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I. はじめに 

n 代表挨拶 

「考えるきっかけ」と「あそび」の間で。 

 

桜が満開の中、クリーンセンターを舞台にみんなでつくった子どもが主役のまち「Teens Town む

さしの」。 

 

小学生参加者の可能性を信じ、中高生を巻き込み、大学生が企画をした今回の「まち」では、17の

お店（当日起業された「ぼうし屋」含む）が出現。参加者自らが選択したお店で働き、お金をもらい、

遊ぶ体験を届け、関わった全員が新たな視点からまち（社会）と自分を見つめる機会になった、と考

えております。 

 

地域への恩返しがつながってひろがって、みんなが主役のあたらしい「まち」をつくる。そんなチ

ャレンジは私達実行委員会にとっても、（たぶん、参加者の小学生にとっても）本当に楽しく、充実

したものになりました。支えていただいた皆様には感謝してもしきれません。ありがとうございま

した。 

 

まだまだ地域を巻き込み、巻き込まれていきたいと思っています。今後ともご指導ご鞭撻のほど、

宜しくお願い致します。 

 

Teens Town むさしの実行委員会 

代表 神村 美里 
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n 実施コンセプト 

「子どもがつくるまち」はドイツのミュンヘンが発祥といわれています。「子どものまち」の中で
は自分の好きな仕事を見つけて働き、給料をもらい、そのお金を使って、買い物や食事ができるとこ

ろに特徴があります。日本でも、佐倉市の「ミニさくら」をはじめ、その地域・主催者らしい規模や

やり方で開催されています。 

武蔵野市でも 2007 年～2014 年に実施されていた「むさしのミニタウン」。2 日間で約 1,000 人の
子どもたちを動員した幻の地域イベントでした。 
 

当時小中学生で参加者だった世代が大学生になり、「当時受けた恩・楽しさを次世代のこどもたち
と”むさしの”に返したい」という想いで我 「々Teens Town むさしの実行委員会」が動き始めました。 

n 実施目的 

「武蔵野市の 10 代に、まちとじぶんを考えるきっかけを届ける」 

 

「たのしさ」を通じた地元への恩返しだけではなく、10 代の子どもたちに「まちづくり」を身近

に感じてもらい、そして次世代を担う彼らに学びや仕事の視野を広げるきっかけを届けます。 

n 実施概要 

●日時： 2019 年 3月 29 日（金）10時～15時 

●会場： 武蔵野クリーンセンター 

●共催： 武蔵野市、(株)むさしの Eサービス、Teens Town むさしの実行委員会 

●当日参加者 

小学生（当日参加）90名 

中学生（当日スタッフ）1名 

高校生（当日スタッフ）3名 

大学生（コアメンバー・企画・当日スタッフ）42名 
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II. 実行委員会の「かたち」 

n 組織紹介 

 
 

Teens Town むさしの実行委員会は、代表神村をはじめとする「コアメンバー」だけでないたくさ

んの学生団体スタッフによって運営されていました。特にブース企画においては内容を計画する「企
画担当」と当日の運営を担う「運営担当」がおり、それぞれのブースが主体的に企画を進めてきまし
た。 

また地元自治体である武蔵野市役所や、会場となった「武蔵野クリーンセンター」運営会社である

(株)むさしの Eサービス様とは密に連絡を取らせていただき、円滑な運営に終始努めました。 

さらに、アドバイザーとしてケヤキコミセン運営協議会をはじめとしたたくさんの地域の方々も
お力添えくださり、今回の成功に繋がっております。 
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n ブース担当紹介 

企画統括 

●澤田 明奈 

●由谷 真子 

●柴田 祥子 

運営担当者 

ブース名  
（運営） 神村 美里 澤田 明奈 原田 萌々 由谷 真子 

（誘導） 高尾 源 諸井 茉莉奈 岡内 駿介  
（撮影） 吉野 羽南 江口 佳   
大学Ａ・C 原田 萌々 中村 太一 寒河江 裕美 中林 春姫 

大学Ｂ 神村 美里 由谷 真子 岩崎 桃香  
市役所 瀬田 孝平 山口 恵里奈 柳井 美早紀 柴田秀朗 

職安 中村 太一 岩崎 桃香   
銀行 成富 美玲    
警察 井後 友輔 小島 雄哉   
TV 局 寒河江 裕美 中林 春姫 酒井 千穂  
放送局 江口 佳 金木 葉奈   

ゲームセンター 横山 華音 山下 祐佳 林 幹久  
ミニクリーンセンター 岩崎 智子 岡田 真   

新聞社 長森 早咲 石津 雄大   
美容室 湊 麿帆 小松 未侑   
工房 古屋 葉月 大野 初穂 由谷 真子  
宝くじ 平井 颯 関根 亜香莉   
お弁当 佐藤 遼 菅井 優奈   
ドリンク 柴田 祥子 飯田 智也   
駄菓子 林 拓海 渡邉 ひなた   
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企画担当者 

ブース名  
銀行 岡根 大輔  
警察 土田 翔平  
TV 局 寒河江 裕美 中林 春姫 

放送局 金木 葉奈  
ゲームセンター 横山 華音 長森 早咲 

ミニクリーンセンター 神村 美里  
新聞社 横山 華音 長森 早咲 

美容室 湊 麿帆  
工房 神村 美里  
お弁当 原田 萌々  
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III. 実行委員会の「あゆみ」 
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IV. 当日の様子 

n 「まち」の仕組み 

 

「まち」の様子 from 瀬田 
自分は市役所ブースで全体の指揮を執っていました。序盤はバタバタしてしまいどうなることかと思

いましたが、昼前には子どもたちに主体性が見えてきて、子どもたちの底力に驚きました。結果、終了時

には大盛況。子どもたちも笑顔で帰路についてくれました。 

参加者内でひとりもけが人等も出ずスムーズに終わることができてほっとしています。 

お力添え頂いた地域の方々、クリーンセンタースタッフの皆様、並びに市役所関係者様には厚くお礼

を申し上げます。 
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n 参加者アンケート等 集計 

参加者内訳        男女比率（アンケートより） 

        
 

 

 

参加者に聞いた「楽しかったお店」ベスト３ 
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参加者の感想（一部） 

ここにずっと住んでるのにきたことなくて、来年もやってほしいくらい楽しかったです 
（明星・小 3） 

 

一回のきゅうりょうがたかくてよかっただがしやゲームができるのもよかったもっとゲー
ムのりょうをふやしてほしい 
（第五・小 3） 

 

学年にこだわらずみんなで協力してお店を出して楽しかったです。 
（第二・小 3） 

 

とても楽しく過ごすことができました！ヘアアレンジしてもらったのがうれしかったで
す。ありがとうございました。 
（大野田・小 6） 

 

他人とのコミュニケーションが取れてよかった 
（桜野・小６） 

 

大人になったら正社員になりたいです。 
（5小・小 4） 

 

おみせをふやしてリアルにしてください 
（大野田・小３） 

 

今日はいろんな仕事ができてとても楽しかったです。 
（千川・小４） 
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「こんなことができるようになりました！」（一部） 

色んな人と気軽に話せるようになった 
（桐朋・4年） 

 

ヘアアレンジの新しい技 
（桜野・小５） 

 

時間を気にせず遊ぶ 
（大野田・小 6） 

 

金をかせぐ！！ 
（大野田・小 5） 

 

友達ができた。 
（第五・小５） 

 

自由に売り買いができた！職安の仕事を覚えた。 
（桜野・小４） 

 

せっきゃくが上手になった。 
（千川・小４） 

 

おわらい 
（第二・小３） 

 

「まち」の様子 from さちこ 
こどものまちではさまざまなインプットアウトプットがあり子どもたちが十二分にその魅力を発揮し

てくれた。当初、宝くじブースがあまり売れず街を宣伝しながら歩くと宝くじが売れた経験をした男の

子がそれを活かし、同じくあまり売れていなかったドリンクブースに仕事に来た時、同じように街の中

で宣伝を始めた。そのおかげで売り上げは右肩上がりに。その後売れ行きがまた伸び悩んだ際、宝くじが

なぜ売れているのかを考察し宝くじの「くじ要素」が売れている要因だとし、コップ 5 個に 1 個の割合

で飲み物が無料になるようなあたりを作った。このおかげで売り上げはまた伸び、最後には行列ができ

るように。 

以上のことを子どもたち自身が経験から学び、考え、それを活かすということを半日でやってのけて

しまった。こどもはもう「こども」ではないのかもしれない。 
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V. 実行委員会の「これから」 

n 手応えと課題 

「第０回」と銘打った今回の Teens Town むさしの。企画内容はもちろん運営面など精一杯準備

をさせて頂いたものの、初めてのイベントということもあり企画段階から当日まで終始気をもんで

いました。「ひとりでも多くの子どもたちに参加してほしい」と思う一方、参加者を募集させて頂く

時には「本当に 100 人（定員）も参加してくれるのだろうか」と弱音を吐いたことも。そんな複雑

な心境のなか募集を開始しましたが、実際はスタッフ全員の予想を裏切りわずか２日半で定員を満
たすほどの注目ぶりでした。これによって地域の方々からの注目や期待を体感できたのは幸せであ
る一方、自分たちの在り方を再考させられる出来事でもありました。僕たちには「まちと自分を考え
るきっかけ」をつくるという目標があり、それを届けるイベントとして Teens Town むさしのを今
回企画させて頂きました。この考えに共感・応援してくださる方がいる中で、現状に甘んじるのでは

なく、よりよい経験を届けるためにはどうすれば良いか――そんな漠然とした課題を強く感じまし

た。 

 

また前項にてご紹介させて頂いた当日参加者アンケートでは、子どもたちの「楽しかった！」とい
う声を強く感じました。それだけではなく、現場でブースを回してくれた大学生スタッフからも「子
どもたちの積極性・主体性に驚きました！」という話を多く聞きました。特にスタッフ内で共有して
いたのが「帽子屋さん」の存在です。帽子屋さんは本来の企画要旨には存在せず、当日子どもの発案
でいつのまにか「起業」されていた唯一のブースなのです。学生スタッフでの構想段階では起業とい
う概念を取り入れようという話こそあったものの、難易度などから次年度以降に持ち越しとなって

いました。大学生スタッフが必死に頭を回して検討していた「起業」経験を、「やってみたい！」と

いう素直な気持ちで取り組めてしまう子どもに”脱帽”しました。 

 

「第０回」というカタチでは成功したように見えますが、僕たち実行委員会では「これから」にど

う繋げるか、課題山積だと感じました。 

 

まずひとつ挙げられるのが「店舗の多様化」です。参加した子どもたちから「楽しい」という言葉
を聞けたのはうれしいのですが、僕たちの目標はそれを踏まえた上での記憶に残る経験です。今回
「美容室」ブースでは約１５ブース中で唯一現職のプロがスタッフとして参加していました。その
道のプロフェッショナルと関わることができると「ごっこ遊び」とは異なり子どもたちの経験量も
飛躍します。今後は他業種のプロフェッショナルにも参加してもらうなど、子どもの経験値の向上
に取り組みます。 
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また「参加枠の拡大」も大きな課題だと感じました。先にも述べました通り非常に多くの方から注
目・関心を頂き、募集開始直後に安全管理上の定員を満たしました。次回以降、安全面を最大限に考

慮した上で、できるだけ多くの子どもたちに機会を与えたいと思っております。 

 

Teens Town むさしのが掲げる将来像として「地域に根ざす若者像」があります。 
今回参加してくれた小学生たちが中学生・高校生になったときに「ブース店長」としてブースを企

画・運営し、さらにその後大学生になったときに全体の運営を担う――そうすると、昔小学生時代に

「参加者」だった大学生メンバーが新しい小学生参加者と関わり…。 

このような構図ができあがれば、子どもを取り巻く環境が変わり地域社会にも新しいカタチが見
えてくるのかもしれません。 

（瀬田） 

n 今後の方針 

現在、実行委員会では今年度の実施に向けて企画会議を続けております。 

企画の「これから」 

先にも述べましたような中学生・高校生を巻き込む側面を持つ新たな企画を夏頃実施する予定で
す。それだけではなく、インプット・アウトプットの枠にとどまらない多様なワークショップも実施
する予定です。 

組織の「これから」 

「大学生って意外と忙しい」という結論を前年度の反省として捉えて組織形態を再編します。 

具体的には、従来曖昧だった役割分担を明確化して「代表」と「企画」「渉外」「総務」の３チーム

に編成しなおします。また、現大学４年より上の代が持つスキル・ノウハウなどを下の世代へ継承で

きるような枠組み作りを進めていきます。 

もちろん今年度は大学生と小学生では完結せず、中学生・高校生の存在が重要になって参ります。
プレという立ち位置で前年度から協力してくれている高校生を中心に、中学生・高校生のなかで

Teens Town むさしの の存在感を高めていけたらと思っております。 
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VI. フォトアーカイブ 
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VII. 終わりに 

n Teens Town むさしの実行委員会 

代表: 神村 美里 

HP: https://teens-town.me/ 

E-Mail: contact@teens-town.me 

n 謝辞 

2019 年 3月 29 日実施「Teens Town むさしの」は大盛況の内に終了致しました。この成功は

ひとえに皆様のご協力、お力添えのおかげと心より感謝しております。 

武蔵野市役所職員の方々には、年末・年度末のご多忙時にもかかわらず準備段階より様々な

お力添えをいただきました。 

荏原環境プラント(株)様ならびに(株)むさしの E サービス様には、準備段階から当日まで、場

所や物品の準備でご協力いただいただけでなく我々のアイデアにも共感してくださるなど、本

企画には無くてはならない存在でした。 

また、地域の企業様ならびに地域の方々からは、本企画にご賛同・ご協賛という形で資金面や

物資面で多大なご協力を頂きました。 

ケヤキコミセン運営協議会の方々からは、活動場所や「むさしのミニタウン」時代の物資だけ

でなく、企画運営のノウハウやアドバイスを頂戴しました。 

そのほかご協力くだりました企業様、地域の方々含め、本企画実施に関しましてご協力くだ

さりました皆様には、この場を借りまして厚く御礼申し上げます。 

 

そして、「Teens Town むさしの」当日にご来場・ご参加くださりました皆様、またご連絡をく

ださりました地域のご家族様には、学生による運営にもかかわらず多大なるご関心をいただき

ました。重ねて御礼を申し上げます。 

 

我々Teens Town むさしの実行委員会は、これ以降も引き続き「地域とその子どもたちに考え

るきっかけ」を届けるべく活動して参ります。皆様のお声にお応えできるよう鋭意努力する所

存でございますので、今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

Teens Town むさしの実行委員会 

総務 瀬田 孝平 


