市民協働のまちづくりを考えるワークショップ（27 年 2 月 5 日実施）

◆ 平成 27 年 2 月 5 日開催 ◆

市民協働のまちづくりを考えるワークショップ（27 年 2 月 5 日実施）

【日 時】平成 27 年２月 5 日（木） 午後３時より５時まで（市役所北棟 4 階 大会議室 A）
【講 師】谷口 知弘 さん（同志社大学政策学部・大学院総合政策科学研究科 客員教授）
【参加者】29 名（市民公募 12 名、市民参画協働懇話会委員 10 名、政策研究会委員 6 名、地域コーディネーター１名）
【内 容】 長岡京市における市民協働の現状、市民協働のまちづくりを推進する計画策定について事務局より説明
・グループワーク１「これまでの協働の取組みをふりかえろう」
・グループワーク２「テーマに分かれて話し合おう」
（協働への意識づくり、協働への仕組みづくり、協働への環境づくり、地域コミュニティ活性化、計画づくりと実施や評価について）
【グループワーク１まとめ】※意見の詳細については次頁以降を参照
これまで、様々な分野（環境、子育て支援、配食、居場所づくり等）

これからは「子育てのしやすいまち」、
「居住地域内でふれあいがあるまち」、

で多くの団体が活動しており、市広報紙等を活用して活動紹介をしてき

「賑わいのあるまち」
、
「高齢者が生きがいをもてるまち」等まちの未来像の目標

たが、市民・市職員含めた全員の協働への関心度は不足している。市民

設定を立て、協働をすすめていくことが求められていく。市民活動団体は団体間

活動団体においては、人材(担い手の確保や育成)、活動拠点(場所)、資

の横の連携・交流を深め、専門性を活かした取組みを若い人の参加を増やしてす

金面などに課題を抱えている。地域においては、近所付き合いが希薄化

すめていく。地域においては、居場所づくりや配食活動などふれあいの機会を増

し、自治会活動のあり方も考える時期にきている。行政においても、内

やし、避難訓練や防災訓練を通じてコミュニティの推進をはかる。行政は、市民

部の協働が不足しており、協働への取組みに濃淡がある。また、市民活

との対話の機会を増やし、市民活動団体の持ち味を活用しながら各施策を推進

動サポートセンターの役割も十分に果たされてはいない。

し、市民活動サポートセンターの機能拡充も求められる。

【グループワーク２まとめ】※意見の詳細については次頁以降を参照

意識づくり

仕組みづくり

環境づくり

地域コミュニティ活性化

計画づくりと実施や評価

•シルバー世代や若い人が
活躍できるような情報発信
を行う（例：ボランティア
体験ツアーを実施、体験記
を市広報紙に連載）
•若い人に情報を届ける工
夫が必要（例：スマホ、ｺﾐ
ｭﾆﾃｨFM､ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ）

•市民活動団体の可視化を
すすめ、情報の集約、発信
が必要⇒市民活動団体に特
化した情報紙（広報紙）を
つくる
•市担当課（市民協働・男
女共同参画政策監）の役割
明確化
•市ワーキンググループに
民間の若手を入れる

•市民活動サポートセンタ
ーの意義、役割の可視化・
明確化、中間支援機能の充
実が必要
•定年後のシルバー層をボ
ランティアへ誘導する仕組
みづくり

•「顔の見える範囲」であ
る自治会の活性化が必要
•自治会の活動のあり方、
公民館や自治会館の機能を
再考する
•これからの自治会のテー
マはK(子育て支援)､K(高
齢者支援)､B(防災)

•市民の知恵が入った分か
りやすい計画を立て、内容
を市民に知らせる。
•若い人を巻き込んだ計画
づくりを（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの土日
開催など）
•チャレンジングな計画づ
くりを
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【ワーク１】これまでの「協働」の取組みをふりかえろう
Keep（継続）

Problem（課題）

Try（改善策）

✤市民活動・ボランティア活動

✤全般

✤まちづくり・全般

・様々な分野の活動団体が多数存在する

・全員の関心度不足

・まちの未来像の目標設定

・環境への取組み

・協働の意識が育たない､ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝの維持

・高齢者の生きがいがもてるまち

（自然然環境との調和、西山の緑を守る、

✤市民活動・ボランティア活動

・子育てがしやすいまちにできたら

西山森林ボランティア、長岡公園整備、

・団体同士の連携が希薄（他団体との交流不足）

・子連れで気兼ねなく行ける場所を増やす

河川清掃）

・人材不足、リーダー不足、固定化・高齢化

・にぎわいの創出

・配食活動

・就労者のボランティア参加機会が少ない

・ｶﾞﾗｼｬ祭を盛り上げたい､音楽活動を盛んにしたい

・居場所づくり

・活動拠点、活動場所の不足

・官⇔民､企業⇔NPO､世代間の混ぜっこ

・介護予防、認知症予防の活動

・資金集め

✤市民活動・ボランティア活動

・子育て困難家庭への支援、虐待防止の活動

・活動団体の内容把握、情報発信不足

・市民活動団体間の交流

・高齢化へ向けての市民のあり方を考える集い

・行政との連携

・若い人の参加を増やす

✤行政の施策・提供する資源、インフラなど

・若者ｸﾞﾙｰﾌﾟの見直し、既存団体の解体

・専門性を活かしての相談や教室

・市民活動団体への行政の支援

✤行政の施策・提供する資源、インフラなど

✤行政の施策・提供する資源、インフラなど

・市広報紙の活用（市民活動の紹介）

・どんなまちにするのか見えない

・市民活動団体の活用。活動拠点、施設を増やす

・ワークショップ（市民との意見交換）の開催

・取組みに濃淡がある

・協働実践経験者を多く集めた会議の開催

・バンビオや公民館の催しが多い

・行政内部の協働不足

・市民と対話の機会を増やす（土日開催）

・図書館が利用しやすい

・市民活動に対する補助金の有無が不明確

・自殺対策(高齢者他)

・計画からスタートまでが遅すぎる

・こらさの活性化、自転車道の整備､阪急の橋上化

・サポセンの役割、動きが不十分

公立特養の増設、JR 新快速の停車化

・保育所不足、公園が少ない

・空き家の対策・活性策、民泊の計画

✤地域活動・コミュニティ活性化

✤地域活動・コミュニティ活性化

・自治会活動のあり方

・コミュニティの推進。避難訓練、防災訓練

・近所付き合いの欠如

・各地域(自治会単位)での配食活動
・居住地区でのふれあい、参加しやすい場づくり
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【ワーク２】A：協働への意識づくり
Keep（継続）

Problem（課題）

Try（改善策）

環境の都づくりの情報紙発行

市広報紙の有効活用

協働の魅力を色々な場でＰＲする

市広報紙を通した継続的な情報の発信

市広報紙を若い人が読まない

ボランティアが楽しい活動と理解してもらう努力

シルバー世代の掘り起し

しないと分からない⇒「する」機会づくり

きりしま苑の活用

参加してみたいと思える企画づくり

仕事環境が複雑になっている

ボランティアツアーや体験記
元気な団体を表彰する制度
65 歳以上に働きかける努力。高齢者の活性化
スマホで若い人に情報を届ける
コミュニティＦＭラジオ、フリーペーパー発行
県外の成功事例を取り入れるシステムづくり
官民の協働意識の確立
サポセンに広報担当をおいて情報発信をする

【ワーク２】Ｂ：協働への仕組みづくり
Keep（継続）

Problem（課題）

Try（改善策）

市の信頼感

市民協働担当部署の役割がはっきりしない

仕組みづくりの拠点を確立する

市の協働ワーキンググループ

専門職がいない

市民活動団体への支援チームづくり

市担当者の変更で対応が変わる

教育チームづくり、おもしろ情報チーム

市職員が住民目線をもつ必要がある

市ワーキンググループに民間の若手も参加

行政トップが変われば方針が変わる

団体の中身を可視化する

サポセンの役割（市民と行政をつなぐ役割）

地域への影響を分かりやすくする
企業のＣＳＲとつなぐ
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【ワーク２】Ｃ：協働への環境づくり
Keep（継続）

Problem（課題）

Try（改善策）

気楽さ、縛りがないのがよい

活動団体、ボランティア団体同士の横の連携

ボランティア養成講座

活動の自立に向けた財政的支援

協働の相手となる団体の情報発信

定年後のシルバー層へのＰＲ

サポート体制、推進体制が弱い

楽しく学びボランティアへ誘導する仕組み

活動拠点の確保

活動団体の可視化、情報の発信

活動場所の確保（ﾊﾞﾝﾋﾞｵ高額、無料･子連れ可の場） サポセンの改革（中間支援機能の充実）
行政の支援金の充実

こらさの付加価値

官民の関係改善

協働マニュアルの周知

市はまだ受け身､担当者による温度差、引継ぎ徹底

【ワーク２】Ｄ：地域コミュニティ活性化
Keep（継続）

Problem（課題）

Try（改善策）

防犯、防災訓練

近所同士の関係が希薄

原点は顔見知りになること

子どもたちへの地域での見守り

自治会の活性化

地域の人が気軽に集まれる場所づくり

ラジオ体操

自治会活動のあり方

いざという時の安心感をもてる地域にしたい

自治会館の機能のあり方

地域組織を理解してもらう（民生委員、体振など）

自治会未加入者・脱退者の扱い

自治会を元気づける

自治会に加入していても活動に参加しにくい

これからの自治会（子育て支援、高齢者支援、防災）

地域コミュニティ協議会の役割・存在の認知不足

コミュニティ協議会、自治会の結成促進

「協議会」の名前が堅苦しい

独居者への見回り、要配慮者へのフォロー、取組み
高齢者は毎日をどう過ごしたら満足できるか調査
地域単位で認知症予防に取組む
避難訓練、防災訓練
出前講座をもっと頻繁に
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【ワーク２】Ｅ：計画づくりと実施や評価について
Keep（継続）
市の協働ワーキンググループ

Problem（課題）

Try（改善策）

計画の中身が分からない

分かりすい計画がよい

市民が納得できる内容か

協働への願い（行政と市民）を明確にする

市民の知恵が出ているか

ｱﾝｹｰﾄ以外に市民ﾆｰｽﾞを知る工夫(回収率の問題）

計画づくりにお金が多くかかっていないか

若い人を巻き込んだ計画づくりを

ｱﾝｹｰﾄ調査結果で世代間の差を考慮しているか

もっとチャレンジングな計画を（協働は役所の中で

実施時に多くの市民が関わっていたか

も「攻め」る政策ができる部署）

計画倒れにならないか

市民への周知徹底

数値化しにくい目標の達成度をはかる方法

市広報紙で策定内容を定期的に掲載する

評価の仕方（第三者による評価、点数制）

市民目線の表現を（役所言葉は×）
協働、活動の魅力、楽しさを発信する
どういう協働の取組みがあるか市民に示して
評価は短期間の成果度で決まるものか？
B/C での評価はダメ
減点主義ではなく加点主義で評価する
「できたか・できなかったか」より「やったか・や
らなかったか」を考える。必要がないからやらなか
ったものについては計画から外してもよいのでは

