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グループワークの進め方

平成28年8月20日

第2回総合計画市⺠検討会議

本日の説明メニュー

グループワークの進め方

１．各部会へのお願いについて

２．「見直し論点シート」について
・後期基本計画策定の基本的な考え方

・「見直し論点シート」の構成

３．「見直し論点シート」の検討手順について

４．検討の進め方について

５．記録・報告について

６．各部会のタイムスケジュールについて

７．本日のグループワーク

８．気持ちよく協議するための会議ルール

９．グループワーク
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１．各部会へのお願いについて

【役割】

庁内で検討した、「後期基本計画策定に向けた見直し

論点シート」に基づいて、前期基本計画をどう見直す
べきかについて、みなさまの意見をいただきます。

【方法】

・見直し論点シートに意見を赤字で加筆してください。

・市長への報告は、加筆いただいた見直し論点シート
とします。

3

＜後期基本計画策定の基本的な考え方＞
後期４年間で、最終目標（ゴール）をどのように達成していくか

どのようにゴールをめざすのか
（道筋を考える）

・これまでの取組の見直し（充実、改善、縮小）
・新たな取組の検討
・協働の実践に向けた方策

イ．前期の【成果】は？
【残された課題】は？

ウ．社会情勢変化や個別計画等の
【新たなニーズ・課題】は？

ア．前期の進捗状況は？

4

２．⾒直し論点シートについて
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ア．前期基本計画の進捗状況（暫定版）

イ．これまでに（前期期間で）
得られた成果・残された課題

ウ．今後（後期期間で）予想され
る新たなニーズ・課題

エ．後期計画策
定に向けた見直
しの論点

オ．協働の
実践に向けて

メインの検討対象
5

２．⾒直し論点シートについて

＜⾒直し論点シートの構成＞

３．「⾒直し論点シート」の検討⼿順について
①各基本施策が掲げている平成33年の
めざすまちの姿や市民と市の役割分担
の考え方を確認（ゴールとその手段であ
る施策を確認）。
②検討する基本施策の見直し論点シートの
記載内容を確認し、意見を整理してくる。

前期基本計画の進捗状況と
これまでに（前期期間に）得られた成果・
残された課題を確認。

今後（後期期間で）予想される新たなニーズ
や課題について抜けや漏れについて検討。

各課が記載している見直しの論点について
、足りない視点や市民として優先的に取組
んでほしいこと、不必要なものなどを検討。

市民の立場から考えられる協働の実践に
向けて、視点や取組アイデアを検討。

【事前準備】
総合計画の内容の確認
見直しの論点シートの内容確認

【第１ステップ】
見直し論点シート「ア」「イ」の確認

【第２ステップ】
見直し論点シート「ウ」の検討

【第３ステップ】
見直し論点シート「エ」の検討

【第４ステップ】
見直し論点シート「オ」の検討
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４．検討の進め方について

司会 書記①

7

荷物用

司会：
見直し論点シートに従って、項
目順に意見があるか確認

書記①：

各委員の意見を
模造紙に記録

委員：
意見がある箇所に
ついて発言

委員：
発言内容への質問や
意見、アイデアを発言

全体で確認できるよう、書
記用の見直し論点シートを
用意します。（A1サイズ）

委員の意見を書き出し、整
理する白模造紙を用意しま
す。

意見を記載いただく
付箋を用意します。

書記②

書記②：

各委員の意見を
「部会検討結果
報告書」に記録

４．検討の進め方について
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意⾒の記録方法①

ウ エ オ

・xxxxxx
・xxxxx
・xxx

意見を書記①
が直接記入

エ、オについては、

各委員が自分の意見を付箋に記載
し発表しながら貼っていく。

白模造紙

似ている意見はなるべく近くに寄
せて貼ってください。

書記用の見直し論点シート（A1サイズ）

模造紙で検討した委員の意見の清書イメージ
を書記用見直し論点シートに記載し、内容につ
いて全体で確認する。

必須の検討内容 目標

・●●●●●●
・●●●●●●
・●●●●●
・●●●●

・●●●●●●
・●●●●●●
・●●●●●●

・xxxxxxxxxxxx
・xxxxx
・xxx

・●●●●●●
・●●●●●●
・●●●●●
・●●●●

・xxxxxxxxxxx
・xxxxxxxxxxx
・xxxxxxxx
・xxxxxxx

・●●●●●●
・●●●●●●
・●●●●●
・●●●●

・xxxxxxxxxxx
・xxxxxxxxxxx

ウ エ オ
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４．検討の進め方について
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意⾒の記録方法②

部会検討結果報告書＜○○部会＞

■今後（後期期間で）予想される新たなニーズ・課題（ウ）

■後期基本計画策定に向けた見直しの論点（エ）

■後期基本計画策定に向けた見直しの論点（オ）

・xxxxxxxxxxxx
・xxxxxxx

・xxxxxxxxxxx
・xxxxxxxxxxx
・xxxxxxxx
・xxxxxxx

・xxxxxxxxxxx
・xxxxxxxxxxx

各委員の意見を箇条書きで記録する。
※発言内容の議事要旨を記載

５．記録・報告について

①部会検討結果報告書

・意見を箇条書きで記載したもの

（書記②が記録した資料）
⇒ホームページでの公表はこの資料を
用います。

②見直し論点シート

・意見を見直し論点シートに反映
したもの（書記①が結果を清書）
⇒市長への報告はこの資料を用います
（審議会等へも提示予定）。
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分野 第2回 第3回 第4回 第5回

健康・福祉 ・1-2子育て支援

・1-1健康づくりの推

進

・1-3高齢者サービス

の充実

・1-4障害者サービス

の充実

・1-5社会保障制度の

充実

・1-6生活安定の確保

・1-7地域福祉活動の

支援

生活・環境
・2-6災害対応能力の

向上

・2-5交通安全・地域

安全の推進

・2-1自然・生態系の

保護と回復

・2-2緑の整備

・2-3生活環境の保全

・2-4循環型社会の形

成

文化・学習 ・3-7学校教育の充実

・3-1人権と平和の尊

重

・3-2男女共同参画の

拡大

・3-8青少年の健全育

成

・3-4生涯にわたる学

習活動の推進

・3-5文化・芸術活動

の支援

・3-6スポーツ活動の

支援

・3-3国際化と都市間

交流の推進

・3-9市民との協働体

制の構築

都市基盤・

産業

・4-1計画的なまちづく

りの推進

・4-2まちの拠点整備

・4-3公共交通の利便

性の向上

・4-5商工業の振興

・4-6都市農業の振興

・4-4社会基盤の保全・

整備

行財政

運営

・5-1市民の参画意欲

を高める市政運営

・5-2経営的な視点に

立った市政運営

・5-3継続的かつ安定

的な市政運営

・5-4健全財政による持

続可能な市政運営

６．各部会のタイムスケジュールについて

11

７．本日のグループワーク
【テーマ】

本日の検討対象である基本施策について検討する
とともに、次回以降の進め方のイメージを掴む。

【進め方】

1. 本日の司会進行・書記担当（２名）を決めてくださ
い。

2. コンサルタントの方で時間配分を示しながら、５つ
のグループが足並みを揃えて検討していただき
ます。

3. 最後に、各部会の主な検討結果について発表し
ていただきます。（発表担当を決めてください）

12
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８．気持ちよく協議するための会議ルール

1. お互いの意見を尊重しましょう。

2. 府中市在住／在勤の一市民として、公募市民・職員
の区別なく、一委員として同じ立場で意見交換を行い
ましょう。

3. 誹謗中傷はせず、前向きな意見を出し合いましょう。

4. みんなが自分の意見を発言できるよう、発表時間を
守りましょう。

5. まちがいなく意見を残せるよう、付箋に意見を書きま
しょう。

13

【会議準備】
出席者を確認と模造紙の準備

14

○本日の司会の方は、部会検討結果報告書で、出席

者の確認を行ってください。

○書記①の方は、白模造紙の上部に部会名を書い
てください。

また、「ウ」「エ」「オ」の項目枠を作ってください。「エ」
「オ」は付箋を貼るため、広めに枠を取ってください。

９．グループワーク
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【事前準備】
総合計画の内容の確認
各基本施策が掲げている平成33年のめざすまちの
姿や市民と市の役割分担の考え方を確認する。

各基本施策の手段となる施策について確認する。

健康・福祉（1-2子育て支援） ２０ページ

生活・環境（2-6災害対応能力の向上） ３１ページ

文化・学習（3-7学校教育の充実） ３８ページ

都市基盤・ 産業
（4-1計画的なまちづくりの推進）

４１ページ

行財政運営
（5-1市民の参画意欲を高める市政運営）

４７ページ

15

９．グループワーク 【事前準備】総合計画の内容の確認

16

９．グループワーク 【事前準備】総合計画の内容の確認

←対象の基本施策で
目指しているまちの姿

←対象の基本施策での
市民と市の役割分担の
考え方
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17

９．グループワーク 【事前準備】総合計画の内容の確認

■総合計画（ｐ65～66）

■見直し論点シート

対応

18

９．グループワーク 【事前準備】総合計画の内容の確認

←オの
検討内容

←エの
検討内容
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【第１ステップ】
⾒直し論点シート「ア」「イ」の確認

ア：前期基本計画の進捗状況
⇒基本施策を構成する施策の評価結果を整理し、
基本施策全体としての進捗状況が4段階で判定さ
れています。

イ：これまでに（前期期間に）得られた成果・残された
課題

⇒施策評価結果を踏まえ、以下が挙げられています。
・前期期間で実施した主な取組と得られた成果
・前期期間（これまで）において、進捗が遅れて
いる（成果があがっていない）施策・取組

19

【このステップでの取組み】
内容を確認してください。

20

９．グループワーク【第１ステップ】⾒直し論点シート「ア」「イ」の確認

＜進め方＞

1. 「ア」「イ」の内容を確認・共有してください。

※ご意見がある場合は、次の「ウ」の検討の際に

発表してください。
※なお、見直し論点シートは、担当部署で作成しているため、
今回参加している職員が作成したものではありません。
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【第２ステップ】
⾒直し論点シート「ウ」の検討

ウ：今後（後期期間で）予想される新たなニーズ・課題
⇒後期計画策定にあたり意識すべき社会経済動向、
市民ニーズや地域課題、市長方針や個別計画等に
示されている新たな視点などが挙げられています。

【このステップでの取組み】
①今後（後期期間で）予想される新たなニーズや課題につい
て抜けや漏れについて意見を出してください。

②イで確認した各課が認識している「残された課題」について
気づいたことがある場合も、ここで意見を出してください。

21

22

９．グループワーク【第２ステップ】⾒直し論点シート「ウ」の検討

＜進め方＞

1. 「ウ」の内容を確認・共有してください。（3分間）

2. 司会の方は「ウについてご意見がある方はいらっ

しゃいますか？」をお声をかけてください。

3. ご意見のある委員の方は、挙手をし、意見を発表

してください。

4. 書記①の方は、意見内容を模造紙のウの枠内に

メモしてください。
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【第３ステップ】
⾒直し論点シート「エ」の検討

エ：後期基本計画策定に向けた見直しの論点
⇒ア、イ、ウの内容から、各課が検討した後期基本計
画策定に向けた見直しの論点

【このステップでの取組み】

各課が記載している見直しの論点について、足りない視点や
市民として優先的に取組んでほしいこと、不必要なものなどを
検討してください。

23

24

９．グループワーク【第３ステップ】⾒直し論点シート「エ」の検討
＜進め方＞

1. 各自で「エ」の内容を確認し、ご意見を付箋に記入してください。

（３分間）

2. ３分経ったら、司会の方は、任意の方を指定し、そこから時計ま
わりでみなさまの意見を一つずつ聞いていってください。（ご意
見のない方は飛ばしていただいて構いません。）
発表される方は、付箋を貼りながら、意見を発表してください。
この際、書記①の方は、なるべく類似する意見をまとめて貼る
ように調整してください。

3. 全員の意見を聞き終わったら、司会の方は、出てきた意見への
質問や補足、その他意見の有無をお聞きください。もし意見が
ない場合は、先ほど、発表されなかった方を中心に、ご意見を
伺ってください。

4. 司会の方は、出てきた意見を簡単に振り返って、確認してくださ
い。
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【第４ステップ】
⾒直し論点シート「オ」の検討

オ：協働の実践に向けて
⇒エの内容から、各課が検討した協働の実践に向け
た視点や取組アイデア

【このステップでの取組み】

市民の立場から考えられる協働の実践に向けた視点や取組
アイデアを検討してください。

25

26

９．グループワーク【第４ステップ】⾒直し論点シート「オ」の検討
＜進め方＞

1. 各自で「オ」の内容を確認し、ご意見を付箋に記入してください。

（３分間）

2. ３分経ったら、司会の方は、任意の方を指定し、そこから時計ま
わりでみなさまの意見を一つずつ聞いていってください。（ご意
見のない方は飛ばしていただいて構いません。）
発表される方は、付箋を貼りながら、意見を発表してください。
この際、書記①の方は、なるべく類似する意見をまとめて貼る
ように調整してください。

3. 全員の意見を聞き終わったら、司会の方は、出てきた意見への
質問や補足、その他意見の有無をお聞きください。もし意見が
ない場合は、先ほど、発表されなかった方を中心に、ご意見を
伺ってください。

4. 司会の方は、出てきた意見を簡単に振り返って、確認してくださ
い。
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【発表】

27

○本日の発表者を決めてください。

○「エ」の検討の中で、最も重要なポイントを一つ、

「オ」の検討の中で、最も重要なポイントを一つ、

グループで選んでください。

○発表時間は、各グループ2分間です。

28

本日のワーキングはこれで終了です。
お疲れ様でした！


