
■ こまき山グループの意見ま

１．【テーマ１】将来、ご自身

こまき山グループの意見

その他の意見 

・地域に積極的に参加する大人 

・地域の中での活動を進んでできる

・人の為に、と思える大人 

・正しいことを正しいと言える大人

・逆境に強い大人 

・断ることができる大人 

・人の良いところを素直に褒められる

・謝ることができる大人 

 

２．【テーマ２】テーマ１で

～家庭、地域・ご近所、学校

家庭：「親子の会話としっかり

地域：「地域での見守

学校：「部活動などを通

行政：「農業体験や職業

【テーマ２：その他の意見】

家 庭 好き嫌いなく何でも

地 域 

地域の運動会やスポーツ

域の行事に参加しやす

学 校 

他校との交流、学校

ニケーション、あいさつする

行 政 

医療の充実、社会福祉

自由に言える場所の

食育の指導、スマホの

  

まとめ 

小牧の教育を考えるタウンミーティング

自身のお子さんにどんな大人になってほしい

意見：心と体が健康な大人になってほしい

 

んでできる大人 

大人 

められる大人 

・頼られる大人 

・好きなことを続けられる大人

・約束を守る大人 

・他人に迷惑をかけない大人

・責任を持って行動できる大人

・人に優しくできる大人 

・困っている人に手を差し出

で選んだ「願い」を実現するためにできることは

学校、行政、それぞれの立場で考えられること～

としっかり食べる習慣」 

見守り活動」 

通した学校ごとの交流」 

職業ごとの講演会の開催」 

】 

でも食べる、一緒に体を動かす（家族でスポーツをする

スポーツ活動に参加、地域でのお祭りに参加、（小中学校

しやすくする、ゲーム以外の遊びを教える、あいさつする

学校との関わり、いじめのない生活、友達と楽しく

あいさつする習慣 など 

社会福祉の充実、スポーツ大会の開催、健康診断、（子供

の提供、親子の時間を作るための費用補助、乳児

スマホの使い方指導 など 
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になってほしいか？ 

になってほしい 

大人 

大人 

大人 

出せる大人 など 

するためにできることは？ 

～ 

スポーツをする） など 

小中学校を卒業後も）地

あいさつする習慣 など 

しく遊ぶ、先生とのコミュ

子供と大人が）意見が

乳児からの継続した支援、



■ こまちんグループの意見ま

１．【テーマ１】自分の子供

こまちんグループの意見

【テーマ１：その他の意見】

・諦めない心を強く持った大人 

・自分に負けない大人 

・自分で決断できる大人 

・時間を守れる大人 

・リーダーシップがある大人 

・食べ物の好き嫌いがない大人 

・コミュニケーション能力が豊かな大人

・結婚してこどもを作ってほしい 

 

【テーマ２】テーマ１で選んだ

～家庭、地域・ご近所、学校

家庭：「子供を認める

地域：「地域との交流

学校：「子供の意見を

行政：「問題解決を学

 

 

その他の意見 

家 庭 

炊事・洗濯・掃除ができるようにする

全ての事柄に意味があることを

地 域 

地域の行事への参加

所の人とのあいさつ

学 校 

アルバイトの許可枠

をさせる、インターンシップを

場の提供、産業見学

行 政 

補助金制度の拡充、

ザニアを作る など

  

まとめ 

小牧の教育を考えるタウンミーティング

子供に将来、どんな大人になってほしいか？

意見：「親に頼らなくても生きていける

】 

大人 

・小牧市が大好きな大人 

・夢を持ち続けられる大人 

・素直な大人 

・心の優しい大人 

・家族や友人を助けられる大人 

・嘘をつかない大人 

・こども好きな大人 

・仕事ができる大人            

んだ「願い」を実現するためにできることは

学校、行政、それぞれの立場で考えられること～

める」 

交流の場を作る」 

を重視した問題解決」 

学べる職業体験」 

ができるようにする、興味のあることに挑戦できる

があることを理解させる、こどもの意見を尊重する

参加（三あい事業など）、親自身が近所との関わりを

とのあいさつ、地域で大人とこどもが交流できる場を作る 

許可枠を拡げる（コミュニケーション能力や社会勉強

インターンシップを勧める、家庭科の実習時間を増やす

産業見学の数を増やす、少人数制クラスの推進 など 

、奨学金制度（返還免除等）、こどもたちで解決させる

など 
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？ 

きていける自立した大人」 

 

            など 

するためにできることは？ 

～ 

できる場を（芽を摘まない）、

する など 

わりを持つようにする、近

 など 

社会勉強のため）、自由な発言

やす、ボランティア活動の

 

させる、小牧市にキッ



■ こまっきーグループの意見

【テーマ１】自分の子供に将来

こまっきーグループが選択

その他の意見 

・明るく、元気にあいさつのできる

・自分の意見をきちんと言える大人

・正しい敬語が使える大人 

・人の役に立つ人 

・強い心を持った諦めない大人 

・夢を持って地域や社会に貢献できる

・ボランティアに積極的に参加できる

 

【テーマ２】テーマ１で選んだ

～家庭、地域・ご近所、学校

家庭：「コミュニケーションをとる

地域：「地域であいさつをする

学校：「縦割りの活動

行政：「ミーティングなどの

 

その他の意見 

家 庭 

一緒に居る時間を大切

分別を教える、各家庭

地 域 

毎朝大きな声であいさつをする

かポールとか）、家庭

学 校 

下の子の面倒を見る

尊重する、いじめのない

行 政 

講演会、ポスターを

る など 

 

  

意見まとめ 

小牧の教育を考えるタウンミーティング

将来、どんな大人になってほしいか？ 

選択した意見：人に迷惑をかけない

にあいさつのできる人 

大人 

 

できる大人 

できる大人 

・誠実な大人 

・人の痛みが分かる大人 

・友人を大切にする大人 

・老後の面倒を見てくれる、

・助け合いの気持ちを持った

・自分に厳しく、他人に優しくできる

・お金を大切にする大人         

んだ「願い」を実現するためにできることは

学校、行政、それぞれの立場で考えられること～

コミュニケーションをとる」 

であいさつをする」 

活動をする」 

ミーティングなどの場を作る」 

大切にする、、ありがとう・ごめんなさいをきちんと

各家庭の違いを知る、ルールを明確に作る、親がお

であいさつをする、ごみのポイ捨てをしない、遊ぶとき

家庭と公共の違いを知る、地域でこどもたちを育てる

る、仲良くする、学年の上下関係を良くする、あいさつ

いじめのない学校生活、道徳の授業を増やす、縦割りの

ポスターを作る、ポスターや作文などの作品を募集する、
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をかけない常識のある人 

、親孝行な大人 

った人 

しくできる大人 

         など 

するためにできることは？ 

～ 

ありがとう・ごめんなさいをきちんと言い合う、ごみの

がお手本を見せる など 

ぶとき道路での注意（車と

てる など 

あいさつ運動、お互いを

りの活動をする など 

ミーティングの場を作



■ 信長グループの意見まとめ

【テーマ１】自分の子供に将来

信長グループが選択した

・粘り強く諦めない大人 

・自分で決めたことはやり抜く努力

・自分の好きなことを追い続けられる

・まじめに働く大人 

・プレッシャーに負けない強い大人

・何事にも一生懸命に取り組める

・自分に厳しく、他人に優しくできる

・人のことを思いやれる大人 

 

【テーマ２】テーマ１で選んだ

～家庭、地域・ご近所、学校

家庭：「わらうこと」

地域：「地域の人との

学校：「できないことは

行政：「どんなことでも

その他の意見 

家 庭 

家事を役割分担する

お手伝いをする（させる

地 域 

人とのつながりを大切

行事などへの積極的

学 校 

見聞と知識のアップ

とは他の人にお願いをする

見つけ認め合う、友人

行 政 

安心・安全なまちづくり

小牧地域間交流、史跡

  

め 

小牧の教育を考えるタウンミーティング

将来、どんな大人になってほしいか？ 

した意見：適当な（行動のできる）

努力をする大人 

けられる大人 

大人 

める大人 

できる大人 

・人に迷惑をかけない大人 

・人生を楽しめる大人 

・よく遊びよく学ぶ大人 

・自立した大人 

・時間を守る大人 

・グループやチームなどの組織

・元気に自分の意見がきちんと

・郷土愛のある大人           

んだ「願い」を実現するためにできることは

学校、行政、それぞれの立場で考えられること～

」 

との交流」 

できないことは人に頼む」 

どんなことでも気軽に相談できる小牧」 

する、お互いに尊重し認め合う関係、普段の家族の

させる）、おつかいをする（させる） など 

大切にする、近所のお年寄りの手伝いをする、近所付

積極的な参加、ボランティア活動、あいさつ運動、お

のアップ、全て自分で抱えるのではなく自分でやれることはやり

いをする、楽しい学校生活が送れる環境づくり、

友人を大切にする、会社見学 など 

なまちづくり、まち・ひと・しごとの推進、避難所の明確化

史跡の案内 など 
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）大人 

 

組織を大切にする大人 

がきちんと言える大人 

           など 

するためにできることは？ 

～ 

の接し方、人が集まる、

近所付き合い、まつりや

お年寄り訪問 など 

でやれることはやり、できないこ

、こどもの良いところを

明確化、行政間の連携、



■ 秀吉グループの意見まとめ

【テーマ１】自分の子供に将来

秀吉グループが選択した

その他の意見 

・家族想いな大人 

・人の痛みが分かる大人 

・人の立場になって考えられる大人 

・自分の意見が言える大人 

・地域に貢献できる大人 

・きちんとあいさつができる大人 

・公徳心のある大人 

 

【テーマ２】テーマ１で選んだ

～家庭、地域・ご近所、学校

家庭：「こどもと正面

地域：「様々な年代の住民

学校：「人の意見・考

行政：「大人になっても

くれるようなまち

 

 

 

 

その他の意見 

家 庭 

親孝行をしてくれる

に置き換えて考えてみる

良いこと悪いことを

地 域 

近所の人にあいさつをする

ろいろな人と接する

学 校 

必要最低限の学校の

しない、仲間の大切

行 政 

住民が一緒にできるイベントなどを

策を考える、企業に

  

め（H28.5.15） 

小牧の教育を考えるタウンミーティング

将来、どんな大人になってほしいか？ 

した意見：思いやりのある大人 

 

・小牧の名を全国に知らしめる大人

・新しい発明をするような技術者

・外国に行って交流のできる大人

・楽しい人生が送れる大人 

・幸せな家族をつくる大人 

・小牧に定住してほしい    

んだ「願い」を実現するためにできることは

学校、行政、それぞれの立場で考えられること～

正面から向き合う」 

住民がふれあう場を設ける」 

考えを良く聞き、話す」 

になっても定住して 

くれるようなまちづくり」 

をしてくれる、家事ができる、命の大切さを教える、日頃からよく

えてみる、家族が他人の悪口を言わない、失敗を恐れずチャレンジさせる

いことを区別できるようにする など 

にあいさつをする、他人を尊重する、地域の人が他人の悪口

する、年代の違う人とのコミュニケーション など

の勉強は必ずする、自分の意見を持って発言できる

大切さを教えていく など 

にできるイベントなどを考える、大人になっても小牧に

に対して税制優遇や補助金を出す、奨学金制度の
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大人 

技術者 

大人 

    など 

するためにできることは？ 

～ 

からよく話をする、自分

れずチャレンジさせる、

悪口や噂話をしない、い

など 

できる、他人の意見を否定

に残ってくれるような施

の拡充 など 



■ 模造紙一覧（H28.5.15） 

※グループワークでまとめていただいた

 

意見交換会で皆様からいただきました

策定するための参考とさせていただきます

ありがとうございました。

 

 

こまき山グループ 

 

信長グループ 

 

小牧の教育を考えるタウンミーティング

グループワークでまとめていただいた各グループ模造紙 

からいただきました貴重なご意見は、今後、小牧市

とさせていただきます。 

。 

こまちんグループ 

 

こまっきーグループ

秀吉グループ 
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小牧市の「教育大綱」を

こまっきーグループ 

 


