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第6回ササハタハツ会議 開催概要

■第6回 ササハタハツ会議
日時：2022年06月17日(金) 18:00 ～ 20:00
場所：幡代小学校体育館、オンライン

第１部の様子 第２部の様子

会場 参加者

幡代小学校 30名

オンライン 13名

計 43名



開会の挨拶 18時開会

第１部（18:02～）
・会議概要と今後のロードマップ
・皆様からの声・緑道アンケートについて
・仮設FARMについて
・緑道整備の設計進捗の報告

～ 休 憩 ～

第２部（19:12～）
・ワークショップ、発表
・お知らせ、今後の予定

閉会の挨拶 20時閉会

本日の次第



本日の概要

・今後の流れ（ロードマップ）について確認

・｢緑道整備に向けた皆様からの声」の更新状況（3月更

新）、緑道アンケート結果について共有

・仮設FARMについて共有

・整備の考え方、遊び場・舗装・通路等の検討状況、施設

配置案更新版について共有

・ワークショップ：設計内容への感想

概要と今後のロードマップ
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緑道整備に向けた皆様からの声

緑道 皆様からの声
イメージ

・１０月に実施した緑道アンケート、12月に開催した出張座談会等のご意見等を踏まえ
て｢皆様からの声｣を3月に更新しています。（更新箇所は赤字）

・区HPに掲載しています。内容について、ご確認をお願いします。



緑道アンケートの概要

実施期間： 令和３年10月27日（水）～11月３日（水）

回答いただいた方： 303 名

寄せられたご意見： 延べ 2,360 件
1.年齢：30代～５0代の回答者が多い

2.住まい：笹塚・幡ヶ谷・本町・初台を中心に回答

3.世代構成（中学生以下の子供がいるか）
：子育て世代が半数以上



内容：
公募で選定した20名の利用者と、土づくりや野菜の栽培などを実
施。IoT管理等を一部に導入しながら、比較検証を行う。

仮設FARM

背景・目的：
緑道再整備のコンセプトプラン「FARM」に対し、実施に向けてより
具体的に農園の維持管理ルールを検討し、今後の緑道整備計画
や運営に活かしていくために実施。
共有・議論の場であるササハタハツ会議・出張座談会と両輪であり
方を検討していく。



昨年度実施したこと

令和4年1月7日～31日

キャスト（利用者）公募 310名の応募あり

20名を抽選で選定

令和4年 2月

初台緑道に仮設FARM設置

令和4年３月21日

種まきイベント・利用者による全体会

仮設FARM



仮設FARM

フィールドの様子 植えた作物は、キャスト（利用者）同士で話し合って決定



仮設FARM

フィールドの様子



仮設FARM

3月21日 仮設FARM OPEN（土入れ・種まき・周辺の清掃）



今年度スケジュール

令和4年度～

・初台緑道継続実施

令和４年度夏～秋頃

・西原緑道などに新規設置・利用者募集

皆様のご参加お待ちしております！

仮設FARM



仮設FARM

また、初台の仮設FARMでの種まき動画が
本日（6/17)公開！

公開先



緑道整備の設計進捗報告

設計資料をご覧ください。
区HPにて公開しております。



緑道整備の設計進捗報告

質疑応答での意見

①これまでコミュニティキッチンやＢＢＱについての意見も出ていたが、設備として設計に反映されているか？

→コミュニティキッチンは、民間活力の導入を検討している。ＢＢＱ施設は緑道アンケートの結果、設備として
は設けずイベント等で個別に可否判断をし実施できるようにしていく。（区回答）

→様々な要望を受けながら実現可能なものを設計として計画し、今後運営管理の中で、どのように実現できるか
を検討する２段階で考えている。例えば、BBQ等が実施可能な場所（フリースペース）を整備し、使い方につ
いては運営管理の中で検討し、要望をオペレーションできるような形にしたい。（ATTA回答）

②公園内では口に入るものを作ってはいけないと思うが、設計として囲いを作って管理するなどになるのか。

→仮設FARMの取り組みで得られた気づきを設計に反映していく予定。（区回答）

→運営管理の中で、安全性を保ちながら作物を作れるか検証している。（ATTA回答）

③整備計画はどのような順に整備を進めていく予定か？

→着工の順番は現在精査段階であり、固まり次第周知していく。（区回答）

→整備計画は縦割りでなく横繋がりな関係を目指している。電線地中化は東京都と、ほか水道局など多くの関係
各所と連携しながら進めている。（ATTA回答）

④笹塚地区は開渠もあり、現状の環境を変えないで欲しい。整備計画ではどうなる予定か。
→現計画は暗渠となる駅前を対象としている。開渠は活かす予定。（ATTA回答）



ササハタハツまちラボからの報告 (388 FARM βの実施について)

⚫ 事業名称 388 FARM β(ササハタハツファームベータ)

⚫ 開催日時 5月14日（土) 10:00～16:00

5月15日（日）10:00～16:00

⚫ 開催場所 初台緑道 初台出張所前等(渋谷区初台1-33周辺）

⚫ 主 催 ササハタハツまちラボ

⚫ 協 力 初台町会/初台商盛会/初台まちづくり協議会

⚫ 後 援 渋谷区

⚫ 参加団体 388 FARM MAKERS  19団体（13PJ）＋一般公募枠 14団体

<388 FARM MAKERS企画 13PJ>
※赤字はササハタハツエリア在住又は活動する団体・PJ・店舗・企業

・初台まちづくり協議会 →初台サンカクワークショップ、今昔写真展
・まち遺産探検隊 →今昔写真展（上記初台まち協と共同で実施）
・ハーベストコミュニティパーク×grow →share seed、アイデアの種交換
・ガイラ×ビストロコージー×マチルダ →カレー等お弁当販売
・つながる菜園 →ハーブバスソルトづくり
・北渋PJ →ストリートピアノ
・Tea Party →屋台
・mamapura kids&baby →ダンスプログラム
・インクルーシブ運動場×ハーモニーセンター

×作業所×アビオファームマーケット →運動場、乗馬体験、物販、キッチンカー等
・かんてんぱぱ →食品販売（＠店舗前）、会議室提供
・サニパック →ヨーヨー釣り、ゴミ袋提供、ゴミ啓発
・トリデンテ →野菜・果物マルシェ、キッチンカー、

マルシェブース貸出
・shibuya good pass →goodpassギャラリー、ササハピ投票



ササハタハツまちラボからの報告 (388 FARM βの実施について)

<一般公募枠 14PJ>
※赤字はササハタハツエリア在住又は活動する団体・PJ・店舗・企業

・ちむどんどん島物語 →自家製サーターアンダギー、
沖縄ドリンクの販売

・獣‘Sダイニング →ジビエと初台商店街揚げ物販売
・WEP.creative CAFÉ →自家製シロップ、ピクルス、

寿司ロールの販売
・おこめどき →ライスバーガー
・お好み焼きえん →焼きそば、お好み焼き
・トモキッチン →軽食、焼き菓子販売
・マレビトワークス →コーヒー豆と手作りグッズの販売
・ベビーラップ →1枚の織布による抱っこひもによる

ワークショップ
・だんすひろば →子どもたちによるダンス発表
・まちクエスト →緑道を活用した謎解きコンテンツ
・カリビアンマーケット→カリブ海をテーマにした物販
・Mellowbear →フードロスの野菜を活用した

犬のおやつ販売
・こどもだがしや →幡代小の子どもたちが中心となり

駄菓子屋を運営
・てづくりから「地域」の深い魅力を感じよう

→地形の歴史的な”アイコン”をモチー
フにしたキーホルダー制作







10.4%

100点

90点

80点

⇒約８割が７０点以上の評価⇒徒歩・自転車が約７割、電車も約２割

⇒住んでる方の参加が約６．５割 ⇒家族と参加した方が約５割



・次回のササハタハツ会議は、秋頃開催予定。

・３８８出張座談会 を引き続き開催します。

→ 職員が会場に常駐します。
緑道整備について自由にお話ししましょう。

出張座談会 ： ７月（予定）

詳細が決まりましたら、別途、区HP・メール等で告知いたします。

今後の予定

お知らせ、今後の予定



SasaHataHatsu farm news vol.2

お知らせ、今後の予定

本日（6月17日）公表

・各戸配布

（西原・初台・本町・笹塚地区）

・区役所本庁舎、出張所（4地区）

・京王線笹塚駅、幡ヶ谷駅、初台駅

で配布しております。

また、HP等でも公表しております。



今回説明された設計内容についての感想・ご意見

テーマ

ワークショップ（30分）

グループ

会場形式：3グループ

オンライン形式：１グループ



第6回ササハタハツ会議 ワークショップでの主な意見
テーブル①

・防災の観点から、また、子供たちのためにオープンスペースを多く残してほしい。
・仮設ファームの現キャストは、他の地区でも今後リーダーとして活躍できるとよい。
・初台駅前は現行のイベントも多いのでオープンスペースとして残してほしい。
・幡代小学校の子供の登下校ルートに親水施設、トイレの配置がぶつかっている。

テーブル②
・地元らしさのある計画としてほしい。
・災害時にも水を使えるようになるとよい。
・P-PFIで施設をつくれば、FARMの作物を活用できる。
・FARMを活かすためには、箱物施設（調理ができる場所）も必要である。

テーブル③
・自然資源の再利用（緑道内の落ち葉や刈取った草の堆肥化）、土を大事にしたい
・Farmでの活動を通して会話や交流が生まれる。FARMにどんどん参加したい。
・子どもが土と触れ合える環境を増やしてほしい。
・仮設FARMは現在プランターで行っているが、地面とつながった土で行うことが大切

であり、その場合、管理など維持管理面での課題がでてくるだろう。
④オンライン会場

・緑道が、みんなが関わる、渋谷区みんなのものになればいいと思う。
・コミュニティリーダーなど人が常に公園にいることで、犯罪の抑止につながる。
・家庭ゴミをコンポストで堆肥化し、緑道の土に還す取り組みなどもできればよい。
・文化服装学院まで続くみちであり、西参道のプロジェクトも進んているのでつながっ

ていければよい。



第6回ササハタハツ会議 ワークショップでの主な意見

テーブル①



第6回ササハタハツ会議 ワークショップでの主な意見

テーブル②



第6回ササハタハツ会議 ワークショップでの主な意見

テーブル③



ワークショップまとめ①

みんなで取り組む・関わる機会に期待を寄せる意見が最も多い

遊び場に関して、自由な関わり方に期待を寄せる意見が多い

ほか、環境や農を意識した取り組みの希望が見られた

多様なひとが関わることで、防犯となることの意見が見られた

周辺地域にもつながる緑道を期待する意見が見られた

第6回ササハタハツ会議 ワークショップでの主な意見

オンライン



みんなの緑道
緑道が散歩道。
渋谷区みんなのものに
なればいいと思う

区民協働
防災、ごみ問題など、
一般市民でも一緒に取
り組めることがあれば
いい

みんなが関わる
近所でこども食堂、近
くでコミュニティに関
われることがうれしい。

遊び場
遊び場は、子どもたち
が友達をつくる交流の
場所。大人も子どもも
関われて遊べる場は良
い。

遊び場
今の子どもたちの遊び
も引き続きできるよう
になってほしい。

様々なしたいことを実
現
ぜひ形に。いろんな人がやりた
いと思うこと実現することがで
きればよい。
作物を育てて販売しようとする
と法律に引っ掛かる可能性、ど
う設計できるか、実証実験含め
取り組めるとモデルケースにな
る。

様々な遊び
話が進んで楽しみ。
自由な子どもの遊び場
は新たなチャレンジ、
プレーパークの例もあ
り、いろいろな人が関
わって楽しめたらよい

周辺波及・つなが
る
文化服装まで続くみち、
西参道のプロジェクト
も進んているのでつな
がっていければよい。

犯罪抑止
茂み、防犯に気を付け
た方が良い、コミュニ
ティリーダーなど人が
常に公園にいることで、
犯罪の抑止につながれ
ばよい。

ゴミを土に還す
ゴミを少なくする取り
組みとして、家庭で出
たゴミをコンポストで
堆肥化し、緑道などの
土に還すという取り組
みなどもできればよい。

みんなで関わる
できないの確認すると
いうより、できること
をみんなで考えて、そ
れぞれの知識を生かし
て実現に取り組めたら
よい。

みんなで取り組む・関わる

遊びに関すること

したいこと

結果

周辺
波及
拡大


