
まちづくり人養成講座（第１講）参加者アンケート	 

	 

■一番印象に残ったこと	 

	 

◎メモ不要	 

・ メモをとらなくてもスライドを配ってくれる

のがうれしい・メモをとる心配がないこと。 

◎旗上げアンケート	 

・ 旗上げアンケート（×３） 

・ 旗上げアンケートによる意見の吸い上げ。 

・ 旗上げアンケートという方法は初めてだった

ので、新鮮で面白かった／旗上げアンケートが

とても面白かった。ぜひ使ってみたい。 

→ 旗作成シート（A3 の pdf 書類です）も公

開しますので、ご利用下さい。 

◎マイクロワークショップ	 

・ マイクロワークショップ（２） 

◎ポストイット会議	 

・ ワークショップをしたこと／ポストイット手

法の会議は参考になった／ポストイットを使

用したワークショップが分かりやすく、意見を

分類して整理ができて良かった。自分の頭の中

でこの作業をする習慣を身につけたい／ポス

トイット形式 

・ テーブルワークです。いろいろな意見が出て楽

しかったです。／初めて会った人ばかりでした

が、グループワークをして、うまくまとまって

よかったです。／良い会議・悪い会議。それぞ

れの体験から意見が出て、ワークショップでう

まく整理できた。いろいろなワークショップが

あることが分かった。 

・ 班によって、同じ課題に対して意見がいろいろ

とあったこと。／ポストイット１枚も、集まれ

ば色々な意見が集約できて面白い 

・ ＫＪ法。意見をたくさん出すことに気を使いす

ぎたように思った。色分けすることで分類が楽

になる。 

→ 実はＫＪ法の方法にとてもよく似ています

が、ＫＪ法ほど完成度の高いシステマチッ

クなやり方ではなく（ＫＪというのはおこ

がましいかと思い…）本講座ではあえてＫ

Ｊという言葉を使わないで説明しています

ので、そのあたりはご理解下さい。 

◎参加者の皆さんがすばらしい	 

・ 参加者さんの参加意識が強い所。すばらしいな

あと思いました。こういった講座に来られる

方々なので、そうなのかと感じました。気持よ

く話合いができました／グループの皆さんが

皆さん前向き／机の人たちと話し合うことが

できて良かった。みんな、それぞれに悩んでい

ることが分かってよかった／ワークショップ

って苦手なのですが、結構皆さん積極的で楽し

かったです。 

 

◎握手について	 

・ 握手。とてもなごむ。というか打ち解けられま

した／ワークに入る前の握手が新鮮でした。そ

のため話合いがスムーズにいきました。 

→ 後の感想で出てきますが、初対面の方の多

い場面では、無理に握手をしてもらおうと

すると、会議そのものに抵抗を感じる人も

いらっしゃるので、取り入れる時には注意

をして下さい。 

◎納得とは、という話	 

・ 共感＞納得＞理解（×３）／納得のプロセス。 

・ 共感＞納得＞理解、フラットな関係＝条件づく

りと、楽しい雰囲気づくりと、数々のワークシ

ョップ技法。 

・ 妥協と納得は近いのかな。 

→ なるほど…妥協ですか。確かに本人のやっ

ていることの見た目は同じかもしれません。 

 でも「妥協」ってなんとなく悪いイメージ

ありませんか？「まあ、仕方ないから合意

しておこう…」のような。 

 「納得」は、もう少しポジティブな感じで

とらえたいですね。皆の意見をまとめるた

めに積極的・前向きに合意する感じで。 

◎講師のしゃべり方…	 

・ 講座の進め方、パワーポイントの使い方、先生

の話し方、興味をひきつける進行が印象に残り

ました。 

→ ありがとうございます。著者名のところだ

け変えて、私のかわりに授業していただい

ても構いませんので広めて下さい（笑） 

・ 講師のしゃべり方「・・しちゃった」が耳障り。

できるだけクセのないしゃべり方にされたい。 

→ 失礼いたしました。すみません。フレンド

リーさを目指すあまり、あまり意識するこ

となくこんな感じになってしまっています。

確かに、そろそろいいオトナなので、少し

改善した方がいいですよね…。ただ、気に

するあまり、元気がなくなってしまっても

問題かとも思います。できるだけ改善を目

指しますが、当講座の期間中に改善できな

くても、どうかお許し下さい。 

◎ワークショップとは何か？	 

・ 会議を楽しく進める方法はたくさんある／ワ

ークショップに色々な形があることがわかっ

た／ワークショップにも色々な種類があるの

だと分かり、これから勉強しようと思いました

／ワークショップにいろいろな手法があるこ

とを知った。先生の説明資料が分かりやすく感



心。 

・ ワークショップを少し理解 

・ ワークショップは場であるということ。そこで

参加者が主体的に参加してスムーズに会を進

行させることができる方法論があるというこ

と。それを体験できたこと。 

・ ワークショップについてまだ漠然とですが、と

てもよい技術ということが印象に残りました。 

・ みんなの意見が聞けるというとらえ方でワー

クショップを考えたことがなかったので新鮮

だった。 

・ 道具を使うこと。 

	 

■この講座が終わった時にどうなっていたいか	 

	 

◎人の話を聞ける人に	 

・ 相手の話しをよく聞く／人の話を聞けるよう

になりたい。場を楽しくすることができる人に

なりたい／会合がうまくいき、みんなの話がよ

く聞ける人になっていたい。 

・ 楽しんでいる自分になっている。 

・ 共感力と観察力 UP。場づくり名人。ワークシ

ョップの達人。聞き上手なファシリテーター。 

◎会議を上手に開催できるようになりたい	 

・ 会議開催の提案ができるようになりたい／自

信をもって「ワークショップやろう。私、仕切

るよ！」って言えたらいい。今は不安でできな

い／自信をもって会議の司会ができる。かつ、

客観的に自分の進行を振り返られるように／

進行する側、参加する側、どちらでも自分の役

割を果たせるようになりたい／会議に目的が

持てるようにしたいです／心にゆとりをもっ

て会議にのぞめる／会議やコミュニケーショ

ン。その他においてファシリテーターとしての

役割がしっかり担えるようになる／皆さんの

潤滑油的な人となりに成長していたい。 

◎会議をスムーズに進めたい	 

・ 会議・話合いが上手にできるようになりたい／

うまくいく会議ができるようになれたらいい

です／会議で上手な話合いができるようにな

りたい／会議の進行がスムーズに進められる

ようになっていればいいな／会議をスムーズ

に進めるようになりたい／スムーズな会議等

の進行ができるように勉強していきたい。 

◎コミュニケーションを上手に	 

・ 自分とは意見や立場の異なる人とも円滑にコ

ミュニケーションがとれるようになりたい。 

◎上手なファシリテーターになりたい	 

・ うまくワークショップを進める方法や、ファシ

リテーションができるようになりたい／ファ

シリテーターとは？を理解して上手く話を進

めて行きたい／ファシリテーションが多少な

りとも上手にできるようになりたい／人の意

見を引き出して「納得」につなげることができ

るファシリテーターになれるといい／ファシ

リテーション。異なる意見をまとめる技術を少

しでも得たいと思います。 

・ よい会議を仕切れる「司会者」。 

・ 話合い・会議・ワークショップを生産的で意義

ある場にする進行の技術を身につけたい。 

◎皆の意見を引き出せるようになりたい	 

・ 意見が出ない会議で、意見を引き出せるような

進行の方向を身につけたい／話合い・会議など

で参加者の意見が少しでも引き出せるように

なりたい／人の面白い意見を引き出せるよう

になりたい／話より、話し合う理屈より、感

情・感性（地域では特に）を引き出せるよう、

聞き上手に、引き出し上手になりたい 

◎ファシリテーション・グラフィック	 

・ ファシリテーション・グラフィックという言葉

を初めて聞きました。難しそう・面白そう。 

→ 難しいかも知れませんが、会議ではとても

とても有効な手法なので、第５講義で皆さ

んを特訓できたらいいなと考えています。 

◎上手に発表できるようになりたい	 

・ 話合いやファシリテーションのスキルが少し

でも上達していればいいと思います。また、人

前での発表が苦手なので場慣れできればいい

と思います。 

◎意見をまとめられるようになりたい	 

・ いい方向にひとつにまとめるような役割がで

きればいいなと思います。 

◎まちづくりで使いたい	 

・ まちづくりをやってみたいと思えるようにな

っていたい。 

◎マンションで使いたい	 

・ 理事としてマンション管理組合の合意形成が

スムーズにできること。 

・ できればマンション管理組合の総会で使える

手法を編み出せればなあ。 

→ 管理組合の総会がどんな風にうまくいって

いないかお教えを。特に第３講でご質問く

ださると少しは解決できるかも知れません。 

◎計画を実行できるようになりたい	 

・ 現在よりも、計画ベースから実行ベースまでで

きるようになりたい。基礎を学びたいです。 

	 

	 

	 



	 

■講座の内容でよくわからない点などの質問。もっとこうして欲しい点	 

	 

◎なかなかよかった・楽しかった	 

・ よく分かりました。やわらかい進行でとても心

地よかったです。固くなくて安心しました／１

回目からとても楽しかったです。講座応募理由

を理解してもらえたようで嬉しかった／とて

も楽しいです／たいへん良い講座でした／楽

しかったです／次回も楽しみです。修了証がい

ただけるよう頑張ります／ワークも充実しつ

つ講義も取り入れて欲しいです。今日みたいな

進行がいいです。 

→ ありがとうございます。褒められると調子

に乗るタイプ。これからも頑張ります！ 

・ 楽しくやりたいね。→はい！ 

・ その都度気がつけばいいます。 

→ よろしくお願いします！  

◎スライドデータが欲しい	 

・ あとでスライドのペーパーを配ってくれるの

かな／遅刻したので、その部分って教えてもら

えないですよね／講座を振り返りたいので、ホ

ームページ等で見れるといいな。 

→ スライド資料を Web 配信しています。ぜひ

ダウンロードして復習して下さい。もしダ

ウンロードできない方は、事務局（景観ま

ちづくり課）の浜名さんにお申し出下さい。 

◎ちょっと不都合ありました	 

・ プロジェクタースクリーンが見やすいように、

照明の調整をうまくお願いします。 

→ 見づらい所がありましたらすみません。以

後スタッフ一同努力します。もしお気づき

の点があればその場でご指摘ください。 

・ 握手は嫌です。時々手をつないだりする講習な

んかにも出くわすことがありますが… 

→ 申し訳ありませんでした。実はそういう方

がいらっしゃらないか心配していました。

なので、なぜこれが必要なのかをご説明し

て始めたのですが、それでも、ちょっと強

引すぎたかも知れないと反省しています。 

 短時間でチーム形成したいと思う時に、他

にどんな方法があるかを考えたいです。わ

が社のミーティングでは「ハイタッチ！」

ならば握手よりは抵抗がないという意見が

ありましたが、皆さんはどうお考えになり

ますか？ぜひアイデア下さい♪ 

・ 進行が早い。 

→ ごめんなさい！伝えたいことが多すぎて、

ついつい進行が早めになってしまいます。

「ちょっと待って！」っていうご意見も歓

迎です。講義の途中でも、遠慮なくお申し

出下さい。 

	 

◎質問あります！	 

・ レコーディング／ファシリテーション・グラフ

ィックの違いは何か 

→ 説明があいまいですみません。レコーディ

ングは（単なる）「記録」です。ファシグラ

は、もう少し踏み込んだ概念で「図化する

ことによって議論や論理の流れを分かりや

すくしたもの」かと。 

 もともと別概念ですが、単なるレコーディ

ングであっても、議論が分かりやすくなる

ことは確かなので「レコーディング＝ファ

シグラ」と考えてもいいかと思っています。 

・ とてもよくわかった。真剣になる余り、場を険

悪にしてしまうことがあるので、それを治す方

法を学びたい。 

→ 真剣なことはいいことだと思います。真剣

さの表現のコツを少しでもお伝えできたら

と思います。 

◎難問３つ	 

・ この講座で、計画・戦略的な対応はできるよう

になると思いますが、話し合ったことを「実

行・運営」するところまで、どうやって持って

いくか。という話合いの結論の実行についても、

許す限り教えていただきたいと思います。 

→ これは難問ですね。どこまでたどり着ける

か分かりませんが、これから少し意識して

講座の内容を考えます。 

・ 講義の中で何回か出てきましたが「参加させら

れる感が強いとしんどい」というのがありまし

た。そんな参加者が多い会議って（例えば当番

で参加しているとか）なんとかなるのでしょう

か？ 

→ これも難問です。そもそも参加の仕組みか

ら考えないといけないような気もしますね。

第３講で少し取り上げて、詳しくやりたい

と思います。 

・ ワークショップで全員参加ができるようにす

るのが難しそう。どうすればいいのか。 

→ さらに難問です。私もいつも苦労していま

す。まず、参加しない・できない方がどん

な理由で参加できてないのかを知ることが

重要ですよね。私の場合は、全員が参加で

きるように、とは考えず、A さん B さん C

さん D さん…がそれぞれ参加できるように

するにはどうしたらいいかを考えるように

しています。第３講で、少し詳しくやりた

いと思っています。ぜひその時にご発言下

さい。 

 


