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草津市議会 市民派クラブの令和元年度上半期政務活動費実施研修（会派研修）の結
果について、下記のとおり報告書を提出いたします。

記

１．期

間

２．日

程

令和元年６月１６日（日）

・チャレンジ！！オープンガバナンス 2019 キックオフイベント
・６月１６日（日） 午後１時３０分から午後５時
（東京大学

３．参 加 者

本郷キャンパス

八木 良人

４．添付資料
別紙のとおり

工学部二号館 4 階 241 講義室（43A）
）

研修報告書
草津市議会議員・八木良人
【研修】
チャレンジ！！オープンガバナンス 2019 キックオフイベント
詳細
１．日時：2019 年 6 月 16 日（日）13:30～17:00（開場 13：00）
２．場所：東京大学本郷キャンパス 工学部二号館 4 階 241 講義室（43A）
会場位置図 https://ja.scribd.com/document/381901111/工学部二号館入口-V5
東京大学

本 郷 キ ャ ン パ ス へ の 交 通 手 段 は こ ち ら https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/campus-

guide/map01_02.html
３．共催：東京大学公共政策大学院 科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」教育・
研究ユニット（STIG）
東京大学ソーシャル ICT グローバル・クリエイティブリーダー育成プログラム（GCL）
一般社団法人オープン・ガバナンス・ネットワーク（OGN）
（設立中）
連携：Roy and Lila Ash Center for Democratic Governance (the Ash Center) at the John F. Kennedy School
of Government at Harvard University
協賛：LINE 株式会社、JIPDEC

など

後援：
（一社）行政情報システム研究所、
（一財）地域活性化センター、Code for Japan、
４．テーマ：
チャレンジ！！オープンガバナンス（COG）の実践、課題、意義、将来について、COG2018 の受賞チー
ムと審査委員有志によるトークを交えながら、市民参加型社会のオープンガバナンスの定着をさぐりま
す。

【内容】
ＣＯＧ（チャレンジオープンガバナンス）の実施概要は以下の
通りです。東京大学政策大学院が主催し、地方自治体から解決
する課題を募集し、その課題に対し市民と行政が協働で解決ア
イディアを出すものです。2016 年度から草津市から課題応募が
されており、2018 年度には草津市の課題に対して、解決アイデ
ィアを出した団体が全国最優秀賞を受賞しています。今回は、
2019 年度ＣＯＧに向けたキックオフということで、2018 年受
賞者による発表が行われました。
チャレンジオープンガバナンス 2019 概要
正式名称
自治体募集期間

チャレンジ！！オープンガバナンス 2019
2019 年 6 月 1 日～8 月 31 日

市民／学生募集期間 2019 年 9 月中旬～12 月 20 日
公開審査、表彰式
募集要項

2020 年 3 月 8 日（日）（予定）
前項参照（STEP1（自治体）6 月～8 月・STEP2（市民／学生）9 月～12 月）
東京大学公共政策大学院 科学技術イノベーション政策における「政策のための
科学」教育・研究ユニット（STIG）

共催

東京大学ソーシャル ICT グローバル・クリエイティブリーダー育成プログラム
（GCL）
（一社）オープンガバナンスネットワーク（OGN）

連携

協賛

Roy and Lila Ash Center for Democratic Governance (the Ash Center) at the John
F. Kennedy School of Government at Harvard University
LINE 株式会社
（一財）日本情報経済社会推進協会（JIPDEC） など
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ総合戦略本部）、
（一社）行政

後援

情報システム研究所、
（一財）地域活性化センター、Code for Japan、
（一社）オー
プン・ナレッジ・ファウンデーション・ジャパン、
（一社）オープン・コーポレイ
ツ・ジャパン、デンマーク大使館 など

（第一部）COG2018 の受賞チームと審査委員有志とのダイアログ
（１）開会挨拶：COG 審査副委員長 坂井修一 歓迎挨拶：LINE 株式会社 江口清貴
（２）イントロダクション

COG2018 の成果と将来 （COG 事務局

奥村裕一）

（３）受賞チームプレゼン
・COG に応募して、アイデアづくり・課題のデータ分析・実現プロセスについて、苦労したこと、学ん
だこと、今後やりたいこと、さらにはチーム編成や自治体との連携についても触れていただきます。
・自治体の方には、連携に関連しての経験（データ・知識の共有、コミュニケーションプロセス）を踏ま
えた地域内外の課題やこれから応募しようという自治体の方へのメッセージもいただきます。
（a）オープンガバナンス総合賞 めざめ保育士応援隊 滋賀県草津市関係者
（b）アイデア賞 高山土曜ストア 川崎市宮前区関係者
（c）連携体制賞 「まびケア」運営チーム 岡山県倉敷市
（d）学生賞 仁愛大学早川ゼミ チーム「3PEACE」 福井県越前市関係者
(e) Special Innovation Award in collaboration with Ash Center, HKS, Harvard 「まびケア」運営チ
ーム 岡山県倉敷市
（４）審査委員有志とのダイアログ
・受賞チームのプレゼンを素材にしながら、審査委員有志と意見交換する形でダイアログを通じて
議論を深めます。きっかけとして COG 事務局の奥村裕一から問題提起をお示しします。
登壇予定の審査委員は次の通りです。
坂井修一副委員長、川島宏一委員、庄司昌彦委員、渡辺美智子委員

【考察】
それぞれの受賞地域で、市民・学生と行政の連携の状
況について、とても興味深くいろいろな学びがありまし
た。ＣＯＧはアイデアを出して終了ではなく、そのアイ
デアを実現する過程において審査員の方々からサポート
を受けることができます。アイデアを実現するまでに、
さらにいろいろと試行錯誤しながら、永遠のベータ版というコンセプトで進めていくことがもとめられ
ています。
総合賞のめざめ保育士応援隊では、潜在保育士の掘り起こしや、働きやすい環境・情報公開をラインなど
のＳＮＳを活用して実現していきたいとの発表がありました。行政側も積極的に情報公開をしながら協
働ですすめていくことが発表されていました。行政の持つ情報（個人情報も含まれる）をどのように公開
して活用してくかが今後の課題になると思われます。
高山土曜ストアでは、いくつかの行政の規制の壁を行政職員自身が乗り越えることに積極的にかかわ

り、市民のアイデアを具体化している取り組みが紹介されました。行政自らが規制をどのようにクリア
するか考えるというところが興味深く、最終的に規制を乗り越え、地域のためのストアをオープンした
ことは今後のアイデア実現への大きなヒントになりました。
高山土曜ストアと対照的だったのが、越前市の「３ＰＥＡＣＥ」でした。これは、学生が中心となって、
商店街の人々と世代や国籍の異なる多様な市民がノウハウ共有や相互に教えあう場所として、商店街を
再生するというアイデアでした。アイデアは学生と行政が協力して作り上げましたが、実現については、
行政から実際は実現は難しいと最初から大きな壁を突き付けられるということがあり、学生のモチベー
ションが下がるという結果になったとのことでした。行政の在り方について、考えさせられる例でした。
発表会の終了後には、イベントに参加していた地方行政の担当者から、具体的に多くの質問がだされ、
今後の行政と市民協働の在り方についてみんなで考えていく方向性が確認された時間となりました。
草津市において、ＣＯＧを実現する過程について、今後、行政と市民、そして民間企業がどのように協
働していくのか、その課題に積極的に取り組むことを期待して、今後の活動を注目していこうと思いま
した。

