
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。 



2 

 

  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。 

 


