市連会 10 月定例会資料
令和２年 10 月 12 日
市民局地域活動推進課

「横浜市自治会町内会新しい活動スタイル応援事業」の参加申込について
日頃より市政・区政にご協力いただき、誠にありがとうございます。
９月にご説明いたしました標記事業につきまして、横浜市と協働で事業を実施していた
だける事業者が決まりました。
「新しい生活様式」の中にあっても地域の絆をつなぎ、自治会町内会活動を継続してい
くため、ＩＣＴを活用した会議体験等の出張講座を行います。
ＩＣＴに触れていただき、今後の活動の参考にしていただければ幸いです。この機会を
是非ご活用ください。
１

申込方法
①地区連合町内会ごとに、お申し込みください。
※地区連合町内会の中でどなたにご参加いただいてもかまいません。
②事業者を第３希望まで選び「申込書」にご記入の上、ご提出ください。
※希望の事業者が重なった場合は先着順となります。あらかじめご了承ください。

２

申込み締め切り
第１次締切 令和２年 11 月 10 日（火）
第２次締切 令和２年 12 月 10 日（木）

３

参加申込から実施までの流れ
⑥アンケート提出

⑤ 講座実施

④事業者と日程等調整

③「参加者名簿」

「事前確認票」提出

②事業者決定

① 申込み

① 参加申込書提出
② 事業者の決定は、後日、横浜市からご担当の方に連絡します。
③ 事業者決定後、「参加者名簿」「事前確認票」に必要事項を記入の上、ご提出ください。
④ 事業者からご担当の方へ連絡します。内容や日時等ご希望をお伝えいただき、ご調整く
ださい。
⑤ 講座実施
⑥ 講座が終わりましたら、アンケートにご協力ください。
裏面あり

３

添付資料
（１）参加申込書
（２）参加申込書（記入例）
（３）申込チェック表
（４）参加者名簿
（５）事前確認票
（６）協働事業者メニューブック

４

書類の提出方法
申込書等の提出書類は「FAX・E メール・窓口に直接」のいずれかの方法で、各区の
地域振興課にご提出ください。

《提出先》
西区地域振興課 担当 野村・森永
電話： ０４５-３２０-８３８７
FAX ： ０４５-３２２-５０６３
E メール：ni-chiikishinko@city.yokohama.jp
※ FAX を送信されましたら、担当までお電話でご連絡いただけますようお願いい
たします。

《お願い》
講座実施にあたりましては、参加者の方のマスク着用、会場の換気などを徹底していた
だき、体調のすぐれない方は無理をせずご欠席いただくなど、コロナウイルス感染症防
止対策にご協力くださいますよう、お願いいたします。

市民局地域活動推進課
担当：中野・木村
電話：045-671-2317

記入日

令和

年

月

日

「横浜市自治会町内会新しい活動スタイル応援事業」参加申込書
申込者
地区連合名
代表者名
担当者名
（代表者と相違する場合のみご記入ください）
連絡先

１

希望事業者（第３希望までご記入ください）
希望順位

事業者
番号

事業者名

１
２
３

２

実施予定会場・所在地
会場名：
住所：

３

実施可能日（該当するものに○をしてください）
①

４

区

平日

②

土日祝

③

どちらでも可

参加予定人数（３密にならないよう、ご配慮ください）

約

人

区役所使用欄
受付日時

月

日

時

分
（24 時間表記で記入）

記 入

例

記入日

令和

２

年

１０

月

３０

日

「横浜市自治会町内会新しい活動スタイル応援事業」参加申込書
申込者
地区連合名

横浜地区連合町内会

代表者名

横浜

太郎

担当者名
桜 花子
（代表者と相違する場合のみご記入ください）
連絡先

１

２

３

希望事業者（第３希望までご記入ください）
希望順位

事業者
番号

１

３

(株)インターネット

２

７

オンライン(株)

３

１２

事業者名

パソコン(株)

実施予定会場・所在地
会場名：

横浜第一町内会館

住所：

中 区

本町 ６－５０

実施可能日（該当するものに○をしてください）
①

４

０９０－１１１－１１１１

平日

②

土日祝

③

どちらでも可

参加予定人数（３密にならないよう、ご配慮ください）

約

1０

人

区役所使用欄
受付日時

月

日

時

分
（24 時間表記で記入）

申込チェック表

参加の申込をされる方へ
この度は、参加のお申し込みをしてくださり、ありがとうございます。
参加申込書を提出する前に必ず、ご確認ください。

□ 連絡先（電話番号）は記入されていますか（担当者と代表者が違う場合は
担当者の連絡先をご記入ください）
□ 希望事業者番号と事業者名に間違いはありませんか
□

希望された事業者の担当エリアにお住いのエリアが含まれていますか

□ ３密にならない人数で参加されていますか（会場の定員の約半分、もしく
は隣の人との距離、約１メートル）

※ 事業者が決まりましたら、横浜市より代表者の方（担当の方）へ
ご連絡いたします。
その際には参加予定者名簿（氏名・自治会町内会名・自治会町内会
での担当）、事前確認票を、区役所地域振興課にご提出いただきます
ので、よろしくお願いします。

事業者決定後、区役所

参加者名簿

に提出してください

代表者名（担当者）：
連絡先：
地区連合名:

区
氏名

例

横浜

花子

自治会町内会名
横浜町内会

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※ 新型コロナウイルス感染症対策として名簿の作成にご協力ください。
※ 当日の参加確認票として使用します。

担当
会計、青指など
（担当がない方
は空欄）

事業者決定後、区役所に提出
事前確認票

してください

地区連合名

区

事業者名
参加人数
○

人

ＩＣＴについてお伺いします。
・参加される方でスマートフォンをお持ちの方は何人ですか？
人
・スマートフォンをお持ちの方でアプリをダウンロードしたことがあ
る方は何人ですか？
人
・参加される方でパソコンをお持ちの方は何人ですか？
人
・パソコンをお持ちの方の主な使い道は何ですか？
インタ―ネット検索

人

インターネットショッピング

人

動画視聴（YouTube など）

人

ワードやエクセルなどを使った資料作成
持っているがほとんど使っていない
※

人
人

実施にあたり、講座内容の参考にさせていただきます。

～ コロナ禍にあっても地域の絆をつなぐために ～

横浜市自治会町内会新しい活動スタイル応援事業

協働事業者メニューブック
一歩踏み出す皆さまを私たちが応援します！
横浜市と協働で ICT を活用した会議
体験などの出張講座を実施します。

横浜市市民局地域活動推進課

１

体験講座の一例
講座名（仮）

時間

内容例

１回目

共通項目
・メッセージを送ってみよう。
ＬＩＮＥ（らいん）を使 ２時間 ・グループを登録してみよう。
ってみよう！
程度
・横浜市ＬＩＮＥ公式アカウント、神奈川ＬＩＮ
Ｅコロナってなに？

２回目

共通項目
２時間 ・Zoom（ずーむ）などで、オンライン会議を体
オ ン ラインで 会議 を体
程度
験してみよう。
験してみよう！
その他体験項目
＊各事業者の特色に応じて体験いただけるプログラムです。詳細は、各事業者の
紹介ページをご参照ください。

３回目

（例）
２時間 ＊１回目、２回目の内容をもう一度やってみた
・電子掲示板、電子回覧
程度
いというようなことも可能です。事業者にご相
板 な どを体験して みよ
談ください。
う。
・スケジュール管理ツー
ルを使ってみよう。
・その他相談 など

＊実際には、受講者の皆さんのご希望をふまえて、事業者が講座内容や回数を決めていきます。
＊共通項目：どの事業者をお選びいただいても体験できるプログラムです。

２

申込み～講座実施までの流れ

（1）事業者を 第３希望まで 選び、「申込書」（別添）にご記入の上、ご提出ください。
＊希望の事業者が重なった場合には、先着順 になります。あらかじめご了承ください。
（2）事業者の決定は、後日、横浜市からご担当者さまに連絡します。その後、
「参加者名簿」
「事
前確認票」（別添）に所定事項を記入の上、ご提出ください。
（3）事業者からご担当者さまへ連絡を差し上げます。内容や日時等ご希望をお伝えください。
（4）講座実施後は、アンケートのご協力についてよろしくお願いいたします。
アンケート提出

講座実施

事業者と日程等調整

「参加者名簿」

「事前確認票」提出

事業者決定

申込み

３

その他留意事項

(1)申込書等提出書類については、FAX・E メール・窓口に直接のいずれかの方法で、
各区地域振興課にご提出ください。
(2)講座資料はお持ち帰りいただけます。

協働事業者一覧
＊当一覧は、本市に事業提案書を提出した法人順に掲載しています。
事業者
番号

事業者名
Ｉ love つづき

対応可能地域

1

特定非営利活動法人

2

株式会社

3

株式会社 tvk コミュニケーションズ

全市

4

J:COM（株式会社ジェイコム湘南・神奈川）

西、中、南、港南、磯子、金沢、戸
塚、栄、瀬谷

5

ソフトバンク株式会社

全市

6

認定特定非営利活動法人こまちぷらす

南、港南、保土ケ谷、磯子、金沢、戸
塚、栄、泉、他要相談

7

NPO 法人 Connection of the Children

神奈川、西、中、南、保土ケ谷

8

特定非営利活動法人まちづくりエージェン 港南、磯子、港北、緑、青葉、都筑、
ト SIDE BEACH CITY.
他要相談

9

株式会社イータウン

港南、磯子、金沢、戸塚、栄

10

アスメック株式会社

鶴見、西、中、保土ケ谷、港北、緑、
青葉、都筑、戸塚、泉

11

グローカル・マーケティング株式会社

全市

12

ウーマンネット株式会社

鶴見、神奈川、港北、緑、青葉、都筑

13

YOU テレビ株式会社

鶴見、神奈川、港北区の一部

14

株式会社 Woo-By.Style

全市

15

横浜ケーブルビジョン株式会社

西区の一部、保土ケ谷、旭、泉

16

(特非)横浜コミュニティデザイン・ラボ

西、中、南、港南、保土ケ谷、磯子、
戸塚、栄

17

一般社団法人地域インターネット新聞社

港北区

太陽住建

全市
中、南、磯子

事業者番号

１

特定非営利活動法人I Love（あいらぶ）つづき
所在地

横浜市都筑区中川1-17-22 ガーデンプラザ宮台402

電

045-306-9004（担当：川本

話

e-mail

智子）

info@ilt.yokohama（担当：kawatomo@ilt.yokohama）

１．実施可能エリア

全市

（横浜北部エリア中心に）・

２．実施可能日

平日のみ／土日祝のみ／両方可能

３．機材貸出し

【

あり・

なし

】（

i-Pad

一部の区（

5台

）

）

４．私たちはこんな法人（団体）です！
当団体は区の生涯学習から設立した非営利活動法人です。2011 年の横浜市の委託事業では
３期にわたり、ひとり親家庭等へ ICT スキル向上のための e-ラーニング講座を提供しまし
た。また、シニアの ICT スキル向上として、スマホ販売代理店の委託で、シニア向けスマホ
初心者教室も開催しました。
コロナ禍となる以前から、様々なプロジェクトを少人数で管理遂行するために、積極的に
ICT ツールを活用してきました。地域に根ざした団体として自治会町内会の皆さまとは、同
じ目線に立ち ICT ツールの活用をご案内できます。

法人（団体）ホームページ

https://webyoko.com/ilt/

５．私たちとならこんなことが体験できます！

（※共通項目以外のメニューです）

（1）スケジュール管理ツールの紹介
（2）その他、ＩＣＴを活用したコミュニケーションツールの体験等
たとえば次のようなことができます。
① Google（ぐーぐる）グループを使ってみよう。
（例）・メールマガジンを簡単に配信！
・仲間と資料を簡単に共有したり修正したり…
など
② ビジネスチャットツールを使ってみよう。
業務利用を目的に開発されたツールです。会話形式でメッセージを伝えることができます。
次のような種類をご紹介できます。
（例）Workplace（わーくぷれいす）、LINE WORKS(らいんわーくす)、Slack（すらっく）
③ そのほか、無料でホームページを作成できるサービスをご紹介できます。

※ どの事業者をお選びいただいても共通項目は体験できます（巻頭ページをご参照ください）。

事業者番号

２

株式会社太陽住建
所在地

横浜市南区井土ヶ谷下町6-1

電

045-325-7133（担当：河原

話

e-mail

勇輝）

y.kawahara@taiyojyuken.jp

１．実施可能エリア

全市

・

一部の区（南区、磯子区、中区 ）

２．実施可能日

平日のみ／土日祝のみ／両方可能

３．機材貸出し

【 あり・ なし 】（ PC 1 台 ／スマートフォン 1 台 ）
※ご希望に応じた機材数をご用意できるか検討しますので、事前にお
申し出ください

４．私たちはこんな法人（団体）です！
弊社は南区の本社に併設した地域コミュニティスペース「おひさまひろば」、磯子区中原
にて空き家を活用した地域コミュニティスペース＆コワーキングオフィス「Y ワイひろば」
を運営しています。
新型コロナウイルスの影響で人と人の関わりが少なくなった今、コミュニティ不足や運動
不足が認知症の原因となってしまいます。
そのような現状を少しでも解決できるよう、弊社では上記コミュニティスペースにてオン
ライン講座を行なっており、オンラインで参加できる健康体操講座も配信しております。
新型コロナウイルスが落ち着いたときにはリアルで、おひさまひろば、Y ワイひろばなど
のコミュニティスペースを活用してほしく考えています。
健康体操は神奈川県障害者スポーツサポーターの資格を持ち、リハビリ施設やスポーツジ
ムに勤務していたメンバーを中心に、わかりやすく丁寧な内容を考えています。
法人（団体）ホームページ

y.kawahara@taiyojyuken.jp

５．私たちとならこんなことが体験できます！

（※共通項目以外のメニューです）

●ＩＣＴを活用したコミュニケーションツールの体験等
たとえばこんなことができます。
・LINE や ZOOM の使い方。
・オンラインで健康体操を踊ろう！ など
※どの事業者をお選びいただいても共通項目は体験できます（巻頭ページをご参照ください）。

事業者番号

３

株式会社tvkコミュニケーションズ
所在地

横浜市西区西平沼町6-1 tvk ecom park

電

045-548-4515（担当：五十嵐 洋志）

話

e-mail

担当・五十嵐：hiroshi.igarashi@tvk-coms.co.jp

１．実施可能エリア

全市

・

２．実施可能日

平日のみ／土日祝のみ／両方可能

３．機材貸出し

【

あり・

一部の区（

なし

）

】（普段お使いの機材をお持ちください）

４．私たちはこんな法人（団体）です！
当社はテレビ神奈川のグループ会社として、映像制作及び WEB ページ制作、システム開発
や動画配信といったデジタルコミュニケーション事業を行っています。
同時にこれまで各所からの依頼により、ICT（情報通信技術）に関わる初心者向けの SNS
講座や映像講座を複数回開催してきました。
今回の講座では、こうした豊富な経験を活かし、参加いただく皆様にわかりやすく説明す
ることはもとより、ICT を活用したコミュニティデザインをサポートさせていただきます。
講座内容については事前の打合せを行い、可能な限り個々のご希望に応えるよう、カスタマ
イズします。
なお、講座の実施にあたってはスマートフォンをメインに行います。
法人（団体）ホームページ

https://www.tvk-coms.co.jp/

５．私たちとならこんなことが体験できます！

（※共通項目以外のメニューです）

（1）電子掲示板、電子回覧板などの体験
（2）スケジュール管理ツールの紹介
（3）その他、ＩＣＴを活用したコミュニケーションツールの体験等
たとえばこんなことができます。
① YOU TUBE（ゆーちゅーぶ）を使った動画配信の講座や、Facebook（ふぇいすぶっく）、
Twitter（ついったー）、などの講座
② 個別のご事情に合わせて講座内容を調整します！
（例）・スマホ自体に慣れている人が少ないのでスマホの基本に時間をかけて欲しい。
・すでに町内会で LINE(らいん)は使っている、すぐにビデオ通話にチャレンジしたい。
・町内ではパソコンの保有率が高いのでそのコミュニケーションツールが体験した
い。
など
※どの事業者をお選びいただいても共通項目は体験できます（巻頭ページをご参照ください）。

事業者番号

J:COM

４

（株式会社ジェイコム湘南・神奈川）

所在地

横浜市中区本町4-43 A-PLACE馬車道 ３F

電

045-393-3015（担当：玉木洋平）

話

e-mail

tamakiyo@jupiter.jcom.co.jp

１．実施可能エリア

全市 ・一部の区（中区、西区、南区、磯子区、港南区、栄区、戸塚
区、金沢区、瀬谷区）

２．実施可能日

平日のみ／土日祝のみ／両方可能

３．機材貸出し

【

あり・

なし

】（10 インチ

タブレット端末

10 台）

４．私たちはこんな法人（団体）です！
J:COM は、テレビ、インターネット、電話、モバイル、電力をはじめとする総合力で、お客
さまの幅広いニーズに応えていくことはもちろんのこと、あらゆることに挑戦し、IoT 時代
を見据えた新たなサービスを創造することで「お客さまの生活になくてはならない J:COM」
を目指し、お客さまの心に響くサービスを提供して参ります。
法人（団体）ホームページ

５．

https://www.jcom.co.jp/

私たちとならこんなことが体験できます！

（※共通項目以外のメニューです）

●スマートフォンやタブレット端末を利用したコミュニケーションツールの体験等
・自分で撮影した写真やメッセージを特定の人やグループに送ったりする体験。
・SNS を活用して、友人や地域の人たちとつながり、絆を深める体験ができます。
・文字を入力するのが苦手な場合は、音声入力の放送を体験してもらえます。
＊端末に慣れるための基本操作や用語の学習から丁寧にサポートします。
＊10 インチのタブレット端末を参加者向けに 10 台準備できます。端末がひとり一台行き渡
るような参加人数の配分を行います。
（Wi－Fi（わいふぁい）などの通信環境がなくてもインターネット接続ができる、４G／
LTE の SIM カードを全機に搭載します）
※どの事業者をお選びいただいても共通項目は体験できます（巻頭ページをご参照ください）。

事業者番号

５

ソフトバンク株式会社
所在地

横浜市神奈川区大野町1番地12 横浜国際通信センター

電

080-3479-8959

話

e-mail

（担当：スマホAD推進部

藤原一宏）

担当・藤原： kazuhiro.fujiwara@g.softbank.co.jp

１．実施可能エリア

全市

・

２．実施可能日

平日のみ／土日祝のみ／両方可能

３．機材貸出し

【

あり・

一部の区（

なし

）

】（スマートフォン 20 台／タブレット 20 台）

４．私たちはこんな法人（団体）です！
弊社では、自治体や企業向けに「専門講師」によるスマホ教室を 10 年以上にわたり実施し
ております。わかる人、事業者の目線ではなく、シニア世代やデジタルに不慣れな方に
寄り添ったわかりやすい講座内容は、大変ご好評をいただいております。
また、「スマホアドバイザー（※）」が各地域のソフトバンクショップに常駐し、携帯会社
に関係なくスマホ教室やご利用のサポートを実施しております。
講座受講後の相談先として、携帯会社に関係なく皆様のサポートをさせていただきます。
スマホ講座は、年間のべ約 60 万名の方に受講していただいております。専任講師と地域
のスマホアドバイザーが連携することで、地域活性化のお役に立てると確信しております。
※スマホアドバイザー
スマホの使い方サポートや相談専門の弊社従業員です。
（ご参考）https://www.softbank.jp/mobile/special/sumaho-adviser/
法人（団体）ホームページ

https://www.softbank.jp/corp/

５．私たちとならこんなことが体験できます！

（※共通項目以外のメニューです）

（1）電子掲示板、電子回覧板などの体験
（2）スケジュール管理ツールの紹介
（3）その他、ＩＣＴを活用したコミュニケーションツールの体験等
(4) 受講者世代に合わせたアプリ（機能）の体験や紹介
たとえばこんなことができます。
① LINE（らいん）のビデオ通話、Google™ のメッセージサービス（ハングアウト）
メッセージの送受信はもちろん、無料のビデオ通話や音声通話、1 対 1 のチャットやグ
ループチャットなど、さまざまな方法でコミュニケーションを楽しめます。 そのほ
か、写真やステッカー、絵文字で今の気持ちを伝えることもできます。
② 生活を便利にするアプリ（地図、乗換案内、辞書、キャッシュレス等）や、
いざという時に役立つアプリ（NHK ニュース、防災速報、コロナ対策等）もご紹介しま
す
詳細は皆さまのご要望に合わせ、内容の追加、変更など柔軟に対応します。
楽しくわかりやすい講座を実施いたします。
※どの事業者をお選びいただいても共通項目は体験できます（巻頭ページをご参照ください）。

事業者番号

６

認定特定非営利活動法人こまちぷらす
所在地

横浜市戸塚区戸塚町145－６奈良ビル２階

電

045-443-6700（担当：佐藤

話

e-mail

貴美）

fr@comachiplus.org

１．実施可能エリア

全市 ・ 一部の区（戸塚、栄、泉、港南、保土ケ谷、南、磯子、金
沢区等 ）

２．実施可能日

平日のみ／土日祝のみ／両方可能

３．機材貸出し

【☑あり・

なし

】（

PC

1台

／スマートフォン 2 台

）

４．私たちはこんな法人（団体）です！
弊団体は戸塚区に常設の居場所としての「こまちカフェ」の運営を中心に、「子育てがま
ちの力で豊かになる社会」を目指して活動しています。地域での困りごとや希望・構想を聴
きながらオンラインでできることを共に考えたり、ご要望があった地区では LINE（らいん）
や zoom(ずーむ)の体験講座を開催したりしています。
オンライン会議やスケジュール管理ツールについては、団体内で使用していることと、ご
要望のあった団体への導入支援も行っていることから、内部スタッフ向けの説明内容を応用
することで参加者の方々に分かり易くご説明します。
法人（団体）ホームページ

https://comachiplus.org/

５．私たちとならこんなことが体験できます！

（※共通項目以外のメニューです）

（1）スケジュール管理ツールの紹介
（2）その他、ＩＣＴを活用したコミュニケーションツールの体験等
たとえばこんなツールを体験いただけます。
① Google drive（ぐーぐるどらいぶ）：オンライン上でファイルの保管ができる！
② Messenger（めっせんじゃー）：メッセージをやりとりできます！
など
※その他、必要に応じて相談可能です。お問い合わせください。
※どの事業者をお選びいただいても共通項目は体験できます（巻頭ページをご参照ください）。

事業者番号

７
こ ね く し ょ ん

おぶ

ざ

ち る ど れ ん

NPO法人 Connection of the Children
所在地

横浜市西区東ヶ丘23-１ CASACO内

電

070-2666-4802（担当：加藤功甫）

話

e-mail

k.koske@coc-i.org

１．実施可能エリア

全市

・

一部の区（神奈川区、保土ケ谷区、西区、中区、南区）

２．実施可能日

平日のみ／土日祝のみ／両方可能

３．機材貸出し

【

あり・

なし

】（

PC

5台

／スマートフォン

5台

）

４．私たちはこんな法人（団体）です！

当 NPO は横浜国大卒業生を中心に教員、研究者、地域コミュニティ活動実践者など老若男
女からなる団体です。西区を拠点とし、町内会など地縁型団体と密接に協力しながら活動を
実施しています。
地域コミュニティに根差して、自治会など地縁団体の他、外部の様々な団体と協力のうえ
で、国籍や文化に関わらず「誰もが温かい気持ちで繋がれる社会」と「全ての子どもがやり
たい事を見つけ、それに挑戦できる社会」を目ざした様々な活動を実施しています。また多
文化共生の地域の居場所 CASACO（カサコ）を運営しています。
これまで、Zoom（ずーむ）を用いた会議や、Google（ぐーぐる）ドライブ、LINE（らい
ん）を用いた情報共有の方法などを自治会など地域に伝えてきました。
また地縁型団体以外にも、横浜国大学生、国際協力機構（JICA）、小学校などと連携し
て、様々なオンラインイベントや、ワークショップを実施しています（例：世界の朝ごはん
オンライン、JICA 海外協力隊向け多文化共生ワークショップなど）。

法人（団体）ホームページ

https://www.coc-i.org/ （Connection of the Children）
https://casaco.jp/ （多文化共生の地域の居場所 CASACO かさこ）

５．私たちとならこんなことが体験できます！

（※共通項目以外のメニューです）

（1）電子掲示板、電子回覧板などの体験
（2）スケジュール管理ツールの紹介
（3）その他、ＩＣＴを活用したコミュニケーションツールの体験等
たとえばこんなことを体験いただけます。
① Facebook（ふぇいすぶっく）などの SNS（えすえぬえす）の活用
② SLACK（すらっく）などのビジネスチャットツールの体験
※どの事業者をお選びいただいても共通項目は体験できます（巻頭ページをご参照ください）。

事業者番号

８

特定非営利活動法人まちづくりエージェントSIDE BEACH CITY.
所在地

横浜市中区相生町３−６１泰生ビル２F

電

050-5372-8930

話

e-mail

（担当：山口良介）

info@sbc.yokohama （担当・山口：yamaguchi@sbc.yokohama

１．実施可能エリア

全市 ・ 一部の区（横浜市北部（緑区、青葉区、港北区、都筑区）
南部（磯子、港南）、他要相談）

２．実施可能日

平日のみ／土日祝のみ／両方可能

３．機材貸出し

【

あり

】（

PC５台

／スマートフォン 3 台

）

４．私たちはこんな法人（団体）です！
私たち、まちづくりエージェント SIDE BEACH CITY.は、今日まで「横浜のまちづくりを
情報技術で促進する」をテーマに活動して参りました。その目的は横浜における地域住民の
公益に貢献することであり、団体結成前から主に都市のハード面に対する独自のまちづくり
活動を展開。市内で発生した駐輪場建設問題（2010 年）、破損した地面の修繕活動（2011 年
～）において一定の成果を上げてきました。
その後、それぞれの分野に精通したメンバーが集まり団体となり、活動内容は多様化し、
子ども向けプログラミング教室、法律セミナー（相続・マイナンバー制度）などを実施して
きました。
理事は個別に緑区や青葉区、磯子区などの区施設の指定管理委託業者より依頼を受けて、
高齢者向けスマートフォン講座、Zoom 講座、プログラミング体験講座など ICT に関する講座
を複数回開いています。また、他 NPO 団体などが委託された事業のサポートも行っていま
す。
法人（団体）ホームページ

https://sbc.yokohama/

５．私たちとならこんなことが体験できます！

（※共通項目以外のメニューです）

（1）ＩＣＴを活用したコミュニケーションツールの体験等
・Facebook（ふぇいすぶっく）や、Twitter（ついったー）などについて体験していただ
けます。
・実際に行った講座の様子は次の URL をご参照ください。
Zoom（ずーむ）活用講座オンライン
https://www.youtube.com/watch?v=KV52A5lMaQA&t=1068s
SNS（えすえぬえす）活用講座オンライン
https://www.youtube.com/watch?v=dtkHmw4jyDU&t=324s
※ どの事業者をお選びいただいても共通項目は体験できます（巻頭ページをご参照ください）。

事業者番号

９

株式会社イータウン
所在地

横浜市港南区港南台４－１７－２２

電

045-520-8550

話

e-mail

（担当：野崎智也）

office@e-etown.com

１．実施可能エリア

全市

・

２．実施可能日

平日のみ／土日祝のみ／両方可能

３．機材貸出し

【

あり・

一部の区（港南区・栄区・磯子区・戸塚区・金沢区）

なし

】（

PC

1台

／スマートフォン 0 台

）

４．私たちはこんな法人（団体）です！
デザイン事業ではホームページ企画デザイン制作・広報支援などを行い、地域ポータルサ
イト e-town 企画運営の経験を活かし、地域における ICT 導入支援を行っています。
さらにコミュニティカフェ（タウンカフェ）の運営や、まちづくり応援事業（まちづくり
やコミュニティカフェサポート、コミュニティビジネス）などの地域交流、地域活性化に関
する事業を行っています。
＜これまでに横浜市と一緒に行った事業＞
・南区地域づくり大学校（自治会町内会 初心者向け facebook 講座）
・港南区民活動支援センター事業（港南台地域元気フォーラム、キャンドルナイト in 港
南台、中学生レポート、中間支援を考える会、市民活動団体アンケート調査など）
・経済局創業情報発信事業（スタートアップポートヨコハマ運営）
・栄区地域づくりキャンバス（地域づくり大学校）の企画運営
・港北区民利用施設間連携会議（コミュニティカフェから学ぶ公共施設の地域連携協働）
法人（団体）ホームページ

https://e-etown.com/

５．私たちとならこんなことが体験できます！

（※共通項目以外のメニューです）

（1）スケジュール管理ツールの紹介
・無料アプリを利用したスケジュール管理を体験いただけます。
※ どの事業者をお選びいただいても共通項目は体験できます（巻頭ページをご参照ください）。

事業者番号

10

アスメック株式会社
所在地

横浜市青葉区荏田北３-１-２向山ビル３F

電

045-910-0810（担当：齋藤篤彦）

話

e-mail

saito@asmec.co.jp

１．実施可能エリア

全市 ・ 一部の区（青葉区、都筑区、緑区、港北区、鶴見区、泉区、
西区、中区、保土ケ谷区、戸塚区）

２．実施可能日

平日のみ／土日祝のみ／両方可能

３．機材貸出し

【

あり・

なし

】（

PC

台

／スマートフォン

台

）

４．私たちはこんな法人（団体）です！
弊社は青葉区を拠点として、自治会及び商店会向けに防犯カメラの販売とホームページ制
作、スマートフォンによるスタンプラリーのシステム等をビジネス展開している会社です。
一方で USB カメラや、リモートワーク用の PC の販売、サーマルカメラの販売を手掛けて
おり、商店会、自治会、区役所等とのつながりが強い会社でもあります。
普段、海外のメーカーや顧客と Zoom Meeting（ずーむみーてぃんぐ）、SKYPE（すかいぷ）
ミィーティングを実施しており、社内にプログラマーとエンジニア、デザイナーを常駐させ
ており、ＩＴとデザインを融合させたビジネスを進めております。
また、ホームページの運用では、青葉区連合自治会、緑区連合自治会、泉区連合自治会よ
り、たまプラーザ 3 商店会、青葉区商店街連合会、都筑区商店街連合会等から業務委託を受
けています。
法人（団体）ホームページ

http://www.asmec.co.jp/

５．私たちとならこんなことが体験できます！

（※共通項目以外のメニューです）

（1）電子掲示板、電子回覧板などの体験
（2）スケジュール管理ツールの紹介
（3）その他、ＩＣＴを活用したコミュニケーションツールの体験等
たとえばこんなことができます。
① パソコンとスマートフォン、タブレットを利用したメール
② ビジネスチャットツール SLACK（すらっく）の活用方法
③ Skype（すかいぷ）ミーティング
④ カメラとパソコンの設定
⑤ ホームページの作成方法 など
※どの事業者をお選びいただいても共通項目は体験できます（巻頭ページをご参照ください）。

事業者番号

11

グローカル・マーケティング株式会社
所在地

横浜市瀬谷区宮沢１－７－６

電

080-8746-7532（担当：福嶋

話

e-mail

信）

fukushima@glocalmarketing.jp

１．実施可能エリア

全市

・

一部の区

２．実施可能日

平日のみ／土日祝のみ／両方可能

３．機材貸出し

【 あり・ なし 】（ PC 3 台 ／スマートフォン 10 台 ）
※ご希望に応じた機材数をご用意できるか検討しますので、事前にお
申し出ください
※同日に並行して 2 地区以上の開催がある場合、この台数と違う場合
があります

４．私たちはこんな法人（団体）です！
弊社は、顧客のデータ管理ツールや、企業のマーケティング活動における処理業務のため
のツール導入や、運用実績を持つエンジニアを抱えており、リモートで、業務支援を行って
います。
オンライン会議やスケジュール管理ツールについては、自社内で使用していることもあ
り、社員向けの研修内容を応用することで参加者に分り易くご説明します。
法人（団体）ホームページ

https://glocalmarketing.jp

５．私たちとならこんなことが体験できます！

（※共通項目以外のメニューです）

（1）電子掲示板、電子回覧板などの体験
（2）スケジュール管理ツールの紹介
（3） その他、ＩＣＴを活用したコミュニケーションツールの体験等
権限や役割に応じて、訴求すべき情報を分別でき、その役割管理もツールで実現可能です。
ご相談ください！
※ どの事業者をお選びいただいても共通項目は体験できます（巻頭ページをご参照ください）。

事業者番号

12

ウーマンネット株式会社
所在地

横浜市港北区大倉山3-1-27 2F

電

045-643-7732 / 090-8581-3187（担当：丸山

話

e-mail

womanet.academy@gmail.com

/

恵子）

info@womanetacademy.com

１．実施可能エリア

全市 ・
川区）

一部の区（港北区、都筑区、鶴見区、青葉区、緑区、神奈

２．実施可能日

平日のみ／土日祝のみ／両方可能

３．機材貸出し

【

あり】（

PC 0 台

／スマートフォン 2 台

）

４．私たちはこんな法人（団体）です！
弊社は、IT スキルアップの向上を通して、女性の社会復帰支援、セカンドキャリア支援、
起業支援、子どもや女性が安心して ICT を利用できる社会づくりを目指しています。
最新のトレンドを抑えた IT ツールの活用方法や、安心安全な使い方、楽しい使い方、セ
キュリティ面の知識習得を含んだ内容でセミナーを実施しています。
少人数向けの IT 入門セミナーから横浜市、川崎市との協働事業による大人数向けのグル
ープセミナーまで幅広く対応しております。また講師はもともと IT 企業で専門職として努
めていた女性で、初心者の方にも分かりやすく、丁寧な指導ということでご好評いただいて
おります。
各地域において実施したいこと、目標としていることなどを詳しくヒアリングした上で講
座の組み立て企画から実施まで対応いたします。横浜市や東京都、地方自治体で８年以上の
IT セミナーの指導実績があります。
法人（団体）ホームページ

https://www.womanetacademy.com/

５．私たちとならこんなことが体験できます！

（※共通項目以外のメニューです）

（1）ＩＣＴを活用したコミュニケーションツールの体験等
・LINE(らいん)公式サイトを活用した情報発信について体験いただけます。
自治体・町内会としての公式サイトを開設し、掲示板の代わりとして、電子掲示板として情
報発信をする使い方について実施します。
（2）その他
・内容には、安心安全に使うことや、セキュリティの話も含みます。
※ どの事業者をお選びいただいても共通項目は体験できます（巻頭ページをご参照ください）。

事業者番号
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ＹＯＵテレビ株式会社
所在地

横浜市鶴見区中央4-33 -5TG 鶴見ビル8F

電

045-872-8599（担当：企画部 高見 彩子）

話

e-mail

ml-kikaku@youtv.co.jp

１．実施可能エリア

全市 ・一部の区（鶴見区・神奈川区・港北区の鶴見川より南側の地
区）

２．実施可能日

平日のみ／土日祝のみ／両方可能

３．機材貸出し

【

あり・

なし

】（タブレット【iPad】10 台）

４．私たちはこんな法人（団体）です！
横浜市・川崎市エリアでケーブルテレビ事業を展開する当社で
は、集合住宅・戸建ての方々を対象にインターネット回線や固定
電話、多チャンネル放送のサービスを提供し、マンションの管理
組合やご契約者様宅にて、サービスの使用方法や工事などについ
て丁寧ご案内しています。また、モバイル販売も行っており、ス
マートフォン初心者のための「スマホ教室・相談会」も定期的に
開催しているため、ネットなどに苦手意識のある方にもわかりや
すくご説明できるスタッフが数多く在籍しております。
オンライン会議の体験では、実際にタブレット（iPad）を参加
者の皆様に操作していただき、参加者様同士がインターネット上
での会話ができるよう、その手順をご紹介いたします。
皆様にご紹介するＷＥＢ会議・スケジュール管理ツールについ
ては、当社スタッフ間で使用しているツールでもあるため、
経験を伴ったわかり易いご説明を展開することが可能です。
ご不明な点は随時お答えいたしますので、お気軽にご相談くだ
さい。
法人（団体）ホームページ

スマホ教室の様子

体験でご使用いただく
タブレット（イメージ）

https://www.netyou.jp/

５．私たちとならこんなことが体験できます！

（※共通項目以外のメニューです）

（1） スケジュール管理ツールの紹介
オンライン会議と紐づけができるスケジュール管理（参加者同士のカレンダーの共有）が
体験できます！
※ どの事業者をお選びいただいても共通項目は体験できます（巻頭ページをご参照ください）。

事業者番号
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株式会社Woo-By.Style
所在地

横浜市旭区柏町27-1

電

045-442-4105（担当：野村

話

e-mail

美由紀）

nomura@woo-by.com

１．実施可能エリア

全市

・一部の区

２．実施可能日

平日のみ／土日祝のみ／両方可能

３．機材貸出し

【

あり・

なし

】（

PC

3

台

／スマートフォン

2

台

）

４．私たちはこんな法人（団体）です！
定期的なイベントの企画、運営や、イベントの主催、コンテンツの運営、事務局、ワーク
ショップ運営など、企業と「ママのアイディア・コミュニティー」の間に立ち、「やってほ
しい」「あったら嬉しい」を実現する企画会社です。
YOKOHAMA リビングラボサポートオフィス事業へ参画し、緑園リビングラボサポートを設
立。地元女子大学との産学連携プロジェクトではフェリス女学院の現役学生や、OG 有志も活
動に参加しています。
その他、最近では、横浜市政策局/（非営）横浜コミュニティ・デザインラボ/（一社）
YOKOHAMA リビングラボサポートオフィスの３者協定にて、「＃おたがいハマ」を運営中。
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/kohokocho/press/seisaku/2020/0501otagaihama.html
弊社は、（一社）YOKOHAMA リビングラボサポートオフィスの事業に参画し、代表の野村が
理事を務めております。
法人（団体）ホームページ

https://woo-by.co.jp/

５．私たちとならこんなことが体験できます！

（※共通項目以外のメニューです）

（1） スケジュール管理ツールの紹介
（2） その他、ＩＣＴを活用したコミュニケーションツールの体験等
・会議の書類などのデータの共有や、伝達方法について、無料ソフトウエアの活用を紹介で
きます！
※ どの事業者をお選びいただいても共通項目は体験できます（巻頭ページをご参照ください）。

事業者番号
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横浜ケーブルビジョン株式会社
所在地

横浜市保土ヶ谷区神戸町134番 横浜ビジネスパークウエストタワー10階

電

045-567-1808（担当：西澤俊幸、武井伸二郎、井上博嗣）

話

e-mail （担当・西澤）NishizawaT@jupiter.jcom.co.jp
（担当・武井）TakeiSh@jupiter.jcom.co.jp
（担当・井上）InoueHirot@jupiter.jcom.co.jp
１．実施可能エリア

全市 ・一部の区（保土ケ谷区、旭区、泉区、 西区（西側の地区の
み））

２．実施可能日

平日のみ／土日祝のみ／両方可能

３．機材貸出し

【

あり・

なし

】（

PC

0

台

／スマートフォン

5

台

）

４．私たちはこんな法人（団体）です！
上記のエリアで放送・通信事業を展開している会社です。
今回の講座は「スマートフォンの基本操作と LINE 機能の紹介」と「スマートフォンでオ
ンライン会議の体験」を想定しており、スマートフォン初心者の方も安心してご参加いただ
ける内容となっております。
オンラインで町内会の複数人との話し合いや、遠方のご家族やご友人とのビデオ通話な
ど、コロナ禍の生活シーンにおいて実際に活用していける内容で開催したいと考えます。
法人（団体）ホームページ

https://www.catv-yokohama.ne.jp/

５．私たちとならこんなことが体験できます！

（※共通項目以外のメニューです）

●スマートフォンの基本操作
●Wi－Fi と通信料の仕組み、Wi－Fi の設定方法など
※ どの事業者をお選びいただいても共通項目は体験できます（巻頭ページをご参照ください）。

事業者番号

16

（特定非営利活動法人）横浜コミュニティデザイン・ラボ
所在地

横浜市中区相生町 3-61 泰生ビル 2F

電

090-8495-3255（担当：梅香家 聡（うめがえ さとし））

話

e-mail

umegae@yokohamalab.jp

１．実施可能エリア

全市 ・一部の区（中区、西区、保土ケ谷区、南区、磯子区、港南区、
栄区、戸塚区）

２．実施可能日

平日のみ／土日祝のみ／両方可能

３．機材貸出し

【

あり

】（

PC

0

台

／Android タブレット １

台

）

４．私たちはこんな法人（団体）です！
2004 年からヨコハマ経済新聞というインターネットでのニュース配信を行って
おり、2014 年には横浜コミュニティプラットフォーム構築事業「LOCAL GOOD
YOKOHAMA」 、2020 年には新型コロナに向き合うたすけあいプラットフォーム「お
たがいハマ」をスタートし、ICT を活用して、地域課題を収集し、これらを顕在
化（見える化）させ広く市民、企業にわかりやすく伝え、行政だけでなく、市民、
企業、大学・学生といった多様な主体がそれぞれの立場から広く参加できる仕組
みを運営し、地域課題の解決に向けた取り組みを行っています。
法人（団体）ホームページ

https://yokohamalab.jp/

５．私たちとならこんなことが体験できます！

（※共通項目以外のメニューです）

（1）電子掲示板、電子回覧板などの体験
（2）無料で使えるスケジュール管理、クラウド共有ツールの紹介
（3）その他、ＩＣＴを活用したコミュニケーションツールの体験等
たとえばこんなことが体験できます！
① Facebook（ふぇいすぶっく） を活用した地域コミュニティ促進の講座
② スマートフォンで撮影した写真や映像をそのまま編集するミニ講座 など
※ どの事業者をお選びいただいても共通項目は体験できます（巻頭ページをご参照ください）。

事業者番号

17

一般社団法人地域インターネット新聞社
所在地

横浜市西区北幸1-11-1水信ビル7階（編集部：港北区箕輪町2-7-60 ACTO日吉2C）

電

045（564）9038（担当：橋本 志真子）

話

e-mail

info@hiyosi.net

１．実施可能エリア

全市

・一部の区（港北区）

２．実施可能日

平日のみ／土日祝のみ／両方可能

３．機材貸出し

【

あり・

なし

】

４．私たちはこんな法人（団体）です！
平成 30 年（2018）年度より３年連続で、港北区との協働事業（共催）「港北つなぎ塾」
を、インターネットやスマートフォンなどの ICT ツールを活用し実施しています。
地域インターネット新聞２媒体の運営ノウハウもあり、玉川大学や、綱島東小学校、横浜
日吉ロータリークラブ、箕輪町商工会での講座実績のほか、企業の経営者を対象にした ICT
講座も不定期に開催しています。
法人（団体）ホームページ

https://chiiki.club/

５．私たちとならこんなことが体験できます！

（※共通項目以外のメニューです）

（1）スケジュール管理ツールの紹介
（2）その他、ＩＣＴを活用したコミュニケーションツールの体験等
たとえばこんなことが体験できます！
① インターネットの基礎知識（サイト検索、SNS の種類など）や注意点（詐欺や犯罪から
身を守るために）を学ぼう！
② ホームページの作成してみよう！
③ 情報共有ツールを体験してみよう！（Google カレンダー、ツイッター、フェイスブック、
名刺ソフトなど）
など
※ どの事業者をお選びいただいても共通項目は体験できます（巻頭ページをご参照ください）。

