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用語解説

アイスブレイク

氷(アイス)のような硬く冷たい雰囲気を壊

す(ブレイク)こと。つまり参加者全員の緊

張を解き、相互の意見を言いやすく、あるい

は聞きやすくする状況をつくるための機会の

こと。特定の手法があるわけではなく、ゲー

ム形式のものや、自己紹介や他己紹介と組み

あわゼるものも多い。アイスプレイキングと

-つ
一一一口も

ア→U予紅会一

RYG方式

i3¥せんやツールなどの色老、赤 (Red)黄

(Yellow)緑 (Green)などに分けて使うと

とによって、意見の分類を分かりやすくする

方法。例えば、 KJ5去において、あるテ マ

に対して反対意見を赤、 賛成意見を緑、 中間

の意見を黄色のふせんに、それぞれ分けて書

く、などの用い方がある。

工ンパワメン卜

「自分自身の力を取り戻すことJI他の人に力

を与えることjの意。社会的に抑圧されてい

る個々の本来の力をどのように引き出して開

花させるかという考え方が基本にある。

カード方式

あるテーマに対して、事前に基本的 ・典型的

な意見を整理しておき、それを簡潔に表記し

たカードを用いて、議論を行う方式。通常

lO~20枚程度のカードかう参加者が3~5

枚選び出し、それをもとに議論を行う。短時

間で、同レベルで集中して議論を行いたい場

合に有効。
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クイズ方式

参加者同士の議論に入る前に、相互の知識や

理解をある程度共有する必要がある場合に用

いる。あるテーマに則して、全員が回答者に

なるクイズを行うととによって、単主主る講義

形式以上に、関心を持ちやすくする手法。

ケ:J:r.

K Jj去

数人のグループワークにおいて、各自の意見

をふせんに 1枚 1項目すつ書きだし、それを

模造紙上でグルーピングし、グル ブ聞の関

係として整理することで、参加者の意見を構

造化する方法。ワークショップでは、最も一

般的に用いられる。川喜多二郎 (Kawakita

Jiro)氏が、整理分類に基づく思考方法とし

て開発したことにより、との名があり、 ワー

クショップで用いられるのは、その応用であ

るといえる。

他己紹介

グループワークなどで参加者が相互に知りあ

い、意見を言いやすくするための工夫の一つ。

参加者の一人に聞き取りを行い、グル ブ全

体に、その人を紹介する方法。二人一組が基

本で、似顔絵を用いた紹介方法などがある。

ディベートゲーム方式

ある問題に対して、賛成派と反対派の2つの

立場に分かれ、グループで討論するととで、

より広い角度から理解を深める手法。合意形

成を目標とする場合には、参加者による審判

役を設定するとともある。



テーブルファシリテーター

(グループフアシリテ一世ー)

ワ クショッブの中で、グループワークを行

う場合、その中のみでファシリテ タ の役

割を担う人。テ ブルファシリテーターは、

基本的にファシリテーターの進行に従う。

人気投票

複数の選択肢に対して、シルなどでマ ク

することにより投票し、意見を確認する方法。

各参加者の持ち点(シールの数など)や、投

票方法(一つの選択肢に複数のポイントを投

票可能力、、芯ど)により、幾つかのバリエー

ションがある。

JCースデーサークル

アイスブレイクの手法の一つ。参加者がお互

いにだいたいの見当をつけ誕生日順に輸にな

って並び、その上で、名前と生月日と「今一

番関心のあるとと」などを自己紹介しながら、

正しい順番に修正していく方法。その後、誕

生日順にグループ分けを行うなど、グルーピ

ンクの手法とも結びつけられる。

旗上げアンケー卜

比較的多人数のワークショッブの場合に、参

加者全員の意見を短時間で共有するための手

法。参加者は番号の書かれた5本程度の旗を

持ち、あるテーマに対して、公平な立場で用

意された選択肢の中かう自分の立場を選び、

一斉に旗をあげる。これには、自分の意見を

示しやすい、全員の意見がもれなく反映され

る、大人数の参加者に対応できる、視覚的に

全体の傾向がわかる、など多くの効果がある。

「多数決ではない」という前提で行うことが

重要で、少数意見を必ず確認し、全体にフィ

ードパックする必要がある。

ファシリテーショングラフィック

参加者全員が議論の進行を把握し、その時点

で、何が論点となっているのかを確認し、建

設的に会議が行われるようにするための手

法。ファシリテーターが、参加者全員が見え

る位置で大きな紙に、全ての意見を文字やイ

ラストを用いて図式的にまとめ、議論の進行

に会わせて記録することにより、会議運営を

行うこと。

ファシリテーター

中立的な立場から、ワ クショップ全体の進

行役を務める人。ファシリテーターは、参加

者自身が建設的に、無駄なく成果に到達でき

るように進行を支援するという役割を担い、

出された意見に対する判断はしない。

ブレインストーミング

集団でアイデアを出すための会議の形式の

つ。複数の参加者が、互いに他を批判するこ

となく、自由に意見を出しあって、集団とし

ての議論のレベルを高め、独創的なアイディ

アや有効な解決策などを得ようとする方法。

プログラム ・デザイン

プロセスーデザインに沿った、各回毎の会議

やワ クショッブなどの具体的進め方や運営

方法を企画すること。

プロセス ・デザイン

ワークショッブを含む、準備段階かう結果の

影響にいたるまでの 連のプロセスを、参加

者がそれぞれの目的を達成し、全体としても、

そのテーマに合致した目標に到達するよう

に、構想すること。

ロ-)レプレイ

あるテーマに対して、自分とは異る立場の役

割を演じ、議論することによって、より幅広

く深い理解を得ようとする手法。ディベート

ゲーム方式と併用されることもある。
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ワークショッブのポイン卜!

ワークショップの前に

「呼びかけ」 で気をつけよう l

ワークショッブは、参加者の意欲や属性などによってその

成果が大きく左右されます。したがって、呼びかけ方法や

対象は、大変重要になります。チラシやニュース芯どのメ

ディアを用いた呼びかけが 般的ですが、人集め、という

意味では、くちコミが最も効果的であるようです。

「ミーティング」で気をつけよう l

ワークショッブを円滑に進めるには、スタッフ全員がその

プログラムを十分に理解している必要があります。しかし

実際には、多数のスタッフが運営に関わるため、そうでな

い場合も多くあります。少なくとも当日、会場においてス

タッフ全員がプログラムシートをもとにミーテイングを行

ない、進行や役割分担を確認しておく必要があります。ミ

ーテイング時間は場合にもよりますが、最低15分ぐらい

は必要といえそうです。

「会場設営」で気をつけよう 1

会場レイアウトも運営上大変重要になります。ポイントと

しては、正面の位置、受付位置、プログラムシ トやグル

ープワークの成果物(模造紙大)などの貼付け箇所、机-

椅子など備品の過不足、グループの島(長机2~3本程度)、

場合によってはブロジ工クターやスクりーンの配置、忘れ

やすいのがスタッフの荷物置場などです。ワークショッブ

専用の会場というのはなく、またプログラム次第で会場構

成は変わりますので、設営はそのつど必要になります。最

低でも30分程度は設営の時聞をとっておきましょう。

ワークショ ップの後に

「フォローアップ」 で気をつけよう!

pmilJI目

.1ク‘ループワーク」で気をつけよう1

グループワークは、 KJ5去で実施され

ることが多いのですが、もちろん方法

はこれだけではありません。とのプロ

グラムが成否を分ける、といっても過

言ではありませんので、各々のテマ

や目的に即した最もふさわしいもの

を、開発してみて下さい。

f・ 「まとめと振り返り」で 、
気をつけよう l

ワークショップの成果を参加者全員で

共有するために、各グル ブの発表の

後、その内容が相互にどのような関係

を持つのかを整理する必要があります。

通常、ファシリテータ がおおまかな

共通点、相違点、関連する事項、際立
トーった意見、全体の傾向などを、 3分程度

の短時間で説明します。まとめ方に偏

りがあると、参加者にワークショッブ

全体に対する不信感が生じますから、

ファシリテーターは十分注意して各グ

ループの発表を聞いておきましょう。

.1時間」に気をつけよう l

グルブワ クや発表は、予定時間 pー
よりも長くなりがちです。時間厳守

が原則なので、ファシリテタや

参加者に、時間の進行を正しく意識

してもらう工夫が必要です。タイム

キ パーが適切に合図を送るなどの

方法が考えられます。
ョd

プログラムにもよりますが、特に「まちづくりjにおいては、ワ クショッブがその場限りで終

わってしまうことは稀です。そこでの成果を、全体のプロセスに積み上げていくためにも、アン

ケー卜や結果報告のニュースの配付、などを行うのが望ましいでしょう。ワ クショッブの目的

に合わせて工夫しましょう。
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.r進行説明」 で気をつけよう l

参加者の多くは、特にワークショップに不慣れな人は、これか

う数時間のプログラムに対してまったく自覚していないか、も

しくは不安に感じているはずです。参加者にワ クショッフと

いう形式を自覚してもうい、スム ズに運営するために、この

趣旨説明と進行説明は特に重要になります。テーマや趣旨、プ

ログラム(全員が注目することのできる大きな模造紙に書いた

もので説明するのがよい)と終了時間、ワークショッブの進め

方、発言のル ル( 人が長時間話さない、他人の発言を妨げ

ないなど)などを短時間で、手際よく伝えることが重要です。

.r発表jで気をつけよう l

参加者の意見を相互に確認するため、「発表」の時間は欠かせ

ません。各i妊の発表時間は、長すぎると聞く側が退屈し集中力

がなく芯りますし、短かすぎると内容を伝えにくいので、 3分

ぐういを目安にしましょう。グループ内で重要芯ポイントや発

表の流れを確認して、意見を発表に適切に反映させましょう。

.r座る位置」で気をつけよう l

テーブルに座るグループワ

クの場合、グループファシ

リテーターは、参加者全員と

体感を持って模造紙なと、に

成果をまとめていく必要があ

ります。そのため全員が見や

すく、見られやすい位置を選

んで座るようにしましょう。

経験的には、長手方向の中央

に座るのが良いようです。

.r受付」で気をつけよう 1

ワ クショッフは受付の段階

から始まっているといえま

す。楽しく、リラックスでき

る雰囲気をつくりましょう。

また参加者の名簿への記入等

の作業スペースとして適切な

広さを確保しましょう。
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神戸とまちづくりワークショップ

神戸で 「まちづくりワークショップ」という言葉が使われだしたのは、平成3年ごろ、東京都

世田谷区で、アメリカのヘンリー ・サノフ氏が考案したデザインゲーム・ワークショッブの手法

を応用して、住民主体により計画、実現した「ねこじゃうし公園(奥沢ア丁目公園)Jなどの事例

が伝えられたのが始まりです。当時はワ クショッブという言葉自体がなじみのない単語でした

が、これまでの住民参加の方式と大きく 線を画する方法として、 一部の行政職員や専門家の闘

で話題になっていきました。

耳学問として広まったワークショ ッブに最初の実践の機会を与えたのが、平成4年3月に行われ

た、.研修「まちづくりのための『ワ クショッブを学ぼうJJでした。平成5年に神戸で行われた

ア パンリゾートフ工アのために結成された建築授術関係者のネットワーク iKANクラブ」が、

横浜国際デザイン博覧会のゲストとして来日したダニエル・アイソファ ノ氏を招いて、ファシ

りテ ショングラフィックの手法の習得を中心に、ワークショッブを用いたアドポケイトプラン

ニングの事例紹介を加えた研修を実施したのです。これまで「説明&質疑」という会議の形式に

慣れ親しんだ参加者は、グループ単位で作業を伴う倉IJ造的な議論をするスタイルに新鮮な驚きを

感じました。また平成6年には建築士会のまちづくり部会が、ねこじゃらし公園のファシリテ

タ を務めた伊藤雅春氏(大久手計画工房)を招いて、ワークショッブを学J3i研修を開催するな

ど、専門家の間では関心が高まっていきました。

こうした助走期間を経て、平成6年ついに本格的なワークショッブによる公園計画づくりが実

施されました。上沢2丁目公園づくりワ クショッブです。伊藤雅春氏をファシリテーターとし

て迎え、当時の最先端のワークショッブ手法を用いた住民参加の公園計画づくりに、市内のまち

づくり コンサルタントのほとんどが参加し、実践的に学i~，機会となりました。この上沢2丁目公

園づくりワークショッブは、残念ながら最終の4回目を迎える直前に神戸を襲った阪神・淡路大

震災のため中断してしまうのですが、現在の神戸のまちづくりワークショッブの源流はこの上沢

2丁目公園の経験にあるといっても過言ではないでしょう。興味のある方は、こうべまちづくり

センターが作製した記録ビデオをご覧いただくといいでしょう。

さて、 震災後の復興事業では、ワークショッブが数多く実施されました。代表的なものは震災

復興事業の六甲道駅南再開発事業で計画された面積 1h aの防災公園に対する住民提案ワ クシ

ョップです。アメり力を訪れサノフやアイソファーノらからワークショッブ手法を学び、世田谷

等で伊藤氏らとワークショッブを実践し、その後帰神していた児玉善郎氏(当時・神戸大学、

現・ 日本福祉大学教授)が中心になってワークショッブが行われました。これ以外にも多数のワ

ークショッブが住民参加の計画づくりの手法として実施されたのです。全容を把握することはで
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きていませんわ可、震災が「ワークショ ップjを多くの人々に知うしめるきっかけとなったことは

まちがいありません。

今回、地域重視が叫ばれるようになり、神戸でのワークショッブの取り組みはさらに数を増し

ています。その多種、多様な展開はこの事例集を見ていただくとよくわかります。しかし、残念

ながら中にはワークショッブという言葉だけが独り歩きした 「言い訳」的なものも少なく芯いよ

うに思われるのです。まちづくりワークショッブの歴史は浅く、まだ発展途上ですが、まちづく

りに主体的に取り組む市民や専門家の聞に確実に定着してきでいます。
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