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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 
      ～子どもの将来が幸せであるために!!～ 
 
【開催日時】 平成 28 年２月 14 日（日） 
      午後１時～午後３時まで 
 
【場  所】 ひがしうら総合子育て支援センター（うららん） 

石浜西児童館遊戯室 
 
【参加者】 東 浦 町 長 神谷 明彦 

子育て世代の親 15 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） 
平野 智子 

（子育て応援プロジェクト『ゆめいろ』代表） 
【子育て世代代表】 祖母井 彩乃 
     （ＮＰＯ法人ママの働き方応援隊） 
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１ 町長あいさつ（開始） 

  こんにちは。町長の神谷明彦です。 

行政とは何かというと、皆さんが

この町で暮らしていくのに個人や家

族、近所だけではできないことにつ

いて、税金という形でお金を出し合

って公務員を雇い、公務員が代りに

行うという仕組みです。ですから、

あくまで主役・当事者は住民の皆さ

んです。皆さんが当事者意識を持っ

て「町をどうしていこうか」と思っていないと、いくらお金がたくさんあって

公務員がたくさんいても、いい町にはならないと思っています。いい町とは、

そこに住んでいる人たちがお互い、「自分たちの町をどうしたらよいのか」を

自分のこととして考えて、自分たちの町をさらに良くしていこうという意思・

活動がどれだけあるかで決まります。 

皆さんとそんな思いを共有したくて、このようなイベントを行っています。

去年は広く一般の人を対象にシンポジウムを行いましたが、参加してくださる

方は地域の役員をやっているような方たちが多かったです。けれど、それ以外

の人たちと話し合う機会が意外とありません。特に、働いている方たちは住ん

でいる地域のことよりも、働いている会社の方に意識が向いていますので、な

かなか興味を持ってきてもらうのが難しいです。 

自治を考えるイベントは様々な形でやっていきたいと思っているので、前回

は中高生を対象としてワークショップを行いました。今回は子育て中のお父さ

ん・お母さんに集まっていただきました。今日は身近なテーマとして、「子ど

もが幸せになるにはどうしたらいいか」をテーマに話し合ってみたいと思いま

す。「自分達に何ができるか」を中心に考えてみてください。気負う必要はあ

りませんので、気楽にお話ししてください。それでは、今日はよろしくお願い

します。 

 

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 
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３ 町長との意見交換 

神谷町長、平野氏、「ＮＰＯ法人ママの働き方応援隊」祖母井氏に「子ども

にとって幸せなまちってどんなまち？」をテーマにそれぞれの思いを発表し

てもらった後、会場の参加者にも意見を発表していただきました。 

      

（林氏）「子どもにとって幸せなまちってどんなまち？」というテーマについて、

町長さんの意見を伺いたいと思います。 

（町長） 子どもにはのびのび自由に育ってほしいと思います。その中で、得

意なことや好きなことを伸ばしてほしい。そして、将来大人になって

東浦から出ていったとしても、帰って来たときに居場所があるといい

ですね。友達や家族がいて、近所の人とはお互い顔がわかっていて、

やっぱり自分が生まれたところはいいよね、と思えるようなまち。そ
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のためには、地域全体があったかいまちである必要があると思います。 

それから、子どもが好きなことをのびのびするためには、安全なまち

でないといけない。そのためには、地域がどれだけお互いのことを分

かり合っているかが大事だと思います。 

（林氏）あれこれと制限をされず、地域のつながりの中で、子供がのびのびと

育っていくのが子どもにとって幸せなまちということですね。平野さ

んはどうでしょう。 

（平野氏）私は、東浦町で、子育て応援プロジェクト『ゆめいろ』という団体

の代表をしています。その他にも、子育てサークル『トモミックでリ

トミック』などの活動をしています。私は、笑顔で子どもが育ってく

れることが何よりの幸せだと思います。笑顔というのは、根源的な楽

しい・嬉しいという感情です。ですから、笑顔が自然と表情に出ると

いうことが、幸せを物語っていると思います。子どもが笑顔でいても

らえるようなまちづくりができるといいなと思います。 

（林氏）子どもが笑顔で暮らせるまち、良いですね。祖母井さんは刈谷市から

東浦町に引っ越していらっしゃったばかりということですが、どうで

すか。 

（祖母井氏）私自身は３歳の娘と９か月の息子がいます。普段は「ＮＰＯ法人

ママの働き方応援隊」という団体で、０歳から３歳の赤ちゃんを連れ

て高齢者施設や学校で授業をする活動をしています。 

先日、町外の子育て支援センターに行ったところ、「お母さんの肌が

荒れると家庭が荒れる」という貼り紙を見ました。まさにそうだなと

思って思わず写真を取りました。お母さんが家庭の中で笑顔でないと

父親も不機嫌になるし、子どもも察して不安になってしまうというの

は、実体験としても心苦しい思い出があります。お母さんが外に出て

のびのびとカフェに入ったりショッピングをして過ごせたり、子ども

と公園に行って可愛い色合いの遊具があったりして、「いい思い出がで

きたな」と思って家に帰ってこられるのが子どもにとっても幸せだと

思います。 

（林氏）子どもの笑顔のためには、お母さんの笑顔も大事ということですね。

お母さんがお肌ツルツルで過ごせたらいいですね。今のお三方のお話

を受けて、「こんな地域の中で育ったら子どもが幸せだな」「親も嬉し

い地域になるためにはこんなふうがいいな」という会場の皆さんの意

見を伺いたいと思います。 

（参加者）子育てをしている同じ世代の方のお話を聞くと、東浦町は昔住んで

いて戻ってこられたという方がとても多いと感じます。ですから、今

でも過ごしやすい、戻りやすい環境が東浦町にはあると思います。自

分たちの子どもが大きくなったときにも、子どもが戻ってくれるとい

いと思います。 
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（林氏）皆さんの中で、ご自分かパートナーが東浦町出身で、結婚後に東浦町

へ戻ってきたという方はいらっしゃいますか。（参加者挙手） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（林氏）多いですね。そうでない方は、どのような理由で東浦にいらっしゃっ

たのでしょう。 

（参加者）私は夫婦とも出身は富山なのですが、夫が刈谷に勤めているため東

浦に越してきました。私にとって「子どもにとって幸せなまち」は、

子どもたちはいろいろな個性を持っているので、「これができると素晴

らしい」と個性を限定してしまうのではなく、美術や歌など、その子

が持っている様々な才能を伸ばすことができるといいと思います。 

（林氏）ありがとうございます。他にもどなたか意見を聞かせていただけます

か。 

（参加者）私は子どもが３人います。子育て中で頑張っていますが、児童館の

イベントに毎週参加していて、とても充実した毎日を過ごせています。

けれど、子供と同じ保育園に通わせている方と話していると、イベン

トをやっていることを知らない方がけっこういらっしゃいます。皆に

知ってもらいたいので、町の広報などで、もっと発信しできたらいい

と思います。 

（林氏）イベントなどで充実した毎日を過ごせれば、きっとお母さんもお肌ツ

ルツルで過ごせますよね。 

（平野氏）イベントなどについて、「知らなかった」ということはとても多いで

す。広報誌等でも載せていると思いますが、なかなか気づくのが難し

いのかなと思います。口コミが一番効果があるのであれば、それをど

うしていけばよいのかも考えるのもよいのではないでしょうか。 

（参加者）今、石浜児童館に来る方も、出産から１年以内で社会復帰している

方が多いです。そのため、来る方の人数が限られてしまいます。私の

ように２～３人子どもがいて、継続して来る方は１割２割くらいです。

児童館がもっと盛り上がるといいなと思って、違う地域の方にも来て

もらえるように話をしています。今は私たちが頑張っていますが、今

後子どもが大きくなって私たち離れたら、児童館がさみしい雰囲気に
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なってしまうかもしれないと心配です。 

（林氏）今日は女性の参加者が多いので、男性の方お話も聞きたいと思います。 

（参加者）価値観が多様化している中で、「何が幸せか」を考えることが難しく

なっています。自分たちが幼稚園生や小学生だったときは、当たり前

のように子供会があり、集会所で子供会のイベントが行われていまし

た。その中で、同じ世代や少し年上・年下の世代と交流できて楽しか

ったという思い出があります。こうしたつながりが継続されているの

は大事だと思います。少子高齢化で子供が少なくなり、子ども会や児

童館のパワーが落ちているのが現状なので、行政のバックアップがあ

ると良いです。子どもにとって、テレビゲームやカードゲームを楽し

むことだけが幸せだとは思いません。楽しみを共感できることが大事

だと思います。 

（林氏）違った切り口のご意見をありがとうございます。他の男性の方はどう

でしょう。 

（参加者）「子どもにとって幸せなまち」は何かいろいろと考えていましたが、

全体で見守ることのできるまちが良いと思います。「のびのび育つ」と

は言っても、「のびのび」の意味をはき違えて、悪さをしてしまっては

いけない。そうしたとき、自分が子どものころは、近所のおじいちゃ

んから叱られました。当時は嫌でしたが、今思えばありがたかった。

今の東浦町がどうかというと、個々に対する興味はどんどん薄れてい

ると思います。他人の子供に対して怒ったりすると、良かれと思って

注意しても嫌がられることが多い。町全体として、お互いに声をかけ

あえる、いろんな人が子どもに気軽に声をかけることができる町が、

安心できる「幸せなまち」だと思います。 

（林氏）ありがとうございます。皆さんの意見を聞いて、町長さんはどう思わ

れましたか。 

（町長）最初に「のびのびと育つ」という話をしたので、もっと別の「幸せ」

の形についての意見を持っていた方が言いづらくなっていないか少し

気がかりです。それぞれ、いろんな思いを持っている方がいるので、

意見交換して積み重ねていけば政策や市民活動などの形になるかもし

れません。 

子どもは生まれながらに自由なので、のびのび育ってほしいですが、

それだけではなくやはり社会の中で成長していきます。先ほどの方が

言われたように、地域で注意し合うなど当たり前のことがしづらくな

っているように感じます。地域全体で声をかけあっていけば、「あった

かいまち」になると思います。 

（林氏）皆さんで「幸せなまち」が何か、というのを共有するのはすごく大事

ですよね。ここからは、ワークショップ形式で今まで出た話題を深め

ていきたいと思います。 
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４ ワークショップ 

【テーマ①】 

子どもにとって幸せなまちってどんなまち？ 

【ワークショップで皆さんが書いたこと】 

近所の人も気軽に声をかけられる関係。 

子どもが冒険しても大丈夫。 

まちのイベントにも子どもが出てこられるようなまち。 

子どもがのびのび育つ。個性が伸びる。 

田舎。田んぼ。自然が良い。 

笑顔のあふれる町。 

自然にかこまれて元気よく外で遊び、まわりの人たちとかかわりながら育つ。 

楽しんで学力もつき、のびのび遊びも沢山できて、母親も心配ごとがない町。 

幅広い分野で子供の個性を尊重する町。 

あいさつのある町。あいさつのできる町。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【テーマ②】 

 今、東浦町で幸せだと感じるのはどんなこと？ 

【ワークショップで皆さんが書いたこと】 

うららんや児童館で子供の名前を呼んでもらった時に幸せを感じた。 

町外に転居した子の話を聞くと、支援センターが過ごしやすくて当たり前だと思

っていたけど東浦って幸せ。 

児童館や支援センターへ出かける事で、母親も子供も気分転換になるし、幸せに

感じる。 

今のままでいいけど、子どもたちの就職先がちゃんとあるといい。東浦町の強み

があればいい。 

大きな公園がある。 
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児童館が各地区にあり便利。 

保育園も、母親が働いていなくてもだれでも入園できるのが良い。安い。 

医療費が 15 歳までタダなのがうれしい。 

参加の機会がたくさんある。町内で毎日違うことができる。 

小さい子どもが育てやすい。 

ママ友とのつながり。一緒に助け合える！ 

のんびり子育て。三人目無料ありがたい。 

保育園に必ず入れる。選べないけれど、入れる安心。 

コミュニティが活きている。 

行政が近い。 

３人目、４人目がふつうに育てられている。 

つながりができた。 

不便・不自由がない。 

うららん・児童館など行き場がある。先生に話せる。子供に声をかけてくれる。

イベントがあると嬉しい。 

各地域にコミュニティセンター、児童館、保育園があるから行きやすい。 

土地がある。安い。 

人のあたたかさ。自然。保育園に入りやすい。 

町主催・地域主催のイベントがあること。子ども同士友達で遊べる。 

田舎らしいよい所が残っている。 

子どもの事を考える時間も幸せ。 
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【テーマ③】 

 その幸せを将来子どもたちにも感じてもらうために、どんなことができる？ 

【ワークショップで皆さんが書いたこと】 

背中を見せる。自分たちがカベを作らない。 

伝統行事をみんなに発信していきたい。 

大人も子供もあいさつしよう！ 

コミュニケーション。行事や友達・近所。自らが社交の場に出ること。その姿

を見てもらう。一緒に成長する！ 

里じじ・里ばば。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ まとめ 

  本日の意見交換・ワークショップを終えての感想や、「自分たちにできるこ

と」を参加者一人一人に用紙に記入していただきました。 

恥ずかしがらない!!自ら積極的に近所づきあい、友達作り。 

近所のおじいちゃん・おばあちゃん 里じじ・里ばば。 

のびのび 

自然、田舎 はたらく場 選択肢 

親自身が楽しく過ごす事。その姿を子供が見ることで、理想のモデルとなり、

子供達もこんな大人であったり生活がしたいと思えるようになる。まずは親だ

ったり、地域が楽しみ幸せになること。 

特に不自由・不満がないと思っていましたが、それは近くに家族がいて、地域

とちゃんとつながっているから、そう感じるんだと気付きました。子供たちが

自分が感じているように、将来なってくれたらと思いました。 

自分が子どもの前で、「幸せだなあ」と呟く。 

子育てサークルで頑張って企画・運営したり楽しんでいる姿を子どもに見せる。 

①どの方も気軽に声をかけあえる町②各地域に児童館・保育園・コミュニケー

ションできる場所がある。③（土地を残したら戻ってこれるが）人のあたたか
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さがあれば戻ってこれる。 

東浦のよい所をどんどんアピール。 

誰とでもニッコリあいさつ。 

財政面での子育て支援で２人目、３人目も希望がもてるまち。 

つながりのある町。 

冒けんができる安心なまち。 

コミュニティのつながりを広げる。目が届けやすくなる。 

毎日笑える！みんながほっこり生活できる町。 

親が楽しむ→その姿を子どもが見る→親の姿を見ていた子供が大人になる→親

が楽しむ→…… 

笑顔をつくる。 

安心できる場所があること。 

父として、人として恥ずかしくないように仕事、育児、地域とのつながりに取

り組むこと。 

小さいときから、地域とのつながりを大切にし、愛着を持ってもらうこと。地

域での思い出をたくさん作ってあげる。（コミュニティ祭、公園であそぶ、イベ

ントに参加。） 

①誰にでもあいさつができる。②ママが出かけられるところが、町内にたくさ

ん。③町の伝統を守っていく。 

輝く町 

親も子供も一緒に楽しいと感じることが出来るといいな。 

生き生きしている人達を見るとしあわせな気持ちになります。 

親が平和に暮らしていたら、子は必ず戻ってくる！（と信じてます！） 

近所の人とも気軽に声をかけられる関係→注意されることが嫌な母もいる→子

育てに余裕がない。壁を作っている。→ストレス発散、受け入れる余裕。壁を

こわしたい。 

すべてにおいて人とのつながりが大切であると思いました。 

人とつながることで幸せもふえていく。 

地域とのかかわりがだいじ。 

皆さんと話して、同じ思いをしている所もあれば、様々な思いの方もいて、話

をする事で分かることがたくさんありよかったです。 
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（林氏）皆さんの感想を見て、平野さんはどう思われますか。 

（平野氏）今日、皆さんがここに来て子どものことを考えてくれたというだけ

で、子供にとって幸せなことだと思います。真剣に子どものことを思

っているというのを、子どもに伝えるのはとても難しいですよね。「私

はあなたのためにこんなに頑張っているのに」と子どもに期待しすぎ

て、ストレスやイライラになってしまうこともあります。感想にも書

いていただいていますが、「笑顔をつくる」とか「安心できる」という

ことが育児には大事です。笑顔や安心を忘れずにいたいと思います。 

（林氏）町長さんは皆さんの感想を見て、どう思われましたか。 

（町長）親も笑顔で幸せに暮らしていて、それを見た子供が笑顔で幸せになっ

ていくということを書いている方がいらっしゃいますが、すごく大事

なことだと思います。 

また、今日皆さんの話を聞いていて印象に残ったのは、子供と一対

一でこもっていた後、児童館などの外の社会に出ていくのにはすごく

抵抗があるということです。そういう方を、いかに外に出ていただい

て皆に混ざれるようにするかという仕掛けを考えるというのは行政＋

α（アルファ）でできる気がします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（町長）「冒けんができる安心なまち」というのを書いていたただいています

が、自分が町長になってから始めた事業で、「プレーパーク」というの

を行っています。今の子どもは「あれはやってはいけない」「これはや

ってはいけない」と制限されて、自由に遊べない。公園でも、ボール

や木登りが禁止されていたりする。「プレーパーク」では、自己責任で

水遊びでも火遊び、木登り、何でもして良いことになっています。自

己責任というのが大事で、自分で判断する部分がないと子供は育たな
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いからです。とはいっても、安心できないと子どもも自由に遊べず、

親も心配なので、少し遠くから子どもを見守る人に常に居ていただく

ようにしています。こうした活動をしてくださるＮＰＯの方がいらっ

しゃったので、来年度は於大公園の一角で土日常設で「プレーパーク」

を行いたいと思ってます。今年度は５月、11 月の連休で行いましたが

好評でした。皆さんも使っていただけたらと思います。ただ、こうし

た場でも親とべったりで一緒に遊んでしまうことが多いので、他の子

供たちと異年齢で遊んだり、もっと冒険したりできるようになるとい

いと思います。 

（林氏）祖母井さんは東浦町に引っ越されてきたということですが、振り返っ

て、いかがでしたか。 

（祖母井氏）下の子が生まれてすぐのとき、家の窓を開けていると、近所の方

の耳にも泣き声が入っていたようです。それで、「大丈夫？ずっと泣い

てるけど困ってない？困ってたらいつでも気軽に声をかけてね。」と声

をかけてくださる近所の方がいらっしゃって、東浦町に来て本当に良

かったと思いました。今もお野菜をいただいたりしていますし、気軽

に遊べる場があることの嬉しさを感じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（林氏）他の参加者の方にも感想を聞いてみたいと思います。 

（参加者）いろいろな方と話している中で、子どもの幸せだけ考えていればい

いというわけではないと感じました。親の考える幸せが子どもの幸せ

ではないと思います。自分は親が近所の方とバーベキューをしたり、

楽しそうに過ごしている姿を見て「こういう生活がいいな」と感じて

いたので、子供を持つ立場になって親自体が楽しめるまちにしたいと

思います。その姿を見た子供が大人になって……というように繰り返

していけると思います。 

また、こういう場所にくる方は限られているので、町には情報提供
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の方法も模索してほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 町長あいさつ（終了） 

  今日を終えてみて、大人が生き生きできるのが大事なことだと改めて思い

ました。 

また、情報発信が下手だというのはあちこちで言われます。努力はしてい

ますが、足りないのは承知しているのでいろいろな方法を使っていきたいと

思っています。Facebook も活用していますが、限られた部署しか発信してい

ないなどの問題もあるので改善していきたいです。傍から見て、いてもたっ

てもいられないというので、代わりに情報発信してくれる人もいます。例え

ば、町のイベントを一か所で見られるサイトが無いので、代わりに作ってく

れているという人がいます。こういうふうに、住んでいる人と行政の両者が

協力していい町にしていければよいと思います。 

今日聞いた意見で面白かったのは、「近所の家族で集まって晩御飯を食べて

いる」というものです。また、「よそのおじいちゃんを借りている」というの

も聞きました。親のいない子どもに「里親」というのがありますが、「里じじ・

里ばば」という取組も面白いと思います。 

私は生き生きしている人たちに囲まれているとしあわせな気持ちになるの

で、今日のように活気ある雰囲気が醸成していけば良いなと思っています。

またの機会には、他の方も誘って是非参加してください。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 
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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～!! 
 


