
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

平成 27 年３月 22 日（日） 

東浦町文化センター 

明日の 

ひがしうらのために 



目次 

 

・ 町長あいさつ（開始） ・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

・ ～講演～ 林加代子氏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

・ ～対談～ 神谷町長＆林加代子氏 ・・・・・・・・・・・・３ 

・ 東浦高等学校の生徒さんによる意見発表 ・・・・・・・・・４ 

・ 意見交換会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

・ 町長あいさつ（前半） ・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

・ 延長時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

・ 町長あいさつ（後半） ・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

・ アンケート集計結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

・ 「わたしが住みたいまちってこんなまち!!」意見一覧・・・・18 

・ 対談・意見交換会の内容の板書 ・・・・・・・・・・・・・21



1 
 

１ 町長あいさつ（開始） 

  本日、カジュアルな格好をしてき

たのは、講師である林先生の意向と、

昨年、各地区で住民懇談会を開催した

際に、「行政側がスーツにネクタイで

は身構えてしまい、話がし辛い」との

ご指摘をいただいたためです。本日は

皆さんと本音で話ができる良い機会

と考えています。 
  自治基本条例とは、自分達の考えを自分たちで実行していく。そして、その

結果は自分たちで責任を取る事が自治の基本だと感じています。あくまで主役

は住民の皆さんであり、行政は住民の皆さんに雇われています。行政は住民の

考えをどのように反映させるのかが役割であると考えています。責任分担、役

割分担をはっきりとさせ、これからの自治に反映させていき、東浦町の自治の

活動を固めていくことが重要ではないかと思っています。 
  住民懇談会では、まだまだ話足りなかったという方も多くいたと聞きまし

た。本日は話足りなかった部分も含めたくさんの意見が出ることを望んでいま

す。 
本日、講演をいただく林加代子先生には、地元の岡崎の活動を紹介していた

だきます。また、東浦高等学校の生徒３名が参加されているので、若い世代の

意見を聞けることを楽しみにしています。 
  本日のシンポジウムは台本を用意していないので、どのような展開になるか

はわかりませんが、たくさんの意見が出されることを楽しみにしています。 
 
２ ～講演～（株式会社ソーシャル・アクティ 林加代子氏） 

  はじめまして、林と申します。本日

は一方的な講演ではなく、自治、協働

の本旨を汲み、意見を言えるような雰

囲気で進めていきたいと思っていま

す。 
  まず、自己紹介としまして、私は岡

崎市に住んでおり、新宿区の自治基本

条例の作成に携わる機会をいただい

た経験があります。また、愛知学泉大学でボランティア事業についての講義

をしています。本日の意見を研究の参考にさせて頂ければ幸いに思います。 
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  岡崎市と東浦町の関連性を探していたところ、家康の母が於大であったこ

とや、ぶどうについては岡崎市でも生産していることもあり、全くの無縁で

はないなと感じています。 
 まちづくりに関わるきっかけは、結婚退職後、地域の町内会に入った頃に、

地域をまとめている総代に自

身の取り組みを相談している

うちに、もっと地域の理論を勉

強したいと感じ、大学院に入学

し、勉強を始めました。その中

でファシリテーターとしての

役割の重要性を深く感じまし

た。ファシリテーターとは、ワ

ークショップの中で皆さんの

意見を引出し、その意見をまとめる役割です。そういった皆さんの意見を引

き出すことを現在は職業としています。 
  本日は岡崎市で行っている「花の活動」を紹介したいと思います。岡崎市

の「花の活動」を開始した理由は、岡崎駅の東側で区画整理があり、昔住ん

でいた住民が戻ってきたことや、新たに転入してきた住民が多数だったこと

もあり、住民同士の輪を深めたいという思いからでした。そうした取組みで

すと、通常は協働推進課が担当ですが、今回の活動は市街地整備課が主担当

で活動しています。町内会がバラバラになってきていると感じている総代が

何かできないかという考えから、「地域に花がたくさんあるといいよね」とい

う意見があり、花の見学ツアーを始めました。また、岡崎の東側に合同庁舎

へ花を植えることや、パンジーの種を配布し、家庭で植えてもらう取組みが

開始されました。最初は高齢者

が多く参加していましたが、途

中から、子どもも参加してもら

い、年齢問わず参加できるよう

に輪を広げることで、地域での

ふれあいの輪を広げる事が出来

ました。そうした活動が「花の

まちづくり協議会」を設立し、

環境プログラムを計画し、子ど

もたちと植樹を行っていきました。 
  また、その時期に岡崎市でポケットパークを設置することが決定しており、

デザインや植樹を地域のみんなで行っていきました。ポケットパークでは子
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どもが愛着を持ってもらえるような取組みを考え、「おなもみダーツ」をやっ

たりしました。 
  自治とは「大人たちが考える思い」と、行政にすべて任せるわけではなく、

「手探りだけどやって見ようか」と自分で考えて行動することだと思ってい

ます。そして、そういった考えを支えるものが自治基本条例ではないかと考

えています。 
  意見交換会で「わたしが住みたいまち」という思いをたくさんいただきた

いと思います。 
  これで私の話題提供を終わります。 
 
３ ～対談～ 神谷町長＆林加代子氏 

（林氏）先程の講演で私が考える自治や

活動をお話ししたのですが、神

谷町長が考える「自治・協働」

とはなんですか。 
（町長）協働などの話は「お金が無いか

ら」と思われがちですが、本質

はそうではありません。高度経

済成長期に行政は仕事を増加さ

せていき、「すぐやる課」というようなものまで、設置した自治体もあ

りました。当時は事業にお金をかけても、税収で賄う事ができていま

したが、現在では状況も変わり、人口も減少し、税収も減少する背景

があります。しかし、協働の本質は、適材適所の助け合いや補い合い

で地域を考えた方がうまくいくと思っています。自治とは、そこで生

活を営む人が自分たちで考え、自分たちで決定し、その結果を甘んじ

て受け入れる事だと思います。その中で「自治基本条例」とは、その

まちが創ってきた自治の形を整理して明文化するとともに、目指すべ

き理想を掲げ、さらに自治のレベルを高めていくものではないかと思

います。 
（林氏）神谷町長の考える「住みたいまち」とはどんなまちですか。 
（町長）一言でいえば「居心地の良いまち」になると思いますが、その「居心

地の良い」というのには、いろいろあって、例えば、職場を考えた時

に、設備や人間関係や環境等ありますが、本質は自分の能力が発揮で

きたというような「満足感」や「達成感」を得られるような場所であ

ることだと思います。仕事に限らず、そこに住んでいる人が自分の想

いが叶えられるようなまちが一番強いまちになると思っています。 
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（林氏）人間の欲求には「人に認められたい」という思いがありますが、神谷

町長がおっしゃったのは、そ

ういった欲求ではないかと

思います。そういった場が東

浦にあったらいいのかなと

思います。それを踏まえて、

町長はなぜ自治基本条例が

必要だと思いますか。 
（町長）実際に住民の皆様が中心とし

て自治が行われ、それぞれの町で独自の自治が行われています。一つ

はそれを、明文化することで制度として明確化することが大事だと思

っています。もう一つは時代に沿って変化しながら、自治の形成を変

えていくことが大事であると思います。自治基本条例は無くても問題

はないかもしれませんが、やりたいと思うことを整理してまとめるこ

とで明確になることもあると思っています。 
（林氏）未来に向けて、自治を明確化することが大事であるという事でした。 
 
４ 東浦高等学校の生徒さんによる意見発表 

（河原君）「わたしが住みやすいまち

ってこんなまち」というテ

ーマに対して、私は現状の

東浦町で十分だと感じて

います。理由は、緑があり、

自然が沢山残っていて、と

ても住みやすいまちだと

思っているからです。もう

一つは、人と人とのつなが

りがあることです。学校で地域清掃ボランティア活動があり、藤江地

区との方々と一緒に清掃活動をする機会があり、地域の人から声を掛

けられることはとても嬉しいです。そういったつながりがあれば、子

どもも安心して暮らすことができると思います。また、イオンモール

東浦やコンビニもたくさんでき、生活がとても便利になりました。公

共交通機関も整備されとても便利になっています。まだまだ東浦町は

変わっていくと思いますが、今後も良いところは変わらずにあって欲

しいです。 
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（菊池さん）私は今の東浦町は環境も良

く暮らしやすいと思って

います。しかし、あったら

良いと思うものは、大きな

病院と産婦人科です。なぜ

欲しいかというと、けがを

した時や、病気になった時

は隣町の刈谷豊田総合病

院まで行きます。隣町にあ

るため、交通の便が不便だと感じています。また、近くの病院でも大

きな病院を紹介されるので、地元に大きな病院があると良いと思いま

した。母と話をしていて、東浦町は医療費の補助が良いとのことであ

るため、将来、子どもを出産する場合も産婦人科があると便利だと思

いました。 
（栗近さん）私は東浦町内でバスなど

がもっとある便利になる

と思いました。東浦町運

行バス「うらら」も走っ

ていますが、本数が少な

いため、もっと運行が頻

繁になれば良いと思いま

す。町の施設でも少し遠

いので、免許がない学生

は公共交通機関の充実が図れれば良いと思います。また、町外に子ど

もが遊びに行くと親も不安になるため、町内にアミューズメント施設

などが増えると良いと思いました。 
 
５ 意見交換会 

（住民）私は学生で、友人に東浦町に住んでいる旨を伝えると「知らない」と

いう回答が返ってくることが多くあります。他には「イオンがあるま

ちだよね」という認識がほとんどで、東浦町として誇れるものが出来

たらもっと自慢できるのではないかと思いました。 
（住民）最初に思ったのは「元気なまち」であり、どうしたら元気になれるの

かと考えた時にみんなが楽しく感じられることが一番だと思います。 
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（林氏）元気とは、体の健康などもあ

りますが、どのような元気を

感じることが良いと思いま

すか。 
（住民）体の健康はまず一番に考える

事だと思いますし、精神的に

も元気になるようなイメー

ジを持っています。また、適

度な田舎、適度な都会ということも用紙には記載しまして、現状の東

浦町は私が考えるイメージが保たれていると思います。その中で、住

民同士の関係がもっと深まれば良いと感じています。 
（町長）東浦町のイメージの話については自身も感じていて、名古屋市の住民

に東浦町について聞いてみると、「イオンのあるまち」との回答が返っ

てくることが多いです。イオンに関しては東浦町のイメージが変わり、

すごく住民にとっても都市生活のバリエーションが増えたように感じ

ています。 
（住民）図書館等のイベントがあっても、イベントの存在が分からないので、

住民全員が知れるような周知方法を行ってくれれば、参加する人も増

えるのではないかと思います。 
（町長）周知方法については、ホームページや広報等を活用して取組んでいま

すが、なかなか周知がうまくいかないところがあります。また、いく

ら大々的に周知を図っても、住民が意識していないと何をやっても難

しいと感じます。フェイスブックも活用していますが、もっと有効活

用していかなければならないと思います。 
（住民）自治活動をするときに、

住民は熱意を持って

行動して、行政に伝わ

り、始めて行動になる

と林さんは言ってい

ましたが、行政に伝え

る手段が難しいとこ

ろがあります。たとえ

ば、半田市では、イン

ターネットでメール

を送ると、すぐに実行してくれる仕組みが整っているように感じます。

東浦町の取組みは何かありますか。 
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（町長）東浦町はホームページからも意見をもらえるようにしています。また、

ご意見箱を各施設に設置し、意見を言えるようにしており、電話及び

職員へ口頭等でも言ってくれれば反映させます。 
（住民）今の話の問題点は、住民と行政職員の交流が少ないため、住民の本当

の行政への期待が伝わらないのではないかと感じます。東浦町と行政

の理解をもっと深める必要がるのではないでしょうか。また人事異動

も機械的ではなく、重要な部署については長期間を視野に入れて欲し

いです。 
（林氏）住民、行政と議会がインフォーマルに話をする機会が重要だと思いま

す。今回は、大学生も前に出て意見を言ってもらえるのはとても良い

機会でありますし、東浦町の財産ではないかと感じます。 
（町長）人事異動については、スパンが

短いと感じることはあります。

今年度の人事異動はあまり動

かさないように心掛けました。

コミュニケーションについて

は、職員は地域に出向き、皆さ

んと活動をともにすることが

今後、重要であり、「明るい癒

着」と言われていることがありますが、官、民の距離を置きがちなと

ころをあえて、パブリックに癒着することが重要になると思います。 
（住民）子育て関係で一つお願いしたいことがあります。自分が住んでいる周

りでは、全てではありませんが、公園でボール遊び禁止となっていま

す。もっとボールで遊べる公園を増やして欲しいです。 
（町長）公園は、本来は楽しく遊べる場所です。そうした基準を明確にしなけ

ればならないと感じています。自身の本心は「遊べるところは楽しく

遊べるようにしたい」です。 
（林氏）将来子どもたちに「誇れる」ものを住民と行政は残していかなければ

ならないと、皆さんの話を聞いていて思いました。 
（住民）東浦町の良いところを後世につなげる「つなぎ人」の存在が今後重要

になってきて、親から子へ思いを伝える手段を絶やさずにつなげてい

く必要があると思います。 
（林氏）本日の会場で妊婦さんを見かけたのですが、御自分の子どもの出産の

事でも良いので、お話を頂けないでしょうか。 
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（住民）３月 28 日が出産予定日

でして、いつ生まれるか

ハラハラしているので

すが、実はまだ東浦町に

住んでおらず、現在は刈

谷市に住んでいます。今

年の４月から東浦町へ

転入します。子育ての環

境について、東浦町の散

策も含めて参加しました。東浦町が自信を持って自慢できるまちにな

れば良いと思っています。刈谷市は病院もあり、満足していますが、

東浦町にも良い病院ができれば良いと思っています。 
（林氏）子育てをする上で、どのようなまちであれば良いと思いますか。 
（住民）子育ては夜泣きなどで近隣住民との関わりに気を使うと思いますが、

子どもの存在が地域で知られていれば、子どもも安心して地域で暮ら

せるのではないかと思います。 
（住民）行政と自分とのつながりを常に感じる人は少ないと思います。そうい

った関わりを増やすことが問題の解決につながるのではないかと感じ

ます。 
 
６ 町長あいさつ（前半） 

本日は長時間ありがとうございました。この後延長戦があるということで

すが、遠慮なく話をしていただきたいです。本日は刈谷市から近い未来の住

民さんも来ていただいていました。今後は、様々な方と多様な手段を使って

つながっていきたいと思います。一人ひとりの方向性が整えば達成できるこ

とが多く意見として出ていたため、みんなが一丸となって素敵なまちを描い

ていきたいと思います。どうかよろしくお願いします。本日はありがとうご

ざいました。 
 
７ 延長時間 

（林氏）意見交換会でしゃべり足りないことがあれば、この場で意見をお願い

します。 
（住民）東浦町全体で一番期待したいことは、何か盛り上がるものを一つきち

んと作って欲しいということです。住民もそれに取組む事でみんなが

輝いていくのではないかと思います。なんでもいいので一つ欲しいで

す。地域では住民が主役であるとのことが多いが、私は、住民、行政、
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議会等みんなが主役であり、活躍できる場が必要ではないかと思いま

す。 
（林氏）住民、行政を分けるので

はなくて、みんなが一つ

になって東浦を盛り立

てることが重要である

とのことですね。 
（住民）今回のシンポジウムは聞

いていてとても楽しか

ったです。東浦は子育て

支援センターがありま

して、とても自慢できる施設です。子どもを遊ばせながら子育てにつ

いての相談もできるので役立ちます。まちづくりについては、最初の

一歩がとても大変で苦労しています。 
（住民）東浦町に大学が無いので、

学ぶ機会が少なくなっ

てしまっているのでは

ないかと思います。その

ため、こうした地域住民

の集まる機会を大事に

して人間関係を深めて

いきたいと思っていま

す。 
 
８ 町長あいさつ（後半） 

  最近、高浜市や長久手市に注目しています。高浜市は月に１回程度住民を

交えて「ざっくばらんなカフェ」という懇談会を開催していて、長く続いて

います。行政は基本的に目的や成果物を明確にして、結果を出そうとしがち

ですが、ただ集まるだけでも、つながりや意見の交換を出来る場として機能

しています。そうした長く続けることはとても胆力のいる事でありますが、

行政としても胆力を持って気軽なつながり作りを行っていきたいと思ってい

ます。また、長久手市においては、「たつせがある課」を設置しています。「た

つせがない」とは役割や立場がないとい意味ですが、「たつせがある」という

造語を使って、参加した人の立場がある場所を作りたいとの思いから設置し

たとのことでした。そうした「立場作り」、「役割作り」が協働の役割である

ということです。市長の役割は住民のたつせが向上し、市長としての役割が
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なくなることが理想であるとも言っていました。高浜市と長久手市と東浦町

は人口規模もほぼ一緒であり、お互いに皆さんの顔が見られる最大の人口の

数だと思っています。皆様とも隣近所の付き合いを作っていきたいと思って

おります。皆様からのアイディアを頂きながら、共に良い東浦町にしていき

ましょう。 
 



No 設問 回答内容 回答数 回答率

男性 45 76%
女性 14 24%
20歳以下 3 5%
20代～30代 10 17%
40代～50代 31 53%
60歳以上 15 25%
町内 42 71%
　森岡 4 7%
　緒川 8 14%
　新田 9 15%
　石浜 7 12%
　生路 6 10%
　藤江 8 14%
町外 15 25%
無回答 2 3%
会社員 8 14%
学生 5 8%
公務員 26 44%
その他 17 29%
無回答 3 5%
広報ひがしうら 27 46%
町HP 12 20%
チラシ 7 12%
知人など 9 15%
その他 10 17%
無回答 1 2%
まちづくりに参画したかったから 4 7%
自分の良い経験になるから 26 44%
テーマに関心があったから 31 53%
知人などに誘われたから 5 8%
その他 0 0%
無回答 0 0%
ある 31 53%
どちらとも言えない 17 29%
ない 8 14%
無回答 3 5%
変わった 25 42%
どちらとも言えない 15 25%
変わらない 17 29%
無回答 2 3%
良い 37 63%
どちらとも言えない 16 27%
悪い 1 2%
無回答 5 8%

10 自由意見 別紙アンケート自由記述欄参照

参加しようと思った理由をお伺い
します。（複数回答あり）

6

地域の活動に対しての意識は変わ
りましたか。

8

今回のシンポジウムの方法はどの
ように思いましたか。

9

自治基本条例を考えるシンポジウム　アンケート集計結果

参　加　者　総　数　  ：　64名

アンケート回答者数　　：　59名
アンケート回答率　：　92％

本日のシンポジウムに参加し、自
分で何かしてみたいと思ったこと
はありますか。

7

性別1

年齢2

お住まい3

ご職業4

今回のシンポジウムをどのように
知りましたか。（複数回答あり）

5

11



59

自治基本条例を考えるシンポジウムアンケート結果（グラフ）

100%

１ 性別

100%

２ 年齢

100%

３ 住まい

100%

３－１ 町内の割合

100%

４ 職業

100%

５ 今回のシンポジウムをどのように知りまし

たか

５ 今回のシンポジウムをどのように知りましたか

12



100%

６ 参加しようと思った理由は

100%

100%

８ 地域の活動に対しての意識は変わりましたか

100%

９ シンポジウムの方法はどのように思います

か

７ シンポジウムに参加し、何かしてみたいと思いましたか

９ シンポジウムの方法はどのように思いますか

13



７ シンポジウムに参加し、自分で何かしてみたいと思ったことはありますか。

●ある

若い人達ともっとまちづくりを一緒にやっていきたい。

住民と行政とのつながり方を具体的に学んでみたい。

課題意識のある方がいて、解決方法を提案してくださる方もいて、つなぐ人（つなぎびと）の育成
が必要なのかな。私自身がつなぎ人の一員になりたい。

近所の方たちともっと声かけしようと思います。

いろいろな年齢層の方の参加があり、視野が広がった。東浦町をつなげる何かを求めていきたいと
思った。

とりあえずは、コミュニティや町内行事への参加

・多種多様、多世代の意見（声）を聴く場を作ること。

・何か実現したいことがあれば、コミュニティセンターに行き、書いたりしてみたい。

・地域の方と一緒に、ボランティア活動したり、東浦駅のロータリー花壇の花植えなど、今年も参
加したいなと思った。

・まだ若いので、将来も元気な町であり続けたいと思いました。

・家族が仲よく生活できるまちづくり、暴力のないまち、国道366号（旧県道）が自転車通行に不
安です。

・地域の組や祭りの活動に積極的に参加する。

・地域の交流活動に参加したい。

・自治にむけて地域の活動を知っていきたい。

・祭を盛り上げる。

・すでに行っている。

・行政への意見具申をもっと積極的にすべきと感じた。

・退職後は、地域で何か行いたい。

・地域の人と人とのつながりを大切にしたい。

・議会の広報、広聴を本腰入れないといかんなと。

・ラジオ体操

・地域のつながりが必要と思った。

・よい町をつくり上げるため。

・もっと地域に出て、地域の事を知るべきだと思った。

●どちらとも言えない

・まだ具体的に思ったわけではありませんが、これから自分はどんなことができるのか考えていき
たいと思いました。

●ない

・今までの思い以上のものはないです。

・すべきことがあると感じているが、今回のシンポジウムはきっかけではない。

８ 地域の活動に対しての意識は変わりましたか。

●変わった

・地域のつながりを意識するようになった。

・自分が知らないところでも、東浦町のために活躍している人がたくさんいることを知って、自分
から動かないといけないと思いました。

（アンケート自由記述欄）
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・みんなが色々なことを思っているんだなということを知りました。何かあった時に、いろんな人
に聞いたり話してみると解決に向かっていけるのかなという気がしました。

・コミュニティの方や役所の方へのアクセスについて考えるきっかけになりました。

・若い人にもっともっと参加（行事参加だけでなく企画運営から）できるようにしなくてはと思
う。

・普段大きなコミュニティ（名古屋市）を見て感じているが、小さいコミュニティの考え、取組み
を知れて、まずは周りの声などを聞いてみたいと思った。

・前は何してたりわからなかったが、少し意識してみてみようと思った。

・今までは、自分の事ばかりだったけど、町のため、周りの人のためなど、そういうのを考えるよ
うになった。

・こうした興味深い活動をしている点がとてもよいと思いました。

・子供が安心して暮らせるまち、通学路の安全、防犯に子供を見守るまち、子供は宝です。

・地域とのかかわりを大切にしたい。

・現在行っている事が間違いないと思った。

・地域と行政をつなぐ人の大切さに気付いた。

・色々な人が、地域の事を考えているから。

・協力者は増えた。

・進んで参加する。近いところなら。今日も歩いてきました。45分かかって。

・どのような問題に対しても、意識を変える必要があると思った。

●どちらとも言えない

・出来ることから形にしていきたいと思います。

・行政と地域のかかわり方と、対応が色々な意味で今後はっきりとしてくると良いと考える。

・自分たちの地域をよくしていくためには、まず自分たちが主動していかなければいけないと前々
から感じていたから。

●変わらない

・前から意識は高く持っているつもりです。

・今の思いにプラスになるものがあるのかと思ったのですが、なかったです。

・今までも地区活動には積極的に参加している。

・地域の方の参加が少ないので。

・すべきことがあると感じているが、今回のシンポジウムはきっかけではない。

・どういう町が良いのかを常に考えている。

９ 今回のシンポジウムの方法はどのように思いましたか。

●良い

・初めて体験したメソッドです。

・同じ板の上でいろいろなみなさんのお話を聞けてよかったです。

・十分にフランクであったのでよかった。

・東浦町に関わっている多くの人からお話を聞くことができてよかったです。

・一つの試みとして。

・ファシリテーターの方がみえる会ははじめてであったので、新鮮な気持ちで参加できた。

・講演を聞くだけではなくて、参加者の考えが聞けて面白かった。

・参加している方がニコニコしていた。
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・若い人が積極的に参加していたので、一般の人の参加がもっと増えるといいと思う。

・話したい人も話せるが、空席を一つ作っておくことで、動きがある展開を見ることができて面白
かった。

・何が良いとは言葉にできないが、意見を貼ったり書きこむことで見直すことができ、よかった。

・３～４人で集まって対談するのもいいし、人前で話すのがニガテな人も、開始前に自分の意見を
紙に書いたりできるのでよかった。

・林さんの話のもっていき方がとてもよいと感じました。１席空けてそこに自主的に参加していた
だくという方法がよいと思います。

・今までに経験したことのない方法であったが、参加者の声がよく聞くことができた。

・初めは、少し背伸びした企画かなと思ったが、思った以上に生きた意見を聞くことができた。

・参加者の意見をブレーンストーミング式に伝え合うことができた点を評価します。

・様々な世代の方の意見が伺えた。

・皆の意見が聞けたから。

・活動することの大切さが理解できた。

・初めての試み良かった。

・良かったよ。次は「サロン」だね！

・気楽に参加できる雰囲気であった。

●どちらとも言えない

・この規模でこの形での対話型シンポジウムを開くには、ミニシンポジウム等での討論する機会を
設けた方が良い気がします。

・ちょっととまどいがありました。

・明るい豊かな社会をつくること。

・世代の違う人も多く参加してくれたため、いろいろな意見を知ることができた。

・参加者で同じことを考えるのか、色々な点から考えるのか、幅が広い。

・面白い話し合いを見ることができました。

・特に心を打たれるような会話が出てこなかったので。基本条例をどう考えるのかの話題がなかっ
たのは残念。

●悪い

・次回参加者が減るのではないか？

●無回答

・とてもためになりました。良かったです。

・新しい試みであるが、情報発信の方法等、もっと工夫が必要ではないか。多くの人が参加してこ
そ、価値がある。

10 自由意見

・困ったが言える関係づくりができると良いと思いました。

・楽しかったです。若い方々がたくさん参加されていてうれしかったです。

・高校生の発言がうれしかった。地域の潜在力を感じた。東浦町はいい町だと再認識できた。さら
により良い町にするための何かを、決めることができたら。

・行政の方でも、積極的に住民とコミュニケーションをとったり、自ら学んだりされる方が増えて
いるように思います。協働が進んでいくと思います。

・おやくそくの１人２分を意識する何かがあってもよかった。

・行政関係の人の参加があまりに多いので…今日は来る場所ではなかったと一瞬思ってしまった。
でも参加してよかったです。
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・名古屋市ではいろいろ活動に参加していますが、他の自治体の行政系の事業を見るのは初めてだ
と思います。調べてみると、私の住んでいる区よりも少ない人口（約3分の１）で、会を見ていて
も住民の近さを感じました。少子高齢化で、人の取り合いも始まるかもしれませんが、住んでほし
い街、観光に来てほしい街など、多くの人の目に止まり留まる街を目指してください。

・東浦町が、もっと住みやすくなるのはいいけど、都会は緑が少なく、空気が汚いイメージがある
ので、都会すぎないくらいの環境で、発展してくれたらいいなと思う。

・高校生にとっても大人の前で発言させていただいたのはとてもよい勉強になったと思います。あ
りがとうございました。

・大きい病院、大学必要、仕事場必要、不登校の学生ないまち、刈谷、豊田、セントレアとの道路
必要、買物便利な建物、自然のあるまち、いじめのない生活指導をする。

・町への意見が多く、明日のひがしうらを考える内容がなかったのが残念だった。

・今日のシンポジウムと自治基本条例との関連、シンポジウムが条例制定に向けた気運につながる
のか、理解できなかった。

・担当さんが書き残している意見内容のまとめは、PCで、PPTなどで写しながら、まとめを作成し
参加者に帰りに今日のまとめを渡すことは？

・人が宝というおはなしでした。人材育成に力を入れるようにおねがいします。

・協働で進める時の役場の意識を変えてほしい。今までのやり方を守りたい、自分の立場を守りた
い、という意識が強すぎて、住民のためにできることはないかという立場で考える人が少ない。何
故か考えてほしい。

・若い人が自発的でよかったが…

・メモをとるのに、用紙があれば有難い。

・今の東浦で住みにくい理由からも意見が出るように工夫するとよかった。

・すみません、しゃべりすぎました。

・今の東浦町に対して、私は満足しています。どのような問題でも役場に電話などして、教えて頂
いています。台風などの時も、助けて頂きました。
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「わたしが住みたいまちってこんなまち！！」意見一覧

困った時に話ができる、助け合える・移動が便利・気軽に集える場所がある・自然が豊富に残っている

高齢者と若者が一緒に過ごせるまち

知っている人みんなで共に助けあえるまち

住民一人一人が周りの住民と深い結び付きが持てるような町

まわりの人の顔が見えて安心できる町

健康重視の地域作り

隣づきあいの好い町

隣組組織が成立し、活動している街

高齢者と若者が共に助け合っていけるまち

大人が子どもを見守り育てるまち

コミュニティ等多くの人が参加し、助け合っている街

近所で助け合えるまち

まちを往き交う人が笑顔で挨拶できる楽しいまち

子どもや老人が安心してくらせるまち

年寄りやさしい見守られている安心のあるまち

すぐ近くに買物ができるまち

あいさつの出来るまち

子どもから高齢者まで安全に安心して暮らせるまち

地域のことは、住民自らつくりあげていけるような、住民活動が盛んなまち

子供の明るい声がいっぱい聞こえる町

町の中で交流する機会がたくさんあるまち

隣の人（近所）と仲よく暮らせるまち！

以前から住んでいる人、新しく住み始めた人、年代・性別・国籍等問わず、“まち”を知り、自然と関
われる“まち”！！

みんなが笑顔で声かけあうまち！！

思いやりとやさしさのあふれるまち！！

安心して歩ける散歩道がある町

自家用車にたよらない町

公共交通が便利

病院の便が良い

買物が近くで出来る（高齢になっても）

となり同士仲良く、安全安心な街

バスなどが多く通っていて、東浦内の移動が便利になる

公園が近くにあり公園がきれいなまち！！

人とのつながり

交通、施設等インフラ
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大きな病院と産婦人科がある町

災害のない街

公園で井戸端会議がスポーツが楽しめ子どもが遊べる“まち”

JR駅より東側は、刈谷市、大府市、半田などへの外の顔

JR駅より西側は、歩きや自転車で行けるまち

緑が多く、静かなまち

思いやりと助け合いのあるまち

適度な都会（交通、買い物便利）

適度な田舎（住民のつながり、絆のある）

自然の声の聞こえる心やすらぐまち

いつも子どもの声が聞こえる活気のあるまち

自然があって、だれもが安心して暮らせるまち

季節が感じられるほっとするまち

清潔で花いっぱい

渋滞がない

自然豊か、移動が楽等ユニバーサルなまちがいいです！

安全で自然の多いおちついた街

空気のようなまち

なくてはならない存在ではあるが、あまり気をつかわなくても安心して暮らせるまち

他のまちには、ないものがあって他の町の人に誇れるものがあるまち

笑顔あふれるまち

おもいやり！！やすらぎ！！元気！！

自分は今の東浦町でとても良い

明るくて楽しいこと

行事たくさんであること

車でいけないから徒歩でいけること

文化センター等で楽しいクラシックコンサートをお願いします

安心・安全

人に優しい町

明るく楽しく活気のあるまち

静かな落ち着きの中にパワーを秘めたまち

音楽や芸術等自分の表現したいものが表現でき皆で盛り上がる町

痒いところに手が届く、そのようなまち

色々なサービス等揃っていますが、入口がわかりにくいところがある。色々な分野で関われる体制を希
望します。

自然環境

その他
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誇れるものがあるまち

なんとなく楽しくなるまち

行政と町民が一体となった町

同じ課題、問題を共に考える仕組みが出来ている

透明性の高い町

『東浦、素敵なまちです！』

自信を持って自慢できるまち。
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【対談】① 

 

【意見交換会】① 

 

対談・意見交換会の内容の板書 
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【オフレコ】① 

 


