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ワークショップ隊派遣報告
ワークショップ隊派遣報告 ～その１
その１～
平成 14 年度から行なわれてきましたワークショップ隊の派遣については､３年目に入りました。
そこでこれまでのワークショップ隊の活動状況につきまして､２回にわたり報告を行ないます。
１ ． ワークショップ隊
ワークショップ 隊 とは？
とは ？

■グラフ２ WS区別派遣件数

神戸市では平成 14 年度から３ヵ年の実施予定で取
り組んでいるのが、国の緊急地域雇用創出特別交付金
を活用した「地域コミュニティパワーアップ事業」。こ
れは事業を受託したまちづくりコンサルタントなどが
まちづくりを行なうための人材をまず雇用し、雇用さ
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（2）区別派遣件数

する事業です。
☆ ＷＳ隊：1～５期６２人（内現在在籍者１２人）

区別の派遣件数についてはグラフ２の通りです。一
番多いのが中央区となっており、以下灘区､長田区と続

※Ｈ1６.４末現在
２ ． 派遣実績

いています。

（1）月別派遣件数

（3）派遣先

派遣については平成１４年７月より行なっており､
月別の派遣 WS 件数と派遣人数はグラフ１の通りです。

派遣先団体については下記の通りです。
①地域団体

一番多い月で派遣件数 10 回（57 人）､派遣がない月

まちづくり協議会､ＴＭＯ､自治会､ふれあいのま

もあります。

ちづくり協議会

など

☆ ＷＳ派遣実績：８７件（のべ４０７人）
※H14.7～H16.4
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・こちらの考えていた作業と違う方向にいってしま

②市役所
危機管理室、企画調整局､市民参画推進局、区役所､
建設局､都市計画総局､

４ ．ＷＳ隊
．ＷＳ 隊 の 自己評価・
自己評価 ・ 感想

など

ＷＳ隊にも派遣を行なった後に､自己評価・感想のア

③その他
小学校､実行委員会､まちづくりセンター

った。

など

（4）派遣 WS の内容
①整備計画づくり（公園整備、階段整備、原っぱ整備
など）
⇒震災復興記念公園や生田川公園の整備についてワー
クショップを行なった。

ンケートを行なっていますので紹介します。
・まちづくりには大人と子供が一緒に作業をすること
は大切なことだと感じた。
・公園整備のＷＳだったが事前に現場を見ておけば良
かったと感じました。
・事前の打合せがなどが不足していたため最終的に違

②課題解決・交流（子育て､マンション管理組合）

う方向に進んでしまう面もあり､改めて事前打合せ

⇒子育てをしているお母さんたち、マンション管理組

の重要性を感じた。

合のかた同士といったように、共通の悩みをもって
いる人たちが集まって行なったワークショップ
③まち歩き（安全マップづくり､小学生によるまち歩き､
地域の魅力の再発見）
⇒防犯・防災の観点からまちを見て点検を行なったり、
小学生が授業の一環として自分たちのまちを見てみ
たり、まちづくりのために地域の皆さんがまちの点
検を行なった。
３ ． 派遣先の
派遣先 の 評価・
評価 ・ 感想
派遣を行なった後に､派遣先にＷＳ隊に対してのア
ンケートを行なっていますので紹介します。
（良い点）
・声の大きな人など､いろいろ大変な場面はあったと
思いますが、最後にはうまくまとまった。
・グループの討議をリードし、最後のまとめまで時間
内で終えていた。
・受付段階からＷＳの雰囲気づくりに貢献していた。
参加者のつぶやきにも丁寧に記録していた。
・明るく元気に子供に接してもらい雰囲気が良かっ
た。また来年もしたいという声を多く聞けた。
・子供がなついていて､とても楽しそうにしていたの
で､見ていて楽しかった。
・参加者の意見をうまく導き出し、活発な議論ができ
たと思います。
・参加者はＷＳの作業が初めての人がほとんどだった

・ＷＳ参加者の皆さんはとてもはっきりした意見や考
えを持っていて驚かされるとともに､自分も広い視
野を持たなければと考えさせられた。
・全体の流れが把握しきれず、スムーズに仕事が出来
なかった。
・聞き役の方に重点が言ってしまい､話を進めたり、
まとめるということにうまく導けなかった。
・きつかった。ＷＳとは声の大きな人が勝つものでは
ないと思いたかったけど､今回はその感じを受けて
しまった。
５ ． 定例会､
定例会 ､ 研修
ＷＳ隊の定例会を毎月第 1 月曜日午後 1:30 から行
なっています。内容としてはＷＳ派遣の調整､ならびに
WS 隊の普段の地域での活動報告､派遣先のＷＳで戦
力として働いてもらうための研修を行なっています。
ＷＳ隊研修については、雇用期間が概ね 6 ヶ月とな
っているため､6 回で一通りのことが学べるように下
記のようなカリキュラムとなっています。
①ワークショップってなあに
②ファシリテーショングラフィックに挑戦
③KJ 法をマスターしよう
④旗揚げアンケートをマスターしよう
⑤デザインゲームをマスターしよう
⑥プログラムづくり
次回も引き続き報告を行います。

が､親切に指導してくれてとても助かりました。
（悪い点）
・進行の役割も期待したが、グループによってはやや
難しかった。
・慣れていないこともあるが､積極さがから回りして
いたと思う。
・ひとつの仕事に固定せずに､いろいろ体験して欲し
かった。
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まちセン この 1 年その２（主な出来事）
期間等
2003
4月1日～28日
4月11日
5月13日
5月13日
5月27日
6月1日
6月2日～30日
6月10日
6月25日
7月1日～15日
7月10日
7月17日～31日
7月29日
8月2日
8月7日～31日
8月23日
8月25日
9月1日～30日
9月2日
9月2日
9月17日
10月2日～31日
10月4日～19日
10月25日
11月4日～20日
11月10日～24日
11月13日
11月21日～12月9日
12月10日
12月11日～27日
12月18日～23日
2004
1月5日～27日
1月22日～25 日
1月26日
1月29日～26日
2月12日～27日
2月19日・２６日
3月1日
3月1日～30日
3月13日
3月20日
3月27日
3月31日

平成１５年度の主な出来事

(

) 関係部局等

地球温暖化啓発パネル展 （環境）
震災復興土地区画整理事業
御菅東地区 完了 －５番目の完了地区－
第２期まちづくり学校 －基礎講座－ 開校 （センター事務局）
三宮南地区まちづくり協議会 総会 （センター）
神戸の地盤研究会 総会 （センター事務局）
復興の総括・検証区別ＷＳ －企画－ 始まる （総計）
青木南地区まちづくり協議会 総会 （センター）
土砂災害防止パネル展 （六甲砂防）
好徳小学校 －淡河町－ たんけんＷＳ （好徳小）
西出・東出・東川崎地区まちづくり協議会
大臣表彰受賞 －まちづくり月間－ （国土）
いきいき下町コンペ展 （都計）
コミュニティーパワーアップ第４期 雇用 （センター）
神戸の河川展 （建設）
元町夜市 （みなとタウン 他）
浜山ふれあい祭り
悪質商法、啓発、パネル展 （生活文化）
夏休み土木の学校 （建設）
まちセン研究ネット発足 （センター事務局）
環境にやさしい建設リサイクル展 （建設）
第２期まちづくり学校 －専修講座－ 開校 （センター事務局）
旧居留地連絡協議会・御蔵通5・6丁目町づくり協議会 等
大臣表彰 －防災功労－ （内閣）
まちセン研究ネット 第１回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催 （センター事務局）
第５回まちなみ緑化コンクール展 （公園）
神戸元町ミュージックウィーク
親子で六甲山の魅力発見 （センター企画）
日本で最も安全なすまいのまち「神戸」を目ざして （都計）
震災復興写真展 （センター企画）
五位の池小学校まち歩き （センターＷＳ）
第２回ﾒﾛﾃﾞｨﾌﾞﾘｯｼﾞ・ｺﾝﾃｽﾄ優秀作品展 （建設）
コミュニティーパワーアップ第５期 雇用 （センター）
景観、ポイント賞受賞作品展 （都計）
御菅カルタ原画展
空から見た震災復興写真展 （都計）
南京町春節祭
舞子地区意見交換会 （センターＷＳ）
「とっておきの神戸」市民絵はがき展 （まちづくり学校）
転活用で甦る公共建物展 （都計）
稗田わくわく昔探検隊（稗田小、ＷＳ）
１５年度まちづくり学校 卒業式 （センター事務局）
まちの魅力写真コンクール展 （兵庫区）
第２回駒ヶ林いかなごウォークラリー （ＷＳ）
復興まちづくりｾﾐﾅｰ「まちづくり系学生学会」 （県市まちセン）
こうべ楽座＆夜市「わがまちを語る会」 （市民参画）
来館者 累計 830.367 人

４月号の記事の中で、まちづくり学校の
Ｂコース

専修講座及び卒業者の集計に誤りがあり
ましたので右のように訂正します。

Ｃコース
卒業者

参加者
修了者
参加者
修了者
１５年力の参加者
合計

誤
７５
５０
４０
３１
１４
３７

正
７４
５２
３９
３２
１５
３８
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ＷＳ隊活動中

Part１5

By

高田幸治（コー・プラン・WS 隊）

WS 隊として神戸市内のいろんな地域のワークショ
ップ（計 11 回）に参加させてもらった半年間の間に、
小学生からおじいちゃん・おばあちゃんまでいろんな年
代の人に会いました。ワークショップに参加する中で特
に大事だと思ったのが、参加者とのコミュニケーション
の大切さです。特に子どもへの対応には悩まされまし
た・・。
例えば、灘区のある小学校の総合学習に参加した時には、僕の班はまちあるきの成果を誰が最初に模造紙に
書くかでもめだしてしまいました。元気いっぱいだし、素直ないい子ばかりだったのですが、作業が軌道にの
るまでは大変でした。
そんな時、ふと横を見ると別の班の様子が目に入りました。この総合学習では WS 隊以外にも地域の方々
が総合学習に協力していて、そのとき目に入った班では学習塾を経営している人がサポートしていました。そ
の班はあっという間に模造紙の 3 分の 2 を埋めていました。職業柄子どもとのコミュニケーションのとり方
を心得ているらしく、子どもたちから「キャッ
プ！」と慕われているその人がかっこよく見えま
した。その人がどういう風に子どもたちをまとめ
ていたのかは残念ながら見ることができませんで
したが、そういうちょっとした発見が半年間の間
に数多くありました。このような発見ができるの
も、ワークショップを含めた地域活動の楽しみの
一つではないかと思います。
今後もちょっとした発見を楽しみにしながら、
まちを見ていきたいです。

こうべまちづくり会館 １階オープンギャラリーの展示
５月

７日(金)～３１日(月)

長田区民まちづくり会議
活動紹介パネル展

長田区まちづくり推進課

こうべまちづくり会館 地階ギャラリーの予定
期
間
５月１３日(木)～１８日(火)
５月２０日(木)～２５日(火)
５月２７日(木)～６月１日(火)
６月 ３日(木)～ ６日(火)

内
容 ・ テ ー マ
第１０回洋画作品展（油彩・水彩）
第４９回木曜会作品展 （油彩・水彩）
第５回新樹会水彩画展
ＫＰ展（パステル画）

主
催
者
木彩会
木曜会
新樹会
神戸パステル画会
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