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協働かわら版は、「市民と行政との協働に関する基本指針（第 1 版）」（H21.3）策定に伴い「職員の意識改

革」に重点を置いた取り組みの一つとして、職員の「協働」への理解の浸透と様々な現状を知らせることを目的

に発行する「庁内向け情報誌」です。 バックナンバー吉川協働かわら版  検索  

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

さて平成 28 年 4 月より、吉川市では埼玉県から権限移譲を受け、吉川市のみに事務所を置く NPO 法人の

設立認証等の申請受付ができるようになりました。（県内ではその他、さいたま市、志木市、加須市のみ）  

さらに、専門的知識や経験を有する市民のアイデアや発想を市政に活かすことを目的とした「市民シンクタン

ク」、 また、既存の助成制度を活用できない公共的・公益的事業を行う公益的な市民活動団体の芽吹きから

ステップアップを応援する「吉川市みらいステップアップ助成金」を、平成 29 年度からスタートします。 

また、アクティブシニア層など潜在的な市民のさらなる市民活動と参画、新たなコミュニティ活動のファシリテ

ーションなどをめざし、吉川市における市民との協働によるまちづくりをさらに進め、市民の皆さんと共に考えていく

ためさまざまな研修を実施し、市民の皆さんと一緒に学びました。研修会の要旨をお知らせします。 
 

 

Contents 目次  

01 H28.8.11   ｜第 1 回市民政策提言講座 (勉強会 )「問題発見の視点と政策フレームワークの紹介」  

02 H28.10.16   ｜協働まちづくり講演会「協働で実現する活力ある超高齢社会」  

03 H28.11.24   | 第 2 回市民政策提言講座「データの見方・捉え方、文書の書き方のポイント  

～よりよい政策提言にするために」 
 
 

 01｜H28.8.11 市民政策提言講座「問題発見の手法と政策フレームワークの紹介」 

研修の目的  

市民シンクタンクについて、研究員の今後の政策提言への参考としていただくため、政策の意義や政策提

言のあり方・留意点、問題発見の視点、政策アプローチの手法などの勉強会、また、研究員同士による交流

会を実施したため、これを報告するものです。 

実施日時・場所  

2016/8/11（祝）10:00～12:30・吉川市中央公民館 301・302 講座室   

   テーマ 

市民政策提言講座「問題発見の手法と政策フレームワークの紹介」  

講師  

一般財団法人  地域開発研究所  上席主任研究員  牧瀬  稔  氏  

経歴：平成 14 年法政大学大学院博士課程人間社会研究科修了。在学中から民間シンク     

タンクに勤めた後、横須賀市都市政策研究所、財団法人日本都市センター研究  

室などを経て、平成 17 年に財団法人地域開発研究所研究部（現：一般財団法人  

地域開発研究所）へ入所。平成 23 年から現職。新宿区・戸田市・鎌倉市などの 

政策アドバイザーや、法政大学大学院などの講師を務める。『 iJAMP』（時事通  

信社）などで連載記事を執筆中。 

参加者内訳  

合計  32 名  
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当日の様子（報告写真等） 

        

 

 

 

■市民シンクタンク政策提言講座（勉強会）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ▲講師の牧瀬先生  

【講演要旨】 

・ブレインストーミング 

  白紙に「ブランド、絆、○の上に×を書く」。この 3 つが指すものについて各自が考え、周囲の人と思いついた

内容を紹介し合う。 

⇒大方の方が一致しないことを確認。 

言葉というものは自分が思う以上に、一致していると思っても人とは違うもの。  

つまり…共同研究という形になるのであれば、意見や議論をたくさんし、理想や課題の共有を図ったうえ

で進めていくことが大前提。 

・政策提言には、政策反映性、政策実現性が伴っているものでなければならない。 

・政策形成は複眼思考で。 

 ある角度からみれば魅力かもしれないし、逆の角度からみれば欠点かもしれない。  

・ゼロベース視点でとらえる。 

・数字（科学的根拠）に基づいた政策立案を。 

 

Cf)地域経済分析システム RESAS、地域特性を見える化ツール EvaCva、生活ガイド自治体比較サイト、民間

給与年収データ（国税庁）等、調査分析に使えるサイトの紹介  
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・各自治体の政策紹介  

 Cf)鎌倉市：鎌倉パスタ－売上の 1％が市の税外収入に。自治体初のクラウドファンディング。 

   羽村市：定住人口の拡大を目指した政策を重視  

新宿区：観光振興（ブランドづくり）を重視、住民の 8 割が 1 人世帯という特性。 

戸田市：日本財団から 2 億円の助成を受け、ベネッセと共同で、市内に「子供の貧困対策支援拠点」を

設置。専門スタッフや大学生らボランティアが常駐し、学習支援や食事提供のほか、基本的な生

活習慣が身に付くよう働き掛けるもの。 

    奄美大島：自営業層に特化して、定住人口の拡大を狙ったターゲット政策を実施。 

    伊達市：65 歳以上に特化して、定住人口の拡大を狙ったターゲット政策を実施。 

春日部市：人口減少に転じているので、減った分を税外収入で補うような政策を実施。  

・政策提言は「（結）→起→承→結」で。まず結論を先に述べること。 

・中身がなく、いきなり結論（～が欲しい）という要望型提案は×。 

・提言を書いたらまず他人に見てもらうことが一番効率的。 

・提言には、三角ロジックを。（主張、データ、論拠が整合性を保っていること） 

・ギャップアプローチとポジティブアプローチ 

 ギャップアプローチ：目指すべき状態（理想像）を明確に設定し、その状態と現状とのギャップを明らかにする。

ギャップを縮めることで問題の解消を図っていこうとする考え。 

 ポジティブアプローチ：目指すべき方向性を漠然と描き、その実現に向けて積極的に行動していく取組み  

・６W4H で分解する。 

  What：内容・目的、何を 

  Why：理由・どうして、なぜ 

  Who：主体、誰が 

  Whom：対象、誰に 

When：時期、いつ 

  Where：場所、どこで 

  How：方法、どのようにして 

・住民ニーズの 3 視点  

 ①ニーズ ：必要性  

 ②ウォンツ：欲求、ヒアリングやアンケートで対象者の傾向をとらえる。 

 ③ミーズ ：私が！私！がという「その人だけの欲求」→×  

・資生堂「苦情マネジメント」 

・政策には必ず、実施することによる外部経済と不経済が存在する。 

・提言する政策の裏で発生する不経済（短所やデメリット、影響者）を把握し、そこへの補完も考えるとよい。  
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02｜H28.10.16 協働まちづくり講演会「協働で実現する活力ある超高齢社会」 

研修の目的  

今後必ず訪れる超高齢社会を見据え、アクティブシニア層を始めとする市民活動と参画、新たなコミュニテ

ィ活動等のファシリテーションなどを課題に捉え、超高齢社会を取り巻く社会状況やデータ等を正しく理解し「市

民との協働によるまちづくり」の推進を図る。 

実施日時・場所  

2016/10/16（日）10:00～12:00・吉川市役所第二庁舎 204 会議室   

   テーマ 

協働まちづくり講演会「協働で実現する活力ある超高齢社会」  

講師  

東京大学  高齢社会総合研究機構  特任講師（博士･工学） 後藤
ご と う

 純
じゅん

 氏  

経歴 ：1979 年生。東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程を経て、          

高齢社会総合研究機構特任研究員・特任助教、2015 年より特任講師。博士（工学）。

在宅医療を含む地域包括ケアシステムの構築、東日本大震災被災地の復興まちづくり、

シニアによるコミュニティビジネスのプロモーション技術の開発など、超高齢社会を見据えた

分野横断型共同研究に取り組む。主な著書に、「コミュニティデザイン学 : その仕組みづくり

から考える」東大出版会  

参加者内訳  

合計  42 名  

当日の様子（報告写真等） 

▼講師の後藤先生  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲シンクタンク研究員の他､NPO･市民活動団体､ケアマネージャー､市職員等多くの方が来場  
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【講演要旨】 

・自分の親世代が安心して暮らせないまちに、子も住みたいと思うだろうか。  

・昔は自宅で亡くなる人が多かったが今は 15％が自宅、80％は病院で亡くなっている。 

・国予測  

2025 年-65 歳以上 30.3％､75 歳以上 18.1％ 

       65 歳以上の夫婦+単独世帯は 25.7％(2010 年 20.0％) 

 認知症高齢者数（推計） 2010 年 280 万人⇒2025 年 470 万人  

⇒国としては､いかに病院に来させないかを考えている。（病床数の圧倒的不足） 

・東部医療圏でも、医療需要：2013 年 11,587→2025 年 19,736（170%増） 

            在宅医療：2013 年 6,171→2025 年 12,101（196％増）  

の病床数不足が予測されている。 

・終末期の療養場所として、本人が思う居場所と実際は異なる。 

 終末期を自宅で療養したいと希望する割合は 49.5％（H26 厚生労働白書） 

 実際に死ぬ場所は、80.3％が病院・診療所   ⇒当事者は可能であれば自宅で最後までを希望  

・病院にいると病人に、家にいれば生活者となる 

・日本人の医療費は亡くなる最後のときに一番消費する。 

・信頼関係のある患者の在宅医療を断る医者はなかなかいない。 

・価値観を同じくする人（推進していく人）が育てていかないと在宅ケアは進まない  

・外出・社会・ボランティア参加するほど自立を維持しやすいという調査結果もある。 

・社会性を維持することが心理状態・身体活動の機能  

低下を防ぎ、虚弱化を予防するという調査結果（右表）  

・いかに目的をもって外に出てもらうか。 

・特にこれからは団塊世代の男性。 

「独居老人」にさせず「独身貴族」に！  

・各市の市民意識調査でみえること 

65 歳以上で一番困っていることは… 

⇒いきがい、友達づくり 

・新しい居場所づくり：組織としてやると面倒くさくなるので、個人単位で気軽に集まって参加する関わり「包括

的関与」という新たな関わり方 （例）秋田市泉地区青空サロン 

・みんなで集まること（例えばワークショップ）の意義が社会的に高まっている。市民同士でワイワイ議論する

ことやそこから派生した考えやアイデアが、専門家の意見よりも重要視される社会になっている。 

・練馬区まちづくり活動助成制度の紹介  

申請書の書き方のサポートから、一年目の審査でだめでも次につながるアドバイスとサポートをしている。

活動助成後にその団体がどう発展していくか。事業報告会では、今後の活動展開のアドバイスがある。  

・失敗した事業から読みながら政策を打っていくことが必要。ある事業を一度やって成果が出る時代ではな

く、次から次へと手を打っていく形があっている。 
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・大和市協働事業制度の紹介  

実現性と可能性を評価。協働事業はステップを踏むことが必要。 

事業を実施してからでないと見えてこない受益もある。 

・米カンザスシティー：コミュニティインディケータープログラムの紹介  

・地域住民自治型協働まちづくり制度：総合計画・まちづくり計画・地域福祉計画をリンクさせたもの。（例）伊賀市  

・小規模多機能自治：鶴ヶ島市ほか 

・活力ある超高齢社会を目指して 

い（医）・しょく（食/職）・じゅう（住） 

・３つの改革を通じた包摂力あるコミュニティ（地域社会空間）の実現  

・無いものは高齢者自身がつくりだす 

・お金がなくても、出来ることは沢山ある 

・生活に必要な機能を将来を見据えながらまちの改善  

・地域の、住民の本音から考えていく 

・住民が当事者意識を持ち取り組むことが重要。 

・住み続けたい、暮らしてみたいと思えるかどうか。 

協働のまちづくりは、社会実験のまちづくりだ！  

『何もしないことが得をする社会』を、創らないことが重要  

 

 03｜H28.11.24 市民政策提言講座  

「データの見方・捉え方、文書の書き方のポイント～よりよい政策提言にするために～」 

研修の目的  

市民シンクタンクについて、研究員の今後の政策提言への参考としていただくため、「データの見方・捉え方、文

書の書き方のポイント～よりよい政策提言にするために～」の勉強会を実施したため、これを報告するものです。 

実施日時・場所  

2016/11/24（木）13:15～15:45・市民交流センターおあしすミーティングルーム 4  

講師  

一般財団法人  地域開発研究所  上席主任研究員  牧瀬  稔  氏  

経歴：平成 14 年法政大学大学院博士課程人間社会研究科修了。在学中から民間シンク     

タンクに勤めた後、横須賀市都市政策研究所、財団法人日本都市センター研究  

室などを経て、平成 17 年に財団法人地域開発研究所研究部（現：一般財団法人  

地域開発研究所）へ入所。平成 23 年から現職。新宿区・戸田市・鎌倉市などの 

政策アドバイザーや、法政大学大学院などの講師を務める。『 iJAMP』（時事通  

信社）などで連載記事を執筆中。 

参加者内訳  

合計  26 名  
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当日の様子（報告写真等） 

▼講師の牧瀬先生  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ▲都心で 54 年ぶりという雪の中、多くの方にお越しいただきました。                

【講演要旨】 

・地方交付税不交付団体は、県内で 3 自治体（戸田市、和光市、三芳町）のみ。共通点は？  

 ⇒高速道路の結節点、外環が通っており倉庫が多く、固定資産税＆法人市民税収入が多い。 

・一般論として、高齢者数↑ だと労働力人口↓ 

・自治体では職員数が減る一方、扱う事務量が増えている。 

・市職員の超過勤務・うつ病が増加している。 

職員数  

  

 

GAP ⇒この差を埋めるには①時間外勤務で対応  

                                ②職員の能力をあげていく 

                                 ③民間にシフトしていく    しかない 

 事務量                                            

・戸田市では、日本財団の補助金を活用し、事業自体はベネッセに委託し、学校における ICT 教育等を実施し

ている。戸田市自体が支出している経費等はなく、あくまで市はマネジメントに徹している。  
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・戸田市では、総じてマネジメントに徹しうまく民間資金・活力を活用しており、うつ病の職員も少ない。  

・市民シンクタンク研究員の方にとって最大の目的は、事業を提案しなおかつそれが実施・採用されることだと

思う。そうであれば、①お金をかけない事業  ②職員をあまり使わない事業を提案したほうが効果的。 

・＋αとして、財政的裏付け（予算）、民間活力・資金の活用、６Ｗ４Ｈ（Ｗｈａｔ、Ｗｈｙ、Ｗｈｏ、Ｗｈｏｍ、Ｗｈｅｎ、

Ｗｈｅｒｅ、Ｈｏｗ、）を意識すると良い。 

 

・プレゼンテーション時の注意点  

 プレゼン時間が 20 分なら、×0.8 がけくらいで終えられると良い。 

 立って行った方が印象が良い。 

 プレゼン時間を過ぎた瞬間に、いくら良い内容のプレゼンをしてもフロアは「×」という評価。時間超過は×。 

 注意喚起をしたいときには、プレゼンテーションの背景を、黒色や黄色にすると良い。  

 

・「共感」を得る要素  

①アイコンタクト 

②ユーモア 

③聴衆にメモを取らせる工夫：敢えてパワーポイントの資料を空欄にして、メモを取らせる 

 

・データの見方・捉え方  

 ①1 つの図表やグラフだけで判断しない。目盛の単位はどうか、基準年度はどうかなど、総合的に判断する。  

 ②データをみるときには、最低 10 年間くらいを見る必要がある。 

 ③アンケート結果などをみるときには、サンプリング（対象等）がどうか見た方が良い。  

 ④データは、平均値、最頻値、中央値でとらえる。 

 ⑤値は、単位当たりに直す。母数が大きければ値が大きくなるのは当たり前。  

 ⑥言葉に注意   例）資産・所得・富・収入  

 

・文章の書き方のポイント 

 ①自分が分からないこと（曖昧なこと）は書かない 

 ②提言タイトルは 13～16字以内が良い。最大でも 25字以内。日本人がパっと見て理解できるのは 13 字ま

で。それ以降は理解度が提言していくという研究結果あり。 

  Cf)Yahoo!のトピックスは 13 字。 

 ③文章構成は、起・承・結  

 ④1 文は 80～100 字以内。長文化すると、主語と述語の位置が離れ、意味が不明確・不明瞭になる。  

 ⑤文章を短くし、接続詞をうまく使う。（資料 48 ページ） 

 ⑥あれこれそれ指示代名詞は避ける。 

 ⑦文章において体言止めは使用しない。一方、箇条書きは体言止めを使用。  

 ⑧強調したいときには、「ゴシック」「メイリオ」を使うと良い。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Vol.44 

2017.2 

©2016 吉川市 

YOSHIKAWA 
©2017 吉川市 

協働 かわら版 
Kawara Newspaper 

発行  吉川市 市民参加推進課  

発行日  2017 年 2 月 6 日  

電話  048･982･9685 

 ⑨文章には「見出し（13 字以内）」を付ける。 

 ⑩文章作成後は必ず推敲する。他人に読んでもらうのが一番良い。 

 ⑪ネーミングのポイント 

ストーリ・おどろき・注目・共感・好奇心・一読・新規性・地域性・社会性  

  例 )無農薬リンゴ ⇒ 奇跡のリンゴ （映画化までされた） 

   台風で落ちて傷物になってしまったリンゴ ⇒ 落ちないリンゴ（受験生に売れた） 
 

 

 

 


