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開催概要 
 

【タイトル】 自治を考えるワークショップ 
      ～私たちにできること!!～ 
 
【開催日時】 平成 28 年３月 19 日（土） 
      午後１時～午後３時 30 分まで 
 
【場  所】 東浦町 文化センター １階 ホール 
 
【参加者】 東 浦 町 長 神谷 明彦 

中 高 生 18 名 
一般参加者 18 名 

 
【ファシリテーター】 林 加代子 

（株式会社 ｿｰｼｬﾙ･ｱｸﾃｨ 代表取締役） 
（愛知学泉大学 現代ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学部 非常勤講師） 
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１ 町長あいさつ（開始） 

  こんにちは。休みの日に集まっ

ていただき、ありがとうございます。

昨年の今頃に「自治基本条例を考え

るシンポジウム」を初めて開催しま

した。その際に、東浦高等学校の生

徒にも参加していただき、様々な意

見をもらい、すごく盛り上がりまし

た。なぜ、「自治基本条例を考える

シンポジウム」という題にしたかと

いうと、東浦町の自治の仕組みが構築され、その仕組みを条例にして、後世に

引き継いでいけるようになればよいとの考えからです。ただし、条例を作るこ

とが最終目標ではなく、大事なことは東浦町の自治をみんなで考えて作ってい

くことだと思っています。そのような経緯から今年度は「自治を考えるワーク

ショップ」として皆さんで自治というものを考えていただいています。東浦町

はもともと、コミュニティがしっかりしており、自治が醸成されているまちで

あると思っています。最近では住民投票条例という、町が二分するような重大

な案件で住民の皆さんの意見が割れたような場合には、直接住民投票をして意

思を決定しようとする条例ができました。着々と進歩していると思いますが、

本当に大事なのは「自分の住んでいるまちのことを自分の事として考え、決め

て、良くしていこう」ということです。そういったことを、共通認識として皆

さんで心を合わせていけたらいいなと考えています。今年、第１回目として中

高生に参加していただき、ワークショップを開催しました。その時に、中高生

同士で交流がもっとできれば良いとの意見が多くありました。また、第２回目

のワークショップでは、子育て中は地域との交流が少ないとの意見などがあり

ました。特にママさん達は、家庭が幸せだと、自分の肌もツヤツヤであるとの

ことでした。そういった意見を

踏まえて、今回のワークショッ

プのテーマに「地域との交流」

を設定しました。皆さんで顔を

見合わせて話ができることが自

然に出来るような東浦町になっ

てほしいと思います。心をオー

プンにして半日、話し合いをし

ていきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 
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２ アイスブレイク（共通点探し） 

【共通点探しのルール】 

①空いている人と自己紹介 

②自己紹介した人との共通点を探す 

③名前と共通点を用紙に記入 

③また空いている他の人と自己紹介 

④次は前の人と同じ共通点は記入できません 

⑤繰り返す 

 

３ 第１回・第２回参加者による意見、感想 

  第１回ワークショップ参加者の大河葵さん（東浦高等学校）と第２回ワー

クショップ出席者の原田祐介さんから参加したワークショップの意見や感想

を発表していただきました。 

 

（大河）第１回ワークショップに参加して、

最初はなかなか具体的な案を出す

ことが難しかったけど、まずは、

東浦町の良い所をみんなで意見を

出し合い、そこから東浦町の為に

何が出来るのかを考えていきまし

た。私は石浜地区に住んでおり、東浦町の事は、北部中学校区までしか

あまり知らなかったのですが、西部中学校区付近の良い所を知る事がで

きました。また、参加した生徒の年が違ったため、年代別での考え方を

知る事ができ、楽しくワークショップをすることができました。 

（原田）自身は、住む場所を名古屋市にす

るのか、東浦町にするのかを迷っ

ており、そのまちの事を知りたい

と思い第２回ワークショップに参

加しました。自身は元々生路地区

の出身でして、自分の子供の将来

にとってどういった町が良いのかは、その土地によってメリット、デメ
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リットは大きく違うと思っています。その時に東浦町長とお話が出来る

事もあって参加させていただきました。今まで自身は他力本願で、まち

が勝手に良くしてくれると思っていましたが、皆さんで話をしていく中

で、自分たちでまちを良くしていかなくてはいけないなと思いました。

また、子どもの将来については、このような話をしているだけで子ども

のためになっているのではないかと思いました。 

 

３ 町長との意見交換 

「地域との交流」をテーマに神谷町長の考える交流の思いを話した後、会

場の参加者との意見交換を行いました。 

 

（林氏）神谷町長が考える交流とはなんでしょうか。 

（町長）先程、原田さんがおっしゃっていた、「他力本願ではなく自分で考える」

ことが大事であると思っています。自身の考えとしては、与えられたも

のを待っているだけでは、さらなる欲求を欲してしまうことになります。

それより、自分自身で主体的に

動き、何かを実現させることに

人間は喜びを感じるのではない

かと思います。交流では、他市

町と多く交流しています。経済

的な事を言ってしまうと的が外

れてしまうかもしれませんが、

東京は名古屋より人口が多いで

す。また、経済の活発度を比較すると、もっと違うと思います。東京が

経済的に豊かな理由の一つとしては、交流であり、人が入り混じって多

くの交流をすることによって、新たな価値を生み出していくことが大き

いと思います。その中で、ゆとりをもっていくことがより交流を深めて

いくのではないかと思います。 

（林氏）ありがとうございました。交流することで、新たな価値が生まれてく

るとのことでしたが、皆さんは交流ってどんなことだと思いますか。 

（生徒）良くも悪くもですが、色々な感情

をみんなで味わえたり、楽しいこ

とや辛いこともみんなで一緒に経

験できることだと思います。大人

の力が必要なこともありますが、

学生でできることは学生だけでや

ることで達成感を味わえるのでは

ないかと思います。 
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（林氏）第１回ワークショップのまとめに「三中合同の文化祭をやりたい」と

ありましたが、やるとしたらどんなふうにやりたいですか。 

（生徒）文化祭は室内ですし、会場の確保が難しいと思うので、体育祭なら大

きな会場を借りてできると思います。 

（林氏）自治は自分たちで行うことなので、もしかしたら皆さんが力を合わせ

たら実現できるかもしれませんね。もし、

明日の東浦を担う中高生がこんなことや

りたいと言ってきたら、大人はどんなこ

とが出来るでしょうか。 

（参加者）自身の交流の解釈は、人との交わりであり、小さな交わりが増えてい

くと、ある種の流れが出来てくるのではないかと思います。本日も「自

治を考えるワークショップ」

を開催していますが、皆さん

が「自治」について考えるこ

とで流れができ、様々なシチ

ュエーションの交わりが生

まれ、大きな流れが起こって

くる。中高生でいえば、文化

祭や体育祭という流れが出

来てきて、その流れに流されるのではなく、流れを作ることで、良い

町を作る事ができるのではないかと思います。 

（林氏）自分たちで積極的に流れを作ることが良い町につながるとのことでし

た。次は中学生に聞いてみましょう。 

（生徒）交流ができたら、友達が増えるということなので、交流を増やして友

達も増やしていけたらいいと思います。 

（町長）交流って人間だれしもがしたいの

ではないかと思います。まちの中

で交流してみようって考える人

達は結構いるのだと思います。な

ので、なんでもいいからやってみ

ようと考えてみるのがいいのか

もしれません。 

（林氏）東浦に来ると、居場所を自分たちで作ってしまおうと思っている方が

多くいるように感じます。それも気負わないで、自然な感じでやって

います。東浦町は物事がとてもやりやすい環境にあると思います。自

身は岡崎市に住んでいますが、何かやろうとするとしがらみが強いで

す。施設があってその場所で交流しなくてはならないのではなく、皆

さんが集う場所があれば自然と交流が生まれるのではないかと思いま

す。 
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４ ワークショップ 

【テーマ①】 

地域の中で、交流を深めるとどのような良いことがありますか？ 

 

【ワークショップで皆さんが書いたこと】 

ボケ防止のため。 

自分が高まる。 

お互い気遣い助け合えるようになる。 

愛が芽生える。 

お互いに嬉しくなれる。 

世代の違いや考え方の違いを交流する中で理解しあえるようになる。 

自分の意見や相手の意見を聞ける。意見が共有できる。 

友人が増える。 

治安が良くなる。 

災害時に助け合える。困った時に頼ることが出来る。 

心が温かくなる。ほっとする。 

同じ悩みを共有できる。人に聞いてもらえる。 

自分の居場所が分かる。 

色々な場所に知っている人が出来る。 

交流してみないと「ちょうどよさ」が分からない。 

人の輪が広がる。 

あいさつをされると嬉しい。 

交流の中で、自分を認めてもらえると嬉しい。 

新しい情報が入る。より正しい情報が入る。 

笑顔が増える。 

安心できる。 

ネットワークが広がる。 

寿命が延びる。人生がより楽しくなる。 

苦情が苦情でなくなる。 

住みやすくなる。 

防犯につながる。 

地域同士のつながりが出来る。 

大人と子供の距離が縮まる。 

人と人とのつながりが強くなる。 

ビールが飲める。 

行動の幅が広がる。 

孤独死が少なくなる。 

強制ではない、自発的な地元愛が生まれる。 
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【テーマ②】 

年齢や国籍に関わらず、地域の交流を深めるためにはどうすれば良いですか？ 

 

【ワークショップで皆さんが書いたこと】 

参加を促せるような話し方や交流する意味を考えてみる。 

相手の文化、食を理解し、共有し合う。 

「交流」しようと思わせる企画、イベントを考える。 

出入り自由、井戸端会議、コンビニのような気軽さの場を作る。 

言葉のみではなく、体（ジェスチャー）で表現する。 

お祭りを開催する。お祭りでは若い世代と交流ができ、地域のつながりを感じる。 

若い人に積極的にイベントなどに参加させる。 

カラオケなど世代問わない共通の楽しみを企画する。 

地域でバーベキューを行う。 

外国人も参加しやすい雰囲気を作る。多文化の料理教室など。 

たくさんの言葉で話す。 

ウェルカム全開でイベントの宣伝をする。 

言葉を無視して、全員でノリノリになるイベントを開催する。 

お笑いをメインに考える。みんなで笑い合う。 

様々な人たちとスポーツをする。誰でもできるスポーツを考える。 

みんなで飲み会をする。 

月に１度は地域で交流する機会を作る。 

交流は顔合わせだけではなく、ネットやＳＮＳでの交流も含めて考える。 
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【テーマ③】 

 地域の交流を深めるために、自分たちにできることは何ですか？ 

 

【ワークショップで皆さんが書いたこと】 

知り合いを見つけたら積極的に声をかける。 

自分の持っている知識や技術を地域に拡散する。 

ツイッターやＳＮＳで情報発信する。 

お祭りや地域のイベントに積極的に参加する。 

世代を超えてあいさつをする。 

直接の交流のみならず、ネットツールなどでの交流も行う。 

ボランティア活動に参加する。 

自主的に交流の場に参加する。 

子どもの行動範囲を広げてあげる。 

バーベキューを行い、ビールで乾杯!! 

ごみを拾う活動を行う。 

あいさつを行い、顔見知りになる。 

差別を無くす。 

勇気をもって「場」に飛び込む。 

楽しいこと、喜びの追求!! 

実行できなくても、自分の意見を出していく。 

相手の思いを考える。 

日頃から交流する経験を積む。 

新しいことを始める。 

自分にできることからやってみる。 

飲み会で交流する。 

英語を勉強する。 

地域の役員をする。 

勇気を持つ。 
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５ まとめ 

  「地域の交流を深めるために私たちにできること」を記入して、参加者全

員で情報共有を行いました。 

 

【まとめで皆さんが書いたこと】 

物事に対する積極性や勇気を出す!! 

まずは自分が参加する!! 

地域と子どもたちの橋渡し。 

「楽しいイベントだよ」と周りの人達に積極的に伝えてゆくこと。 

地域ごとの特徴や文化等を個々で学んで、行っていない所へ行ってみる。そこ

で話をしたり、新しいことを学ぶ。（場に飛び込む力を養う。） 

参加する!! 

勇気を出して、こういう場に参加していくと交流できる。積極的に話しかける。 

地元愛を育てる教育!!を考える。 

まずは「あいさつ」!! 

まず、自分の家の隣近所の方とあいさつを交わし、何かあった時、助け合える

ように努力したい。 

勇気を持って地域に一歩足を踏み出す。 

つながりを求めて…。いつもの輪から一歩外に踏み出してみる!! 

進んであいさつ!! 

情報交換。 

人を見つけたらすぐにあいさつをすること。そうすれば自然と会話が始まると

思う。 

ワクワクする取組みに臆さず飛び込む。ファーストペンギンになる♪ 

友達とか、いろいろな人にイベントに参加するよう声をかける。 

地域の交流会などに積極的に参加する!! 

イベントへ参加。（自主的）。誘いの輪を広げる。 

元気にあいさつ。 

まずは、あいさつ。そして、元気だよ!!と伝える。元気にしてた!?どうしてた!? 

ちょっと顔を出してみる。意外と楽しかったりして。 

地域を愛す。 

熱心な意見をとりまとめる。行政力に期待します。 

交流をするためには、参加し、いろんな年代の方と話し合い、興味を持つこと

が大切。 

とにかく多くの人に声をかける。 

まずは、ひとりひとりの出会いから。そして、いつのまにか、地域の中でどん

どんつながっていく。 

ウォーキング・ジョギング・ランニングのイベントで交流。 

私 
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まずはあいさつからっ!! 

自分の持っているもの、特徴などを地域に広める!!拡散する!! 

困ったことなど、意見をもらったりして、町の人に言う。 

きっかけとして異なる地域に行く。まつり・飲食・部活など。 

学生が実行するのは難しいけど、意見を言うのはできる。 

話しかける。ピンポンする。（ピンポンダッシュではないよ。） 

参加して、交流しようと思える企画の案を出す。 

「交流したい！」→人と話す→「色々な人と話したい！」→色々な人と話せる

ようにする為にどうすればいいか話す→交流が生まれる→交流したい（サイク

ル） 

人と交流することで「寿命が延びる!!」 

大人からより中学生から祭りとかを発信して、その近所の大人がまた行ってみ

るとか、他の地域の行事にも行く回数を増やす。 

町全体での行事を増やす。（交流のきっかけ） 

交流をする会を作るなら、その会に来る人にメリットを作るべき!!そこから会

話が生まれる。 

盆踊りのやぐらを組みます。 

色々な種を蒔き、色々な人と触れ合える機会をつくる。 

週に１度は学校内で交代しながら、自分の地域の高齢者の家とかを回って話し

たりすれば、交流もできると思うし、顔見知りじゃなくなる。 

 

（林氏）町長と二人で、皆さんが記入してくれた用

紙について、話し合ってみたいと思います。

町長が気になるものはありますか。 

（町長）「勇気を出して場に飛び込んでいく」という

勇敢な意見がありますが、すごく大事なこ

とだと思います。なかなか思っていてもで

きませんが、意外と行ってみると心地いいなと思う事もあります。 

（林氏）最初の一歩を踏み出す勇気が大事ですね。 

（町長）「ピンポンをする。」とありますが、これはどのような意味ですか。 

（参加者）最近、近所に阿久比町から引っ越してきた

若い夫婦がいまして、ごみ出しの日程など

わからず困るだろうと思い、お節介にもご

み出しの日程を書いた紙をお届けにあがり、

あいさつされる前に、あいさつをしに行き

ました。 

（林氏）勇気を出して、こちらから働きかけるということですね。 

（町長）基本的なことですが、「あいさつ」は重要です。しかし、意外と自分か

ら言い出すのは勇気がいりますが、「場に飛び込む」ことよりはハード

私たち 
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ルは低いですね。 

（林氏）中学校、高校では「あいさつ」に関する運動は

ありますか。 

（生徒）学校に登校してくる生徒にあいさつをする取組

みが北部中学校にはあります。 

（町長）先程のワークショップでは、「交流があると治安が良くなる」という意

見がありましたが、みんなであいさつをし合っている

まちは、邪な考えをする人は入りにくいと思います。

あとは、交流すると「寿命が延びる」という意見もあ

りました。中高生の中に交流すると成績が上がるとい

う意見はありませんでしたか。大人の世界では交流す

ると仕事の成績が上がることがあります。そのために

様々な人と交流している人もいます。 

（林氏）「異なる地域へ行く」という意見がありますが、どのような意味でしょ

う。 

（生徒）自分たちの地域のお祭りは行きますが、離れた地域へのお祭りなどに

行くことは少ないため、積極的に行ってみるという事です。 

（林氏）最初は緊張するけど帰る時はよかったなと思いますよね。他には「盆

踊りのやぐらを組む」とありますが、具体的にどのような意味でしょ

う。 

（参加者）何が一番楽しいかと考えた時に、盆踊りのやぐらを組むと

ビールが飲めるということを思いつきました。やぐらを組

んだり、地域のイベントへ行くと、自分より 20 才くらいも

年上の人からビールのお誘いがあり、そういうことが純粋

に楽しいです。 

（林氏）近所に一緒に飲める人がいると、暮らしやすくなるという

ことですね。 

（町長）「中学生から祭りとかを発信して、近所の大人を誘う」とありますが、

どのような意味でしょう。 

（生徒）近所の付き合いは大人の方が多いと思います

が、中学生は友達が多いので、親に情報を伝

え、その親が近所に情報発信すれば、より多

くの人に情報発信できるのではないかと思い

ます。 

（町長）いい考えですね。他には「週に１度は学校内で交代しながら、自分の

地域の高齢者の家とかを回って話したりすれば、交流もできる。」なん

ていうのもあります。 

（生徒）テレビでも良く見ますが、地域の高齢者とのふれあいなどの活動をす

ることはすごくいいなと思います。この東浦町もそのような活動がで
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きればいいなと思いました。 

（町長）すごいことです。その気持ちを忘れないでくださいね。「学生が実行す

るのは難しいけど、意見を言うのはできる。」なんてものありますね。 

（生徒）実行するよりは簡単だと思うので、意見をする場を設けていただけれ

ば、言いやすくなると思います。 

（林氏）意見を言っているうちに自分がやりたくな

っちゃうこともあるのかもしれませんね。

「自分の持っているもの、特徴などを地域

に広める!!拡散する!!」とはどんなことで

しょう。 

（生徒）自分達が持っている特技やスキルを地域に広めていけば、その中で交

流が生まれるのではないかと思います。 

（林氏）先程のワークショップの中で、顔が知っていれば、再開の時に安心で

きるとの話もありました。今回のまとめの中で、生徒からは、「あいさ

つ」や「勇気を持って一歩を踏み出す」

などの意見をいただきました。その意見

を大人はどのように受けとめて、何をし

ていったらいいのかを考えていかなく

てはならないのかなと思います。また、

今日皆さんの意見が少しずつ形になっ

ていけたら、もっと素敵なまちになっていくのかなと思います。 

（生徒）最後に一言ですが、もっと皆さんが地域の事を好きになっていけば、

東浦町ももっと良い町になっていくと思います。 

（林氏）ちなみに、東浦町は好きですか。 

（生徒）もちろん、大好きです。 

（林氏）他に最後に一言はいいですか。 

（生徒）自分は昨日の夜からドキドキしていて、今日来るまで何が起こるか分

からない中で来てみて、年も違う人たちの違う意見が聞けてとても良か

ったです。 

（林氏）中高生と大人の方たちが合同で開催するワークショップ

は初めての試みだったのですが、皆さんのご協力で色々

な話が出来て私は良かったなと思います。来年度は違っ

た形でつなげていければ良いなと思っています。本日は

皆さんありがとうございました。 
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６ 町長あいさつ（終了） 

  本日は長時間ありがとうございました。本日

も意見として多く出ていましたが、まずはあい

さつやコミュニケーションから始まり、それが

何かの交流になってくるのだと思います。何も

なくてがっかりする事もありますが、きっと何

かが変わってくるのだと思っています。そうい

うものの繰り返しが交流の輪を生み出してい

くものだと思います。本日は色々な意見を頂き

ました。人の意見というのは必ずしも一致する

ものではありません。多少もめてもかまいませ

んから、とにかく意見を共有していくことが大

事だと思っています。その時に意見が合わないから、嫌いだと思うのではな

く、あくまで、意見が違うのだと認識する事が大事です。そのような意見を

様々な角度から考えることで、最後には良い結論に結びつくのではないかと

思います。必ずしも答えはないかもしれませんが、少しでも、良い方法、結

論を選ぶことが大事ではないかと思いますし、自然にできるようになると良

いまちになるのではないでしょうか。皆さんの意見を聞いて、一人ではでき

ないことを実行していくのが、私たち役所の仕事です。そのためには皆さん

の意見も必要ですし、もめることも時には必要です。もめることを嫌って誰

とも会わない、話さないは面白くないと思います。皆さんとはまた来年度も

一緒にやっていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 
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自治の芽 

自治の樹 

行政 
（町長・職員） 

住民 
町内に住む人 

町内で働く人・学ぶ人 

活動する人・事業者など 

 

自治とは、そこに暮らす人た

ちが、自分たちで考え、自分

たちで決めて、より良いまち

をつくっていくことだよ!! 

住民や行政が話し合いや役割分担をしながら、まちづくり

を進めていきます。 

「自治の芽」を皆さんで、大きな「自治の樹」に育ててい

きましょう。 

自治基本条例 

住民投票条例 

住民満足度の 
高いまち 

公共サービス 

の向上 

13 

話し合いの場 住民参画 

住民ニーズの把握 

自治もぐらの 
「モール君」 
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東浦町役場 企画政策課 

 
色々な意見をありがとう!! 

是非、また参加してね～!! 
 


