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１.エピソードによる評価手法の検討経緯 

 

～尼崎臨海地域における「森と水と人が共生する環境創造のまち（尼崎２１世紀の森構想の理念）」 

に関する評価手法の検討～ 

 

 

尼崎２１世紀の森づくりの取組方針や事業の評価手法などについて示されている、「尼崎２１世紀の

森づくり行動計画」には、「活動の主体となる市民、企業・団体等のエピソードや意見をできるだけ集

約・分析することを通じて、より多角的な評価に努めること」が明記されており、尼崎２１世紀の森づ

くり協議会では、平成29年度からエピソードによる評価手法について検討を進めてきた。 

このような経緯を踏まえ、平成30年度の尼崎21世紀の森づくり協議会では、尼崎２１世紀の森構想が

目指す尼崎臨海地域の理念「森と水と人が共生する環境創造のまち」について、活動主体である市民、

企業・団体等の行動や過ごし方などを参考に、アクティビティや評価指標を検討し、アンケートの試行、

またその結果分析を行うなど、エピソードによる評価手法の検討を行った。 
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エピソードによる評価手法の検討経緯の流れ 

 

協議会             エピソード評価手法の検討              勉強会 

  

次年度以降開催公開型の評価

の場として継続。 

エピソード評価手法の検討VERSION 1.0 

アクティビティの設定 

「森の感想シート」として 20項目  

評価指標の設定 

尼崎 21世紀の森づくり行動計画改訂版取組の 4つ

の取組方針 

第１回勉強会平成 30年 8月 26日 

○「住み良いまち」の評価について

都市生活者のアクティビティ 32 項

目を用いて身体性、関係性の評

価指標を設定し、アンケートを行う

手法をモデルとし、エピソード評価

手法を検討。 

参考：『本当に住んで幸せな街～全

国「官能都市」ランキング～光文社

新書』（著者：島原万丈） 

 

第 2回勉強会  

平成 30年 12月 7日（金） 

 
主な検討事項 

・評価指標の検討 

・主催者の趣旨を伝えるための手法 

等 

 

第 3回勉強会  

平成 31年 1月 28日（月） 

主な検討事項 

・評価や改善点の検討 

 

 

第 2回尼崎の森づくり協議会 

平成 31年 2月 20日（水） 

 

評価手法の検討 VERSION      2.1 

主催者の意図を測定する「森の期待シ

ート」の作成 

 

第 1回尼崎の森づくり協議会 

平成 30年 9月 26日（水） 

主な検討事項 

・主催者側によるシートの項目の設定 

・身体性、関係性で評価指標を設定 

・評価を検討する部会を設置 

試行 1 

森の会議（尼崎の森中央緑地について） 

エピソード評価手法の検討 VERSION 2.0 

アクティビティの設定 

「森の感想シート」として 24項目  

自由記入項目２項目 

評価指標の設定 

身体性、関係性に関する 8 指標 

尼崎の森づくり行動計画改訂版 4 つの取

組方針 

試行 2 

（1）尼崎謎解きゲーム 10月 20日（土） 

（2）尼崎モリンピック 11月 4日（日） 

（3）全国運河サミット 11月 17日（日） 

（4）森の子育て広場 12月 1日（土） 

主催者による「森の期待シート」の記入 

エピソード評価案 

○レーダーチャートの形の類似性に

ついて 

○点数（割合）の大小について 

森の感想シートを用いた分析 

 

検討経緯 「森と水と人が共生する環境
創造のまち」を目指した評価手法の検討 

勉強会 参加者（敬称略）  

兵庫県立人と自然の博物館 藤本先生 

兵庫県 石井 

尼崎市 津川、青木 

㈱ヘッズ 田中、松原 

㈱地域環境計画研究所 若狭、綱本 

勉強会（12月 7日） 
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（１） 協議会の意見を反映した評価指標及びアクティビティの項目等について 

1） 身体性、関係性に関する評価指標を追加 

当初設定していた尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針を踏まえた評価指標に、身体性

（『みどりや水辺を感じる』、体を動かせる』、『にぎわいを感じる』、『尼崎らしさを感じる』）、関

係性（『非日常がある』、『工業都市を感じる』、『居場所やコミュニティがある』、『様々なチャレ

ンジにつながる機会がある』）、に関する評価指標を追加した。 

評価に用いるアクティビティと身体性および関係性の評価指標※、尼崎 21世紀の森づくり行動

計画の 4つの取組方針との関係は以下のとおりである。 

 

 

※参考とした資料『本当に住んで幸せな街 ～全国「官能都市」ランキング～ 光文社新書』では、 

身体性：歩いたり、食べたり、飲んだり、眺めたり、聞いたり、触れたりする、様々な活動 

関係性：他人との関係性を心地よく感じられること。自分を高めてくれるような新しい出会い    

や交流の機会があること。 

 

尼崎２１世紀の
森づくり行動計
画の4つの取組
方針 

身体性/ 

関係性 

 
 
評価指標 

 
アクティビティ 

（森の感想シート、森の期待シート） 
 

1.環境の回復・創
造、美しい風景
の創出に向けた
取組     
 

身体性  

みどり（森）や水辺

（運河、海）を感じる 

・鳥や虫の声を聞いた 

・海のかおりがした 

・みどり（森）や水辺（運河、海）の風景をゆっくり眺

めた 

身体性  

体を動かせる 

 

・思いきりからだを動かして汗をかいた 

・遊んでいる子ども達の声を聞いた 

・散歩やウォーキングをしている人を見た 

2.活力ある都市
の再生に向けた
取組                

 

身体性 にぎわいを感じる 

 

・演奏やパフォーマンスをしている人を見た 

・おそとでご飯を食べた 

・にぎやかさを心地よく感じた 

関係性 非日常がある 

 

・自分だけの時間を楽しんだ 

・いっしょに手をたたいたり、おどったりした 

・食事やショッピングにお金を使った 

3.既存産業の育
成・高度化と新産
業の創造に向け
た取組   
 
 

身体性 尼崎らしさを感じる ・尼崎にしかないものを見つけた 

・見たことのない景色を見た 

・尼崎で働いている人としゃべった 

関係性 工業都市を感じる 

 

・どんな会社があるのかわかった 

・どんなものがつくられているのかわかった 

・くらしや環境に結びつく技術を知った 

4.多様な主体に

よる推進に向け

た取組              

 

関係性 居場所やコミュニテ

ィがある 

・ともだちができた 

・知り合いに出会った 

・知らない人と話した 

関係性 様々なチャレンジに

つながる機会がある 

・自分の得意なことを披露できた 

・まちのプロに何かを教えてもらった 

・ほめられたり共感されてうれしかった 

ＶＥＲＳＩＯＮ ２.0 

表 エピソード評価に用いるアクティビティと評価指標の関係 
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◎とても感じた。      →３点 

○まあまあ感じた。    →２点 

△少し感じた。       →１点 

×あまり感じなかった。  →０点 

 

 

2） 参加者が回答する森の感想シート（アクティビティシート） 

右図に示す「森の感想シート」は、24のアクテ 

ィビティに対して参加者が感じたことを◎○△×  

で回答するものである。 

これを用いて、参加者におけるプロジェクトやイ 

ベントに対する感じ方などを分析し、評価を行った。 

  

主催者が参加者に感じてほしい項目を

自由に記入できる欄 

感じた度合いを 4段階で点数化 

図 森の感想シート（実物） 

身体性・関係性に関する 8 つの評価指標と

尼崎 21世紀の森づくり行動計画の 4つの取

組方針に連動するに 24のアクティビティ 
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◎とても感じてほしい。      →３点 

○まあまあ感じてほしい。    →２点 

△少し感じてほしい。       →１点 

×あまり期待していない。    →０点 

 

 

3）主催者が回答する森の期待シート 

主催者が回答する「森の期待シート」は、参加者 

の感じ方に対する評価の目安とするために、主催者 

が参加者に感じてほしいプロジェクトやイベントの 

趣旨を把握するものである。 

これを用いて、参加者が回答する「森の感想シ  

ート」の結果と比較し、点数の差をもとに、プロジ 

ェクトやイベントの評価や具体的な改善の検討を行 

った。  

 

  

 

  

ＶＥＲＳＩＯＮ 2.1 

図 森の期待シート（実物） 

「森の感想シート」と同様の項目である

24のアクティビティ 

自由に記入できる欄のアクティビティは

身体性・関係性に関する評価指標に分

類する 

趣旨の度合いを 4段階で点数化 
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（２）分析・評価の手法ついて 

プロジェクトやイベントの参加者がその目的や内容について、どのように感じたかを「森の感

想シート」の結果をレーダーチャート※1で表し、①身体性・関係性の評価指標による分析・評価

と②尼崎 21世紀の森づくり行動計画の 4つの取組方針※2によって分析・評価を行う。 

同様に主催者側のプロジェクトやイベントの趣旨を「森の期待シート」を用いて分析・評価を

行う。 

 

※1 レーダーチャートの値は割合（％）： 割合（％）＝各指標の得点の合計点数 /各指標で獲得できる最大点数×100 

※2「1.環境の回復・創造、美しい風景の創出に向けた取組（以下、『環境』とする）」、「2.活力ある都市の再生に向けた取

組（以下、『都市再生』とする）」「3.既存産業の育成・高度化と新産業の創造に向けた取組」（以下、『産業』とする）、

「4.多様な主体による推進に向けた取組（以下、『多様な主体』とする）」 

 

1）参加者が回答した感想シートの結果および分析・評価のイメージ 

 

①身体性・関係性の評価指標による分析・評価 

 

レーダーチャートの形で、プ 

ロジェクトやイベントの目的、  

内容について参加者の『感じ方 

』について分析・評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②尼崎 21世紀の森づくり行動計画の 4つの取組方針による分析・評価 

 

プロジェクトやイベントが    

尼崎２１世紀の森づくり行動 

計画の 4つの取組方針から森 

構想の推進に寄与しているか 

分析・評価を行う。  

 

  

見本 

 

身体性に関する項目 関係性に関する項目 

見本 

 

解説 

・レーダーチャートの形や

大きさから、身体性、関

係性の評価のバランスや

参加者の満足度の強弱

を読みとることができる。 

 

解説 

・「環境」「都市再生」「産業」

「多様な主体」の評価指標

から、尼崎 21 世紀の森づく

り行動計画の 4 つの取組方

針に対する成果とバランス

を読みとることができる。 
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2）主催者と参加者との回答結果の比較及び分析・評価のイメージ 

 

①身体性・関係性の評価指標による分析・評価 

 

主催者の『感じてほしいこと』 

  と参加者の『感じ方』の違いを 

  分析・評価し、課題や改善点を 

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②尼崎 21世紀の森づくり行動計画の 4つの取組方針による分析・評価 

 

尼崎２１世紀の森づくり行動計  

画の 4つの取組方針から主催者の 

『感じてほしいこと』と参加者の 

『感じ方』の違いの差を分析・評 

価し、尼崎 21世紀の森づくり構想 

の推進に向けて課題や改善点を検 

討する。 

 

 

 

  

見本 

 

見本 

 

主催者による評価と改善点 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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図 尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針を指標とした結果【％】

（謎解きゲーム） 

２.各イベントにおけるエピソード評価の試行結果および分析・評価  

（１）謎解きゲーム 

 

1）参加者の回答結果および分析・評価 

①身体性・関係性の評価指標による分析・評価 

・産業、歴史、環境をテーマとしたイベン 

 トの目的に応じて、身体性の評価指標で 

ある「体を動かせる」「尼崎らしさを感じ 

る」「みどりや水辺を感じる」の回答が多 

い。また、関係性の評価指標では、「居場 

所やコミュニティがある」の回答が多い。 

・その一方で「にぎわいを感じる」回答が   

少ない。その理由として、テキストを確 

認しながら難しい問題を解いていく謎解き 

ゲームの内容が関係していると考えられる。 

・環境をテーマにしたプログラムであるが、身体性の評価指標である「みどりや水辺を感じる」項 

 

②尼崎 21世紀の森づくり行動計画の 4つの  

取組方針を指標とした分析・評価 

・産業、歴史、環境をテーマとしたイ  

ベントの趣旨・目的に合致して「環境」、「産

業」、「多様な主体」の順に回答が多い。尼

崎21世紀の森づくり構想の推進の視点から、

森構想エリア内を回遊できるイベントであ

り、構想推進に向けて継続すべき取組であ

ると考え 

 

 

試行日 10月 20日（土） 

場所  元浜緑地、北堀キャナルベース 

「森の感想シート」

回答者数 

32人 イベント参加者数 40人 

イベント概要 ・まち散策型の謎解きゲーム。 

・産業、歴史、環境をテーマに臨海地域を市民に広く知ってもらうためのイベント 

・環境などのテーマを前面にださず、あえてゲームを前面にだしてその中に環境学習の要素を含め

る。 

連携・協力 

団体、企業等 

あまん樹、学習教室こかげ 

活動主体 NPO 法人人と自然とまちづくり

と、尼崎市 

「森の期待シート」記入者 

（尼崎市※1、学習教室こかげ※2） 

※1田尻、金子、津川、青木 

※2涌川 

・身体性の評価指標である「体を動かせる」

「尼崎らしさを感じる」「みどりや水辺を

感じる」の回答が多い。また、関係性の評

価指標では、「居場所やコミュニティがあ

る」の回答が多い。その一方で「にぎわい

を感じる」の回答が少ない。産業、歴史、

環境をテーマとしたイベントの目的に応

じた回答となっていると考えられる。 

・また、環境をテーマにしたプログラムであ

るが、身体性の評価指標である「みどりや

水辺を感じる」項目の回答が比較的少な

い。 

 

身体性に関する項目 関係性に関する項目 

図 身体性・関係性の評価指標による結果 【％】（謎解きゲーム） 

・「環境」、「産業」、「多様な主体」の順に回

答が多い。産業、歴史、環境をテーマと

したイベントの目的に応じた回答となっ

ており、森構想の推進に環境、産業面で

寄与していると考えられる。 

 

謎解きゲーム結果及び分析・評価 



9 

 

北堀運河で水辺や工場エリアを眺めながらクイズを解く 

参加グループ 

 

運河や公園を巡りながら謎解きを行う親子 

 

 ・また 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

尼崎 21世紀の森づくり 

行動計画の取組方針 
割合（％） 合計点数 

環境 53.8 310 

都市再生           27.8 160 

産業 45.1 260 

多様な主体 40.5 233 

割合（％） 合計点数 アクティビティ 点数

・鳥や虫の声を聞いた 40

・海のかおりがした 30

・みどりや水辺の風景をゆっくり眺めた 59

・思いきりからだを動かして汗をかいた 41

・遊んでいる子どもの声を聞いた 71

・散歩やウォーキングをしている人を見た 69

・演奏やパフォーマンスを見た 3

・おそとでごはんを食べた 6

・にぎやかさを心地よく感じた 60

・尼崎にしかないものを見つけた 56

・見たことのない景色を見た 50

・尼崎で働いている人としゃべった 50

・自分だけの時間を楽しんだ 48

・いっしょに手をたたいたり、おどったりした 31

・食事やショッピングにお金を使った 12

・どんな会社があるのかわかった 27

・どんなものが作られているのかを知った 29

・くらしや環境にかかわる技術を知った 48

・ともだちができた 23

・知り合いに出会った 45

・知らない人と話した 57

・自分の得意なことを披露できた 29

・まちのプロに何かを教えてもらった 33

・ほめられたり共感されてうれしかった 46

尼崎らしさを感じる 156

44.8

62.8

24.0

54.2

129

体を動かせる 181

にぎわいを感じる 69

評価指標

関係性

非日常がある 91

工業都市を感じる 104

居場所やコミュニティがある 125

様々なチャレンジにつながる機会がある 108

31.6

36.1

43.4

37.5

身体性

　

みどり（森）や水辺（運河、海）を感じる

表 尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針 

 を指標とした結果：割合と点数（謎解きゲーム） 

 

謎解きゲーム結果及び分析・評価 

表 身体性・関係性の評価指標の割合と点数およびアクティビティの点数（謎解きゲーム） 
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図 尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針を指標とした主催

者と参加者との比較結果【％】（謎解きゲーム） 

 

図  身体性・関係性の評価指標における主催者と参加者との

比較結果 【％】（謎解きゲーム） 

 

2）主催者と参加者との回答結果の比較及び分析・評価 

①身体性・関係性の評価指標による分析・評価 

 ・主催者と参加者のレーダーチャートの形は近似しており、身体性の評価指標である「みどりや水

辺を感じる」以外、主催者と参加者の回答が概ね合致している。イベントの目的や主催者の『感

じてほしいこと』に参加者が応えた結果となっている。 

・しかし、身体性の評価指標である「みどりや水   

辺を感じる」の差が最も大きく、関係性の評価 

指標の全項目において、主催者の『趣旨』 

と参加者の『感じ方』の差が大きくなっている。 

  ・今後イベント内容やしくみの改善が考えられる。 

 

 

 

 

 

②尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針を指標とした分析・評価 

・尼崎 21世紀の森づくり行動計画の 4指標では  

参加者の「環境」、「産業」、「多様な主体」に対    

する回答が多いものの、主催者側の『趣旨』 

とは差がある。    

・前項同様イベント内容の改善が考えられる。 

 

 

 

 

  

図  身体性・関係性の評価指標における主催者と参加者との

比較結果 【％】（謎解きゲーム） 

・尼崎 21 世紀の森づくり行動計画の 4 指標

では参加者の「環境」、「産業」、「多様な主

体」に対する回答が多いものの、主催者側

の『趣旨』とは差がある。    

 

・主催者と参加者のレーダーチャートの形

は近似しており、身体性の評価指標であ

る「みどりや水辺を感じる」以外、主催

者と参加者の回答が概ね合致している。 

・しかし、身体性の評価指標である「みど

りや水辺を感じる」の差が最も大きく、

関係性の評価指標の全項目において、主

催者の『趣旨』と参加者の『感じ方』の

差が大きくなっている。 

 

謎解きゲーム結果及び分析・評価 

主催者による評価と改善点 

【評価】 

・会場は元浜緑地と北堀運河であり、緑と水辺を感じられる環境であるにも関わらず、 参加者の「み

どりや水辺を感じる」の回答が 44.8％と少なかったことについて、主催者側の思いとの差が大きく、

意外であった。 

・臨海部の特徴や魅力が伝わる問題を出題したが、問題が難しく、周囲の環境を見る余裕がなかった

のかもしれないという点に気が付いた。 

・「様々なチャレンジにつながる機会がある」の回答が 37.5％と少なく、意外であった。謎が解けた時、

QRコードを見つけた時など、きっかけがあったはずなのに点数にはつながらなかった。 

・「みどりや水辺を感じる」より「工業都市を感じる」の回答の方が多く、意外であった。  

【改善点】 

・謎解きを通して臨海部の魅力を伝えることが目的のイベントであるため、自然環境の良さに目が向

くような問題を出題するとともに、問題の難易度を調整することにより、会場周辺の「みどりや水

辺」を参加者に感じてもらうようにする。 
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表 尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針を指標とした主催者と参加者との比較結果【％】 

初めて会う家族やグループでも協力して謎解きを行う参加者 

 

表 身体性・関係性の評価指標における主催者と参加者との比較結果（謎解きゲーム）  【％】 

 

 

 

  

 上 4項目：身体性 
 下 4項目：関係性 

参加者 主催者 

みどりや水辺を感じる 44.8 80.0 

体を動かせる 62.8 57.8 

にぎわいを感じる 24.0 26.7 

尼崎らしさを感じる 54.2 66.7 

非日常がある 31.6 22.2 

工業都市を感じる 36.1 53.3 

居場所やコミュニティが
ある 

43.4 53.3 

様々なチャレンジにつな
がる機会がある 

37.5 60.0 

尼崎 21世紀の森づくり 

行動計画の取組方針 
参加者 主催者 

環境 53.8 68.9 

都市再生           27.8 24.4 

産業 45.1 60.0 

多様な主体 40.5 56.7 

謎解きゲーム結果及び分析・評価 
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（２）尼崎モリンピック 

 

1）参加者の回答結果および分析・評価 

①身体性・関係性の評価指標による分析・評価 

・大芝生広場を活用し、地元の企業や PTAの参画   

による尼崎オリジナルの運動会の目的に応じて、 

身体性の評価指標である「体を動かせる」、「尼崎 

らしさを感じる」「にぎわいを感じる」の回答が 

多い。また、関係性の評価指標である「非日常が 

ある」「工業都市を感じる」「居場所やコミュニティ 

がある」の回答が多くなっている。 

・その一方で、「みどりや水辺を感じる」の回答が低い。 

その理由としては運動会という 

競②尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針を指標とした分析・評価 

・「都市再生」、「環境」、「産業」「多様な主体」の

順に回答が高く、全体的にバランスよく評価され

ている。尼崎の森中央緑地の定番イベントとして、

森構想エリアに定期的に多くの人を呼び込めるよ

うに継続する必要があると考えられる。 

 

 

 

試行日 11月 4日（日） 

場所  尼崎の森中央緑地パークセンター 

「森の感想シート」

回答者数 

65人  イベント参加者数 1,100人 

イベント概要 ・大芝生広場を活用した尼崎の森中央緑地の特徴的なイベントとして、森の会議の場で発案された運動

会の企画。尼崎 21 世紀の森構想、尼崎の森中央緑地の 100 年かけての生物多様性の森づくりについ

て、広く周知することも目的としている。 

・尼崎の森中央緑地で育てた樹木の間伐材を用いたオリジナル競技、を企業スポンサーの協賛を得て実

施している。 

・ＮＰＯ法人尼崎 21世紀の森が企画する「エコキッズメッセ」と連携し、同日に開催している。 

連携・協力 

団体、企業等 

アマフォレストの会、NPO 尼崎 21 世紀の森（エコキッズメッセ）、有限会社トップコーポレーション、尼崎

PTA 連合会、百合学院 IAC、若竹体操教室、コープ神戸第 1 地区活動本部、尼崎市スポーツ振興事業

団、日本山村硝子、居酒屋「万」、兵庫日産自動車、兵庫三菱自動車販売、新日鐵住金、尼崎鉄工団地、

コープ神戸、若本製作所 

活動主体 兵庫県、尼崎の森中央緑地パークセンタ

ー、尼崎モリンピックパートナーズ、尼崎市 

「森の期待シート」記入者 

（尼崎モリンピックパートナーズ） 

若狭、綱本、藤本、 

立花 

図 身体性・関係性の評価指標による結果 【％】（尼崎モリンピック） 

図 尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針を指標と

した結果【％】（尼崎モリンピック） 

身体性に関する項目 関係性に関する項目 

・身体性の評価指標である「体を動かせる」、「尼崎 

らしさを感じる」「にぎわいを感じる」の回答が多 

い。また、関係性の評価指標である「非日常が 

ある」「工業都市を感じる」「居場所やコミュニテ

ィがある」の回答が多い。地元の企業や PTA など

多様な主体が参画するイベントの目的に応じた回

答となっていると考えられる。 

・その一方で「みどりや水辺を感じる」の回答が少

ない。 

・「都市再生」、「環境」、「産業」「多様な主体」の順に

回答が多い。全体的に 4つの取組方針がバランスよ

く評価されている。 

尼崎モリンピック結果及び分析・評価 
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表 身体性・関係性の評価指標の割合と点数およびアクティビティの点数（尼崎モリンピック）             

表 尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針 

を指標とした結果：割合と点数（尼崎モリンピック） 

 

尼崎 21世紀の森づくり 

行動計画の取組方針 

割合（％） 合計点数 

環境 61.1 715 

都市再生           65.5 766 

産業 53.9 631 

多様な主体 50.5 591 

 

  
割合（％） 合計点数 アクティビティ 点数

・鳥や虫の声を聞いた 63

・海のかおりがした 53

・みどりや水辺の風景をゆっくり眺めた 137

・思いきりからだを動かして汗をかいた 162

・遊んでいる子どもの声を聞いた 179

・散歩やウォーキングをしている人を見た 121

・演奏やパフォーマンスを見た 87

・おそとでごはんを食べた 164

・にぎやかさを心地よく感じた 168

・尼崎にしかないものを見つけた 101

・見たことのない景色を見た 101

・尼崎で働いている人としゃべった 118

・自分だけの時間を楽しんだ 133

・いっしょに手をたたいたり、おどったりした 107

・食事やショッピングにお金を使った 107

・どんな会社があるのかわかった 103

・どんなものが作られているのかを知った 109

・くらしや環境にかかわる技術を知った 99

・ともだちができた 82

・知り合いに出会った 118

・知らない人と話した 113

・自分の得意なことを披露できた 87

・まちのプロに何かを教えてもらった 82

・ほめられたり共感されてうれしかった 109

尼崎らしさを感じる 320

43.2

79.0

71.6

54.7

253

体を動かせる 462

にぎわいを感じる 419

評価指標

関係性

非日常がある 347

工業都市を感じる 311

居場所やコミュニティがある 313

様々なチャレンジにつながる機会がある 278

59.3

53.2

53.5

47.5

身体性

　

みどり（森）や水辺（運河、海）を感じる

尼崎モリンピック結果及び分析・評価 
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図  身体性・関係性の評価指標における主催者と参加者と

の比較結果 【％】（尼崎モリンピック） 

 

図 尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針を指標とし
た主催者と参加者との比較結果【％】（（尼崎モリンピック） 

2）主催者と参加者との回答結果の比較及び分析・評価 

①身体性・関係性の評価指標による分析・評価 

・主催者と参加者のレーダーチャートの形は近似しており、身体性の  

評価指標である「体を動かせる」「にぎわいを 

感じる」、関係性の評価指標の「非日常がある」 

「工業都市を感じる」については、主催者と参 

加者の回答は概ね合致している。イベントの 

目的や主催者の『感じてほしいこと』に参加者 

が応えた結果となっている。 

・しかし、関係性の評価指標である「居場所やコ 

ミュニティがある」や「様々なチャレンジにつ 

ながる機会がある」については、主催者の『感こ    

②尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針を指標とした分析・評価 

・尼崎 21世紀の森づくり行動計画の 4指標では  

「都市再生」に関する参加者の『感じ方』主催者側の『趣旨』は合致している。しかし、それ以外

は、主催者の『感じてほしいこと』と参加者の『感じ方』の違いには差がある。    

・前項同様、イベントの構成や内容の改善を行こと 

が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催者による評価と改善点 

【評価】 

・「体を動かせる」「非日常がある」の評価が一致したことは、競技全般を通して上記２点を感じられるイベント

という評価を得られたと考えられる。 

・「にぎわいを感じる」は「非日常がある」とならんで、体感してくれる参加者が多いことを期待していたが、

主催者が『感じてほしいこと』に参加者の『感じ方』がもう一歩及ばなかった。競技に集中していた人が多か

ったのか、パフォーマンスや賑やかさを感じるなど、周囲のことを確認する余裕はなかったのかもしれない。 

・「工業都市を感じる」は競技ごとに協賛企業がつき、景品を提供いただいたため、チラシや競技中の MCでは何

度も企業名を連呼したことへの評価であると考える。視覚的、体感的に感じられるものはなかったため、いま

一歩評価が及ばなかったのではないかと考える。 

【改善点】～主催者が『感じてほしいこと』に参加者の『感じ方』が乖離した点～ 

・「居場所やコミュニティがある」はクラスの仲のよい子ども同士が誘い合って参加するなど、なんらかのつな

がりで参加したり、現地で交流が起こるものと期待していたが、期待値が大きすぎた。 

・「尼崎らしさ」「みどりや水辺」はモリンピックの会場の景色に尼崎らしさや緑・水辺を見出してもらうには、

具体的に見て欲しいポイントを示すべきかもしれない。 

・「様々なチャレンジにつながる機会がある」は、スタッフは競技運営にかかりきりであり、参加者の交流を積

極的に行う意識付けができていない。スタッフと参加者の交流の仕掛けについては、一考の余地がある。 

尼崎モリンピック結果及び分析・評価 

・主催者と参加者のレーダーチャートの形は近

似しており、身体性の評価指標である「体を

動かせる」「にぎわいを感じる」、関係性の評

価指標の「非日常がある」「工業都市を感じ

る」については、主催者と参加者の回答は概

ね合致している。 

・しかし、関係性の評価指標である「居場所や

コミュニティがある」や「様々なチャレンジ

につながる機会がある」については、主催者

の『感じてほしいこと』と参加者の『感じ方』

の差が大きい。 

・尼崎 21世紀の森づくり行動計画の 4指標では  

「都市再生」に関する参加者の『感じ方』主催

者側の『趣旨』は合致している。しかし、それ

以外は、主催者の『感じてほしいこと』と参加

者の『感じ方』の違いには差がある。    
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参画及び協賛企業のＣＳＲ室長による 

メダル授与式【日本山村硝子】 

 

幼児も芝生で楽しめる競技【ドッグ】 

 

表 尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針を指標とした主催者と参加者との比較

結果（尼崎モリンピック） 

 

ボランティアが作った背負子を使っ

て間伐材を運ぶ競技【ニノミヤ】 

 

中央緑地の間伐材を持って 5 人一組で

早さを競う競技【アラシ】 

 

表  身体性・関係性の評価指標における主催者と参加者との比較結果（尼崎モリンピック） 

 Ｎ＝32   【点】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 上 4項目：身体性 

 下 4項目：関係性 
参加者 主催者 

みどりや水辺を感じる 43.2 75.0 

体を動かせる 79.0 80.6 

にぎわいを感じる 71.6 83.3 

尼崎らしさを感じる 54.7 80.6 

非日常がある 59.3 58.3 

工業都市を感じる 53.2 63.9 

居場所やコミュニティが

ある 
53.5 100.0 

様々なチャレンジにつな

がる機会がある 
47.5 72.2 

尼崎 21世紀の森づくり 

行動計画の取組方針 
参加者 主催者 

環境 61.1 77.8 

都市再生           65.5 70.8 

産業 53.9 72.2 

多様な主体 50.5 86.1 

尼崎モリンピック結果及び分析・評価 
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図 身体性・関係性の評価指標による結果 【％】 

（全国運河サミット in尼崎 2018） 

図 尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針を指標と

した結果【％】（全国運河サミット in尼崎 2018） 

（３）全国運河サミット in尼崎 2018 

 

1）参加者の回答結果および分析・評価 

①身体性・関係性の評価指標による分析・評価 

・全体的に身体性・関係性の評価指標がバランス 

よく回答されている。 

・その中で、森構想エリアに存在する運河の楽し 

み方や過ごし方を広く知ってもらうための目的 

に応じて、身体性の評価指標である「にぎわい 

を感じる」、「尼崎らしさを感じる」「みどりや 

水辺を感じる」の回答が多い。 

・また、関係性の評価指標である「工業都市を感  

じる」の回答も多い。 

・これらは、森構想エリア内の臨海地域の運河 

を会場として、地域住民、ボランティア、地  

元企業、学校等の参画により、多様なイベン 

トやプログラムが運営されていることが評価に 

影響を与えているものと考えられる。 

・なお、本イベントで使用したアクティビティシートには、主催者から「運河の魚や貝をみた」、「運河

の水上で楽しんでいる人をみた」が追加されて 

 

②尼崎 21世紀の森づくり行動計画の 4つの  

取組方針を指標とした分析・評価 

・「都市再生」、「産業」「環境」、「多様な主体」の順  

に回答が高く、全体的にバランスよく評価さ 

れている。運河における定番イベントとして、森 

構想エリアに定期的に多くの人を呼び込めるよ 

うに、継続する必要があると考えられる。 

  

試行日 11月 17日（日）：全国運河サミット 2日目にぎわいイベント 

場所  北堀運河 

「森の感想シート」

回答者数 

28人 イベント参加者数 800人 

イベント概要 ・全国で運河を生かした活動に取り組む関係者が一堂に会するサミット 

・前日の 11 月 16 日は尼崎リサーチ・インキュベーションセンターで運河の利活用をテーマに基調講演や

シンポジウムセッションが行われ、全国の運河で活動する団体が参加した。 

・翌日 17日は、運河クルージング、SUPヨガ、運河ウォーク、運河ナゾ解きゲーム、草木染め、浄化イカダ

づくり等、運河周辺で活動する団体が実施するイベントや子どもも楽しめるワークショップが開催された。 

連携・協力 

団体、企業等 

尼崎運河○○クラブ、尼崎小田高等学校、尼崎商工会議所、尼崎南部再生研究室、NPO法人尼崎 21世

紀の森、株式会社神戸新聞社、徳島大学環境防災研究センター、阪神電気鉄道株式会社 

活動主体 全国運河サミット in 尼崎 2018 実行委

員会 

「森の期待シート」記入者 

（兵庫県） 

横山、石井 

身体性に関する項目 関係性に関する項目 

 

全国運河サミット in尼崎 2018結果及び分析・評価 

・全体的に身体性・関係性の評価指標がバラ

ンスよく回答されている。 

・その中で、身体性の評価指標である「にぎ

わいを感じる」、「尼崎らしさを感じる」「み

どりや水辺を感じる」の回答が多い。 

・また、関係性の評価指標である「工業都市

を感じる」の回答も多い。 

・これらは、森構想エリアに存在する運河の

楽しみ方や過ごし方を広く知ってもらう

イベントの目的に応じた回答となってい

る。・なお、本イベントで使用したアクテ

ィビティシートには、主催者から「運河の 

 魚や貝をみた」、「運河の水上で楽しんでいる人をみた」が追加されている。この 2つの項目についてと

ても感じたと回答した方が比較的多く、これが、「にぎわいを感じる「みどりや水辺を感じる」の回答

に影響を与えていると考えられる。 

・「都市再生」、「産業」「環境」、「多様な主体」

の順に回答が高く、全体的にバランスよく評

価されている。 
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表 尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針 

を指標とした結果：割合と点数 

（全国運河サミット in尼崎 2018）  

表 身体性・関係性の評価指標の割合と点数およびアクティビティの点数（全国運河サミット in尼崎 2018）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

尼崎 21世紀の森づくり 

行動計画の取組方針 

割合（％） 合計点数 

環境 61.8 300.5 

都市再生           62.0 301.5 

産業 64.6 314 

多様な主体 50.8 247 

割合（％） 合計点数 アクティビティ 点数

・鳥や虫の声を聞いた 33

・海のかおりがした 55

・みどりや水辺の風景をゆっくり眺めた 62

・運河の魚や貝をみた 64

・思いきりからだを動かして汗をかいた 36

・遊んでいる子どもの声を聞いた 46

・散歩やウォーキングをしている人を見た 58

・演奏やパフォーマンスを見た 69

・おそとでごはんを食べた 39

・にぎやかさを心地よく感じた 63

・運河の水上で楽しんでいるひとをみた 67

・尼崎にしかないものを見つけた 56

・見たことのない景色を見た 60

・尼崎で働いている人としゃべった 53

・自分だけの時間を楽しんだ 51

・いっしょに手をたたいたり、おどったりした 40

・食事やショッピングにお金を使った 32

・どんな会社があるのかわかった 48

・どんなものが作られているのかを知った 46

・くらしや環境にかかわる技術を知った 51

・ともだちができた 29

・知り合いに出会った 35

・知らない人と話した 62

・自分の得意なことを披露できた 28

・まちのプロに何かを教えてもらった 55

・ほめられたり共感されてうれしかった 38

140

尼崎らしさを感じる 169

にぎわいを感じる

みどり（森）や水辺（運河、海）を感じる 160.5

178.5

66.0

57.6

73.5

69.5

評価指標

関係性

非日常がある 123

工業都市を感じる 145

居場所やコミュニティがある 126

様々なチャレンジにつながる機会がある 121

50.6

59.7

51.9

49.8

身体性

　

体を動かせる

全国運河サミット in尼崎 2018結果及び分析・評価 

自由記入項目 
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図   身体性・関係性の評価指標における主催者と参加者との比較

結果【％】（全国運河サミット in尼崎 2018） 

図 尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針を指標とした主催

者と参加者との比較結果 【％】（全国運河サミット in尼崎 2018） 

 

 

2）主催者と参加者との回答結果の比較及び分析・評価 

①身体性・関係性の評価指標による分析・評価 

・主催者と参加者のレーダーチャートの形は近似しており、身体性の  

評価指標である「体を動かせる」「尼崎らしさ感 

じる」、関係性の評価指標である「工業都市を感 

じる」は主催者と参加者の回答は概ね合致して  

いる。イベントの目的や主催者の『趣旨』に参 

加者が応えた結果となっている。 

・しかし、身体性の評価指標である「にぎわいを  

感じる」「非日常がある」については、主催者 

の『感じてほしいこと』と参加者の『感じ方』 

の差が大きい。これは、運河のイベントが開催 

から 10 年を越え、リピーターが増加したこと

や 

新たな発見や気づきを感じる内容に改善するこる。 

・そ 

②尼崎 21世紀の森づくり行動計画の 4つの取組方針を指標とした分析・評価 

 ・尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針  

では 「産業」関して、参加者の『感じ方』と、   

主催者側の『感じてほしいこと』が合致してい 

る。しかしそれ以外の項目には差がある。    

・「都市再生」については、主催者の期待が強く、 

にぎわいを創出する方向で改善を行う必要が 

あると考えられる。 

  

・その一方で身体性の評価指標である「みどりや水辺を感じる」については、主催者の『感じてほしいこ

と』に対して参加者の『感じ方』が上回っている。 

 

主催者による評価と改善点 

【評価】 

・「にぎわいを感じる」、「非日常がある」の評価が主催者と参加者とで乖離した結果、尼崎 21 世紀の

森づくり行動計画の「都市再生」の指標が、主催者の『感じてほしい』評価より、低くなっている。

にぎわい目的とした本イベントは、これまで１０年間開催してきた「うんぱく」の内容を踏襲して

いる。「うんぱく」の内容が、ある程度、周知された結果、これまで参加してきた人からは、「お馴

染み感」があり、「非日常がある」ことを感じなくなってきているのかもしれない。 

・今後、運河で開催するイベント、あるいは「うんぱく」を開催する場合は、これまでのイベント内

容だけでなく、「目新しさ」を感じる要素が必要なのかもしれない。 

【改善点】 

・今後同様のイベントを開催する場合は、開催内容の見直しを検討する。その際、目新しさや小学生

対象のイベントなどターゲットを絞った取り組みを入れる。 

 

 

 

・主催者と参加者のレーダーチャートの形は

近似しており、身体性の評価指標である

「体を動かせる」「尼崎らしさ感じる」、関

係性の評価指標である「工業都市を感じ

る」は主催者と参加者の回答は概ね合致し

ている。イベントの目的や主催者の『趣旨』

に参加者が応えた結果となっている。 

・しかし、身体性の評価指標である「にぎ

わいを感じる」「非日常がある」について

は、主催者の『感じてほしいこと』と参

加者の『感じ方』の差が大きい。 

全国運河サミット in尼崎 2018結果及び分析・評価 

・尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針  

では「産業」関して、参加者の『感じ方』と

主催者側の『感じてほしいこと』が合致して

いる。しかしそれ以外の項目には差がある。    
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表  身体性・関係性の評価指標における主催者と参加者との比較結果（全国運河サミット in尼崎 2018）  

表 尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針を指標とした主催者と参加者との比較結

果（全国運河サミット in尼崎 2018） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 上 4項目：身体性 

 下 4項目：関係性 
参加者 主催者 

みどりや水辺を感じる 66.0 41.7 

体を動かせる 57.6 66.7 

にぎわいを感じる 73.5 91.7 

尼崎らしさを感じる 69.5 66.7 

非日常がある 50.6 100.0 

工業都市を感じる 59.7 66.7 

居場所やコミュニティが

ある 
51.9 44.4 

様々なチャレンジにつな

がる機会がある 
49.8 27.8 

尼崎 21世紀の森づくり 

行動計画の取組方針 
参加者 主催者 

環境 61.8 54.2 

都市再生           62.0 95.8 

産業 64.6 66.7 

多様な主体 50.8 36.1 

全国運河サミット in尼崎 2018結果及び分析・評価 

大学生が講師となり、環境学習を行った水質浄化施設 

 

運河沿いに並んだ参画団体の出展ブース 

 

現在も企業に利用されている運河を巡るクルーズ 

 
運河の楽しみと方の 1つとして定着しているＳＵＰ 
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図 尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針を指標とした結果 

【％】（森の子育て広場） 
 

図 身体性・関係性の評価指標による結果 【％】 
（森の子育て広場） 

（４）森の子育て広場 

 

1）参加者の回答結果および分析・評価 

①身体性・関係性の評価指標による分析・評価  

・本イベントは「森の魅力」を感じてもらう 

ことと「子育て」の両立をテーマとしたイベ 

ントである。 

・「森の魅力」を感じてもらう目的に応じて、  

身体性の評価指標である「体を動かせる」 

の回答が最も多く、次いで「尼崎らしさ感 

じる」が多い。 

・その一方で、関係性の評価指標である「居場 

所やコミュニティがある」「様々なチャレンジ 

につながる機会がある」の回答が少なく、 

②尼崎 21世紀の森づくり行動計画の 4つの  

取組方針を指標とした分析・評価 

・森の魅力を感じてもらうことをテーマとし 

たイベントの趣旨・目的に合致して、「環境」 

が他の項目と比較して最も多い回答とな 

っている。 

・臨海地域の構想エリア内で未就学児の親子  

がいっしょに自然体験ができる貴重な子育て 

インベントとして、継続が期待される。 

 

 

 

 

試行日 12月 1日（土）10：00～11：45 

場所  尼崎の森中央緑地 

「森の感想シート」

回答者数 

10人 イベント参加者数 26人 

イベント概要 ・都市部に暮らす未就学児の親子に季節ごとの森の魅力を感じてもらうため、尼崎の森中央緑地におい

て、親子で自然に触れたり、生き物を観察するイベント。 

・都市では普段味わえない森の恵みや広い空間を活用した自然体験を通して、子供たちの豊かな感性や

社会性を育むとともに、日頃の子育てにも活かしてもらう。 

○森の探検隊  

○クリスマスツリーを飾ろう 

○はいはいキャタピラー競争  

○葉っぱでリレー 

連携・協力 

団体、企業等 

― 

活動主体 尼崎の森中央緑地指定管理者 「森の期待シート」記入者 

（尼崎の森中央緑地パークセンター） 

石丸、大石、大村 

森の子育て広場結果及び分析・評価 

身体性に関する項目 関係性に関する項目 

・「環境」が他の項目と比較して最も多い回答

となっている。森の魅力を感じてもらうこと

をテーマとしたイベントの趣旨・目的に合致

した回答結果となっている。 

 

・身体性の評価指標である「体を動かせる」

の回答が最も多く、次いで「尼崎らしさ

感じる」が多い。「森の魅力」を感じても

らうイベントの目的に応じた回答結果と

なっている 

・その一方で、関係性の評価指標である「居

場所やコミュニティがある」「様々なチャ

レンジにつながる機会がある」の回答が

少ない。 
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表 身体性・関係性の評価指標の割合と点数およびアクティビティの点数（森の子育て広場）  

表 尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針 

      を指標とした結果：割合と点数（森の子育て広場） 

 

   

尼崎 21世紀の森づくり 

行動計画の取組方針 

割合（％） 合計点数 

環境 53.8 94 

都市再生           27.8 55 

産業 45.1 66 

多様な主体 40.5 64 

割合（％） 合計点数 アクティビティ 点数

・鳥や虫の声を聞いた 8

・海のかおりがした 6

・みどりや水辺の風景をゆっくり眺めた 22

・思いきりからだを動かして汗をかいた 13

・遊んでいる子どもの声を聞いた 23

・散歩やウォーキングをしている人を見た 22

・演奏やパフォーマンスを見た 2

・おそとでごはんを食べた 0

・にぎやかさを心地よく感じた 18

・尼崎にしかないものを見つけた 10

・見たことのない景色を見た 14

・尼崎で働いている人としゃべった 20

・自分だけの時間を楽しんだ 15

・いっしょに手をたたいたり、おどったりした 17

・食事やショッピングにお金を使った 3

・どんな会社があるのかわかった 3

・どんなものが作られているのかを知った 11

・くらしや環境にかかわる技術を知った 8

・ともだちができた 1

・知り合いに出会った 2

・知らない人と話した 19

・自分の得意なことを披露できた 7

・まちのプロに何かを教えてもらった 20

・ほめられたり共感されてうれしかった 15

関係性

非日常がある 35

工業都市を感じる 22

居場所やコミュニティがある 22

様々なチャレンジにつながる機会がある 42

38.9

24.4

24.4

46.7

評価指標
身体性

　

みどり（森）や水辺（運河、海）を感じる 36

体を動かせる 58

にぎわいを感じる 20

尼崎らしさを感じる 44

40.0

64.4

22.2

48.9

森の子育て広場結果及び分析・評価 
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図  身体性・関係性の評価指標における主催者と参加者との

比較結果【％】（森の子育て広場） 

2）主催者と参加者との回答結果の比較及び分析・評価 

 

①身体性・関係性の評価指標による分析・評価 

・主催者と参加者のレーダーチャートの形は近似し

ており、身体性の評 

価指標である「体を動かせる」関 係性の評価指 

標については、「非日常がある」「様々なチャレン 

ジにつながる機会がある」に関する主催と参加者 

の回答は概ね合致している。 

イベントの目的や主催者の『感じてほしいこと』  

に参加者が応えた結果になっている。 

・しかし、関係性の評価指標である「居場所やコミ 

ュニティがある」や身体性の指標である「尼崎ら 

しさを感じる」については、主催者の『感じてほし 

いこと』への思いが、参加者より多い。 

・特に「居場所やコミュニティがある」の評価指標 

②尼崎 21世紀の森づくり行動計画の 4つの取組方針を指標とした分析・評価 

・尼崎 21世紀の森づくり行動計画の 4つの取組方針で  

は「産業」「多様な主体」については、主催者側の『感 

じてほしいこと』と参加者側の『感じ方』とには差  

がある。    

・前項同様子育て支援の視点からのイベント内容の改  

善を行うことが必要であると考えられる。 

 

  

62.0 

図  尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針を指標とした   

主催者と参加者との比較結果 【％】（森の子育て広場） 

主催者による評価と改善点 

【評価】 

・「居場所やコミュニティがある」の指標に対して、参加者の回答数が少ない点が、一番大きな評価の

違いでした。 

・今回の主催者側の評価は、事後のものです。企画時の意図と、事後の結果の評価ではかなり異なる

と思います。企画時との差異も今後、比較検討できれば、より主催者側の実施能力の向上につなげ

られるのではないかと感じました。 

【改善点】 

・単発のイベントのため「知り合いにであった」はコントロールできないので、「ともだちができた」

「知らない人と話した」の 2 項目に関わるような、参加者同士の触れ合いや、スタッフと参加者と

の個別的な関わりなどが生まれるような、仕掛けもあるとよいのだとわかりました。 

・本調査全体に関しては、両者の評価が異なる指標が、どこにあるのかが、視覚的にも明確にわかる

のは、次回の企画を考える上でとても役に立つと思いました。なぜそのような違いが生じたのかを、

スタッフ間で議論し、次回へ向けて改善する参考にできれば、大変ありがたいです。 

 

 

森の子育て広場結果及び分析・評価 

・主催者と参加者のレーダーチャートの形は近

似しており、身体性の評価指標である「体を

動かせる」関係性の評価指標については、「非

日常がある」「様々なチャレンジにつながる機

会がある」に関する主催と参加者の回答は概

ね合致している。 

・しかし、関係性の評価指標である「居場所やコ

ミュニティがある」や身体性の指標である「尼

崎らしさを感じる」については、主催者の『感

じてほしいこと』への思いが、参加者より多い。 

・特に「居場所やコミュニティがある」の評価指

標については、その差が大きい。 

 

 

・尼崎 21 世紀の森づくり行動計画の 4 つの取

組方針では「産業」「多様な主体」について

は、主催者側の『感じてほしいこと』と参加

者側の『感じ方』とには差がある。    

・前項同様子育て支援の視点からのイベント内

容の改善を行うことが期待される。 
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表 尼崎 21世紀の森づくり行動計画の取組方針を指標とした主催者と参加者との比較結果 

 【％】（森の子育て広場） 

表 身体性・関係性の評価指標における主催者と参加者との比較結果 【％】（森の子育て広場）   

尼崎の森中央緑地で探した自然素材を使って、クリスマス

ツリーづくりを行う、親子とパークセンタースタッフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尼崎 21世紀の森づくり 

行動計画の取組方針 
参加者 主催者 

環境 53.8 68.9 

都市再生           27.8 24.4 

産業 45.1 60.0 

多様な主体 40.5 56.7 

 

  

 上 4項目：身体性 

 下 4項目：関係性 
参加者 主催者 

みどりや水辺を感じる 44.8 80.0 

体を動かせる 62.8 57.8 

にぎわいを感じる 24.0 26.7 

尼崎らしさを感じる 54.2 66.7 

非日常がある 31.6 22.2 

工業都市を感じる 36.1 53.3 

居場所やコミュニティが

ある 
43.4 53.3 

様々なチャレンジにつな

がる機会がある 
37.5 60.0 

森の子育て広場結果及び分析・評価 
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公開型勉強会のイメージ 

 

（５）総括 

今回のエピソード（アクティビティ）を用いた評価では、尼崎臨海地域のテーマである「森と水

と人が共生する環境創造のまち」についてプロジェクトやイベントに関する参加者の『感じ方』、

主催者が『感じてほしいこと』を把握し、以下のことが明らかにできた。 

1）「森の感想シート」を用いた参加者による回答結果について 

・アクティビティを点数化する「森の感想シート」を用いて、五感による「身体性の指標」や

場所、地域、人とのつながりを示す「関係性の指標」をレーダーチャートにより見える化す

ることで、尼崎臨海地域におけるプロジェクトやイベントに対する参加者の『感じ方』を分

析・評価することができた。 

・また、尼崎 21 世紀の森づくり行動計画の 4 つの取組方針との関連性もあわせて分析・評価

することができた。 

2）「森の期待シート」と「森の感想シート」を用いた主催者と参加者との回答結果の比較について 

・主催者がイベントを通じて『感じてほしいこと』を点数化する「森の期待シート」を用いて、

参加者との『感じ方』を比較し、その差から分析・評価することでプロジェクトやイベント

の課題や改善点などを検討することができた。 

3）共通の視点によるプロジェクトやイベントの評価 

・今回のアンケート手法により、参加者、主催者、指定管理者、行政（兵庫県、尼崎市）の 4

者が、同じ視点でプロジェクトやイベントの成果を評価することができた。 

 

評価の仕方については、各プロジェクトやイベントごとに短期的に結果が見えるものや長期的

な取り組みが必要なものもあるため、経年的にデータ収集し、検討を重ねる必要があると考えら

れる。 

 

３.今後の展開 

（１）プロジェクトやイベントの戦略的な企画立案 

主催者が森づくり行動計画の取組方針に沿うよう戦略的にイベントを企画立案していく。 

①主催者が身体性や関係性に関する評価指標の目標を設定し、参加者の感想と比較する。 

②主催者が設定する各イベントの評価指標や目標と、行動計画の 4つの取組方針にバラツキがあ

る場合があるが、全てのプロジェクトやイベントを合わせて４つの取組方針とバランスがとれ

ればよいものとする。 

③森構想エリア内で行動計画の４つの取組が行われるよう戦略的なプロジェクトやイベントの

企画立案を検討する。 

（２）エピソードによる評価手法の実用化に向けて 

エピソードによる評価手法を、より多くの県民、企業等の参画に

よるプロジェクトやイベントに活用していく。 

①次年度以降も各種イベントの評価・分析を実施する。 

②アンケートの実施や評価の方法についての検討・改善を行う。 

（３）評価のしくみについて 

次年度以降も勉強会を開催し、協議会や森の会議のメンバー等が  

参加できる公開型で評価を行う。 
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参考資料 検討の目的と評価手法の整理（第１回協議会（平成３０年９月２６日）資料より） 

①尼崎 21世紀の森づくり行動計画（改訂版）における評価の考え方 

尼崎 21世紀の森づくり行動計画（改訂版）には、4つの取組※１における進捗状況を図るための

指標として緑被率、来園者数など量的な指標※２に加えて、エピソードや意見を集約・分析する質的

な評価※３について示されている。 

 

※１尼崎 21 世紀の森づくり行動計画（4つの取組） 

環境の回復・創造、美しい風景の創出に向けた取組   

活力ある都市の再生に向けた取組              

既存産業の育成・高度化と新産業の創造に向けた取組 

多様な主体による推進に向けた取組             

 

 

 

 

 

②H30年度 「アクティビティシート」による評価手法の検討 

平成 30年度は、都市のランキングにあたって、従来のような建物や施設、公園や病院の人口当た

りの数等を指標とせず、都市生活者のアクティビティ※を用いて評価した表題の資料から評価手法の

検討を行った。 

1）参考事例 

『本当に住んで幸せな街 ～全国「官能都市」ランキング～ 光文社新書』 

  著者：島原万丈＋ＨＯＭＥ‘Ｓ総研 

著者プロフィール（書籍より抜粋） 

○島原万丈（しまはらまんじょう） 

 1989年株式会社リクルート入社、株式会社リクルートリサーチ出向配属。 

 以降、クライアント企業のマーケティングリサーチおよびマーケティング戦略のプランニン

グに携わる。2004年結婚情報誌『ゼクシィ』シリーズのマーケティング担当を経て、2005

年よりリクルート住宅総研。 

2013年 3月リクルートを退社、同年 7月株式会社ネクストＨＯＭＥ‘Ｓ総研所長に就任。ユ

ーザー目線での住宅市場の調査研究と提言活動に従事 

 

○ＨＯＭＥ‘Ｓ総研（ほーむずそうけん） 

不動産・住宅情報サイト『ＨＯＭＥ‘Ｓ』を運営する株式会社ネクスト内に設立された社内

シンクタンク。 

「もっと、住むことの自由を」を活動指針に、より豊かで真に自由な住生活の実現を目指し、

独自の調査研究を通じて、住まいに関わる産業のあるべき姿や方向性について提言活動を行

っている。  

 

 

※２○量 ：【進捗状況をはかるための指数】 

例：・森構想区域の緑被率 目標：15％（H33） 

・尼崎の森中央緑地の来園者数目標：60万人（H33） 

※３○質  

活動の主体となる市民、企業・団等のエピソー

ドや意見をできるだけ集約・分析することを通じ

て、より多角的な評価に努める 
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 全国官能都市ランキング「住み良い」を評価したもの 

一般的な評価指標は、建物や施設、公園や病院といったものの人口当たりの施設数がより多く、

より大きく、より新しければ「住み良い」という判断が下される。  

全国官能都市ランキングでは、都市生活者のアクティビティ※、どんな暮らしをしているのか、

そのまちで人はどんな行動を取っているのかといった「動詞」で都市を評価している。 

※「街は、人びとが歩き、立ち止まり、座り、眺め、聞き、話すのに適した条件を備えていなければならない。これらの基本的

活動は、人間の感覚器官や運動器官と密接に結びついている（人間の街 公共空間のデザイン）」 

 

具体的な指標 

具体的に測定に使用した指標は、身体性の４指標（食文化が豊か、街を感じる、自然を感じる、

歩ける）、関係性の４指標（共同体に帰属している、匿名性がある、ロマンスがある、機会がある）

であり各指標内には 4つのアクティビティ、計 32項目のアクティビティを設定。 

 

32項目のアクティビティの絞込み 

プロジェクトチームでブレーンストーミングを重ね、当初は 60以上の項目を用意し、予備調査

と統計的な検証を経て、最終 32項目に絞り込んだ。 

32項目のアクティビティは、リアルな日常生活のシーンを生活者としての実感値・納得感のある

言葉で再現し、の意味を正しく反映しているか。項目間の重複が無いか統計的な検証を行った。 

 

ランキングの決め方 

被調査者に 32項目のアクティビティに対して「あなたが住んでいる地域で過去 1年間にどの程

度の頻度で経験しましたか」と質問し、以下の 4択から回答してもらう。 

 

 

 

 

 

 

この合計ポイントから算出した偏差値によって全国官能都市ランキングを決める。 

  

1.しょっちゅうあった    →３点 

2.頻繁ではないが数回あった →２点 

3.１～２回あった      →１点 

4.ほぼなかった       →０点 
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※各指標について                       ※ランキング例：大阪市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放っておかれる環境。一

人で自分だけの時間を楽

しめることができる環境 

地縁、血縁といった濃い絆

の関係ではなくもう少しゆ

るい「ご近所さん」くらいの

感覚 

未婚同士がパートナーを

見つけられるまち。既婚

カップルが夫婦でずっと

仲良くデートができるまち 

様々な機会に価値を求

める都市の暮らし「刺激

的な体験ができる」「自分

を高めていく機会がある」 

 

 

景観のいいまち。人の営

みが感じられるまち。 

よい食生活ができるまち。 

高級店だけでなく、安くて

おいしい庶民的な店など

多様性があるまち。 

人口一人当たりの公園

面積、緑被率などではな

く、感覚的な心地よさ 

住みなれた地元に新し

い風景を発見するなど

歩いて楽しいこと 


