
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
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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
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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
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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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