
みんなでえがく みんなではなす ひろさきの未来

将来都市像策定
のための市民会議

第2回ワークショップ 深める編

みんなの将来イメージを
集めて物語を紡いでみよう

日時：平成30年9月29日(土)午後 1:30〜4:00

場所：弘前市役所市民防災館4階食堂
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資料１



本日のプログラム（150分）

開会･あいさつ（5分）

ワークショップ 深める編

「ワールドカフェ：みんなの将来イメージ

を集めて物語を紡いでみよう」（140分）

おわりに（5分）
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１．はじめに
作業を始める前に

市民会議全体と今日やることのお話
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全3回の市民会議を通じて
達成したいこと

弘前市民の声･意見を元に、

新総合計画の中核となる

｢弘前の将来都市像｣の素案

を策定すること

4



全3回｢将来都市像｣の素案策定プロセス

• 具体的なイメージを描いて、共有する

• さまざまなイメージに共通する考え方やキー

ワードを発見する

第1回

拡げる

8/25(土)

• 1回目で得られた将来イメージの考え方やキー

ワードを手がかりにして、イメージを掘り下げ

て肉付けする「ストーリー」を紡ぎ出す

第2回

深める

9/29(土)

• 以上の2回の成果を元に作成された、将来イ

メージ素案のたたき台を洗練する

• 将来都市像を表現するキャッチコピーを考える

第3回

整える

10/20(土)
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将来都市像の構成はこんな感じ

将来イメージ
毎の

ストーリー

特徴的な
将来イメージ

キャッチ
コピー キャッチコピー

イメージ①

ストー

リー①

イメージ②

ストー

リー②

イメージ③

ストー

リー③

イメージ④

ストー

リー④

第1回

第2回

第3回

6



ご注意①
他地域の｢将来都市像｣に見られること

•言葉をあまり抽象的にしすぎると、どこ

にでも当てはまるような将来像＝ことば

になってしまう

⇒具体的に考えることから始めよう

※最終的に抽象的になるのは致し方なし

⇒弘前の人･場所･文化･ことばを大切にし

よう
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ご注意②
作業を進める上での心構え

•一般的な「弘前の現状と課題」に引っ張

られすぎないこと

•皆さんが肌で感じている弘前の可能性、

弘前の課題も大切にしよう！

•また、現在の課題にも引っ張られすぎな

いバックキャスト的思考を心がけよう！
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都市像

現状の
弘前の
課題②

都市像

現状の
弘前の
課題①

都市像

現状の
弘前の
課題③

フォアキャスト的思考
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都市像

バックキャスト的思考

都市像からスタート
して、現在とのへだ
たりから何をなすべ

きか考える

現状の
弘前市

10



都市像

将来都市像の時期と計画期間の関係

現在
2018年

総合計画
計画期間

将来都市像
2040年頃2026年

2040年頃の都市像実現のための
政策を実施する

参照
して

現状の
弘前市
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本日の市民会議の目的

前回、「総合計画の将来都市像」の素案の策定に向け、

参加者それぞれが具体的な将来イメージを思い描いて、

他のメンバーと共有し、将来イメージに共通する考え方

をキーワードとして表現することができた

⚫前回描かれた全ての将来イメージを再整理し

て導き出したテーマ毎に、それぞれの将来イ

メージをさらに深め、豊かに表現して「物語」

のレベルにまで高めること
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この後の進め方

1. 前回の振り返りとワールドカフェの

テーマ（班分け）について（10分）

2. ワールドカフェ（110分）

•20〜25分×4ラウンド、途中適宜休憩

3. 全体発表（15分）

4. おわりに（5分）
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前回のお約束
ワークショップ成果の取扱い

⚫成果は整理して、そのままデータ化する

⇒市役所ホームページに掲載

⚫今回の成果を元に、次回のワークショッ

プで予定している「ワールドカフェ」の

話し合いのテーマ＆グループを設定

⇒この後、披露します！
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「ワールドカフェ」って何？
手法のご紹介
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今日のワークショップの手法
「ワールド・カフェ」とは・・・

出典：https://www.ourfutures.net

•「カフェ」で行なうような、
オープンで自由な会話を通
して、活発な意見の交換や
新たな発想の生み出す話し
合いの手法

•複数のお題を設定し参加者
はお題毎にテーブルを移動

•一人だけ終始同じテーブル
に留まり、それまでのお
しゃべり内容を移動してき
た人に伝える
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ワールドカフェの特徴・効能

•リラックスした雰囲気で話がしやすい

•移動することによって、より多くの人と
交流できる

•当初のテーブル以外の、他の人のアイデ
アや情報などを見、聞きすることで自分
の考えが触発される

•色々な人の発したアイデアの交流により、
元のアイデアからさらに新しいアイデア
が生まれる（可能性がある）
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「落書き」風記録の取り方（参考）

⚫真ん中にワールドカフェのお題・テーマを書いておく

⚫1stラウンドでのおしゃべりのエッセンスを真ん中テー
マの周辺に書き連ねてゆく

⚫2nd､3rd､4thラウンドは、それぞれ前ラウンドの周囲
に更に書き込んでゆく

⚫できれば全員が「言いながら書く」を実践（難しけれ
ばテーブルホストが代筆）、一言一句書く必要なし

•思ったことを自由に書く（絵や図もOK）

•模造紙の上の言葉や絵に関連性があるときは、矢印
を引っ張ってつなげる

18



前回の振り返りと
ワールドカフェの
各テーブルテーマ
作業の土台になります

19



前回と今回の関係を表現すると･･･

⚫前回の作業は、たくさんの「弘前の将来

イメージの種」を見つけ出した

⚫今回の作業は、種を集めて

•発芽させ、

•成長させ、

•色とりどりの花を咲かせる
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今日の「ワールドカフェ」
の進め方
作業の進め方
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ワールドカフェの全体的なお題

現在あるモノ、

新たに加えるコト

から綴ってみよう！

将来の弘前物語
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ワールドカフェの流れ
（全110分予定）

•自己紹介タイム（各テーブル、5分）

•第1ラウンド （各テーブル、25分）

•移動（1,2分）

•第2ラウンド （各テーブル、25分）

•移動（1,2分）

•第3ラウンド （各テーブル、25分）

•移動（1,2分） ※第1ラウンドと同じ席へ

•第4ラウンド （各テーブル、20分）
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第1ラウンドのお題

各テーブルの「テーマ」について、

『こうなったらいいな！

20年後の（ ）』

を話して下さい！

•まずは助走として、前回と同様に「種」を蒔きます

•前回の成果（写真＋説明文＆キーワード）を参考にして
• それをより具体的に膨らませてみたり、
• そこにはない新しい「将来イメージ」を出してもいい
• 別のテーブルのテーマと関連づけるのもOK（ですが、中心テー
マから外れすぎないように！他の問いでも同様） 24



第2ラウンドのお題

各テーブルの「テーマ」について、出された将来
イメージの実現のために…

『これは使える！すでにある！

弘前の資源や宝物』

について話して下さい！

•出された将来イメージの実現に向けて、現在の弘前
にある、どんな「資源」「宝物」を活用できるか？
•人（や人間関係）、もの、場所（自然や建物）、食、歴
史や文化、何でも結構
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第3ラウンドのお題

各テーブルの「テーマ」毎に、出された将来イメージ
の実現のために…

『これは必要！あったらいい！

新しいコトやモノ』

について話して下さい！

•出された将来イメージの実現に向け、現在の弘前にはな
い、どんなコトやモノが新たに必要なのか？
• 人材（や人間関係）、もの、施設や制度など何でも結構

•市民がイメージ実現にどのように貢献できるか？「自分
（市民）はこんなコトをできる、やりたい！」について
も話して下さい！（他人事ではなく、自分事として）
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第1〜第3の各ラウンド（25分）の進め方

① テーブル毎に、各ラウンドの問いに対して自
由に話し、模造紙に記録する（20分）

② ラウンド最後に、話したことを共有（2分）

③ ホスト以外は別のテーブルへ旅立つ（2分）
•移動については別添のルール参照

•第4ラウンドは第1ラウンドと同じ席へ移動

④ 次ラウンドでは自己紹介の後、ホストが前ラ
ウンドまでの話の内容を紹介してから、次の
問いについて話をする（2,3分程度）

※適宜飲み物とお菓子を摂取してください！ 27



第4ラウンド（20分）の進め方

① テーブルの第1〜3ラウンドまでのお話の内容
をホストが他の人に説明し共有する（5分）

•「前回蒔かれた種」や「自分たちが蒔いた種」がど
う育ったか？を確認する

② 成果物への感想や気づきを述べる（7,8分）
•「この発想面白い！」とか「実現できそう！」とか
「別のテーブルにも似た意見があった」など自由に
述べ、これも記録する

③ （できれば･･･）そのテーマの将来像を複数
のセンテンスで表現してみる（7,8分）
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ワールドカフェのグランドルール

•正解を当てようとしない
•全員が平等に話を聴く
•否定せず、断定もしない
•沈黙を大切にする
•書き出してつなげる
------------------------------------------
------------
会議の内容の取扱いについては、十分に
ご注意を（SNSへの書き込みなど）
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作業イメージをつかむために…

平川市でやった
ワールドカフェ紹介
2017/1/28＠東京会館
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お題について

【お題】

将来の平川のために、私たちがほしいもの、やりたい
こと、できること（将来自分たちがやりたい活動のア
イデアづくりを目指して）

【各ラウンドお題】 ※各ラウンドは20分くらいずつ

①第1「こうなって欲しい、平川の将来イメージ 」

②第2「自分たち、若者がやりたいこと、できること」

③第3「これから、この会場にいるメンバーたちや仲間
とやってみたいこと」

④第4ラウンド 第1〜3ラウンドの振り返りと感想
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会場全体はこんな感じ 32



お話します 33



「落書き」はこんな感
じ
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旅立ちます 35



最終成果（本日の成果もこんな感じ） 36



２．ワールドカフェ

「現在あるモノ、新たに加えるコト

から綴ってみよう！将来の弘前物語」
いよいよ本日のメイン
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自己紹介タイム
テーブルメンバー同士で自己紹介
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以下の手順で自己紹介しましょう！
（ひとり1分程度、7,8分以内）

まず、
•名前
•住んでいるところ
•お仕事
•いま興味のあること

など、各自で考えて紹介してください！

「シャベリカ」を使ってもいいです！
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3. 全体発表会
他の班の成果に耳を傾けましょう
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各グループの作業の成果を発表
（1グループ3分程度＝15分くらい）

⚫テーブルに留まっていた人（ホスト）が

発表してください

⚫発表内容は

① テーブルが扱ったテーマの説明

② 1stラウンドで追加された将来イメージ

③ 2ndラウンド、3rdラウンドで出た意見

④ 4thラウンドで元に戻った時の感想や気づ

きと、そのテーマの将来物語
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４.おわりに
今回の成果の取扱方と次回の予告
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今回のワークショップ成果の取扱い

⚫今回の成果は整理して、そのままデータ

化する

⚫今回の成果は、次回のワークショップの

題材となる「将来都市像」の素案のたた

き台づくりに活用
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第3回予告

⚫次回は、10月20日（土）に開催

⚫時刻：午後1:30〜4:00

⚫場所：この食堂

⚫テーマ：

整える編「将来都市像のキャッチコピーを考える」

⚫進め方：

① 今回の将来都市像のストーリーから“素案のたたき
台”（文章）を事務局側が作成してくるので、それ
を一言一句「たたいて」洗練する！

② 将来都市像をキャッチコピーで表現する
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おしまい
長時間にわたりありがとうございました！

次回、最終回もよろしくお願いします！
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