
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１１１    ワークショップワークショップワークショップワークショップ目的目的目的目的    

 ・自分たちのまちを見つめなおすきっかけづくり 
 ・会津若松市らしい自治のあり方を考える 
 ・公共的課題のより良い解決手法を学ぶ 
 
 
２２２２    参加者参加者参加者参加者        

公募により 16 名の市民が参加 
 

 

３３３３    講師講師講師講師（（（（ファシリテーターファシリテーターファシリテーターファシリテーター））））        

 会津大学短期大学部 

 産業情報学科 教授 森 文雄 氏 

     これまで地域問題に関わる講座・講演等を 

数多くこなし、会津若松市の抱える様々な 

諸問題にも精通。行政との関わりも深い 

 
 

みんなで考えよう！わたしたちのまち 

ワークショップ 

報報報報    告告告告    書書書書    

平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度    



 
 
４４４４    これまでのこれまでのこれまでのこれまでの開催経過開催経過開催経過開催経過    

 
【【【【第第第第 1111 回回回回】】】】平成 23 年 9 月 21 日(水) 参加者 16 名 

      ・ファシリテーター、参加者自己紹介 
      ・今後の進め方について 
      ・会津若松市長による 

「市民協働のまちづくり」講話 
        

    

    

【【【【市民協働講演会市民協働講演会市民協働講演会市民協働講演会】】】】    

   平成 23 年 10 月 5 日(水)  
テーマ：「住民自治」について考えよう!!～上越市自治基本条例の取り組み～ 

    会場：會津稽古堂 3Ｆ研修室 3 
    講師：上越市 自治･市民環境部 自治･地域振興課 係長  足利 浩二 氏 
        主な内容：上越市の地域自治区と地域協議会について 
 
 
 
【【【【第第第第 2222 回回回回】】】】平成 23 年 10 月 13 日(木) 参加者 12 名 

     テーマテーマテーマテーマ）「）「）「）「市民市民市民市民参加参加参加参加・・・・参画参画参画参画」」」」    

      ・本市及び新潟県上越市、新発田市の 
市民参加・参画の手法 

      ・グループワーク 
…「市民参加・参画」のあり方 

  
 
 
【【【【第第第第 3333 回回回回】】】】平成 23 年 10 月 27 日(木) 参加者 15 名 

        テーマテーマテーマテーマ）「）「）「）「市民協働市民協働市民協働市民協働①①①①」」」」    

      ・市民協働の必要性、本市の市民参加・参画の手法について 
      ・新潟県上越市、新発田市、千葉県市川市の市民協働の取組みについて 
      ・グループワーク…市民協働のイメージ・必要性 
        

    

    【【【【あいづわかまつあいづわかまつあいづわかまつあいづわかまつ・・・・まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム】】】】    

  平成 23 年 11 月 11 日(金)   
会場：會津稽古堂 1Ｆ多目的ホール 
① 市民協働事例発表 
…菜の花フェスティバル実行委員会 

② 基調講演 
テーマ：「協働型社会をめざして」 
講師：公益財団法人 地方自治総合研究所  

 所長  辻山 幸宣 氏 
         主な内容：市民が担う自治、行政と協働する社会づくり 
 



 
    

    

【【【【市民協働講演会市民協働講演会市民協働講演会市民協働講演会】】】】    

  平成 23 年 11 月 15 日(火) 
テーマ「市民協働」について考えよう!!～千葉県市川市の取り組み～ 

    会場：會津稽古堂 3Ｆ研修室 2 
    講師：市川市 企画部 ボランティア･NPO 担当 主幹  麻生 文喜 氏 
        主な内容：1％支援制度、協働事業提案制度について 
  

 
【【【【第第第第 4444 回回回回】】】】平成 23 年 11 月 15 日(火) 参加者 10 名 

     テーマテーマテーマテーマ）「）「）「）「市民協働市民協働市民協働市民協働②②②②」」」」    

      ・グループワーク…具体的な事業展開 
協働推進に向けた制度設計 

 
 
【【【【第第第第 5555 回回回回】】】】平成 23 年 12 月 14 日(水) 参加者 8 名 

     テーマテーマテーマテーマ）「）「）「）「情報共有情報共有情報共有情報共有①①①①」」」」    

      ・グループワーク 
…望まれる情報共有(受信･発信など)のあり方 

 
 
    【【【【第第第第 6666 回回回回】】】】平成 24 年 1 月 12 日(木) 参加者 11 名 
     テーマテーマテーマテーマ）「）「）「）「情報共有情報共有情報共有情報共有②②②②」」」」    

・ グループワーク 
…望まれる情報共有(受信･発信など) 
のあり方 

 

 

【【【【第第第第 7777 回回回回】】】】平成 24 年 1 月 26 日(木) 参加者 12 名 
     テーマテーマテーマテーマ）「）「）「）「これまでのまとめこれまでのまとめこれまでのまとめこれまでのまとめ」」」」    

・ グループワーク 
…次年度取り組みの方向性 

    

    

    【【【【第第第第 8888 回回回回】】】】平成 24 年 2 月 9 日(木) 参加者 12 名 
・ 報告書(案)について 
・ 参加者からの意見･感想の発表 
・ ファシリテーター総括 

 



５５５５    ワークショップワークショップワークショップワークショップをををを通通通通じてみえてきたものじてみえてきたものじてみえてきたものじてみえてきたもの    

 

市民参画市民参画市民参画市民参画    

「「「「市民参加市民参加市民参加市民参加・・・・参画参画参画参画」」」」のののの必要性必要性必要性必要性    

  ・市民の意見を政策に取り入れる機会を設ける 
  ・市民が主体的に自分たちのまちをつくる 
  ・「住みたい」と思える場所を、みんなで協力してつくる 

・ 自分の意見を社会（行政）に伝える 
 

        本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける「「「「市民参加市民参加市民参加市民参加・・・・参画参画参画参画」」」」手法手法手法手法へのへのへのへの提言提言提言提言    

・地域のキーパーソンとの連携・情報交換等を行うことが重要 
・より参加しやすい「場」をつくる 
・地域ごとの課題を話し合う場を増やしていく 

 
 
市民協働市民協働市民協働市民協働    

「「「「市民協働市民協働市民協働市民協働」」」」のののの必要性必要性必要性必要性    

・市民と行政の間で理解・責任の共有を図るため 
・市民ニーズに合った施策の構築・予算の執行 

  ・地域を良くするための多くのアイディアの創出 
・市民と行政が連携して各々の強みを発揮する 
 

 「「「「市民協働市民協働市民協働市民協働」」」」ののののイメージイメージイメージイメージ    

  ・市民が積極的参加 
・市民の提案の場 

 ・市民と行政の連携・強力が重要 
・みんなが一緒に働き、つながりを持って、官民一体となったまちづくりの実践 

 
  《協働にふさわしい事業分野》 
    ①行政関連（まちづくり・課題の提示 等） 
    ②教育事業 
    ③福祉事業 
    ④環境事業 
    ⑤こども・家庭関連事業 
    ⑥観光事業 
    ⑦人権・平和事業 
    ⑧地域活性化・人材交流事業 
  《協働推進に向けた制度設計》 
    ①ルール・組織・場づくり 
    ②意識改革 
    ③人材育成・確保 
    

 



 

情報共有 

望望望望まれるまれるまれるまれる情報共有情報共有情報共有情報共有のありのありのありのあり方方方方    

《《《《ホームページホームページホームページホームページ関連関連関連関連》》》》 

 ・更新を適時行うことによるリアルタイムの情報発信 
 ・利用者別(市民、企業、観光客など)に知りたい情報の提供 
 
《《《《情報提供手法情報提供手法情報提供手法情報提供手法のののの改善改善改善改善・・・・拡充拡充拡充拡充》》》》 

  ・情報を出した後のフォローアップが重要 
・文字、映像、言葉などあらゆる手段を活用した情報提供手法の検討 
 

《《《《情報交換情報交換情報交換情報交換のののの場場場場のののの確保確保確保確保》》》》 

  ・横断的なネットワーク構築が必要 
  ・情報を得る側にも高い意識・努力が必要 
 
《《《《情報共有基盤情報共有基盤情報共有基盤情報共有基盤のののの整備整備整備整備》》》》 

  ・地縁組織（町内会、区長会等）と行政との関係性を再度見直す必要がある 
  ・地縁組織内で自治意識の醸成やコミュニケーションの促進を図る 
 

 

 

 

 

 

 

 ルールルールルールルール・・・・組織組織組織組織・・・・場場場場    

協働協働協働協働    

のののの推進推進推進推進!!!!!!!!    

行政行政行政行政・・・・市民市民市民市民のののの意識改革意識改革意識改革意識改革    具体的事業具体的事業具体的事業具体的事業のののの創設創設創設創設････展開展開展開展開    

人材育成人材育成人材育成人材育成／／／／確保確保確保確保・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク構築構築構築構築    

市民協働市民協働市民協働市民協働ののののイメージイメージイメージイメージ    



６６６６    まとめまとめまとめまとめ        

◇より良いまちづくりに向けて 

  
 

○情報の共有化 

行政による情報の発信手法には、市政だよりやホームページなど様々な形態で提供

されている。しかしながら、例えば、ホームページに関しては、レイアウト等も含め、

一般市民にとって分かりにくく、リアルタイムな情報等についても容易に情報を得る

ことができない状況にあると感じる。現状では、市政に関する情報収集の多くを市政

だよりから得ている方が多く、リアルタイムの情報を入手することが難しいという課

題も抱えている。 

市民による主体的なまちづくりに向けては、市政に関する情報を、行政が分かりや

すく様々な手法により発信する一方、それらの情報を市民側がより積極的に収集しよ

うとする姿勢も必要である。 

そのためには、まずは、市民のまちづくりや行政に対する関心をより高め、積極的

に情報を入手し、共有化していくという意識を高めることが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 ○地縁機能の強化 

家庭や地域環境の変化などにより、地域の活動等に対する参加意欲の低下や近所付

き合い等の人間関係も希薄になりつつある。 

さまざまな地域課題に対応していくためには、そこに住む地域住民の地縁によるつ

ながりを強化していくことが重要である。 

そのためには、地縁団体内でのコミュニケーションの促進が必要であり、その地域

の自治意識の醸成につながっていくものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○郷土愛を育てる 

  市民一人ひとりが、地域の歴史的な背景とそこに裏づけされた地域文化に誇りと愛

着を持つことが、地域活動の根底には必要不可欠な要素である。 

  そのためには、市民一人ひとりが自分たちの住むまちに対する歴史等を学ぶ機会を

設けることが大切である。 

 

 

①住民自治意識の醸成 

② 人 材 の 育 成 

【考えられる取り組み】 

・ホームページの改善をはじめ、情報発信手法の検討 

・市民と行政等による情報交換の場の設置 

・市民の市政に対する関心をより高めるためのアプローチ手法（出前

講座、対話集会、市政報告会、市民との懇談会など）の積極的活用 

【考えられる取り組み】 

・町内会、区長会組織のあり方の再検討 

・その地域の特性を生かした各種取り組みの検討 



【考えられる取り組み】 

・市民、各種団体、行政等との情報交換会の開催 

・市民同士の気軽な意見交換の場の設置 

○中高年世代の参画促進 

  全国的に超高齢化が進むなか、将来的に若い世代だけで地域を支えるのは限界があ

ると感じる。中高年世代のノウハウ、経験値を地域に還元し、地域活性化にむけて活

用するためには、世代間の交流を行うことで、郷土に対する愛着が生まれ、育まれる

とともに、地域内における連携が図られると考える。 

そのためには、中高年世代が地域参画が出来るよう、会社から社会へ活躍の場を移

せるような仕組みづくりとそれらの意識を高める仕掛けが必要である。 

 

○ＮＰＯ団体等への理解促進 

ＮＰＯ団体等は、地域住民にとって重要な活動を積極的に実践していると感じてい

る。しかしながら、どのような団体がどういった活動をしているのか、まだまだ認知

度は低く、情報の共有化も乏しい状況にある。 

市民がＮＰＯ団体等の活動内容を理解し、参加・協力することで、地域課題の解決

をはじめ、地域の活性化に繋がると考える。 

そのためには、市民のＮＰＯ団体等への理解を促進するため、広くこれらの活動団

体等の情報を積極的に開示し、団体や活動に対する興味･関心の喚起を図る必要がある。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

○相互理解の促進 

市民と行政の間で、お互いを理解し、協働意識を育むための場をつくることで、情

報の共有を図る必要がある。さらには関係団体等との横断的なネットワークの構築が

必要であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 ○相談窓口の明確化 

   地域の課題解決を図る上で、行政からのアドバイスや支援が必要な場合に、どこに

相談して良いか分からない場合がある。内容によっては複数の担当部署が関わるケー

スもあるため、市として窓口を明確化させる必要がある。 

 

 ○ルールの明文化 

市民協働を進めていくためには、市民や各種団体、企業、行政等の責任・役割を明

確にし、その考え方が浸透しやすくなるよう、取り組むべき方向性を明文化（例えば

条例、指針など）することが必要ではないかと思われる。 

③市民協働の基盤づくり 

【考えられる取り組み】 

・ＮＰＯ団体などを紹介するパンフレットの作成やリアルタイムな活

動、各種催しなどの情報提供 

・市民とＮＰＯ団体等との交流機会の創出など 
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