
 
 
 
 

資料－２ 

◇◆第３回市民ワークショップ【報告】◆◇ 
 

 

 

 
 
 
 
 

日 時・・・平成１７年１月２２日（土） 13：00～16：00 

場 所・・・和光市役所 ６階 ６０２会議室（+６０３会議室）  

出席者・・・ワークショップ参加者：２９名（登録者総数３１名） 

      職員ワーキングチーム：１３名 

事 務 局：和光市企画部政策課 

：パシフィックコンサルタンツ株式会社 

 
 
 
 
 
 

○現計画（前期基本計画） き

施策を検討し、その具体

 

 ⇒ ワークショ

 

◆

開会           

【１】はじめに      

①プログラム紹介 

②資料の確認 

③前回ワークショップ

【２】重点施策の検討を行う

   ①「成果２」のイメー

   ②重点施策の検討の方

【３】議論を行う重点施策の

①議論を行う重点施策

②意見交換 

③重点施策の決定とグ

【４】重点施策の内容の検討

①グループ内の役割分

②これまでの意見の整

【５】その他       

閉会           

 

 

－第３回 ワークショップの目的－ 

の施策体系に関わらず、今後５年間で重点的に取り組むべ

の目標や取り組みについて検討し始める 

ップの「成果２」 
第３回ワークショップのプログラム◆ 

                        13：00 

                       （15 分） 

の振り返り 

にあたって                  （20 分） 

ジの共有 

法について 

決定                     （45 分） 

の検討 

ループ分け 

                       （90 分） 

担 

理と意見交換 

                       （10 分） 

                        16：00 
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◆第３回ワークショップの議事要旨とスナップ◆ 

開 会 
 
【１】はじめに 

①プログラム紹介 
当日のワークショップのプログラムについて紹介した。 

②資料の確認 
  配布した資料について、それぞれ内容を確認した。 
③ワークショップ参加者の自己紹介 

前回ワークショップの流れや確認した事項について全体で再度確認し、質疑応答・

意見交換を行った。 

    ※今回のワークショップに初めて参加した方の自己紹介（２名）を行った。 

 

【２】重点施策の検討を行うにあたって 
①「成果２のイメージ」 

第３回ワークショップ及び第４回ワークショップで検討を行う「成果２」のイメー

ジについて、参加者全員で共通認識を得るため、説明を行った。 

②重点施策の検討の方法について 
重点施策の検討の方法について、例示を示しながら説明した。 

 

【３】議論を行う重点施策の決定 

①議論を行う重点施策の検討 

当日配布した「今後 5年間に重点的に取り組むべき施策（前回ワークショップでの

意見を参考に作成したたたき台）」について説明し、たたき台に対する修正などの意

見や、参加者が考える重点施策についての提案をカードに記入した。 

②意見交換 

新しく提案のあったカードについて、提案者から説明をしていただいた。修正事項

や新しく提案のあった内容について、意見交換を行い、全員で対応を検討した。 

③重点施策の決定とグループ分け 

グループ分けを行う重点施策を決定（この時点で１２施策）し、参加者の希望をも

とにグループ分けを行った。 

その後、他グループとの話し合いにより、９つのグループに別れてグループ別の検

討を行うこととなった。（グループ分けの結果は以下の通り） 
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詳細資料①（P.4） 

をご覧ください 



グループ分けの結果 

グループ（重点施策） WS 参加者 職員 WT 

1 安心・安全なまち ５名 ２名 

2 素敵な緑と街並みのあるまち ３名 １名 

3 安心して子どもを育てられるまち ３名 ２名 

4 地域の資源を誇りに思えるまち ４名 １名 

5 地域の交流が活発なまち ２名 ２名 

6 支えを必要としている人が、安心して暮らせるまち ６名 １名 

7 市民が主体的に関わるまち ２名 １名 

8 行財政改革 ３名 １名 

9 循環型社会を創る １名 ２名 

 

【４】重点施策の内容の検討 

①グループ内の役割分担 

グループ内のメンバーでそれぞれ進行係、記録係などの役割を分担した。 

②これまでの意見の整理と意見交換 

当日配布した「グループ別検討の手順」に従い、進行係を中心にグループ別の検討

を行い、模造紙に意見をまとめた。 

各重点施策に対し、前回ワークショップにおける分野別検討ではどのような意見が

出たかを確認し、それをもとに重点施策の内容としてどのようなことを検討するかを

議論した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【５】その他 
次回の日程（２月１９日）について確認し、参加者にアンケートの記入等をお願い

した。 

各班の議論の詳細については、 

別添の【資料３】 
をご覧ください。 

 
閉 会 
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詳細資料②（p.5） 

をご覧ください 



 
詳細資料① 

 【３】「議論を行う重点施策の決定」における意見交換の内容 

 

意 見：「安心・安全なまち」と「安心して移動できるまち」は一つの班で検討すべき。 

⇒「安心・安全なまち」は防災・防犯について大きく取り上げていると思われるが、「安心して

移動できるまち」の道路の安全も重要な問題であり、ひとつのテーマとして検討したほうが良

いのではないか。また、「安心・安全なまち」の方が大きな考え方であり、含めて考えること

としたほうがよい。 
意 見：「安心して子どもを育てられるまち」も同じ「安心」というキーワードなので、一緒に検討し

たらどうか。 

意 見：あまりにも大きなテーマとなりすぎてしまうので、別々の方がよい。 

結 論⇒グループ分けについての希望を取った上で、両グループのメンバー同士で議論を行い決定する。 

 

意 見：行財政改革も重点施策として検討すべき。 

⇒以前から話をしているが、最終的に事業を行う財源をどうするかが問題である。ここ数年間で

悪化していると思われるプライマリーバランスなどを指標に検討するべきである。 
結 論⇒重点施策として取り上げ、グループ分けを行う。 

 

意 見：地域施設の一元的管理・運営も重点施策として検討すべき。 

⇒現在は公民館、コミュニティセンターなど様々な施設を違う行政の組織が管理・運営している。

これからは、行政の組織に関係なく、公共施設を一元的に管理・運営するべきであり、その方

法について検討する必要があると考える。行財政改革に限らず、すべての内容に関係するので、

全部のテーマについて関連する。 
意 見：行財政改革にも関連があるし、「市民が主体的に関わるまち」においても、市民がそういった

施設の管理・運営に加わるべきだという話がでるはずである。 

結 論⇒提案内容は「行財政改革」「市民が主体的に関わるまち」に含まれるものと考え、新たな重点

施策としては取り上げない。 

 

意 見：循環型社会を創ることも重点施策として検討すべき。 

⇒循環型社会の形成については、すでに和光市の政策のひとつである。市内でも生ごみ処理やお

もちゃ病院など様々な試みが行われている。こういった内容に限らず、ものを循環させていく

ことを総合的に考える施策をひとつのテーマにすべきである。 
結 論⇒重点施策として取り上げ、グループ分けを行う。 

 

意 見：「将来の設計図」という内容を重点施策として検討すべき。 

⇒現在は様々な分野ごとに施策が考えられているが、市と国、県と市民が一緒になって、図面と

して将来の設計図（理想の形）を描き、そこから色々な分野における５年間の取り組みを考え

るべきではないか。「安心・安全なまち」や「歩いて楽しい商店街のあるまち」についても設

計図として出せる。すぐに図面を描くことは難しいが、どう描いていくかを検討するグループ

があってもよい。 
結 論⇒重点施策として取り上げ、グループ分けを行う。 
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詳細資料② 

 第３回ワークショップ・参加者アンケートの結果 

Q1 本日の資料・説明はわかりやすかったでしょうか。（○は１つ） 
  ①とてもわかりやすい ②まあまあ分かりやすい ③やや分かりづらい ④分かりづらい 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2 本日のワークショップ全体の運営に対して満足していますか。（○は１つ） 
 ①とても満足      ②まあまあ満足    ③やや不満     ④不満 
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・ グループ内で率直な意見交換ができた。 

・ 意見を十分に発言することが出来ました。 

・ 少人数の為、意見の交換が活発。 

・ 理解しやすかった。色々と意見が出せてよかっ

た。他の方の意見も聞かれてよかった。心が寄

りそえた感じがした。 

・ ５人でとても楽しく話せました。 

・ 初めての参加でしたので、皆様が活発に意見を

出し合っている姿を見て和光市がより良く発展

して行くのではと思いました。 

・ 具体化するまでどうしたらいいか迷った。 

・ 自分に関わる問題については発言もしやすく満足。他のグループの様子を見るだけの時間がな

くて残念。 

・ 担当の方が補足説明をして下さったので理解できました。 

・ 時間が足りなかったです。時間がどのくらいか適正かは疑問です。 

・ どうしても総花的な着意事現のら列となりやすい。 

・ 具体的に話し合いができたと思う。が、これが紙に書いた餅で終わらないように願います。 

・ 資料等はできるだけ前もって配布願いたい。当日は時間に追われてゆっくり読むことや検討が

できない。 

・ 毎回そうだが、議論する時間が少なく、やや消化不良気味である。意見を述べたいと思ってい

る人が、よくしゃべる人に押され気味で結局時間がなくて終わってしまっている。 

・ 前回の結果の説明や事前説明は事前配布資料を読むことで分かるので、本題に時間を使ってほ

しい。 

＜やや不満・不満と答えた方の理由＞ 

・ あまり興味なし。難しい。 

・ 誤字修正、やかましい 2～3 人の人達で会議の流れがわからなくなる。 

 

Q3 本日のワークショップの中で、質問や発言できなかったことがあれば、お書きください。 

 

・ スタッフの皆様ありがとう。 

・ 旧消防署の跡地に文化的な施設を作ってほしい。例）児童文学館、清水かつら記念館等。 
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