
 

 

Ⅸ 資料編 







平成２４年８月吉日 

各 位 

 

社団法人小牧青年会議所 理事長 伊 藤  大 悟 

小牧市長 山下 史守朗 

 

こまき市民討議会「まちづくりミーティング２０１２」参加こまき市民討議会「まちづくりミーティング２０１２」参加こまき市民討議会「まちづくりミーティング２０１２」参加こまき市民討議会「まちづくりミーティング２０１２」参加のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

残暑の候、益々ご清栄のことお喜び申し上げます。 

さて、社団法人小牧青年会議所と小牧市は、多様な市民の潜在的な声を聴き、

市政に対する市民参画意識の高揚を目指し、本年４月に「こまき市民討議会の

実施に関する協定」を締結し、このたび下記のとおりこまき市民討議会「まち

づくりミーティング２０１２」を開催することとなりました。 

そこで幅広い市民から参加者を募集するため、２０歳以上の小牧市民の中か

ら２，０００人の方を無作為抽出し、ここに本討議会への参加のご案内を郵送

させていただきました。 

つきましては、お忙しい中とは存じますが、下記の内容をご一読の上、お気

軽にご参加くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

１．日１．日１．日１．日    時時時時    

第１日目 平成２４年１０月２７日（土）１３：３０～１７：００ 

第２日目 平成２４年１０月２８日（日） ９：３０～１６：００ 

※※※※第２日目の第２日目の第２日目の第２日目の昼食は昼食は昼食は昼食は希望者のみ希望者のみ希望者のみ希望者のみ実費負担にて、実費負担にて、実費負担にて、実費負担にて、ご用意させて頂きます。ご用意させて頂きます。ご用意させて頂きます。ご用意させて頂きます。 

 

２．場２．場２．場２．場    所所所所 

小牧市公民館 講堂（小牧市小牧二丁目１０７番地） 

    

３．討議（話し合い）の３．討議（話し合い）の３．討議（話し合い）の３．討議（話し合い）のテーマテーマテーマテーマ 

（１）子どもを事故や犯罪から守るためには 

（２）大地震に備えて私たちにできること 

（３）みんなで助け合える地域づくり 

    

４４４４．討議（話し合い）．討議（話し合い）．討議（話し合い）．討議（話し合い）の進め方の進め方の進め方の進め方 

参加者をグループに分け、テーマに沿った意見を出し合っていただき、グ

ループ毎に意見をまとめていただきます。 

    

５５５５．謝．謝．謝．謝    礼礼礼礼 

２日間ご参加いただいた謝礼として、６，０００円をお渡しします。 

※両日とも全て参加された方に限ります※両日とも全て参加された方に限ります※両日とも全て参加された方に限ります※両日とも全て参加された方に限ります。。。。（途中参加や途中退席の方には、（途中参加や途中退席の方には、（途中参加や途中退席の方には、（途中参加や途中退席の方には、

お支払いしかねますので、ご了承くださいお支払いしかねますので、ご了承くださいお支払いしかねますので、ご了承くださいお支払いしかねますので、ご了承ください。。。。））））    



６．６．６．６．参加条件参加条件参加条件参加条件    

無作為抽出で本案内が送付されたご本人様で、かつ、当日参加可能な方と

させていただきます。 

    

７７７７．．．．参加、不参加の確認参加、不参加の確認参加、不参加の確認参加、不参加の確認 

    

◇参加を承諾される場合◇参加を承諾される場合◇参加を承諾される場合◇参加を承諾される場合    ⇒参加承諾書⇒参加承諾書⇒参加承諾書⇒参加承諾書等等等等の送付（別添様式）の送付（別添様式）の送付（別添様式）の送付（別添様式）    

お手数をお掛けしますが、別添の①参加承諾書と、②「参加承諾者の方

へ」のアンケートに必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒により、平平平平

成２４年９月成２４年９月成２４年９月成２４年９月６６６６日（日（日（日（木木木木））））までに返送くださいますようお願い申し上げます。 

    

◇参加◇参加◇参加◇参加を希望されないを希望されないを希望されないを希望されない場合場合場合場合    ⇒アンケートの送付（別添様式）⇒アンケートの送付（別添様式）⇒アンケートの送付（別添様式）⇒アンケートの送付（別添様式） 

参加を希望されない場合は、お手数をお掛けしますが、別添の③「不参

加の方へ」のアンケート用紙にご記入の上、同封の返信用封筒により、平平平平

成２４年９月成２４年９月成２４年９月成２４年９月６６６６日（日（日（日（木木木木））））までに返送くださいますようご協力をお願い申し

上げます。 

    

８８８８．．．．参加者への連絡参加者への連絡参加者への連絡参加者への連絡 

参加承諾書を返送いただいた方へは、当日の詳細などについて、後日（９

月中旬頃）郵送で連絡させていただきます。 

なお、参加を承諾された方が５０名を超えた場合は、厳正な抽選にて参加

者を決定させていただきますのでご了承ください。 

    

９９９９．その他．その他．その他．その他 

 ご不明な点がございましたら、下記まで連絡ください。 

 

 

※無作為抽出※無作為抽出※無作為抽出※無作為抽出による参加案内に使用したによる参加案内に使用したによる参加案内に使用したによる参加案内に使用した個人情報は、小牧市において個人情報は、小牧市において個人情報は、小牧市において個人情報は、小牧市において厳重に管厳重に管厳重に管厳重に管

理し、「こまき市民討議会」の実施目的以外には使用理し、「こまき市民討議会」の実施目的以外には使用理し、「こまき市民討議会」の実施目的以外には使用理し、「こまき市民討議会」の実施目的以外には使用いたいたいたいたしません。しません。しません。しません。    

小牧市役所 

市長公室 協働推進課 広聴係 

小牧市堀の内３丁目１番地 

TEL ０５６８－７６－１１０７ 

FAX ０５６８－７５－５７１４ 

小牧青年会議所（市民討議会担当） 

小牧市５丁目２５３番地 

（小牧商工会議所会館５階） 

TEL ０５６８－７２－０４９６ 

FAX ０５６８－７２－１９５０ 



参参参参    加加加加    承承承承    諾諾諾諾    書書書書    

平成  年  月  日 

 

私は、平成２４年１０月２７日（土）、２８（日）開催の『こまき市民討議会

「まちづくりミーティング２０１２」』に参加することを承諾します。 

 

 

ご本人が直接ご記入くださいますようお願いします。 

 

フリガナ 

お名前             （ 男 ・女 ）（満   歳）                    

 

ご住所  小牧市                          

 

電話番号                              

※日中、連絡が取れる電話番号をお願いします。（携帯電話可） 

 

 

（その他） 

第２日目の昼食は希望者のみ実費負担にて、ご用意させて頂きます。 

昼食の手配を希望しますか（実費５００円） （ はい  いいえ ） 

 

 

※承諾書に記載された内容については、「※承諾書に記載された内容については、「※承諾書に記載された内容については、「※承諾書に記載された内容については、「こまきこまきこまきこまき市民討議会」の実施目的以外に市民討議会」の実施目的以外に市民討議会」の実施目的以外に市民討議会」の実施目的以外に

は使用いたしは使用いたしは使用いたしは使用いたしません。ません。ません。ません。    

 

 

 
平成２４年９月平成２４年９月平成２４年９月平成２４年９月６６６６日（日（日（日（木木木木））））までに返送くださいますようお願い申し上げます。 

① 



② 
 

 

    

参加承諾者の方へ参加承諾者の方へ参加承諾者の方へ参加承諾者の方へ（（（（事前事前事前事前アンケートのお願いアンケートのお願いアンケートのお願いアンケートのお願い））））    

１. 以下の項目について、適当と思われるものに☑をお付けください。 

２. （複数回答可）とあるもの以外は、選択肢１つを選んで☑してください。 

３. その他に☑をした方は、（ ）にその他の事由をご記入ください。 

 

１．基本情報１．基本情報１．基本情報１．基本情報 

①①①①    あなたのお仕事についてあなたのお仕事についてあなたのお仕事についてあなたのお仕事について    

□自営業  □会社員  □公務員  □専業主婦・主夫  □パート 

□家事手伝い□学生   □無職   □その他（        ） 

②あなたの年齢について②あなたの年齢について②あなたの年齢について②あなたの年齢について    

□２０歳代 □３０歳代 □４０歳代 □５０歳代 □６０歳代 □７０歳以上 

③③③③    小牧小牧小牧小牧にお住まいになって何年ぐらい経ちますか？にお住まいになって何年ぐらい経ちますか？にお住まいになって何年ぐらい経ちますか？にお住まいになって何年ぐらい経ちますか？    

□１年未満 □１０年未満 □２０年未満 □２０年以上 

④④④④    参加依頼書を受け取った時、どう思いましたか？参加依頼書を受け取った時、どう思いましたか？参加依頼書を受け取った時、どう思いましたか？参加依頼書を受け取った時、どう思いましたか？    

□選らばれてうれしく思った       □興味をもった 

□なぜ自分が選ばれたか不思議に思った  □なんだかよく分からなかった 

□その他（                            ） 

    

２．開催２．開催２．開催２．開催についてについてについてについて    

①①①①    「市民討議会」という市民参加の手法について「市民討議会」という市民参加の手法について「市民討議会」という市民参加の手法について「市民討議会」という市民参加の手法について    

□案内が来る前から知っていた  □案内が来る前から聞いたことがあった 

□案内が来て初めて知った 

    

②②②②    こまき市民討議会「まちづくりミーティング２０１２」こまき市民討議会「まちづくりミーティング２０１２」こまき市民討議会「まちづくりミーティング２０１２」こまき市民討議会「まちづくりミーティング２０１２」ををををどのように知りまどのように知りまどのように知りまどのように知りま

したか。したか。したか。したか。（複数回答可）（複数回答可）（複数回答可）（複数回答可） 

□新聞       □広報こまき   □市ホームページ 

□チラシ、ポスター □知人から聞いた □その他（          ） 

    

③③③③    無作為抽出して参加無作為抽出して参加無作為抽出して参加無作為抽出して参加案内案内案内案内を送付することについてを送付することについてを送付することについてを送付することについて 

□無作為抽出の方法はよいと思う □公募がよいと思う  

□その他（                            ） 

    

④④④④    日数について日数について日数について日数について 

□１日間が適当 □２日間が適当 □もっと長い方がよい（３日以上） 

    

⑤⑤⑤⑤    開催する曜日・時間について（複数回答可）開催する曜日・時間について（複数回答可）開催する曜日・時間について（複数回答可）開催する曜日・時間について（複数回答可） 

□土日の昼間がよい   □土日の夜間がよい   □平日の昼間がよい 

□平日の夜間がよい   □両日ともどの曜日・時間でもよい 

    

⑥⑥⑥⑥    開催する時期について開催する時期について開催する時期について開催する時期について 

□１～３月頃がよい   □４～６月頃がよい   □７～９月頃がよい  

□１０～１２月頃がよい □どの時期でもよい 

＜裏面へつづく＞＜裏面へつづく＞＜裏面へつづく＞＜裏面へつづく＞ 



３．ご承諾３．ご承諾３．ご承諾３．ご承諾いただけた理由について（複数回答可）いただけた理由について（複数回答可）いただけた理由について（複数回答可）いただけた理由について（複数回答可）    

□無作為抽出により選出され参加依頼書が届いたから 

□テーマに興味があったから 

□参加者への謝礼があったから 

□会場が近かったから 

□市民活動を始めてみたいと思ったから 

□討議した意見が市政に届けられるから 

□その他（                            ） 

    

４４４４．．．．参加者参加者参加者参加者へのへのへのへの謝礼謝礼謝礼謝礼についてについてについてについて（２日間の開催として）（２日間の開催として）（２日間の開催として）（２日間の開催として）    

□ちょうどよい（６千円）    □６千円では不十分 

□４千～５千円程度が適当  □３千円以下が適当     □謝礼は必要ない  

    

５５５５．．．．行政や地域との関わり行政や地域との関わり行政や地域との関わり行政や地域との関わりについてについてについてについて 

①①①①    あなた自身は、行政への市民参加に関心がありますかあなた自身は、行政への市民参加に関心がありますかあなた自身は、行政への市民参加に関心がありますかあなた自身は、行政への市民参加に関心がありますか。。。。 

□非常にある □多少ある □ほとんどない □まったくない 

    

②②②②    あなたは、今まで地域における市あなたは、今まで地域における市あなたは、今まで地域における市あなたは、今まで地域における市民活動に関わったことはありますか民活動に関わったことはありますか民活動に関わったことはありますか民活動に関わったことはありますか。。。。 

□ある □ない 

    

③③③③    ②で②で②で②で「ある」に☑をした方のみお答えください「ある」に☑をした方のみお答えください「ある」に☑をした方のみお答えください「ある」に☑をした方のみお答えください 

この１年間に地域の活動（自治会、地区協議会、ボランティア活動、ＮＰＯ活この１年間に地域の活動（自治会、地区協議会、ボランティア活動、ＮＰＯ活この１年間に地域の活動（自治会、地区協議会、ボランティア活動、ＮＰＯ活この１年間に地域の活動（自治会、地区協議会、ボランティア活動、ＮＰＯ活

動、サークル等の生涯学習活動など）に参加したことがありますか。動、サークル等の生涯学習活動など）に参加したことがありますか。動、サークル等の生涯学習活動など）に参加したことがありますか。動、サークル等の生涯学習活動など）に参加したことがありますか。 

□ほぼ毎日参加している   □週に１回から月に１回程度参加している 

□年に数回程度参加している □ほとんど参加していない 

    

④④④④    ああああなたは、これまでに行政が市民を対象に実施する審議会や委員会、住民説なたは、これまでに行政が市民を対象に実施する審議会や委員会、住民説なたは、これまでに行政が市民を対象に実施する審議会や委員会、住民説なたは、これまでに行政が市民を対象に実施する審議会や委員会、住民説

明会、パブリックコメント、アンケート調査などに参加したことはあります明会、パブリックコメント、アンケート調査などに参加したことはあります明会、パブリックコメント、アンケート調査などに参加したことはあります明会、パブリックコメント、アンケート調査などに参加したことはあります

かかかか。。。。 

□ある □ない 

    

⑤⑤⑤⑤    今回の無作為抽出などにより市民参加を直接的に呼びかける方法は、市民の今回の無作為抽出などにより市民参加を直接的に呼びかける方法は、市民の今回の無作為抽出などにより市民参加を直接的に呼びかける方法は、市民の今回の無作為抽出などにより市民参加を直接的に呼びかける方法は、市民の

市政への市政への市政への市政への参加意識を高めることに参加意識を高めることに参加意識を高めることに参加意識を高めることに効果があると思いますか。効果があると思いますか。効果があると思いますか。効果があると思いますか。    

□ある □ない □どちらともいえない 

 

６６６６．．．．その他その他その他その他 

①①①①    あなたは（社）小牧青年会議所をご存知でしたか。あなたは（社）小牧青年会議所をご存知でしたか。あなたは（社）小牧青年会議所をご存知でしたか。あなたは（社）小牧青年会議所をご存知でしたか。    

□ 知っていた □ 聞いたことがあった □ 知らなかった 

②②②②    あなたは（社）小牧青年会議所が主催する催しに参加したことがありますか。あなたは（社）小牧青年会議所が主催する催しに参加したことがありますか。あなたは（社）小牧青年会議所が主催する催しに参加したことがありますか。あなたは（社）小牧青年会議所が主催する催しに参加したことがありますか。    

ある方は、その催し名を教えてください。ある方は、その催し名を教えてください。ある方は、その催し名を教えてください。ある方は、その催し名を教えてください。 

□ある（催し名              ）□ない 

    

ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。    



③ 
 

不参加の方へ（不参加の方へ（不参加の方へ（不参加の方へ（アンケートのアンケートのアンケートのアンケートのお願いお願いお願いお願い））））    

    

大変お手数をお掛け致しますが、今後の参考にさせて頂きたく、アンケートにご協

力下さい。記載後は、同封の返信用封筒に入れて返送をお願いします。 

 

１. 以下の項目について、適当と思われるものに☑をお付けください。 

２. （複数回答可）とあるもの以外は、選択肢１つを選んで☑してください。 

３. その他に☑をした方は、（ ）にその他の事由をご記入ください。 

    

１．基本情報１．基本情報１．基本情報１．基本情報 

    

①①①①    あなたのお仕事についてあなたのお仕事についてあなたのお仕事についてあなたのお仕事について    

□自営業  □会社員  □公務員  □専業主婦・主夫  □パート 

□家事手伝い□学生   □無職   □その他（        ） 

    

②②②②    あなたの年齢についてあなたの年齢についてあなたの年齢についてあなたの年齢について    

□２０歳代 □３０歳代 □４０歳代 □５０歳代 □６０歳代 □７０歳以上 

    

③③③③    小牧小牧小牧小牧にお住まいになって何年ぐらい経ちますか？にお住まいになって何年ぐらい経ちますか？にお住まいになって何年ぐらい経ちますか？にお住まいになって何年ぐらい経ちますか？    

□１年未満 □１０年未満 □２０年未満 □２０年以上 

    

④④④④    『こまき市民討議会『こまき市民討議会『こまき市民討議会『こまき市民討議会    まちづくりミーティング２０１２』への参加依頼書を見たまちづくりミーティング２０１２』への参加依頼書を見たまちづくりミーティング２０１２』への参加依頼書を見たまちづくりミーティング２０１２』への参加依頼書を見た

とき、どのように感じましたかとき、どのように感じましたかとき、どのように感じましたかとき、どのように感じましたか。。。。    

□ 面白そうだと思った 

□ 難しそうだと思った 

□ あまり関心を持てなかった 

□ その他（                            ） 

 

２．今回参加できない理由を教えて下さい。（複数回答可）２．今回参加できない理由を教えて下さい。（複数回答可）２．今回参加できない理由を教えて下さい。（複数回答可）２．今回参加できない理由を教えて下さい。（複数回答可）    

□ 日程が合わなかった    

□ 拘束時間が長い 

□ テーマに興味が持てなかった 

□ 市政や地域課題に興味を持てない 

□ 謝礼が少ない 

□ 「市民討議会」の内容が良く分からなかった 

□ その他（                            ） 

    

＜裏面へつづく＞＜裏面へつづく＞＜裏面へつづく＞＜裏面へつづく＞ 



    

３３３３．．．．行政や地域との関わり行政や地域との関わり行政や地域との関わり行政や地域との関わりについてについてについてについて    

    

①①①①    小牧小牧小牧小牧市の市政や地域の課題に関心がありますか市の市政や地域の課題に関心がありますか市の市政や地域の課題に関心がありますか市の市政や地域の課題に関心がありますか。。。。    

□ 非常にある 

□ 多少ある 

□ ほとんど無い 

□ 全く無い 

    

②②②②    市民の参加により、政治や政策がより良いものになると思われますか市民の参加により、政治や政策がより良いものになると思われますか市民の参加により、政治や政策がより良いものになると思われますか市民の参加により、政治や政策がより良いものになると思われますか。。。。    

□ 非常に良くなると思う 

□ 多少良くなると思う 

□ ほとんど変わらないと思う 

□ 全く変わらないと思う 

    

③③③③    今後もこういった取り組みを続けるべきだと思いますか今後もこういった取り組みを続けるべきだと思いますか今後もこういった取り組みを続けるべきだと思いますか今後もこういった取り組みを続けるべきだと思いますか。。。。 

□ 今後も続けるべき 

□ 今後はやめるべき 

□ やり方を見直して続けるべき 

※「やり方を見直して続けるべき」を選択された方は、日程や謝礼などの見直しの内

容を具体的にご記入くだい。       

（                                    ） 

    

４４４４．．．．そのそのそのその他他他他    

    

①①①①    あなたは（社）小牧青年会議所をご存知でしたか。あなたは（社）小牧青年会議所をご存知でしたか。あなたは（社）小牧青年会議所をご存知でしたか。あなたは（社）小牧青年会議所をご存知でしたか。    

□ 知っていた □ 聞いたことがあった □ 知らなかった 

    

②②②②    あなたは（社）小牧青年会議所が主催する催しに参加したことがありますか。あなたは（社）小牧青年会議所が主催する催しに参加したことがありますか。あなたは（社）小牧青年会議所が主催する催しに参加したことがありますか。あなたは（社）小牧青年会議所が主催する催しに参加したことがありますか。    

  ある方は、その催し名を教えてください。ある方は、その催し名を教えてください。ある方は、その催し名を教えてください。ある方は、その催し名を教えてください。 

□ある（催し名              ）□ない 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。    



主催：社団法人小牧青年会議所・小牧市

日　時 / 平成24年10月27日（土）午後1時30分～午後5時
　　　　　　　　　　    28日（日）午前9時30分～午後4時　
会　場 / 小牧市公民館　講堂

　市民が市政に参画する新しい試みとして、（社）小牧青年会議所の企画運営により『こまき市民討議会まちづくり

ミーティング2012』を小牧市と協働で開催します。

　多様な市民の潜在的な声を聴くために、無作為に抽出した20歳以上の小牧市民2,000人に参加案内をお送りし、

討議会への参加をお呼びかけいたします。参加案内が届きましたら、ぜひご参加ください。（参加者定員50人予定）

市民討議会のすすめ方
●少人数に分かれてテーマに沿って
　グループ討議を行います。
●グループごとに出された意見について、
　全員で投票します。

あなたの
声を

お聞かせく
ださい！

８月中旬、

参加案内が届き
ましたら

ぜひご参加くだ
さい！

( 写真：たじみ市民討議会2012（H24.6.24））

お問い合せ先 「こまき市民討議会」は（社）小牧青年会議所と小牧市の協働事業です。

事務局：         　 社団法人 小牧青年会議所
〒485-0041
小牧市小牧五丁目253番地
小牧商工会議所会館5階
TEL：0568-72-0496　FAX：0568-72-1950

市役所担当課：市長公室協働推進課
〒485-8650
小牧市堀の内三丁目1番地　

TEL：0568-76-1107　FAX：0568-75-5714

10月27日（土）午後1時30分～午後5時

こまき市民討議会



こまき市民討議会こまき市民討議会

市民討議会 豆 知 識
　市民討議会は、ドイツなどで取り入れられている、市
民参加の手法「プラーヌンクスツェレ（計画細胞）」をア
レンジしたもので、無作為抽出で選ばれた市民の皆さ
んにまちづくりの課題などについて話し合っていただ
き、そこで出された意見や提言をまとめ、行政の施策に
活かしていこうとするものです。日本では2005年に
初めて（社）東京青年会議所により試行実施され、その
後新たな市民参加の手法として注目を集めました。
　これまで行政に声を届ける機会の少なかったサイレ
ントマジョリティー＝「物言わぬ大勢」と言われる市民
の参加を促し、その「声なき声」を行政施策に反映させ
る手法として活用されています。

特　徴

参加案内が届きましたらぜひご参加ください！

①無作為抽出により参加の案内を行います。
②参加者には謝礼が支払われます。
③グループ討議は提示されたテーマごとに少人
　数に分かれて行います。討議の結果を発表後、
　参加者全員による投票を行います。
④討議の前に専門家や行政担当から討議の基礎
　となる情報を提供しますので、専門的な知識
　は不要です。

10月27日（土）1つのテーマを討議
10月28日（日）2つのテーマを討議

市民討議会
ってなに？

あなたの声を
お聞かせください！

グループ分け

テーマに関する情報提供

グループごとの意見交換

グループの意見発表

参加者全員での投票

メンバー交代、次のテーマへ

参加者決定の流れ
●参加案内（8月中旬予定）
　　無作為抽出した20歳以上の小牧市民2,000人に
　　　市民討議会参加の案内を郵送します。

　（参加承諾書およびアンケートの記入をして市へ返　
　　送いただきます。）
　
●参加承諾書の受領・参加者決定
　　参加定員は50人予定（申込者多数の場合は抽選）

●参加決定通知（9月中旬予定）
　　参加いただく方へ郵送します。

（「こまき市民討議会」は（社）小牧青年会議所と小牧市の協働事業です。）

2日間で3つのテーマを討議します。

各テーマの討議の流れ



 

平成２４年９月吉日 

 澤木 直人  様 

 

 

社団法人小牧青年会議所 理事長 伊 藤  大 悟 

小牧市長 山下 史守朗 

 

こまき市民討議会「まちづくりミーティング２０１２」参加こまき市民討議会「まちづくりミーティング２０１２」参加こまき市民討議会「まちづくりミーティング２０１２」参加こまき市民討議会「まちづくりミーティング２０１２」参加決定決定決定決定のごのごのごのご案内案内案内案内    

についてについてについてについて    

 

初秋の候、益々ご清栄のことお喜び申し上げます。 

このたびは、こまき市民討議会「まちづくりミーティング 2012」に参加承

諾をいただき、誠にありがとうございました。無作為抽出により 2000 人の市

民の方々へ参加のご案内をしましたところ、定数を上回る多数の参加ご承諾を

いただきました。 

そこで、抽選を行った結果、 澤木 直人 様におかれましては、 

「ご参加いただく「ご参加いただく「ご参加いただく「ご参加いただく」」」」こととなりましたことをご連絡いたします。 

なお、当日のスケジュール等を同封しましたので、お手数ですがご確認いた

だき、開催当日に会場までお越しくださいますようお願い申し上げます。 

記 

１．１．１．１．日日日日    時時時時    第１日目 平成２４年１０月２７日（土） 

１３：３０～１７：００（受付開始 １３：0０～） 

第２日目 平成２４年１０月２８日（日）  

９：３０～１６：００ （受付開始 ９：0０～） 

２．場２．場２．場２．場    所所所所    小牧市公民館 講堂（小牧市小牧二丁目１０７番地） 

３．持ち物３．持ち物３．持ち物３．持ち物    ・参加決定通知書（本状） 

      ・筆記用具 

      ・印鑑（2 日目のみ） 

４４４４．その他．その他．その他．その他 

 ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。 

小牧市役所 

市長公室 協働推進課 広聴係 

小牧市堀の内３丁目１番地 

TEL ０５６８－７６－１１０７ 

FAX ０５６８－７５－５７１４ 

小牧青年会議所（市民討議会担当） 

小牧市５丁目２５３番地 

（小牧商工会議所会館５階） 

TEL ０５６８－７２－０４９６ 

FAX ０５６８－７２－１９５０ 

参 加 決 定 通 知 書 



こまき市民討議会 

～ まちづくりミーティング2012 ～ 

参加者へのご案内 

社団法人小牧青年会議所 

 

◆ 開催趣意 

 

近年、市政にさまざまな場面で意見する機会は、徐々に増えつつありますが、未だ

に十分とは言えないのではないでしょうか。また、そのような機会に出席し、意見を

述べる人の多くが、関係諸団体の人や、非常にまちづくりについて関心の高い人だと

いうのが現状です。しかし、それでは十分に市民の意見を反映しているとは言えませ

ん。見えている氷山の一角ではなく、海面より下にある氷山の全体をつかまなくては

意味がないのです。そのためには、数多くの普段市政に意見したくても、する機会の

少ない人々の声をまちづくりに反映していくべきなのです。 

 そこで私たち小牧青年会議所はそのような「真の市民の声」を行政に届けるため、

小牧市との共催で市民から参加者を無作為で選び、テーマに沿って問題を討議してい

ただく「こまき市民討議会～まちづくりミーティング 2012～」の開催を企画いたし

ました。この手法はドイツにおいて 1970 年代に提唱されたプラーヌンクスツェレ

（Panungszelle）を基とした手法として知られ、既に各地で住民自治の推進に多くの

実績をあげています。 

 この市民討議会を通して市政に市民の声を届けるとともに、市民の皆さんの中から

「自分のまちは自分で創る」という自治意識をもって、行政との「協働」に参加され

る方が一人でも多く現れることにより、私たち小牧青年会議所の目的である「明るい

豊かなまちづくり」に繋がることを願っています。 



◆ 開催概要 

１．日時 

  【第１日目】 平成２４年１０月２７日（土） 

１３：３０～１７：００（受付開始 １３：0０） 

【第２日目】 平成２４年１０月２８日（日）  

９：３０～１６：００ （受付開始 ９：0０） 

 

２．会場 

   小牧市公民館 講堂（小牧市小牧二丁目１０７番地）（別記地図参照） 

 

３．持ち物 

  ・参加決定通知書 

  ・筆記用具 

  ・印鑑（2 日目のみ） 

 

４．当日のタイムスケジュール 

【第 1 日目】10 月27 日（土） 

13:00～13:30 
 

受付開始 

13:30～13:50 （20 分） 開会のあいさつ 

13:50～14:00 （10 分） 討議(話し合い)方法の説明 

14:00～14:10 （10 分） 討議テーマ①の情報提供 

14:10～15:10 （60 分） 討議テーマ①の話し合い 

15:10～15:20 （10 分） 休憩 

15:20～16:20 （60 分） グループ別の意見発表・投票・まとめ 

16:20～17:00  事務連絡・解散 

【第 2 日目】10 月2８日（日） 

9:00～9:30  受付開始 

9:30～9:40 （10 分） 事務連絡 

9:40～9:50 （10 分） 討議テーマ②の情報提供 

9:50～10:50 （60 分） 討議テーマ②の話し合い 

10:50～11:00 （10 分） 休憩 

11:00～12:00 （60 分） グループ別の意見発表・投票・まとめ 

12:00～13:00 （60 分） 昼食 

13:00～13:10 （10 分） 討議テーマ③の情報提供 

13:10～14:10 （60 分） 討議テーマ③の話し合い 

14:10～14:20 （10 分） 休憩 

14:20～15:20 （60 分） グループ別の意見発表・投票・まとめ 

15:20～16:00  全体のまとめ・閉会のあいさつ・事務連絡・解散 

 

 

 



 

５．謝礼 

   ２日間ともご参加いただいた方へ、謝礼６，０００円（源泉徴収後：５，４００円）を第

２日目終了後にお渡しします。お渡しの際に受領印を頂戴いたしますので印鑑をご持参下

さい。（２日間ともに参加した方のみにお渡しいたします） 

 

６．討議のテーマ 

   討議は第１日目にひとつ、第２日目にふたつ、合計３回に討議を行いますが、それぞれテ

ーマが異なります。討議のテーマは次のとおりです。 

テーマ①（第1 日目） 子どもを事故や犯罪から守るためには 

テーマ②（第2 日目） 大地震に備えて私たちにできること 

テーマ③（第2 日目） みんなで助け合える地域づくり 

 

７．第２日目の昼食について 

   参加承諾の際に、ご希望された方にお弁当をお渡しします（500 円実費負担）。また昼食

の休憩時間内であれば、会場の出入りは自由です。 

 

８．グループ及びメンバー交代 

   討議は、少人数（５名程度）のグループに別れて行います。グループのメンバーは主催者

であらかじめ決定し、皆様へは当日お伝えします。また自由に活発な話し合いになるように、

グループのメンバーはテーマごとに交代します。 

 

 

９．参加決定後のキャンセル等 

   参加決定の通知後、諸事情により参加できなくなってしまった場合は、事前にご連絡をお

願いします。 

 

10．実施報告書の提出 

   市民討議会という新たな市民参加の手法、その有効性及び皆様の討議された内容について

は、実施報告書を作成し、小牧市へ提出します。 

   報告書の完成は、12 月下旬を予定しており、ご参加いただいた皆様へも送付させていた

だきます。 

 

11．今後の連絡先 

社団法人小牧青年会議所（市民討議会担当） 

小牧市５丁目２５３番地（小牧商工会議所会館５階） 

TEL ０５６８－７２－０４９６ FAX ０５６８－７２－１９５０ 

 

 

 

 

 



 

（別記：会場地図） 

 

 

小牧市公民館 

（市民会館） 



平成２４年９月吉日 

 

 

 秋田 月丈  様 

 

 

社団法人小牧青年会議所 理事長 伊 藤  大 悟 

小牧市長 山下 史守朗 

 

 

こまき市民討議会「まちづくりミーティング２０１２」抽選結果のお知らせこまき市民討議会「まちづくりミーティング２０１２」抽選結果のお知らせこまき市民討議会「まちづくりミーティング２０１２」抽選結果のお知らせこまき市民討議会「まちづくりミーティング２０１２」抽選結果のお知らせ    

    

初秋の候、益々ご清栄のことお喜び申し上げます。 

このたびは、こまき市民討議会「まちづくりミーティング 2012」に参加承

諾をいただき、誠にありがとうございました。無作為抽出により 2000 人の市

民の方々へ参加のご案内をしましたところ、定数を上回る多数の参加ご承諾を

いただきました。 

そこで、抽選を行った結果、 秋田 月丈 様におかれましては、 

残念ながら残念ながら残念ながら残念ながら、ご、ご、ご、ご参加いただけない参加いただけない参加いただけない参加いただけない結果となりました結果となりました結果となりました結果となりましたことをご連絡いたします。

誠に申し訳ございませんが、了承いただきたく存じます。  

今後とも小牧市の市民参加の促進、まちづくりの発展にご助力賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

※ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。 

 

 

 

小牧市役所 

市長公室 協働推進課 広聴係 

小牧市堀の内３丁目１番地 

TEL ０５６８－７６－１１０７ 

FAX ０５６８－７５－５７１４ 

小牧青年会議所（市民討議会担当） 

小牧市５丁目２５３ 

（小牧商工会議所会館５階） 

TEL ０５６８－７２－０４９６ 

FAX ０５６８－７２－１９５０ 



 

 

        

        

ここここここここままままままままきききききききき市市市市市市市市民民民民民民民民討討討討討討討討議議議議議議議議会会会会会会会会        

 

 

 

日時 10月 27日(土)午後1時30分～ 

   10月 28日(日)午前9時30分～ 

場所 小牧市公民館 講堂 

討議テーマ 

①� 子どもを事故や犯罪から守るためには 

②� 大地震に備えて私たちにできること 

③� みんなで助け合える地域づくり 
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○ 当日のスケジュール 

 
【第 1 日目】10 月27 日（土） 

13:00～13:30 

 

受付 

13:30～13:50 

 

開会のあいさつ 

13:50～14:00 

 

討議(話し合い)方法の説明 

14:00～14:10 

 

討議テーマ①の情報提供 

14:10～15:10 

 

討議テーマ①の話し合い 

15:10～15:20 

 

休憩 

15:20～16:20 

 

グループ別の意見発表・投票・まとめ 

16:20～17:00 

 

事務連絡・解散 

                                       

【第 2 日目】10 月2８日（日） 

9:00～9:30 

 

受付 

9:30～9:40 

 

事務連絡 

9:40～9:50 

 

討議テーマ②の情報提供 

9:50～10:50 

 

討議テーマ②の話し合い 

10:50～11:00 

 

休憩 

11:00～12:00 

 

グループ別の意見発表・投票・まとめ 

12:00～13:00 

 

昼食 

13:00～13:10 

 

討議テーマ③の情報提供 

13:10～14:10 

 

討議テーマ③の話し合い 

14:10～14:20 

 

休憩 

14:20～15:20 

 

グループ別の意見発表・投票・まとめ 

15:20～16:00 

 

全体のまとめ・閉会のあいさつ・事務連絡・解散 
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○ 討議の進め方 

１．討議（話し合い）の流れ 

   討議は、少人数のグループに別れて、テーマごとに毎回新しいメンバーで行います。 

   テーマごとの討議の流れは以下のとおりです。時間はおおむねの目安です。 
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２．討議の手法について 

・１テーブル約８名で行います。（市民６名、進行役１名、補佐１名） 

・テーマごとにグループのメンバーはシャッフルします。 

・討議では、大きな作業用紙（模造紙）と付せんを使って、皆さんの意見を出し合い、話し

合いを通してグループの意見をまとめていきます。グループの討議の進行は各グループを

担当する進行役・補佐（青年会議所メンバー）が補助します。 

【手 順】 

（１）（１）（１）（１）行政担当者からの行政担当者からの行政担当者からの行政担当者からの情報提供情報提供情報提供情報提供                                                                                                    

情報提供者からテーマについての情報提供を受けます。 

 

（２）（２）（２）（２）進行役進行役進行役進行役からの説明とからの説明とからの説明とからの説明と自己紹介・自己紹介・自己紹介・自己紹介・係の決定係の決定係の決定係の決定                                                                            

① 進行役から挨拶があり、テーマの内容や討議の進め方などを簡単に説明します。 

② 皆さんそれぞれ１５秒程度で自己紹介をし、グループ内での係（役割）を決めます。 

・書記係・・・グループ内でまとめた意見や残したい意見を記入する係 

・発表係・・・グループを代表して皆さんへ発表する係 

 

（３）自由な意見交換（３）自由な意見交換（３）自由な意見交換（３）自由な意見交換                                                                                                                            

① 係が決まったら、テーマについて意見交換を行います。恥ずかしがらず、テーマについ

て思いつく自分の意見やアイデアを、グループのメンバーに伝え、意見交換を行います。 

② 自由な意見交換にはルールがあります。 

・「さん」づけで呼び合いましょう。 

・批判しない 

良い意見が出にくくなるので、他人の意見の批判はやめましょう。 

・質より量 

必ず１人１つ以上の意見を出していただき、より多くのアイデアを収集しましょう。 

・自由で柔軟な発想 
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出た意見が実現可能かは考えないで下さい。こんなことを言ったら笑われるかもしれ

ないと思ったアイデアが、実は良いアイデアだったりしますので、恥ずかしがらずに

どんどん意見を出しましょう。 

・他の人の意見に便乗 

他の人の意見に自分のアイデアを加えて新たな発見にしたり、連想して意見を膨らま

せてみたりしましょう。 

 

（４）（４）（４）（４）付せんへの記入・貼り付け付せんへの記入・貼り付け付せんへの記入・貼り付け付せんへの記入・貼り付け                                                                                                    

① 意見交換の後、自分の意見を付せんに書き出します。できるだけたくさん書き出してく

ださい。 

・アイデア１個につき１枚の付せんを使用します。 

・要素が分かれるアイデアや意見は２枚以上の付せんを使ってください。 

・単語やキーワードでもＯＫです。 

・大きな字で書きましょう。 

② ある程度、付せんの書き出しが終わったら、記入した付せんを作業用紙（模造紙）に貼

り出しながら、さらに意見交換を行います。皆さん積極的に意見を出し合ってください。 

③ 話し合いの中で新しく思いついたり、他の人の意見を聞きながら思いついたりしたアイ

デアもどんどん付せんに書き、貼り出していきます。 

④ 皆さんから出された付せんを同じような意見や種類に分ける「グルーピング」を行いま

す。 

・作業用紙（模造紙）に貼り出された付せんを同じ意見や似たような意見毎にまとめて

いきます。 

・どの意見にも属さない意見は、無理にグループ分けせず、１つのグループとします。 

⑤ いくつかのグループができたら、さらに大きなブロックにまとめてみます。こちらも無

理にブロック分けをする必要はありません。 

・関連性が分かるように線で結んだり、囲ったりしても良いでしょう。 

・また主旨が分かるように、タイトルを付けてみても良いでしょう。 
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（５）意見のまとめ（５）意見のまとめ（５）意見のまとめ（５）意見のまとめ                                                                                                                            

グループ分け、ブロック分けがある程度できたら、３つの意見にまとめます。グループ

分けやブロック分けを見ながら、個別のアイデアにも戻り、どのようなアイデアがグルー

プの意見として良いかを話し合います。３つの意見にまとめられたら、作業用紙（模造紙）

の「まとめ１～３」欄に記入します。 

・その後の発表、投票ができやすいように、分かりやすく工夫しましょう。 

・３つに分けてまとめられない場合は、１つや２つでもＯＫです。 

・グループの意見には入らないが、どうしても残したい意見は一つだけ「残したい意見」

欄に記入します。 

 

（６）発表（６）発表（６）発表（６）発表                                                                                                                                            

各グループの発表係が、順番に発表します。 

・発表時間は、１グループ約３分です。 

・発表内容は、付せんに書かれた代表的な意見をいくつか挙げ、このようなまとめにな

ったという形でＯＫです。もちろん起承転結で発表していただいてもＯＫです。 

・自分たちのグループの意見・まとめに自信を持って、発表は大きな声で行います。 

 

（７）投票（７）投票（７）投票（７）投票                                                                                                                                                

全グループの発表が終わったら、自分が良いなと思った「まとめ」に投票を行います。 

・投票の対象は「まとめ」であり、「残したい意見」には投票しません。 

・投票シールは１人につき５枚です。１つずつ違うところに貼っても、１つのところに

複数枚貼ってもＯＫです。 

・他のグループの「まとめ」だけでなく、自分のグループの「まとめ」にも投票できます。 
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討議テーマ資料 

 

①  子どもを事故や犯罪から守るためには 

    小牧市役所 交通防犯課・学校教育課・教育総務課 

 

②  大地震に備えて私たちにできること 

    小牧市役所 危機管理課 

 

③  みんなで助け合える地域づくり 

小牧市役所 協働推進課 

 

 

 



こまき市民討議会

まちづくりミーティング２０１２

●テーマ名：子どもを事故や犯罪から守るためには●テーマ名：子どもを事故や犯罪から守るためには●テーマ名：子どもを事故や犯罪から守るためには●テーマ名：子どもを事故や犯罪から守るためには

●課●課●課●課 名：交通防犯課、学校教育課、教育総務課名：交通防犯課、学校教育課、教育総務課名：交通防犯課、学校教育課、教育総務課名：交通防犯課、学校教育課、教育総務課

教育総務課 学校教育課

通学路ボランティア交通委員

●組織の構成

１ 小牧市の交通安全・防犯対策体制

交通防犯課

通学路子ども110番の家

セルフディフェンス講座

通学路ボランティア

通学路点検

防犯パトロール隊

学区校推協

交通委員

青パト巡回パトロール

防犯講話・安全教室

通学路標識

通学路カラー（緑線）舗装

通学路看板

ＦＡＸ等緊急情報の回示

少年センター



●小牧市内の交通事故発生状況

２ 交通安全対策（１）

＜２３年度＞ ＜２２年度＞

事故件数 １，２０１件 １，１８６件事故件数 １，２０１件 １，１８６件

事故人数 １，４９６人 １，４６８人

うち15歳以下 104人 99人
死者数 ４人 ７人

重傷者数 ２３人 ３４人

軽傷者数 １，４６９人 １，４２７人

●交通安全のため実施している取組み①

■交通安全教室の実施（平成２３年３５回）

うち幼児・小学生を対象に１０回実施

２ 交通安全対策（２）

うち幼児・小学生を対象に１０回実施

（内容）交通ルール、横断歩道の渡り方、

自転車の乗り方の説明

■交通安全運動キャンペーンの実施

年４回の交通安全運動の折、歩行者・自転

車運転者・ドライバーに対して呼びかける



●交通安全のために実施している取組み②

■小牧市や小牧警察署とともに交通安全対策に従事する■小牧市や小牧警察署とともに交通安全対策に従事する■小牧市や小牧警察署とともに交通安全対策に従事する■小牧市や小牧警察署とともに交通安全対策に従事する

主な組織主な組織主な組織主な組織

２ 交通安全対策（３）

主な組織主な組織主な組織主な組織

①小牧市交通委員（１２９名、１区に１名）①小牧市交通委員（１２９名、１区に１名）①小牧市交通委員（１２９名、１区に１名）①小牧市交通委員（１２９名、１区に１名）

ゼロの日街頭啓発活動、ストップマーク貼付ゼロの日街頭啓発活動、ストップマーク貼付ゼロの日街頭啓発活動、ストップマーク貼付ゼロの日街頭啓発活動、ストップマーク貼付

②学区交通安全推進協議会（市内１６小学校に各々設置）②学区交通安全推進協議会（市内１６小学校に各々設置）②学区交通安全推進協議会（市内１６小学校に各々設置）②学区交通安全推進協議会（市内１６小学校に各々設置）

通学班のパトロール・育成指導、交通安全教室の実施通学班のパトロール・育成指導、交通安全教室の実施通学班のパトロール・育成指導、交通安全教室の実施通学班のパトロール・育成指導、交通安全教室の実施

③交通安全協会小牧支部、小牧安全運転管理協議会、子ど③交通安全協会小牧支部、小牧安全運転管理協議会、子ど③交通安全協会小牧支部、小牧安全運転管理協議会、子ど③交通安全協会小牧支部、小牧安全運転管理協議会、子ど

もと高齢者を交通事故から守る会、小牧ライオンズクラブもと高齢者を交通事故から守る会、小牧ライオンズクラブもと高齢者を交通事故から守る会、小牧ライオンズクラブもと高齢者を交通事故から守る会、小牧ライオンズクラブ

など、様々な団体が交通安全の啓発活動を実施しています。など、様々な団体が交通安全の啓発活動を実施しています。など、様々な団体が交通安全の啓発活動を実施しています。など、様々な団体が交通安全の啓発活動を実施しています。

●交通安全のため実施している取組み③

■通学路に通学路標識の設置

■通学路に指定した道路の外側部分を

２ 交通安全対策（４）

■通学路に指定した道路の外側部分を

みどり線によるカラー舗装

■学校や地元区に、「通学路」看板を配布

■通学路パトロールボランティアによる

小学生の登下校時の安全確保や危険箇所

に立っての見守り活動



●小牧市内の犯罪発生状況

３ 防犯対策（１）

＜２３年度＞＜２２年度＞

刑法犯認知件数 ２，６７４件 ３，０１８件刑法犯認知件数 ２，６７４件 ３，０１８件

住宅対象侵入盗 １６４件 １７６件

自動車関連窃盗 ７３７件 ６０８件

乗り物等 ５２０件 ６７８件

ひったくり ９件 １２件

自販機ねらい ６１件 １３２件

●防犯のため実施している取組み①

■自主防犯パトロール団体に対する助成

犯罪防止のために防犯パトロール団体が

３ 防犯対策（２）

犯罪防止のために防犯パトロール団体が

行う活動に対し、市が補助金を交付する。

■夜間防犯パトロールの巡回警備を委託

青色防犯パトロールによる、午後８時から

午前４時まで夜間の市内巡回パトロールを

実施している。



●防犯のため実施している取組み②

■「通学路子ども１１０番の家」の設置

小中学生が登下校時に危険に遭遇した場合

緊急避難先として通学路周辺の事業所や商

３ 防犯対策（３）

緊急避難先として通学路周辺の事業所や商

店などに、子どもの保護や警察等への連絡

を依頼している

■「セルフディフェンス講座」の実施

各校の小１、小４、中１を対象に、不審者か

らの身の守り方などを教養している

●防犯のため実施している取組み③

■ＦＡＸ等による緊急情報の回示

不審者出没等の情報を入手した際、情報を

３ 防犯対策（４）

不審者出没等の情報を入手した際、情報を

共有し児童の安全確保に資するため、学校

や関係機関に情報を配信する

■少年センターの活動

少年補導や相談業務を通して、少年の非行

防止や健全育成に努める



市民討議会

大地震に備えて私たち

にできることにできること

危機管理課危機管理課危機管理課危機管理課

地震対策は

「自助」「共助」「公助」

の「共助」が大切です

自分の命は自分で守る、自分たちの地域

は自分たちで守るという意識を強く持つ

べき時代がやってきています

行政のできることの、一つは



防災教育

�市民が主体的に判断

�知る・備える

安全な地域づくり�安全な地域づくり

�安全を担う人づくり

防災教育

� ５市町合同防災カレッジ（毎年１月頃３日間）

� あいち防災リーダー養成塾（９月から１１月の４

日間）

� あいち防災・減災カレッジ（７月から８月）

� まなび（ラピオ５階）で災害に備える講座（９月か

ら１１月の１０回）

� 消防による地区訓練指導（土日等）

� 市の総合防災訓練（８月下旬）

� 防災講演会（１月中旬）



災害情報

�津波警報

�大雨洪水警報

�避難勧告�避難勧告

�小牧市民のみなさんが、関係あるも

のは？

津波警報

�駿河湾から四国沖に延びる海溝「南海ト

ラフ」で最大級の地震が発生した場合、

愛知県豊橋市や三重県志摩市などでは

満潮時の津波が２０メートルを超える恐満潮時の津波が２０メートルを超える恐

れがある。（名古屋市港区では３．８メー

トル）

�海水浴や潮干狩りなどで海岸近くにい

た場合。



大雨警報

� 『浸水害』と『土砂災害』に分かれています。

� 浸水は、短時間に大雨が降ると側溝や下水道だ

けでは雨水を流しきれなくなり、地面に水が溜ま

るます。地下空間が水没する、道路が冠水し車るます。地下空間が水没する、道路が冠水し車

が立ち往生する。

� 洪水警報は、大雨により河川が氾濫して起こる

災害です。

� 避難をするなら浸水前に。浸水の中の避難は危

険。自宅滞在。

大雨警報（土砂災害）

� 土砂災害警戒情報

大雨警報が発表された後、さらに土砂災害の

危険性が高くなったとき

� 避難勧告� 避難勧告

市内での避難勧告は、土砂災害のみを想定し

ている



災害情報（が上手く活用されない）

�災害情報について

⇒危ない時には行政が避難勧告等

で教えてくれるという意識が強い。

（日本の防災体制）

災害情報

�行政に対する意識、情報に依存

する意識が過剰に高まる中で、

情報待ちの姿勢が避難を阻害す情報待ちの姿勢が避難を阻害す

る。



�神戸の人たちは、「神戸には地震は起き

ない。」「関西には地震は起きない。」と

思っていた。

�中越地震の発生確率は、その神戸の発

生確率より低かった。

日本では、大昔から大地震がたびたび�日本では、大昔から大地震がたびたび

発生している。

� この地域でも、濃尾地震・三河地震・昭

和の東南海地震が１００年余りの間に発

生している。

地震対策は

「自助」「共助」「公助」

の「共助」が大切です

自分の命は自分で守る、

自分たちの地域は自分たちで守る

という意識を強く持つべき時代がやってき

ています



�地域の防災力を高める

�防火や防犯の取り組み

�地域とは、自治会や自主防災組織、消

防団だけでなく、地域の企業（事業所）

や学校、病院、福祉施設、それに自治

体も含まれます体も含まれます

�行政からは、行政が持っている情報を分

かりやすく提供する努力をします

�防災のための組織作りや活動を維持す

るための支援を行います







－分野：地域の支えあい－－分野：地域の支えあい－

はじめにはじめに

このまちで“生まれ育ちました”このまちで“生まれ育ちました” というというというという方方方方もももも、、、、というというというという方方方方もももも、、、、

このまちに“移り住んできました”このまちに“移り住んできました”

わたしたちのまちわたしたちのまちわたしたちのまちわたしたちのまちわたしたちのまちわたしたちのまちわたしたちのまちわたしたちのまち｢｢｢｢｢｢｢｢小牧小牧小牧小牧小牧小牧小牧小牧｣｣｣｣｣｣｣｣にはにはにはには、、、、にはにはにはには、、、、

というというというという方方方方もももも住住住住んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。というというというという方方方方もももも住住住住んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。
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そんなそんなそんなそんな皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの共通共通共通共通のののの願願願願いはいはいはいは、、、、そんなそんなそんなそんな皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの共通共通共通共通のののの願願願願いはいはいはいは、、、、

このまちでこのまちでこのまちでこのまちでこのまちでこのまちでこのまちでこのまちで

““““安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らしらしらしらし続続続続けたいけたいけたいけたい””””““““安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らしらしらしらし続続続続けたいけたいけたいけたい””””

ではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうか？？？？ではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうか？？？？



そのためそのためそのためそのため、、、、そのためそのためそのためそのため、、、、

小牧に住んでよかった小牧に住んでよかった

これからも住み続けたいこれからも住み続けたい

3

とととと思思思思えるまちをえるまちをえるまちをえるまちを目指目指目指目指しししし、、、、とととと思思思思えるまちをえるまちをえるまちをえるまちを目指目指目指目指しししし、、、、

地域地域地域地域のののの絆力絆力絆力絆力をををを高高高高めめめめ、、、、助助助助けけけけ合合合合えるえるえるえる地域地域地域地域のののの絆力絆力絆力絆力をををを高高高高めめめめ、、、、助助助助けけけけ合合合合えるえるえるえる

方法方法方法方法をををを考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。方法方法方法方法をををを考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。

わたしたちのまちのわたしたちのまちの““いまいま””

最近最近最近最近、、、、隣近所隣近所隣近所隣近所のつながりがないんだよね･･･のつながりがないんだよね･･･のつながりがないんだよね･･･のつながりがないんだよね･･･。。。。最近最近最近最近、、、、隣近所隣近所隣近所隣近所のつながりがないんだよね･･･のつながりがないんだよね･･･のつながりがないんだよね･･･のつながりがないんだよね･･･。。。。

介護介護介護介護、、、、子育子育子育子育てててて、、、、防犯防犯防犯防犯、、、、災害災害災害災害とかとかとかとか、、、、心配事心配事心配事心配事がががが介護介護介護介護、、、、子育子育子育子育てててて、、、、防犯防犯防犯防犯、、、、災害災害災害災害とかとかとかとか、、、、心配事心配事心配事心配事がががが

いっぱいあるのに・・・いっぱいあるのに・・・いっぱいあるのに・・・いっぱいあるのに・・・、、、、なんかなんかなんかなんか不安不安不安不安だわだわだわだわ。。。。いっぱいあるのに・・・いっぱいあるのに・・・いっぱいあるのに・・・いっぱいあるのに・・・、、、、なんかなんかなんかなんか不安不安不安不安だわだわだわだわ。。。。

4
H23H23市民意識調査結果では･･･市民意識調査結果では･･･

年年年年をとってちょっとしたをとってちょっとしたをとってちょっとしたをとってちょっとした困困困困りごとがりごとがりごとがりごとが年年年年をとってちょっとしたをとってちょっとしたをとってちょっとしたをとってちょっとした困困困困りごとがりごとがりごとがりごとが

増増増増えてきたなぁえてきたなぁえてきたなぁえてきたなぁ。。。。増増増増えてきたなぁえてきたなぁえてきたなぁえてきたなぁ。。。。

地域地域地域地域でででで助助助助けあうこともなくなってきけあうこともなくなってきけあうこともなくなってきけあうこともなくなってき地域地域地域地域でででで助助助助けあうこともなくなってきけあうこともなくなってきけあうこともなくなってきけあうこともなくなってき

たなぁ･･･たなぁ･･･たなぁ･･･たなぁ･･･。。。。たなぁ･･･たなぁ･･･たなぁ･･･たなぁ･･･。。。。



““地域で支えあって安心して暮らしている”地域で支えあって安心して暮らしている”

と思う市民の割合と思う市民の割合

はいはいはいはい

58.2%58.2%58.2%58.2%

いいえいいえいいえいいえ

40.7%40.7%40.7%40.7%

無回答無回答無回答無回答

1.1%1.1%1.1%1.1%

5

58.2％の市民が、隣近所の人や地域で支えあう暮らしを心がけていると回

答しましたが、この数値は調査ごとに下降傾向で推移しており、隣近所の

つながりが希薄化している傾向にあります。

0%0%0%0% 20%20%20%20% 40%40%40%40% 60%60%60%60% 80%80%80%80% 100%100%100%100%

75.0 

66.4 
60.7 60.6 58.2 58.2 58.2 58.2 

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

(%)

現状値現状値現状値現状値
H22H22H22H22年度実績年度実績年度実績年度実績

目標値目標値目標値目標値

老人クラブ 子ども会 スポーツ振興会 ボランティア

グループ

市民活動団体

年度 市内世帯数 区（自治会）

加入世帯数

区（自治会）

加入率

区（自治会）

の数

平成13年度 ５３，８１８ ４６，５９８ ８６.．５８％ １１９

平成18年度 ５９，４４４ ４９，９７１ ８４．０６％ １２５

平成23年度 ６２，５４３ ５２，１４７ ８３．３８％ １２８

■区（自治会）■区（自治会）

■各種団体の種類と数■各種団体の種類と数

6

グループ

83団体 57団体 16団体 112グループ 約700団体

■各団体の共通課題■各団体の共通課題

・・・・・・・・役員役員役員役員のののの高齢化高齢化高齢化高齢化やややや固定化固定化固定化固定化などなどなどなど、、、、担担担担いいいい手手手手のののの問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えてえてえてえて役員役員役員役員のののの高齢化高齢化高齢化高齢化やややや固定化固定化固定化固定化などなどなどなど、、、、担担担担いいいい手手手手のののの問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えてえてえてえていますいますいますいます。。。。いますいますいますいます。。。。

・・・・行事行事行事行事をををを開催開催開催開催してもしてもしてもしても同同同同じじじじ人人人人しかしかしかしか参加参加参加参加しないしないしないしない。（。（。（。（協力者協力者協力者協力者がいないがいないがいないがいない。）。）。）。）・・・・行事行事行事行事をををを開催開催開催開催してもしてもしてもしても同同同同じじじじ人人人人しかしかしかしか参加参加参加参加しないしないしないしない。（。（。（。（協力者協力者協力者協力者がいないがいないがいないがいない。）。）。）。）

・・・・・・・・役員交代役員交代役員交代役員交代がががが激激激激しいしいしいしい役員交代役員交代役員交代役員交代がががが激激激激しいしいしいしいためためためため現在現在現在現在ののののためためためため現在現在現在現在のののの活動活動活動活動のののの見直見直見直見直しししし活動活動活動活動のののの見直見直見直見直ししししがががががががが難難難難しくなってしくなってしくなってしくなって難難難難しくなってしくなってしくなってしくなっていますいますいますいますいますいますいますいます。。。。。。。。

・上記団体の他にもＰＴＡ、自主防犯パトロール隊など様々な団体が存在し・上記団体の他にもＰＴＡ、自主防犯パトロール隊など様々な団体が存在し

ます。また、地域には、民生児童委員、交通委員、保健連絡員など個々にます。また、地域には、民生児童委員、交通委員、保健連絡員など個々に

活動していただいている方々も多くおみえになります。活動していただいている方々も多くおみえになります。



要要 因因

� 核家族化や共働き世帯の増加など、ライフスタイルの変化

� 自らの価値観を大切に行動する傾向の強まり

� プライバシーや個人情報に対する意識の高まり

上記を起因として生じている問題上記を起因として生じている問題

▲ 地域活動への参加率や参加意識の低下

▲

いまいまいまいま、、、、地域地域地域地域ののののいまいまいまいま、、、、地域地域地域地域のののの“絆力”“絆力”がががが低下低下低下低下していますしていますしていますしています。。。。がががが低下低下低下低下していますしていますしていますしています。。。。

7

▲ 地域を支える地縁組織の組織力の低下

▲ 地域での子どもの見守りや育みなど、「地域の教育力」の低下

▲ 自助・共助による災害や犯罪への備え不足

▲ 悩みを気軽に相談できる場の減少

▲ 困りごとを助けある近所づきあいの関係の低下

東日本大震災では、人と人とのつながり、地域の絆の大切さ

をあらためて実感させられました。今、地域の絆力の再生を

改めて、みんなで考えなければいけない時期に来ています。

ただしただしただしただし、、、、ただしただしただしただし、、、、

““少子高齢化”少子高齢化”がががが進展進展進展進展していますしていますしていますしています。。。。がががが進展進展進展進展していますしていますしていますしています。。。。

≪≪≪≪≪≪≪≪本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける年齢階層別人口年齢階層別人口年齢階層別人口年齢階層別人口のののの推移推移推移推移････推計推計推計推計本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける年齢階層別人口年齢階層別人口年齢階層別人口年齢階層別人口のののの推移推移推移推移････推計推計推計推計≫≫≫≫≫≫≫≫

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

人

30

40

50

60

70

80

％

推計推計推計推計
実績実績実績実績
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1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
小牧市の人口 32,326 38,531 60,877 79,606 97,427 103,219 113,284 124,262 137,161 143,094 147,185 149,701 150,728 150,394 148,729 145,937 142,283
年少人口(0～14歳) 10,351 10,199 15,112 21,307 28,416 28,745 27,445 24,542 24,000 23,549 23,054 22,046 19,916 17,937 16,445 15,637 15,084
生産年齢人口(15～64歳) 19,946 26,194 42,831 54,641 64,426 68,480 78,348 90,426 101,037 103,585 102,501 99,408 95,820 94,149 92,872 89,888 84,697
老年人口(65歳～) 2,029 2,138 2,934 3,658 4,585 5,994 7,491 9,294 12,124 15,960 21,630 28,247 34,992 38,308 39,412 40,412 42,502
年少割合 32.02 26.47 24.82 26.77 29.17 27.85 24.23 19.75 17.50 16.46 15.66 14.73 13.21 11.93 11.06 10.72 10.60

生産年齢割合 61.70 67.98 70.36 68.64 66.13 66.34 69.16 72.77 73.66 72.39 69.64 66.40 63.57 62.60 62.44 61.59 59.53
老年人口割合 6.28 5.55 4.82 4.60 4.71 5.81 6.61 7.48 8.84 11.15 14.70 18.87 23.22 25.47 26.50 27.69 29.87

資料：2005年までは総務省統計局「国勢調査」より
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日本の人口は日本の人口は20052005年（平成年（平成1717年）をピーク年）をピーク

に減少傾向にあります。に減少傾向にあります。

��本市の人口も、日本全体よりはピークが遅いものの、本市の人口も、日本全体よりはピークが遅いものの、

例外ではなく、例外ではなく、20152015年（平成年（平成2727年）をピークに年）をピークに
減少減少減少減少減少減少減少減少

9

例外ではなく、例外ではなく、20152015年（平成年（平成2727年）をピークに年）をピークに

と推測されています。と推測されています。

��また、すでに年少人口（また、すでに年少人口（00～～1414歳）や生産年齢人口歳）や生産年齢人口

（（1515～～6464歳）は減少傾向、老年人口（歳）は減少傾向、老年人口（6565歳～）は増加歳～）は増加

傾向にあり、傾向にあり、 が進行しています。が進行しています。少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化

にににに転転転転じるじるじるじるにににに転転転転じるじるじるじる

減少減少減少減少減少減少減少減少

≪≪≪≪≪≪≪≪地区別地区別地区別地区別のののの高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率地区別地区別地区別地区別のののの高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率 （（（（（（（（H26H26年年年年までのまでのまでのまでの推計推計推計推計））））年年年年までのまでのまでのまでの推計推計推計推計））））≫≫≫≫≫≫≫≫

地地 域域

高齢化率高齢化率

H24.4.1H24.4.1
予予 測測 備備 考考

市全体市全体 19.119.1％％
全国平均全国平均23.123.1％％ 愛知県平均愛知県平均20.020.0％％

小牧南小牧南 17.817.8％％

高齢化率は市全体に比べて低く、今後も高齢化率は市全体に比べて低く、今後も

進行は遅いと予測される。進行は遅いと予測される。

小小 牧牧 17.417.4％％

高齢化率は市全体とほぼ同様で、年々高齢化率は市全体とほぼ同様で、年々

高くなる傾向がみられる。高くなる傾向がみられる。

※65※65歳以上の人口割合歳以上の人口割合

10

高くなる傾向がみられる。高くなる傾向がみられる。

巾巾 下下 19.019.0％％

高齢化率は市全体とほぼ同様で、年々高齢化率は市全体とほぼ同様で、年々

高くなる傾向がみられる。高くなる傾向がみられる。

味味 岡岡 21.221.2％％

高齢化率は市全体に比べて高く、高齢化率は市全体に比べて高く、H26H26にに

はは23.523.5％になることが予測され、住宅団％になることが予測され、住宅団

地のシルバータウン化が懸念される。地のシルバータウン化が懸念される。

篠篠 岡岡 17.117.1％％

高齢化率は市全体に比べて低いが、今高齢化率は市全体に比べて低いが、今

後も進行が予測され、桃花台ニュータウ後も進行が予測され、桃花台ニュータウ

ンのシルバータウン化が懸念される。ンのシルバータウン化が懸念される。

北北 里里 22.622.6％％

高齢化率は市全体の中でもっとも高く、高齢化率は市全体の中でもっとも高く、

H26H26にはには2525％を超えるものと予測される。％を超えるものと予測される。



““ひとり暮らし高齢者と高齢者のみ世帯数”ひとり暮らし高齢者と高齢者のみ世帯数”

の推移・推計の推移・推計

11

本市でもひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯は増加傾向にあり、地域

での見守りやいざという時の身近な地域の支援が求められています。

併せて、高齢化などに伴い障害者手帳を取得する人も年々増加傾向にあり、

年間で約２００名程度増加しています。

※65※65歳以上歳以上

本市の人口が減り、少子高齢化が進むと･･･

１１１１．．．．税収減税収減税収減税収減１１１１．．．．税収減税収減税収減税収減

 

48.05 48.35
35,000

40,000

50.00

60.00

314億

340億 336億 312億

307億

【【【【【【【【本市本市本市本市のののの市税収入市税収入市税収入市税収入のののの推移推移推移推移本市本市本市本市のののの市税収入市税収入市税収入市税収入のののの推移推移推移推移】】】】】】】】

本市の市税収入は、平成本市の市税収入は、平成1919年度の年度の340340億円をピークに減少に億円をピークに減少に

転じており、平成転じており、平成2222年度は年度は307307億円に留まっています。億円に留まっています。
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その他 都市計画税 固定資産税 法人税 個人税

その他割合 都市計画税割合 固定資産税割合 法人税割合 個人税割合



２２２２．．．．扶助費等義務的経費扶助費等義務的経費扶助費等義務的経費扶助費等義務的経費のののの増大増大増大増大２２２２．．．．扶助費等義務的経費扶助費等義務的経費扶助費等義務的経費扶助費等義務的経費のののの増大増大増大増大

民生費の中心を占める扶助費は、増加傾向を続けています。民生費の中心を占める扶助費は、増加傾向を続けています。

子ども手当支給事業による変動要因を除いても、高齢化の進子ども手当支給事業による変動要因を除いても、高齢化の進

展に伴い、今後も増加傾向の継続が予想されます。展に伴い、今後も増加傾向の継続が予想されます。
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割

※※扶助費とは･･･扶助費とは･･･

社会保障制度の一環として、社会保障制度の一環として、

児童･高齢者･障がい者･生児童･高齢者･障がい者･生

活困窮者などに対して行政活困窮者などに対して行政

が行う支援に要する経費が行う支援に要する経費
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扶助費 伸び率 構成比
【【【【【【【【本市本市本市本市のののの扶助費扶助費扶助費扶助費のののの推移推移推移推移本市本市本市本市のののの扶助費扶助費扶助費扶助費のののの推移推移推移推移】】】】】】】】

以上のように、人口減少と高齢化の同時進以上のように、人口減少と高齢化の同時進

行により、本市も将来行により、本市も将来 “厳しい財政状況”“厳しい財政状況”

が予測されます。が予測されます。

このようにこのようにこのようにこのように、、、、このようにこのようにこのようにこのように、、、、

将来、行政の力だけでは将来、行政の力だけでは｢｢安心して暮らし続けら安心して暮らし続けら

�� 地域地域地域地域のののの地域地域地域地域のののの“絆力”“絆力”のののの低下低下低下低下のののの低下低下低下低下

�� ““少子高齢化”少子高齢化”のののの進展進展進展進展のののの進展進展進展進展

によりによりによりにより、、、、によりによりによりにより、、、、
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そのためそのためそのためそのため、、、、そのためそのためそのためそのため、、、、地域地域地域地域のののの絆力絆力絆力絆力をををを高高高高めめめめ、、、、助助助助けけけけ合合合合えるえるえるえる地地地地地域地域地域地域のののの絆力絆力絆力絆力をををを高高高高めめめめ、、、、助助助助けけけけ合合合合えるえるえるえる地地地地

域域域域づくりのづくりのづくりのづくりの方法方法方法方法域域域域づくりのづくりのづくりのづくりの方法方法方法方法をををを検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えてえてえてえてをををを検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えてえてえてえて

いますいますいますいます。。。。いますいますいますいます。。。。

将来、行政の力だけでは将来、行政の力だけでは｢｢安心して暮らし続けら安心して暮らし続けら

れる地域づくりれる地域づくり｣｣を行っていくことが困難になるこを行っていくことが困難になるこ

とが予想されます。とが予想されます。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２日目当日、諸事情により遅れる場合、または、急に参加できなくなってしまった場合 

などの連絡はこちらへお願いします。 

 

（連絡先） 

社団法人小牧青年会議所 

市民討議会担当 水野 ０９０－２５７５－１８５３ 



《参加者アンケート》《参加者アンケート》《参加者アンケート》《参加者アンケート》    

１. 以下の項目について、適当と思われる番号に○を付けてください。 

２. （複数回答可）とあるもの以外は、選択肢１つを選んで○を付けてください。 

３. その他に○を付けた方は、（ ）にその他の事由をご記入ください。 

 

１１１１．運営方法について．運営方法について．運営方法について．運営方法について    

１．１．１．１．全体の全体の全体の全体の「討議方法」の説明は分かりやすかったですか。「討議方法」の説明は分かりやすかったですか。「討議方法」の説明は分かりやすかったですか。「討議方法」の説明は分かりやすかったですか。    

① 分かりやすかった ②普通  ③分かりにくかった 

２．２．２．２．グループ討議での「進行役グループ討議での「進行役グループ討議での「進行役グループ討議での「進行役」について、どう思いましたか。」について、どう思いましたか。」について、どう思いましたか。」について、どう思いましたか。    

①必要と思った  ②必要ないと思った 

③その他（                           ） 

 

２２２２．討議の前の「情報提供」について．討議の前の「情報提供」について．討議の前の「情報提供」について．討議の前の「情報提供」について    

１．１．１．１．    一つのテーマに対する「情報提供の時間」について一つのテーマに対する「情報提供の時間」について一つのテーマに対する「情報提供の時間」について一つのテーマに対する「情報提供の時間」について    

①ちょうどよい  ②長い  ③短い 

２２２２．．．．    テーマ１「子どもを事故や犯罪から守るためには」の情報提供についてテーマ１「子どもを事故や犯罪から守るためには」の情報提供についてテーマ１「子どもを事故や犯罪から守るためには」の情報提供についてテーマ１「子どもを事故や犯罪から守るためには」の情報提供について 

説明された情報は、討議に有益でしたか。説明された情報は、討議に有益でしたか。説明された情報は、討議に有益でしたか。説明された情報は、討議に有益でしたか。 

①大変有益であった   ②少しは有益であった  ③有益ではなかった 

④その他（                           ）    

３３３３．．．．    テーマ２「テーマ２「テーマ２「テーマ２「大地震に備えて私たちにできること大地震に備えて私たちにできること大地震に備えて私たちにできること大地震に備えて私たちにできること」の情報提供について」の情報提供について」の情報提供について」の情報提供について    

説明された情報は、討議に有益でしたか。説明された情報は、討議に有益でしたか。説明された情報は、討議に有益でしたか。説明された情報は、討議に有益でしたか。 

①大変有益であった  ②少しは有益であった  ③有益ではなかった 

④その他（                           ）    

４４４４．．．．    テーマ３「みんなで助け合える地域づくり」の情報提供についてテーマ３「みんなで助け合える地域づくり」の情報提供についてテーマ３「みんなで助け合える地域づくり」の情報提供についてテーマ３「みんなで助け合える地域づくり」の情報提供について    

説明された情報は、討議に有益でしたか。説明された情報は、討議に有益でしたか。説明された情報は、討議に有益でしたか。説明された情報は、討議に有益でしたか。 

①大変有益であった  ②少しは有益であった  ③有益ではなかった 

④その他（                           ）    

 

３３３３．「討議」について．「討議」について．「討議」について．「討議」について  

１１１１．．．．    グループグループグループグループ内の人数はどうでしたか内の人数はどうでしたか内の人数はどうでしたか内の人数はどうでしたか    

①ちょうどよい  ②多い  ③少ない 

２２２２．．．．    ご自身の発言等についてご自身の発言等についてご自身の発言等についてご自身の発言等について    

①たくさんの意見が出せた  ②ある程度は意見が出せた 

③あまり意見が出せなかった 

３３３３．．．．    「「「「２２２２」」」」で「たくさんの意見が出せた」「ある程度は意見が出せた」と回答されたで「たくさんの意見が出せた」「ある程度は意見が出せた」と回答されたで「たくさんの意見が出せた」「ある程度は意見が出せた」と回答されたで「たくさんの意見が出せた」「ある程度は意見が出せた」と回答された方方方方にににに

お聞きします。その理由は何ですか。お聞きします。その理由は何ですか。お聞きします。その理由は何ですか。お聞きします。その理由は何ですか。（複数回答可）（複数回答可）（複数回答可）（複数回答可） 

①関心のあるテーマであった  ②意見の出し方(付せん記入)がやりやすかった  

③グループの雰囲気がよかった ④「進行役」の進行がよかった 

⑤その他（                             ） 



４４４４．．．．    「「「「２２２２」」」」で「あまり意見が出せなかった」と回答された方にお聞きします。その理由はで「あまり意見が出せなかった」と回答された方にお聞きします。その理由はで「あまり意見が出せなかった」と回答された方にお聞きします。その理由はで「あまり意見が出せなかった」と回答された方にお聞きします。その理由は

何ですか。（複数回答可）何ですか。（複数回答可）何ですか。（複数回答可）何ですか。（複数回答可）    

①関心のないテーマであった  ②意見の出し方(付せん記入)がやりにくかった     

③グループの雰囲気が悪かった ④「進行役」の進行がよくなかった 

⑤その他（                             ） 

５５５５．．．．    一つのテーマに対する「討議時間」について一つのテーマに対する「討議時間」について一つのテーマに対する「討議時間」について一つのテーマに対する「討議時間」について    

①ちょうどよい  ②長い  ③短い 

    

４４４４．「発表．「発表．「発表．「発表・投票・投票・投票・投票」について」について」について」について    

１．１．１．１．    グループ数はどうですか。グループ数はどうですか。グループ数はどうですか。グループ数はどうですか。    

①ちょうどよい  ②多い  ③少ない 

２２２２．．．．    一つのグループ一つのグループ一つのグループ一つのグループに対する「発表時間」に対する「発表時間」に対する「発表時間」に対する「発表時間」はどうですか。はどうですか。はどうですか。はどうですか。    

①ちょうどよい  ②長い  ③短い 

    

５５５５．開催について．開催について．開催について．開催について    

１．１．１．１．    日数について日数について日数について日数について 

①１日間が適当  ②２日間が適当 ③もっと長い方がよい（３日以上） 

２．２．２．２．    参加者への謝礼について（２日間の開催として）参加者への謝礼について（２日間の開催として）参加者への謝礼について（２日間の開催として）参加者への謝礼について（２日間の開催として）    

①ちょうどよい（６千円）  ②６千円では不十分 

③４千～５千円程度が適当  ④３千円以下が適当    ⑤謝礼は必要ない  

３．３．３．３．    今回の「市民討議会」に参加して今回の「市民討議会」に参加して今回の「市民討議会」に参加して今回の「市民討議会」に参加して有意義でしたか。有意義でしたか。有意義でしたか。有意義でしたか。 

①大変有意義であった ②まあまあ有意義であった ③有意義でなかった 

４．４．４．４．    今回今回今回今回参加してみて参加してみて参加してみて参加してみて、、、、市民討議会という手法が市民討議会という手法が市民討議会という手法が市民討議会という手法が市民の市政への参加意識を高めることに市民の市政への参加意識を高めることに市民の市政への参加意識を高めることに市民の市政への参加意識を高めることに

効果があると思いますか。効果があると思いますか。効果があると思いますか。効果があると思いますか。    

①ある      ②ない     ③どちらともいえない 

５５５５－１－１－１－１．次回、市民討議会を開催する場合にご協力いただけるでしょうか．次回、市民討議会を開催する場合にご協力いただけるでしょうか．次回、市民討議会を開催する場合にご協力いただけるでしょうか．次回、市民討議会を開催する場合にご協力いただけるでしょうか。。。。    

① 協力したい   ②どちらともいえない ③協力できない 

５－２．５－２．５－２．５－２．ご協力いただく場合、連絡させていただいてもよろしいでしょうかご協力いただく場合、連絡させていただいてもよろしいでしょうかご協力いただく場合、連絡させていただいてもよろしいでしょうかご協力いただく場合、連絡させていただいてもよろしいでしょうか。。。。 

①連絡してもよい   ②連絡はしないでほしい 

６６６６．．．．    今後今後今後今後、市民討議会を開催するとしたら、どのようなテーマ、市民討議会を開催するとしたら、どのようなテーマ、市民討議会を開催するとしたら、どのようなテーマ、市民討議会を開催するとしたら、どのようなテーマが適当だと思いますが適当だと思いますが適当だと思いますが適当だと思いますかかかか。。。。    

（自由記述） 

    

    

７７７７．．．．    その他ご意見その他ご意見その他ご意見その他ご意見やご感想やご感想やご感想やご感想があれば、ご記入ください。があれば、ご記入ください。があれば、ご記入ください。があれば、ご記入ください。    

（自由記述） 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました     
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