
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1回ワークショップ 拡げる編

弘前の将来イメージを
具体的に描いてみよう

日時：平成30年8月25日(土)午後 1:30〜4:00

場所：弘前市役所市民防災館4階食堂

資料１
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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「拡げる編：弘前の将来

イメージを具体的に描いてみよう」

（140分）

おわりに（5分）
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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、

｢弘前の将来都市像｣の素案

を策定すること
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本日の市民会議のテーマ

「将来、弘前はこうなっていて

ほしい」を各自が具体的にイ

メージし、他の参加者と共有し

て、根底にある考え方やキー

ワードを見つけ出すこと
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ちょっと待った！
何言っているんだかよく分からない！？

◼Ｑ1. ｢将来都市像｣って何？なぜそ
れを定めるの？
⇒総合計画で定めることになっている重要事
項なのだけど…

◼Ｑ2.｢総合計画｣ってどんなもの？

⇒まず、｢総合計画｣と｢将来都市像｣
について知る必要があります！ 5



本日の市民会議の目的

① まず、これから策定することになる、総合計

画の将来都市像とはどんなものかについて、

弘前の現状や課題とともに理解すること

② 弘前の具体的な将来イメージを思い描き、共

有すること

③ さまざまな弘前の将来イメージに共通する考

え方や、将来を表現するキーワードを発見す

ること
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この後の進め方

1. 話題提供（30分）

•弘前市の現状と課題

•総合計画・将来都市像について

2. グループ作業（95分）

3. 全体発表会（15分）

おわりに（5分）

※グループ作業中に適宜休憩
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1. 話題提供
作業を始める前に

8



弘前市の現状と課題
総合計画や将来都市像の説明の前に、かいつまんでご紹介

→資料２参照
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総合計画とは？
将来都市像とは？
私たちがこれから考える「将来都市像」とは？

そもそも「総合計画」って？

→資料３参照
10



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
フレーズ

キャッチフレーズ

将来都市像に込めた思い

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
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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
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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

•今説明があった「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
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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

2019年 18



２. グループ作業
いよいよ始まります
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グループ作業を進める上での
ちょっとしたルール
①メンバー全員が対等な立場にあり、自由な発言
を行うことを尊重しましょう。

②限られた時間の中、各メンバーができるだけ
多く発言できるよう、発言時間が長くならない
よう配慮しましょう。

③特定の個人や団体などの誹謗中傷につながる
発言はやめましょう。

④会議の内容の取扱いについては、十分に注意
しましょう。（SNSへの不適切な書き込みなど）
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自己紹介タイム
ともに作業をする人たち同士で自己紹介
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以下の手順で自己紹介しましょう！
（ひとり2分以内、全10分）

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、各自で考えて自分を紹介した上で
•自分にとっての「弘前の宝・課題」（それ
ぞれ３つまで）

を発表
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弘前の将来イメージを
具体的に描いてみよう
いよいよ本日のメイン
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今日やるワークショップの手法
「ビジョンゲーム」について

•名前の通り、ビジョン
を描き、参加者間で共
有するための方法

•さまざまな写真とカー
ドを使用する

•「イメージ」は言葉だ
けで表現･共有するのは
困難だし、不十分

•「（クイック）プロト
タイピング」と呼ぶ人
たちもいる

イラストか写真を予

24



机の上に準備されているもの

•写真（はがきサイズ）
•弘前に直接・間接に関係するもの50枚程度

•イメージカード（A5サイズ）
•上記の写真貼付欄＋イメージを言葉で説明す
るためのテキスト書き込み欄のあるカード

•サインペン
•模造紙
•付せん
•マーカー
•テープ
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これからのグループ作業の流れ

1. 各自で弘前の将来イメージを描く（20

分間）

2. 各自のイメージをグループ内で共有す

る（30分間）

3. グループ内のイメージの傾向や特徴を

ことばにする（20分間）
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1. 各自で弘前の将来イメージを描く
（20分間）

1. 2040年頃にこうなったらいい、弘前の姿を具
体的なシーンとして思い浮かべる

2. そのシーンに近い写真を選ぶ（3枚まで）

•部分的にでも合っていればよく、写っているもの
の一部を無視してもＯＫ

•近い写真がない場合⇒イラストで描く

•他のメンバーとかぶる場合⇒事務局に追加を依頼

3. 写真をカードに貼付

4. イメージを説明するテキストをカードに記入

5. 1〜5を繰り返す（一人あたり3枚は作成）
27



カードの記入の仕方について

⚫【誰が】そのシーンに登場する人(たち)
は誰なのか？

⚫【いつ】そのシーンはいつの季節（何月
頃か）？平日or休日？天気は？

⚫【どこで】そのシーンは市内のどの場所
なのか？

⚫【何をしている･どうなっている】その
人はそこで何をしているか？その場所は
どうなっているのか？

⚫《備考欄》は以下を記入すること、以上
で表現しきれないことも書いてもよい

★その将来像が生まれるために
• あなたは、どんな貢献したのか？

• 市のどんな政策がその将来像を生み出すこ
とになったのか？

カードの
レイアウト

を貼付お願いします

※裏面に記名をお願いします。 28



カードの作成例ご紹介
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2. 各自のイメージをグループ内で共有
する（30分間）

① 最初に発表する人を決める

② ①の人はカードを1枚選んで発表し、他のメンバーはそれ
を聴き、感想・質問があれば話す（話した内容を付せん
に加筆してカードに貼付）。終わったら模造紙上にカー
ドを置く。<1枚2分以内＞

③ ②に自分のイメージが「近い」と思った人が次に発表し、
他のメンバーは感想や質問を話す。終わったら②のカー
ドの近くにカードを置く。

④ ③を繰り返す。前の発表者と「近い」人がいなくなった
ら②に戻る。

※その場合、発表数が少ない人が優先的に発表

※全てのカードが発表し終わるまで繰り返す
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3. グループ内のイメージの傾向や特徴
をことばにする（20分間）

① 前の作業でできたカード群れ（島）の全体配
置を眺めてみて、「イメージの集合」として、
この集まりでいいのか、各イメージの居場所
がそこでいいかを、話し合いながら考える
※必要に応じてカードの位置を変更

※島を表現するために出てきた「言葉」を付せんに
記し、島の近くに貼り付ける

② それぞれの島がどんな将来イメージを表現し
たものなのか、言葉にし、マーカーで記入

③ カードを模造紙に貼り付けて固定する
※テープで貼り付ける
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グループ作業の成果物イメージ

○○が○○○○になっている

○○が○○○○にしている
○○と○○が○○○している

キーワード：○○○○

キーワード：○○○○
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イメージの島の作り方
ここが勘所！

⚫「縦割り」を越えよう、バックキャスト

的思考に基づいて、島を構成しよう

•安易に「現在の課題」に基づいてイメージ

を分類しないようにする

•行政部署や政策の分野、登場人物の年齢な

どによる分類を前提としないで、自分の生

活実感を大切にしてみよう
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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）

⚫以下の手順で発表してください

① グループメンバーから出された将来イ

メージ（カード）はどんな島に分かれた

か、全体の概要を解説

② 島毎に個々の将来イメージを短く説明

③ 話し合い全体の中ででてきた、弘前の将

来イメージを表す考え方、キーワードを

発表
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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

⚫今回得られた意見･情報は「将来都市

像」の素案のたたき台づくりにおいても

活用
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第2回予告

⚫次回は、9月29日（土）に開催

⚫時刻：午後1:30〜4:00

⚫場所：この食堂

⚫テーマ：
深める編「将来都市像のストーリーを考える」

⚫進め方：

“ワールドカフェ”のスタイルで、将来像の肉

となるストーリーを描く
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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！
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