
甲賀市地方創生総合戦略・総合計画策定のための 

「甲賀の國づくり“おしゃべり”カフェ」実施要領 

 

１．目的 

この取り組みは、甲賀市地方創生総合戦略及び総合計画の策定に先立ち、幅広い市

民の声を汲み取るために実施するものです。 
自由闊達な会話を通じて創造的なアイデアを生み出そうとする「ワールド・カフェ」

の手法等を活用し、また、無作為に選んだ市民の参加をなるべく多く得ることで、従

来、市政に声を届ける機会の少なかった市民からも意見を聴取する本市としては初め

ての試みです。 
 
２．テーマ 

人口減少問題を踏まえて、“元気なこうかを創る”方法について、「気軽なおしゃ

べり」を楽しむことを通じて共感をつくり、また、アイデアを出しあいます。 
 
３．開催日程 

（土山地域） １１月２８日(土) １０：００～１２：００ 

（職員プレ） １０月２７日(火) １８：００～２０：００ 碧水ホール 

森林文化ホール 

（水口地域） １１月２８日(土) １４：００～１６：００ 福祉ホール 

（信楽地域） １１月２８日(土) １８：３０～２０：３０ 信楽開発センター 

（甲賀地域） １１月２９日(日) ９：３０～１１：３０ かふか生涯学習館 

（甲南地域） １１月２９日(日) １４：００～１６：００ 忍びの里プララ 

（市全域） １月～２月（予定） 
 

４．参加者 

 
（１）参加案内の発送 

・ 無作為抽出枠の参加者を得るため、５，７２６人の市民（平成２７年１０月１日

現在で満１６歳以上）を対象とする市民意識調査の実施に合わせて、参加案内を

送付し、参加承諾者を募ります。 
 
（２）参加者 

・ 参加承諾者、地域・団体等からの参加、市役所職員などを合わせて、各回１００

人程度の参加を目標とします。 
・ 市民の参加人数と会場定員に応じて市役所職員の人数を調整し、それでも会場定

員を上回る等の場合は、参加承諾者からの参加を抽選とします。 
・ 参加承諾者が１０名以下であった場合は、再度の参加要請を行うこととします。 
 
（３）報酬 

・ 参加に係る報酬はありません。 

資料３ 

https://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&gbv=2&um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=jp&ll=34.9409163,136.2802497&z=15&ftid=0x6003e14e13cd2e19:0x645b238881b775b9&q=%E3%80%92528-0211+%E6%BB%8B%E8%B3%80%E7%9C%8C%E7%94%B2%E8%B3%80%E5%B8%82%E5%9C%9F%E5%B1%B1%E7%94%BA%E5%8C%97%E5%9C%9F%E5%B1%B1%EF%BC%92%EF%BC%93%EF%BC%94%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92+%E6%A3%AE%E6%9E%97%E6%96%87%E5%8C%96%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB&sa=X&ved=0CBUQ8gEoATAAahUKEwjtm6fT64DIAhXMmZQKHQkVA94�


５．今後のスケジュール 

１０月１５日 総合計画審議会（依頼） 
１０月１６日 検討テーマ「住みよさ」 
１０月３０日 参加希望者取りまとめ 
１１月 ２日 参加者あて通知発送 
１１月２８～２９日 地域ごとに開催 
 １月～２月 市域で開催（水口での開催を想定） 

 
 
６．プログラム（案） 

（１）基本的な準備 

・ ４人掛けの丸テーブルを用意し、卓上に模造紙、マーカー、茶菓等を配置します。 
・ 音楽、観葉植物などにより、くつろげるカフェ的な雰囲気づくりに配慮します。 
 
（２）進め方 

・ 事務局が準備する「問い」を起点に、各テーブルで２０分間の会話を楽しみます。 
・ 任意のひとりをテーブルに残して、３人が他のテーブルに移動します。 
・ 会話と移動は計３ラウンド繰り返し、「問い」を深めながら行います。 
・ 実践につながる事業提案の「タネ」を見つけます。 
・ 最後に「気付き」「やってみたいこと」などを簡単にまとめます。 
 
７．取り組み成果について 

・ 取り組みの成果については、報告書にまとめて公表するとともに、甲賀市地方創

生総合戦略および第２次甲賀市総合計画に反映させます（審議機関である総合計

画審議会での審議を経る必要があります） 
 
８．情報公開について 

・ 参加者の会話を妨げないことを前提に、原則、公開とします。 
・ 傍聴者の私語や写真撮影などについては、開始前に事務局から指導します。 
・ 取り組みを広く発信するためにマスコミ等を活用することから、参加者に対して、

新聞や広報誌への掲載の可能性についての事前周知を行います。 
 
【参考】 

●他市における参加承諾の状況をみると、一概に特徴をつかむことはできませんが、「地域における

市民参加でのまちづくりの熟度が高ければ参加希望者が多い」「市民の負担が少ない開催日程であ

れば参加率が高い」等の傾向がみられます。 
市区町村名 参加案内送付数 参加承諾数 参加承諾率 日程 

千代田区 2,000通 10人 0.5% 2日間 

江東区 4,000通 12人 0.3% 2日間 

町田市 1,100通 35人 3.5% 2日間 

多摩市 1,000通 55人 5.5% 2日間 

三鷹市 1,000通 80人 8.0% 2日間 

習志野市 1,000通 174人 17.4% 1日間 

 



 

地域創生・甲賀市総合計画策定のための地域創生・甲賀市総合計画策定のための   

甲賀の國づくり“おしゃべり”カフェ甲賀の國づくり“おしゃべり”カフェ   
楽しいおしゃべり
．．．．．．．．

で未来を一緒に創ろう！  
 

【開催の趣旨】 

○ 甲賀市では、平成 27 年度から平成 28 年度に

かけて「地域創生・甲賀市総合計画」の策定に

取り組んでいます。これからの甲賀市のまちづ

くりの方向性を決める大切な計画の策定にあ

たり、幅広い市民の皆さまのお声をお聞かせい

ただく“対話”の場として「甲賀の國づくり“お

しゃべり”カフェ」を開催します。 

○ 仕事や家庭、子育て、介護など、忙しい毎日に

追われている皆さまですが、「甲賀市や地域な

ど“まち”のこと」「家庭や友人など“ひと”

のこと」「地域活動や生業など“しごと”のこ

と」について、それぞれの“想い”や“考え”

があるのではないでしょうか。 

○ みんなで一緒に甲賀市の未来と今後のあり方

について、お茶とお菓子をいただきながら、話

しましょう。 

↓↓↓ぜひ “参加希望表明書”を ご提出ください！↓↓↓ 

✄ ✄ ✄ 

参 加 希 望 表 明 書 

お名前
ふ り が な

  

性別 男・女 

私は「甲賀の國づくり“おしゃべり”カフェ」の趣旨を理解して参加者名
簿に登録し、抽選により選定された場合の参加希望を表明します。 
 

★応募者本人が18 歳未満のため、保護者として了承します。 
（保護者氏名                 ○印  ） 年代 歳代 

託児サービス 
希望者は○印 

希望 
する 

お名前
ふ り が な

    託児サービスを利用する子ども 
（6 か月から就学前まで利用できます） 人 

年 齢 歳  か月 歳  か月 歳  か月 

ご住所         ひとつに○ 

甲賀市（水口町・甲南町・甲賀町・土山町・信楽町）               
住所地以外での参加をご希望の場合 

          
お電話番号      （   ） e-mail 

（任意） @ 
 

ちょっとした
座談会です！ 

【ご参加の方法】 

⇒ 行政や地域などに「声」を届ける機会

の少ない皆さまも意見を交換できる場

として、無作為に選ばれた方々を中心

に送付しています。 

⇒ 参加をいただける皆さまは、下記の「参

加希望表明書」をお送りください。 

⇒ 送付いただいた皆さまの中から、抽選

を経て出席いただきます。抽選結果は、 

 平成 27 年 10 月30日（金）まで  に、

参加希望表明をご返送いただいた方全

員にお送り致します。 

⇒ 日程などの開催概要（予定）は、この

用紙の裏面に記載していますので、ご

確認ください。なお、詳細は参加決定

者のみにご案内いたします。 

⇒ 本会へのご参画・ご出席に伴う報酬等

はございません。 

⇒ 以下の参加希望表明書は、 アンケート

とは別に黄緑色の封筒  に入れて投函

してください。 

このご案内は、同封の市民アンケート調査への 

ご協力をお願いした皆様にお送りしています！ 



 

 

✄ ✄ ✄ 

《お問い合わせ先》 
〒528-8502 滋賀県甲賀市水口町水口6053番地 
甲賀市 総合政策部 政策推進課 
電話：0748-65-0670  FAX：0748-63-4554 
e-mail：koka10041000@city.koka.lg.jp 

 参加希望表明書のご返送にあたって  

※ 参加希望表明書は、参加希望者ご本人がご記入ください。また、何らかの理由でご本人によるご記
入が難しい場合は、そのお考えをご尊重いただいて代理の方がご記入ください。 

※ 必要事項をご記入の上、切り取り線で切り取って同封の返信用封筒に入れて封をし、 
 10 月 30 日（金）までに お近くの郵便ポストに入れてください。切手は不要です。 

※ 甲賀市個人情報保護条例第に基づき、本参加希望表明書に記載された内容については、「甲賀の國
づくり“おしゃべり”カフェ」の目的以外には使用致しません。 

☝ 4 名ずつに分かれておしゃべりを
楽しみながら、まちの未来を考え
ていただきます。 

☝ 席替えがありますので、いろんな
人との会話を楽しんでください。 

プログラムのイメージ 

甲賀の國づくり 
“おしゃべり”カフェ 
【各地区】 

 
「わがまち甲賀」の 
みらいを語ろう 

いろんな人と、こんな
にたくさん話せたこと
は、はじめて！ 

はじめて会う人とも、
緊張せず、楽しくおし
ゃべりできました！ 

甲賀の國づくり 
“○大 おしゃべり”カフェ 

【全市域】 
オール甲賀で「甲賀のみ
らい」に提案しよう！ 

【各地区】 

（土山地域） 平成 27 年 11 月 28 日（土） 10:00～12:00 森林文化ホール（土山町北土山） 

（水口地域） 平成 27 年 11 月 28 日（土） 14:00～16:00 福祉ホール（水口町水口） 

（信楽地域） 平成 27 年 11 月 28 日（土） 18:30～20:30 信楽開発センター（信楽町長野） 

（甲賀地域） 平成 27 年 11 月 29 日（日） 9:30～11:30 かふか生涯学習館（甲賀町大原中） 

（甲南地域） 平成 27 年 11 月 29 日（日） 14:00～16:00 忍びの里プララ（甲南町竜法師） 

【全市域】：平成 28 年 1 月～2 月（予定） 

 

※ 詳細な場所等については後日、ご参加の皆さまにご案内いたします。 
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