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市庁舎にぎわいプラン 第３回基本計画策定委員会 議事録 
 

１）日時、場所 

○開催日時：令和 2年 1月 17 日（金） 10:00～12:00 

○開催場所：和光市役所 展示棟 展示ホール 

 

２）出席者 

委員 ： 根本委員（委員長）、古田委員（副委員長）、田中委員、小松委員、佐野委員、稲葉

委員（和光市民）、白川委員 

事務局： 和光市資産戦略課（岡田、森田、酒井、村山、清水） 

ヒトカラメディア（三浦、大越） 

ブルースタジオ（大島、吉田、大木、河野） 

 

３）内容（発言順） 

 
１ 業務の報告 

概要説明、「庁舎の狭あい化対策」、「にぎわい創出」、事業スキームについての報告を行

った。 
 

２ 議事 
(1) マネジメントについて 
根本委員長：前回までのおさらいだが、「ゆるっとつながる」とは、商業的なつながりではな

く、公民館利用者のような“属性”のある人の“行動”でもない、“多様な属性”

を共通性のある“行動”でつなぐイメージである、と共通認識していただいてい

ると思う。そのうえで、市庁舎にぎわいプラン基本方針の理念である「ゆるっと

つながる」ことを全体基本計画で達成するために、市は何をすればよいか、また

は何をしてはいけないか。市が運営に直接かかわらないで、運営をまちづくり会

社に一任する、その組織の中に何らかの個人をキーパーソンにして取り組むなど、

資料２の実施体制や事業スキーム（9～10 ページ）を中心にご議論いただきたい。 
     この委員会の中では、主に各プロジェクトを遂行していくために必要となる事業

のしくみ、土台の部分についてご議論いただきたい。 
田中委員 ：まちづくり会社（都市再生推進法人）は、どのようなことをするか。また、組織

の規模、必要な能力は如何に。 
和光市  ：まちづくり会社自体が直接運営にかかわるのではなく、各事業者に運営を振り

分けたり、必要な事業者を連れてきたりする。組織規模は多くて３人程度と考え

ている。都市再生推進法人は民間組織を市が指定することにより、行政ができな

いことを公共性をもって、取り組む役割を想定している。 
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小松委員 ：まちづくり会社はプロジェクト・マネジメントを行うことになると思う。自身

がまちづくり会社の一員として携わる広沢複合施設プロジェクトでは 100 万人の

集客を目指しており、市庁舎にぎわいプランでも、そこのリソースは活用すべき

と考える。 
田中委員 ：キーパーソンの立場は如何に。どこに行けば会えるかなどキーパーソンとのふ

れあい方が具体的になると良い。 
根本委員長：その点についても委員からご提案いただきたい。行政棟１階の市民ギャラリー

にもまちづくり会社が関与した方がよいのではないか。 
古田副委員長：キーパーソンは、役割として大きく２つあると考える。１つは、受付にいる

ような人ではなく、例えば、シェアオフィスなどにいる、その場で何が起こって

いるかを目配りして人々の接点を見つけ、新たな関係を繋いだりする役割。場を

繋ぐ人。２つめは、日常的な簡易な維持管理、例えば展示物の維持管理調整など

パーマネントの役割もあるイメージ。 
田中委員 ：キーパーソンの立場によって取り組みが変わってくる。 
根本委員長：まちづくり会社を都市再生推進法人に位置付けると、公権力を持ちつつ、様々

な活動を実施できる。良くも悪くも多様な使い方ができるため、本委員会で目指

している方向性をしっかりと示し、こういうことをする・しないなどを決めてお

く必要がある。 
田中委員 ：今まで他のまちづくり会社では、何を目指しているのか、方向性が見えない事

例を多数見てきた。年月が経つにつれ風化し、天下り的な組織になったりしない

よう、軸はしっかり持ち、具体的に落とし込むことが必要。そのためにも、キー

パーソンの位置づけは重要である。キーパーソンの職務、人物像はどのような人

で、求められる能力はどのようなものなのか。 
和光市  ：市庁舎１階に置いた市民活動推進課（市民活動推進センター）に官側の民との

つなぎ手となるキーパーソンが、展示ホールに置いたカフェに民側の官とのつな

ぎ手となるキーパーソンがいる、イメージである。官民の関係性をぶつ切りにす

るのではなく、関係性が段階的に変化していく、要はグラデーションのような関

係性を生み出すイメージである。 
根本委員長：古田委員の先ほどのシェアオフィスの事例を参考にすると、求められる能力と

は何でしょうか。 
古田副委員長：大きく２つある。１つはコミュニケーション力。他者の意見をちゃんと受け

止めて受け入れる、かつ、しっかり伝えられる能力。２つ目は社会全般において

誰が何をしているかの情報ネットワークを持っていることが重要である。 
田中委員 ：ここで求められるキーパーソンは、気軽に声がかけられることがよいと思って

いる。例えば広場側においては、空間を比較的に自由に使っていいという情報を

ちゃんと人々に伝えていく人、要はファシリテートできる人。行政棟１階では、

窓口に行かなくてもよいレベルの庁舎内の簡単な情報を伝えたりできるとよいの
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ではないか。制限をなくしたり制度を変えただけでは、何も変わらない。少しず

つベンチを置いたり物理的な情景が変わり人の流れができていく中で、ちゃんと

人々に情報を伝えていくことが重要である。 
古田副委員長：簡単な質問に答えることプラス、どうやったらいいか分からない人の背中を

押してあげる役割もあると思う。 
稲葉委員 ：キーマンは、行政棟の info の位置にいるイメージか。 
和光市  ：info には様々な行政窓口の質問など、庁舎案内が主な役割。今回の議論の中で

求められるキーパーソンは庁舎案内の役割とは明確に分けたい。 
田中委員 ：まちづくり会社の方が庁舎の１階に入り、広場活用のお声がけをしたりするこ

とは可能か。 
和光市  ：制度上整理可能か否かを今後検討することになる。 
田中委員 ：制度面での確認が必要だが、市民広場側に限らず、市庁舎の１階のフリースペ

ースも一体で面倒を見てあげた方がよいと思う。 
      市民広場については、キーパーソンの常駐できるような場所があるといいと思

う。イメージはまちにある宝くじ売場のような場所。だだっ広い何もない空間で

はなく、活動をつなぐためのフックとなるような場所があるとよいのでは。この

計画を軌道に乗せるには、人が人をアシストするような仕組みをちゃんとつくる

必要がある。属人性のあるしくみだと、今はいいかもしれないが、人が変わると

先細りしていく。 
根本委員長：これまでの議論を整理すると、「広場と庁舎１階を一体的につかえるようにする

こと」、「キーパーソンは常にどこかにいる」、「広場の中にキーパーソンの居場所

をつくる（広場も庁舎１階も常に目の届く場所）」ということだった。 
小松委員に伺いたい。安定的に同じマインドのキーパーソンを確保する方法は

如何に。 
小松委員 ：活動を通じて、できるだけ地元の方を巻き込むことが重要だと思う。活動の中

で、おせっかいを焼くのが好きな方など地域貢献に情熱を持たれている方を少し

ずつ巻き込んでいくことが必要であると思う。 
田中委員 ：出だしは熱量のある特定の人かもしれないが、活動していく中で、やりたい方

がでてくるような。公募で文章化した内容ではなく、文章化することが難しいコ

ンセプトの部分に共感し、自発的にやりたいと思える方がでてくるような仕組み

づくりがスタート時の目標なのかな、と考える。 
古田副委員長：最初は特定の人かもしれない。運営していく中で推薦していくような仕組み

ができると回っていくのかと感じる。 
小松委員 ：最初にテンション高い人をどれだけ集められるかがポイントになる。プロジェ

クトごとに温度差があると一体感が醸成できず上手くいかない。最初に、熱量の

ある人たちが集まり、事業を運営し始めていくことにより、プロジェクト全体が

転がり始める。 
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田中委員 ：最初の着火剤は一本釣り、そのあとの燃え代は徐々に集めていくというスタン

スがよいと思う。 
古田副委員長：そういった熱量がある人をしっかり言語化して計画に落とし込んでいくこと

が必要である。 
小松委員 ：過去、私は動物園や植物園の再生に携わったが、大事なことは日々の活動をち

ゃんと情報発信する、その情報量が重要であると感じた。当該再生事案ではほぼ

毎日メディアに対し情報発信を行っていた。当たり前だが、情報発信は何か活動

をしていないとできない。情報発信を KPI においてもいいのかもしれない。 
田中委員 ：その情報は対メディアだけでなく、市民の愛着にもつながると思う。気が向い

たときにやるではなくて、ちゃんと情報発信の仕組みをつくってもいいかもしれ

ない。 
庁舎のフリースペースや広場の面倒を見る方について、将来的には、学校とな

どと連携して、高校生などの若い世代の子たちが部活のようにとらえて活動でき

る場となるとよい。地域へ活動の情報を発信したり、地域コミュニティ醸成の拠

点としながら、学生たちも育つ環境ができればよい。 
佐野委員 ：今まで体験した事例を通して、マネジメントではキーパーソンが重要であると

感じた。上手くいった例として、多摩ニュータウンで使われなくなった展示室を、

周辺住民でパン屋をやりたい方の活躍できる場としたら、意欲のある方がたまた

ま見つかり大人気スポットになった。逆に難しかった例としては、九州で団地の

中にビニールハウスをつくり、野菜づくりをした事例がある。野菜づくりは、年

中休みがなく周辺住民が責任をもって担うにはハードルが高く、自立して動くキ

ーパーソンを見つけることが難しかった。 
コンシェルジュ的な人のイメージと聞くと、シェアホテルの受付が思い浮かん

だ。食堂やカフェにいる方がウェルカムドリンクを提供しながら、申込み用紙の

記載や受付をするイメージ。受付や食堂・カフェなどそれぞれ業務を分断して考

えるのではなく、兼ねてもよいと思う。 
庁舎１階のフリースペースでは、カフェのカウンターにいる方が新しく市民に

なる手続きに来た方にウェルカムドリンクを配り、案内や情報提供をするなんて

演出もやれたら面白いと感じた。  
 
 

(2) 成果目標（KPI）について 
根本委員長：ゆるくつながり、この事業が成功した、とするためには、何かしら客観的に見

て、把握できる指標がないといけない。今回の計画について、どのようなものが

ありうるかご議論いただきたい。 
田中委員 ：現状のように手続きなど目的を持って市役所に来ている人以外、例えば本を読

んだり、空間に滞在している人がどれくらいいるのかなども指標になると思う。
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ヤンゲール氏の調査では、表情で気持ちよく過ごしているかを数値化している。 
古田副委員長：数値化にこだわる事は反対である。数字目標の達成が目的となってしまう。 

例として、地域創生でプロモーション動画をつくり、KPI として 10 万アクセス

を掲げた事例がある。この数値目標の達成という手段が目的となり、アクセス数

を増やすために結局多額の国費が使われ、動画制作にかかった費用を大きく上回

ることとなった。この場合、アクセス数はアウトプットであり、手段の結果。本

来は、そのアウトプットによりどのような影響、変化が自治体に起こったのか、

つまりアウトカムが大事なことである。 
例えば、産業の育成を図るためや、青少年の活動を増やすことなどをそれぞれ

掲げ、そのために“ゆるっとつながる”場とするなど。KPI の設定よりプロセス

が重要である。評価プロセスを明確にしてそれをモニタリングし、フィードバッ

クする。そのしくみづくりが重要である。何か活動を求めてくる能動的な人がど

れだけ増えたのかなど定量的な目標があった上でKPIを設定するのであれば重要

であると感じる。中長期的な目線に立って、社会情勢にも併せて変化していける

仕組みが必要。 
根本委員長：本プロジェクトで、よりよい KPI を設定するにはどうしたらよいか。 
古田副委員長：どのような目的で、何のためにつかう KPI なのかを明確にすることが必要で

あると思う。ゆるっとつながることによる社会的な影響を分類立てて定義すれば

よいのではないか。活動することを通じ、地域コミュニティの醸成に役立ったと

か、学びにつながったとか。 
田中委員 ：和光に住んでよかったなどのアンケートはしていないか。 
白川委員 ：５年に１度くらいのペースで市民意識調査を行っている。 
田中委員 ：ゆるっとつながることでどのような効果があるかというと、最初は“ここちよ

い”空間となった、という意見だけかもしれない。ただ、中長期的にみると、ここ

ちよい空間を通して、新しい人のつながりができたとか、自身の活動の場が増え

たとか間接的な数値目標は作れるのではないか。その結果、住んでよかったなど、

シビックプライドにつながる、まさに市が求めているような効果を発揮すること

もできるのでは。今すぐ達成する数値目標というよりかは、中長期的に定め、途

中経過を観察することにより都度軌道修正もできるような仕組みが必要なのでは

ないか。 
古田副委員長：現状の一階に来ている人の満足度などを調査、インタビューすることは考え

られる。そこで得られたネガティブな意見などを経過観察含め確認し、将来的な

改善点として数値目標化していくことはできると思う。 
例えば、アメリカの NPO 法人がアフリカのケニアやタンザニアの活性化に対

する町民インタビューを実施している。設問は１つ「あなたの村の中で、何か違

うことをやろうとしていることで知っていることを教えてください」である。そ

の変化をまちづくりにフィードバックしている。そういった変化があるなら、ど
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のような取組みを実施するべきかという議論につなげている。 
そういったフィードバックをするための、効果測定として KPI を使用してもお

もしろいと思う。 
稲葉委員 ：「滞在時間」や「仕事の効率が高まった」などの設問があってもよいのではない

か。快適さ、を推し量るためにはそういった一定の設問は必要であるのでは。定

性的なものと定量的なものが組み合わさっていてもいいと思う。 
小松委員 ：どちらもあってよいし、KPI は一つでなくてもよい。民間目線で考えると売上、

利用者数などは分かりやすい指標。ただ、KPI 設定時の留意点だが、ある程度の

チェックポイントは必要だが、多すぎても活動を束縛する。適量、かつ、効果的

な指標を定めるとよい。 
古田副委員長：来年度以降に取り組む「実施計画」ごとに定量的、定性的な KPI が設定され

ればよいのではないか。 
佐野委員 ：KPI の評価時点が重要で、中長期的にみて、同じ指標で定点的に経過を確認し

どう変わったのかをチェックすることも大事。ただ、一番大事なことは「和光市

民でよかった」と市民の方が思ってくれること。そのために必要な目標（行動）

をブレイクダウンして検討して指標化すること、ということが本来大事なことだ

と思う。 
古田副委員長：何のために、誰のために、何に使うか。数値化された KPI がひとり歩きする

のがこわい。そのことにより、計画が引っ張られ、思うようにいかなくなる事例

を多々見てきた。要は、使いみちの明確化を図ってほしい。 
稲葉委員 ：活動の結果、どうなったのかも大事であるし、その結果により今後どのように

匙を切っていけばいいのかを考えることも大事。要はフィードバックし、検証し

て、改善することも必要であると思う。 
 
根本委員長：本日、マネジメントの議論は収束したと思う。成果目標については、限界や制

約、デメリットも認識したうえで、本当にいいものだとみんなが認識できる KPI
を定める。本事業のアウトカム＝目的は何なのか、シビックプライド、住みやす

さ、経済的な売り上げなどキーワードがある中考えていくと、目指すべきゴール

は多様であると考えられる。そういう考え方の場合の KPI としては、逆にアウト

プットが向いている。多様なアウトカムが生み出せるようなアウトプット、多く

の人が集う＝「利用者数」、その利用者が快適に過ごしたか＝「満足度」、がある。

満足度に関しては、インタビューもあるが、海外の空港にあるようなニコニコマ

ークシールを張るなど、工夫は必要だが簡便な方法でもいいかと思う。強制的に

何かを起こすのではなく、みんなの気分が良くなれば、何かいいことが起きる、

ということを目標とした方が多様性を損なわないのではないか。誰も満足してい

ない空間づくりにお金をかけることは誰も望まない。少なくともそのことを乗り

越えるための目標設定として考えればよいのではないか。 
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田中委員 ：中長期的には今の段階で我々が想定していないよいことも起きると思う。そう

いったことの経過観察とチェックはしていってほしい。数値以外のその過程の方

がむしろ重要なことだと思う。利用者数を掲げたとしてもうなぎ上りに伸びてい

くということではなく、人々が豊かになる、そのことに重きを置いてほしい。 
古田委員 ：我々が想定していない効果もでてくると思う。それをしっかり拾い上げて、そ

の効果を活動に広めていくことを確認できる仕組みが重要だと思う。 
佐野委員 ：KPI は今だけのものではなく、活動しながらも増えてくると感じる。活動の結

果、ボランティアが増えた、起業する人が増えたなど、指標は活動の変化の中で

どんどん変わっていくと思う。 
根本委員長：市が信頼できるまちづくり会社が担うこととなると思うが、しっかりとガバナ

ンスできる枠組みが必要で、成果指標という形で表れてくるであろう。その成果

目標を“キーパーソン“が具体的な行動に移し、都度再精査していく仕組みづく

りができればいい。そういう意味では今回の議題の”マネジメント“と”成果目

標“は表裏一体の関係である。 
こういったことが裏側で回っていきながら、表面は楽しいことが起きていくと

いうようなことだと、事業としてもよいのではないか。 
和光市  ：和光市を好きになるのも、嫌いになるのも、何をするのも市民の自由。その市

民側に行政が KPI を設定するのではなく、結果、行政側に何が至らなかったのか

など行政側にフィードバックできるような KPI を設定したい。例えば、狭あい化

の中で、市民活動推進課、産業支援課を一階に持っていくため、市民活動に参加

した市民の数や和光市産野菜の販売額など、これらの課の目標がKPIとなり得る。

行政側の変革により、市民にメリットが生まれるようなことに指標を置きたいと

考えている。 
根本委員長：具体的なことを念頭に置く中で、活動すると必要なことは見えてくるし、把握

できてくると考える。 その次のステップとして考えてもいいのではないか。焦っ

て決めて、間違った指標を作って行動してもしょうがない。メリットデメリット

をしっかり把握したうえで、評価指標を定めることが大事である。 
      きっと、これからレイアウトの変更や様々な活動を行っていくと思う。その際、

これは何の目的で行っているのか、都度考えることが必要。一筋縄ではいかない

が、その繰り返しが目指すべき方向に向かっていくということに繋がると思う。 
        安易に決めない、ということも今回の事業においては重要なことである。 

 
 

以上 


