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協議会の目指すところ

～まちの声を聴き、まちの声をカタチにする～
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これから

三鷹市まちづくり協議会の活動方針

今まで

三鷹市まちづくり協議会での課題
・コロナ禍で会議の実施が難しい
・若い世代・子育て世代が参加できない
・コロナ禍で対話の分断が起こりまちづくり課題
が共有されていない
・住民を巻き込んだ新しいアイデアを考えたい
・部会同士で良いアイデアを共有したい

協議会メンバーと関係者の共創プラットフォーム
・協議会員がテーマごとの部会にし参加
・オンラインを通したアイデア企画、政策提案
・非同期でも対話が可能な場作り
・多様な価値観に触れられる情報交換
・近隣市区町村との関係構築
・セキュリティを担保した関係構成

企業

大学

住民

自治体ビ
ジ
ョ
ン

協議会



Slackとは？

チャット？ コミュニケーショ
ンツール？

業務効率化？
アプリ連携？
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メールのフォルダ分けはもう必要ありません
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hr-相談

# team-広報

＃質問# team-分科会

#help-質問#team-研究

prj-予算
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● 過去の情報は消失せず時系列で蓄積

○ 検索・再利用が容易

○ 業務生産性が向上

Slack = 全員での情報共有と知見を再利用
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● 全員が同じ場所でやり取りをする

○ 関係者がリアルタイムに
同じ情報を共有

○ チーム内の透明性が向上



Slackでの
コミュニケーション
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Slack 内の全てが自動で
保存され、簡単に検索

メッセージの他、必要なツールや
サービスのアプリ連携で
全員を自動アップデート

チャンネルで
一対一やチームで

やりとり

どんなコミュニケーション中でもメッセージを入力、
ファイルをアップロード、絵文字やコマンドを使用
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協議会活用イメージ
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パブリックチャンネルを中心にコミュニケーションを実施

＃01_全体連絡 ：事務局からのお知らせをお届けするチャンネル

＃02_自己紹介　：協議会員同士の “はじめまして“の自己紹介チャンネル。

＃03_イベント ：イベントの告知

＃04_募集 ：部会やプロジェクトのメンバーの募集告知するチャンネル  

＃05_使い方ヘルプ：SlackやZoomに関する質問チャンネル

＃06_告知           ：参加者全員による記事や活動などの共有・お知らせ

＃10番台             ：各部会のコミュニケーション

    　Ex #11快適なまちづくり部会 , #12活力のあるまちづくり部会

＃その他　　　　：雑談やコミュニティ

　　　Ex #雑談、#今日の一枚、#三鷹で子育て

チャンネル案：目的やチーム単位でチャンネルを作成
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#まちの声を聞く

三鷹市まちづくりチャンネルイメージ

チャンネルにSNSに
投稿されたまちの声
を投稿する

部会メンバーの皆さんに部会
に関連したまちの声を積極的
に共有しましょう。投稿に対
してリアクションや質問をす
ることも可能です。三鷹市だ
けではなく他の自治体の取り
組みなどの事例も参考に。



#まちの課題を話し合う
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チーム単位でのコ
ミュニケーション

目的が同じチーム同士でパ
ブリックチャンネルでコ
ミュニケーションできま
す。トピックや目的に応じ
てチャンネルを作成できる
ので受信者側でフォルダ分
けなどをする必要がありま
せん。

三鷹市まちづくりチャンネルイメージ



#質問
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部会や個別企画、
政策に関する質問
チャンネル

パブリックチャンネルで質
問を受け答えれば、同じ疑
問を持った人も回答をみれ
るので、質問の繰り返しを
避けることができます。

三鷹市まちづくりチャンネルイメージ



Slack利用の際のコツ

気軽に投稿

間違いや質問を恐れない🌝

👀積極的に絵文字を使う✅
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会話にどんどん
入っていきましょう

交流を促すコツ
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(自治体コミュニティでの事例)

対話や交流を促すため
に、投稿に対して誰か
知見を持っていそうな
方に＠メンションする
ことで会話が生まれま
す。

山下/市民  3日前

浅田/運営  3日前

@山下/市民　@佐藤/市民 

佐藤/市民  3日前

浅田/運営  3日前

@山下/市民

@佐藤/市民

おかべ/市民  3日前

積極的な
リアクション



投稿に対するリアクションが前向きな文化を醸成
Slack社では、社員の発信に対して多くリアクションが集まります。これにより発信していない社員
も含めた顔が見えるようになり、自然と組織の一体感が高められます。

👐心理的安全性 積極的な
リアクション
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辻 隆弘, 佐藤 美香が  
:ogawazoom: でリアクショ
ンしました

新しいアイデアの共有

同僚からのリアクション

社員同士のフィードバック

リアクションした人が分かる
同僚への称賛
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自分の中の常識や思い、自分なりの仮説などを拭い去り、純粋かつ丁寧にまちの

声を「傾聴」する。

互いの思いを受け入れ、新たな視点を提案しあいながら、協議会員一人ひとりの

思考を深める「対話」を大切にする。

未来志向のポジティブな活動を日常化・可視化し、市民のまちづくりへの「共感」を
高め、新たなコミュニティ創生の風を起こす。
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1. 協議会における情報共有の透明性を確保し，オープンで風通しの良いコミュ
ニケーションを行う。

2. Slack 上の会話は大きな資産である。多くの協議会メンバーの理解や問題解
決等に寄与する事を認識し，一つの部会にとどまらず組織を横断する連携を
積極的に行い，可能な限り広く共有する。

3. Slack の特性を活かし，迅速な判断及び遅滞ない正確な情報伝達の実現を目
指す。

ポリシー案
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1. 絵文字での反応や簡易なメッセージにより，堅苦しさを除いた本質的なコミュニケーションを心がける。 
(TPO をわきまえつつ，メールよりも平易な表現も活用する)

2. 即座の返信を求めない。(対応できる状態になってから返信等の業務を行えば良い)

3. 職種や様々な事情によって勤務体系(裁量労働制，所定の勤務時間が定められている者，時差出勤，時短勤
務等)や定められた勤務時間が異なることにも十分配慮する。

4. 念のためと不必要なメンバーをチャンネルに参加させない

5. 全ての情報をチェックする必要は無い。関係の無いチャンネルはミュートおよび退出する。

6. チャンネル作成者を中心にメンバーは活発で適切な会話が行われるよう努める。

マナー・エチケット案



Slack機能説明
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ダイレクト  メッセージ (DM)
● マンツーマン並びに少人数での会話
● 業務と関係ない、継続しない一時的なコミュニケーション

「今から電話して良いですか？」など

プライベート  チャンネル

● 機密性が求められるトピック 
● 完全招待制
● 参加者以外は検索も閲覧もできない（存在すら分からない）

パブリック  チャンネル（＃）
● 協議会員が閲覧・参加出来るプロジェクト、グループ、または業務トピック
● メリット１：誰でも検索可能
● メリット２：誰でも参加可能

＃
パブリック

🔒
プライベート

ダイレクト
メッセージ

複数人
ダイレクト
メッセージ
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Activity 1 : 自分を紹介しよう

メインメニューからプロフィールを作

成しましょう。そうすれば検索がで

き、業務内容が共有できます。

● 氏名
アルファベット・頭文字だけ大文字

（名前/半角スペース /苗字）

● 表示名
漢字（苗字 /半角スペース /名前）

● プロフィール写真
自由（顔写真じゃなくても可）

● 役職・担当
部 + ユニット

● 電話番号
携帯TEL入力
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デモ1 : 
情報をチェック

Reading in Slack

27



スターをつける
重要度が高いチャンネルにスターをつけて、サイドバーを整理
することができます。

Reading in Slack

＋    絵文字　                   ＆ リアク字

ブックマーク
大事なアイテムをブックマークする事で、後で見直す
ためにメッセージやファイルを保存しておくことが
できます。 

リマインダーの機能
後でチェックしたい会話にリマインダーを設定することができ
ます。

メンション＆リアクション
自分あてにきたメッセージ、対応が必要な案件を確認すること
ができます。
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https://get.slack.help/hc/ja/articles/208423427-%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B#%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A


デモ 2: 
情報を書き込む

Writing in Slack
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Writing in Slack

メンション
Slack で @メンションを正しく使いましょう。

 @[名前] - チャンネル内のメンバーに通知するもので、チャンネ
ル名の横に赤いバッジが表示されます

 @here - チャンネル内でオンラインのメンバー全員に通知しま
す

 @channel - チャンネル内でオンラインのメンバー全員に通知
し、オフラインのメンバーにメールで通知します

ファイルの共有
メッセージバーにリンクをペーストし、　をクリックしてアップ
ロード、またはファイルを Slack にドラッグ & ドロップするだけ
で共有することができます。

メッセージの編集と削除
削除したいメッセージにマウスポインターを重ね、「…」をクリッ
クすると編集/削除オプションが表示されます。

メッセージとファイルのスレッド
チャンネルに投稿されたメッセージに対して直接コメントをすること
ができ、返信や画像、その他のファイルをきれいにまとめることがで
きます。
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https://get.slack.help/hc/ja/articles/205240127-%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%92%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%99%E3%82%8B
https://get.slack.help/hc/ja/articles/201330736-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A8%E5%85%B1%E6%9C%89
https://get.slack.help/hc/ja/articles/202395258-%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E7%B7%A8%E9%9B%86%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%99%E3%82%8B
https://get.slack.help/hc/ja/articles/115000769927


デモ 3: 
必要な情報を探す

Finding in Slack
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Finding in Slack
クイックスイッチャー
チャンネル切り替えやDM画面にアクセスできます。

賢く検索
Slackで共有されたあらゆる内容を検索。検索後も画面右のモ
ディファイアを使って検索結果を絞り込めます。 

メンバーディレクトリ
メンバーディレクトリから、人を簡単に検索。名前、表示名、
メールアドレスやトピックを入力、メンバー種別で絞り込みも可
能です。

コンテンツをピン留め
Slackでピン留めしたコンテンツは、チャンネル詳細から一覧
で確認できます。ピン留めアイテムは、チャンネルに参加して
いるメンバー全員が閲覧可能です。

Cmd

Ctrl K

KMac

Windows

Cmd KMac

32

https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/226599368-%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E6%93%8D%E4%BD%9C
https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/202528808-Slack-%E5%86%85%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E6%96%B9%E6%B3%95
https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/360003534892-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AA%E3%81%A7%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B
https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/205239997-%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E3%83%94%E3%83%B3%E7%95%99%E3%82%81%E3%81%99%E3%82%8B


Questions?
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ありがとうございます
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ご参考
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チャンネル
パブリック, プライベート,

社外と連携したチャンネルを
作成できます。

業務の用途ごとに分けて構成
したり、部門を横断したチャ
ンネル、必ず全員が入るよう
なチャンネルを作ることがで

きます。
チャンネルごとに分類分けを

した整理も可能です。

ダイレクトメッセージ
個別のメッセージング機能が

利用できます。

検索
全てのパブリックチャンネルの会話, 
チャンネルそのものを対象に検索する
ことができます。

アプリ連携やワークフロー
2,300を超えるアプリケーショ
ン連携やワークフローがSlack

の中で完結します。

Slack利用イメージ

Web会議
Zoom会議Appを選択でき、
すぐにWeb会議を始めるこ
とが出来ます。

● カスタム絵文字の作成
● ファイル共有
● “/”コマンド , ⚡ボタンによ

るアプリの呼び出し
36



ステータス機能とおやすみモード

カスタムステータス機能で現在の自分の状況を共有

しよう（ミーティング中、休暇中など）

おやすみモードで 通知機能をコントロールし、ワーク

ライフバランスも保ちましょう
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Slack へ “アプリから” アクセスしましょう！

Slack のアプリの方が 10倍 使いやすい！

● Windows: 　https://slack.com/downloads/windows
● Mac OS: 　https://slack.com/downloads/osx モバイルアプリもお忘れなく！
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https://slack.com/downloads/windows
https://slack.com/downloads/osx


● Slack Navigation (日本語）をチェック！

○ http://slack.box.com/navi
○ http://slack.box.com/navi-custom
 

困ったときにとても便利な Slack リソース

● Slack ヘルプセンター

○ https://get.slack.help/hc/ja
○ 「Slack ヘルプ」をWebで検索！

「/feedback」のコマンドを利用！

39

http://slack.box.com/navi
http://slack.box.com/navi-custom
https://get.slack.help/hc/ja

