが学ぶ → 学んだことを活かしてシニアの手助けをする 

            インプット → アウトプット 

  

２班 

・ＳＮＳで発信する（季節のイベントや告知など） 

・年代を超えての交流（大学生が子どもに教えるなど） 

・異業種交流の場 

・テーマで語り合う場 年代を超えて語り合いたい 

・ライブを行う 

 

３班 

・食べて、話せて、勉強できると立ち寄りやすい 

・半屋外（無印や進修館のような） 

・陽だまりサロンを利用して、相互に教えて交流する 

・芝生にキッチンカー 

 

４班 

・施設の中心に広場、そこに大きな木、近くには階段ベンチ 

 広場では、どんな活動をしてもＯＫ（音楽会など） 

 階段ベンチでは読書なども可能 

・プロジェクションマッピング 

→色々な年代向けに行い、人が集まる 

 （海のない宮代に海の景色を作る、ドイツのマッピングでクリスマスマーケットなど） 

 

５班 

・相談室のような何をしてもよいフリースペース 

・カルチャースペース（町民向けの講座、教室） 

・運営、企画を町民が行う 

・行政と町民が一緒に働ける 
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６班 

・多世代で集まれる 

・カルチャーセンターのように相互に教え合う、一方通行ではない 

・野菜、花を育てて分かり合う 

・お店や遊具など気軽に来る目的が必要なのではないか 

 

７班 

・ＳＮＳで情報発信 

 シニアも利用できるように ← 日工大生がボランティアで単位をもらえるようにする 

・防災に向けた施設 

・このワークショップみたいに、色々な人と交流できる場 

 

８班 

・企画部がある 

・今ある施設で色々な趣味を行う企画をする 

・館長がアウトドアなどに自ら取り組む 

 

９班 

・３階建ての複合施設 

 スタバやファミレス、マックなどを入れると、外から人が来やすい 

 カフェはママたちが経営し、子どもたちはキッズスペースで遊べる 

 バリアフリー 

 バスを運行 

 ベビーカー、自転車のレンタル 

・大きな病院 

・車道の整備 

 

１０班 

・体験と交流を生むイベント  宮代らしさの「農業」「ぶどう」を活かす 

 （趣味を見つけられる体験、季節のイベントなど） 

・動物園とコラボ 

・多世代が集まって、企画、実行していく 

 

１１班 

・施設の入り口はフリースペースにし、外と中の中間エリアで入りやすくする 

・ザリガニ釣りや農などの体験型イベント 

・フリマなどの趣味を生かした活動 

・情報発信（ＳＮＳ、広報、放送など）こまめに行って町民に伝える 

 →知らないとイベントに来られない 


