資料１－２ 参考

●「人づくり」 第３回テーマ別検討会議（物語のたたき台に対する意見）
意見の分類

具体例

企業

教える人・社会人

拠点

多世代交流

学びの循環

仕組み

その他

意見（いい点・共感する点）

意見（修正点・追加したい点）
キャリアアップ 社会人の学習の仕組
みが伝わりにくい
どうやって人を集めるのか・・・。起業家
など
拠点に多様な人が集まるのはなぜ？ど
んな魅力が？
もう少し具体像が見えてきたい感じ
企業とのつながり トヨタ中研などとの つくばのように新技術が試される市の
つながりを
ようなイメージを入れたい。実証実験な
名古屋との連携はしやすいが、日進が
大府などとの交流しやすいようにして欲
しい（交通を含めて）
長久手古戦場⇔赤池⇔南大高ルート
役割が生まれている 教わる人、教え 社会人とは
学びたいことを教えてくれる“人” その 教わる内容の例 「働き方」「勉強」より
人のレベルにより教えられる限度があ もっと大事なものを（例えば、心の余
る。どうやって探すか、良い先生を！
裕、人生の満足感）
共生ステーションが地域のキーステー
大学が多様な人が集まる場になってい
ション 地域コーディネーターや文化プ
る点。オープンであってほしい！
ロジェクトリーダーが必要
共生ステーションや学び舎の利用
拠点が学校だけではないところ！
私の住むところではあいさつされる方
が多くてよい。子どもも多い。
多世代交流ができている点
共生ステーションで高齢者の方たちと
の交流が楽しめて良いので、もっともっ
と広めたい
街の在住の色々な立場の人とコミュニ
ケーションを取りながらの街づくり
学び直しができる環境！
学びの循環
学びの循環
働き直し、学び直し
学びの循環 学生も意見を求められる
やり直しができる街ではなくて、もう少し
街の人達とやってみたいことを学びあっ
ていきたい
学びと就業のサイクルがまわるような
考え方が良い
支えあいの仕組み+支える人
「やってみたい」が叶う仕組み
「学び」を軸に自ずとつながりも生まれ、
得意を活かした支え合いの仕組みとい
うのが良かった
集うことのできる曜日・時間帯が合わな
さそう
国際交流の場もできる仕組みが整って
いる長久手市 子ども育成に誰でも集
まっているステーションを創り、学ばせ
る場づくりを提供する
市制との共生 のといやすい町。大きく
も小さくもない組織である

●「子ども」 第３回テーマ別検討会議（物語のたたき台に対する意見）
意見（いい点・共感する点）
意見（修正点・追加したい点）
長久手での子育てに期待している
子育て
まち全体
全般
「まち全体」で子育て
心のよりどころ ふらっと相談
ふらっといける相談の場とは？
いざという時に頼れる関係＝信頼
気軽さ
ふらっと気軽に相談しにいける場所が地域にある
ネット いざという時に頼れる
ワーク いざという時にお互いに頼れるネットワーク→甘えるって
なかなか難しいのでこんな風に思える場所って最高
近所の人が声をかけてくれる→新しく入ってきた人間をき
づかってくれる地域の空気感
引っ越してきた人でもなじめる雰囲気
のびのびとありのままで自由に
育ちって多様だなぁ
遊びを通じて学ぶ
個性は育てる
多様な個性って具体的には？（障がいや発達遅れなどあ
楽しいうれしいことをたくさん経験する
る人へのケアって？
感性豊かな育ち
感性を育む←自由な環境、選択肢、情報
遊び方や遊ぶものをつくってみんなで楽しむ
自由な時間
子どもの
自然のなかで まちのなかで
障がいを持った子どものことも含められないか？
個性
多様な個性が受け入れられる（自由、あたたかい見守り） 障がい児（者）は？
受け容れられている
のびのび育つ
子どもがありのままで生きられる感じがいい！
子ども達がのびのびとしていられる環境がいいな
毎日たのしくくらせている
子どもを預けることに抵抗→近所の人が声をかけてくれる
“核家族”でも生きていける
子どもが楽しい←母が幸せ心地よい生活
子育てはお母さんの専売特許じゃない
母の心の余裕←家族・パートナーの生活
働くお母さんの視点
このお母さんのお母さん・お父さんが他の場からきた時つ
自分（母）だけ頑張り過ぎないで
れていける場所があるといいな。安心させたい
家族の 当たり前に働ける
これは核家族
子育て
お父さんの子育ては？
お父さんが入っていないけど
「お父さん」は」参加できるかな？
子育てパパのつながりもほしいな
お父さん、おばあさん、おじいさんの視点は？
近くに住む多世代
自ら地域の行事に参加しているところ
子どもはみんなの宝物 地域で育てる
コミュニティがある
地域のつながりがある
地域の行事がある
地域で あたたかく見守ってくれている
子育て いるだけで「役割」ができる
育ちって多様だなぁ
「これ」があるからいいってもんじゃない
受容
「子育て苦手」でも子は育つ環境
自由に多世代で遊べる場所
思いっきり外で体を使って遊ぶ場所
遊び場に相応しい環境
産む場、一緒の産む人、産前からの子育て体感
クリニック産院が少ない
子育て
選択肢少ない
環境
寄り添ってもらえる環境は？
「産んでいない人」も知れる環境
外に出ていけない人にはどうしたらいい？つながれな
い？
外にでる意欲が湧いてこない時（人）に「届ける」ために
は？
「これ」があるからいいってもんじゃない
そのうち出ていくのかなぁ。結婚で引っ越し
その他
幼児～中等教育
学びの場は？（大学生編？）

意見の分類

●「自然環境」 第３回テーマ別検討会議（物語のたたき台に対する意見）
意見の分類
物語全体

意見（いい点・共感する点）
総論賛成です
自然を守り住みよい町づくり
至るところに「みどり」がある
西側の都市部でもみどりがある

長久手の緑

農業→リタイアしたらやってみたい！
↓
ＪＡが会社を立ち上げ

意見（修正点・追加したい点）
東も西も一緒に
西側は公園とか街路樹など新しい街だけど
東側は過疎化？
西側と東側ではまったく雰囲気が違う
長久手市内の雰囲気が違う（市が洞の方と
東の方）
地域差あり。暗部にもスポットをあてる必要
長久手の特長がつかみにくい
未来はどうする？明るいところ？暗い所？長
久手の西？東？
この自然と今後どう維持するかが問題
香流川の最上流部をどうするか？
水辺とか池をもっと見直す
交通の便を便利に、活性化しよう
畑が大事

受け継ぐ人は減ってしまうと思う
田畑農業が弱い
受け継ぐ人⇒みんなで受け継いでいく
お互いにみんなで仲良く助け合う
農業
農業をやってみたい人・手伝ってほしい人が
共存できるまち
田んぼや畑はどのように守り耕作していくの
畑、池の言葉も欲しいと思った
市所有の土地が必要
経済面＝農業で生業をうむことが必要！
いろいろな動物が住み着いている（とても豊 有害な動物とどう共存していく？
生き物と共存している
色々な生き物が循環しながら生きている
いろいろな生き物が住んでいるところ
（例）ジビエをやろう！
生き物
カワセミや猛禽類のアオバズクまで住みつい
生き物がいる（共存）
ネガティブ→ポジティブ
「まちの宝物」は人の手をいれながら残して
いく意識
手をかけていくという意識と行動が明確なの
で良いと思った
受け継ぐ つないでいく
田んぼも里山も香流川も美しく保たれる
香流川では清掃活動が行われとてもきれい
人の手をいれなが 地域で清掃活動
ら、
地域の人が協力してまちをきれいにしようと
受け継ぐ
している
地域で清掃活動が行われている
香流川を地域で清掃活動が行われていてい
いと思った
自然を愛し、守る人がいる
地域で協力して清掃活動が行われている
きれいな香流川

●「生活」 第３回テーマ別検討会議（物語のたたき台に対する意見）
意見の分類
全体

役割

協働・つながり

福祉

防災・防犯

意見（いい点・共感する点）
こんな地域をつくれたらいいと思う
全体的によくまっており、評価できます

意見（修正点・追加したい点）

高齢化・・「役割」がある・・・何か押し付け
役割があることが大事⇒そのためのコー
られているようにも感じる。自分の意思で
ディネート重要
きめる
役割分担
現実は役割が少ない
退職しても「役割」がみんなにあると素
地域デビューするには？
敵！！
それぞれに役割分担がある！
参加のきっかけ、第一歩が重要！
役割分担するコーディネート役が必要で
役所（行政）と地域の役割分担
はないか
役割がある、安心して暮らせるまち、友達 分担する気持ちを引き出すことが大事（方
いっぱい
法など）
役割を作りだすことが必要。現実は役割
地域のに役割がある
が少ない
地域での役割分担
おじいちゃんの具体的な役割（活動）
共感！「地域のことは地域でやろうよ」地 役割分担 自分、近所、行政の共有、理
域に役割がある
解が要
追加（おしゃべりの前）人のことを気遣うよ
地域でできることはみんなでやる！
うな話し方や
井戸端会議
生きがいをもつこと
支えあい
大前提として平和でないと
井戸端会議の他にも気軽に話せる場所が
みんなでやろう
あると良いと思う（出向くことがｄけいない
近所の誰とも仲良く井戸端会議が出来た
顔が見える関係づくりが大切
ら楽しいでしょうネ
役割を分担する
みんなが集える場所をもっと多くする
ご近所さん同士のあいさつ、おしゃべり
追加（職場の前）今の私の働きの場は
地域のみんなでできることをみんなで協力
お互いに支え合っていこう！
してやる
ひとり暮らしでも見守りが充実しているか
ら安心（一人暮らし、障害のある方の視
健康面の支援 病気になったらすぐ相談
できる人がいる＝元気な人だけではなく
犯罪・災害はもちろん生活面の支援も知り
たい
「健康」に関してもっとあってもいいかも
家族がいない人はどうしたらいいか？すぐ
に地域は無理なので、その場合やはり行
政が第一にすべきではないか。家族や地
域を強調しすぎではないか
追加（災害の前） 守る装備ができている
からこそ、安心安全が確保されていて

●「交流」 第３回テーマ別検討会議（物語のたたき台に対する意見）
意見の分類
運動

意見（いい点・共感する点）
意見（修正点・追加したい点）
運動チーム
色んな世代の人々がいろんな所で運動できる
のがいいと思います
文化の家や図書館、古戦場など色々なところへ 色んなところで運動（場所）
長久手の恵まれた施設・イベントが活かされて
いる

イベント

どこも楽しいイベントをやっている
1つ1つのイベントが楽しくて参加しやすい

あいさつしているから防犯にもなる

あいさつ

情報

伝統

交流

その他

イベント・交流事前に知るのが少ない
イベントが多いのは？
色んなイベントに参加できる（役割はある？）
色んなイベントに友達同士だけではなく家族で
もいくといい
友達同士の輪の中に留めずもっと多くの人を誘
うと良いんじゃないか
一度あいさつをして反応がなくても何度も声をか
けよう

誰とでも挨拶をすること
みんな気軽に声をかける
登校の時にいつもいろんな人が挨拶してくれる
気軽に声をかけてくれる
登校の時にいつもあいさつしてくれる
交流の原点は「あいさつ」。それが冒頭にありい
いね！
朝いろんな人が挨拶するのが交流できるからい
い！
学校⇒地域⇒県内⇒県外とどんどんあいさつ
の輪が広がるといい
色んな情報が長久手のどこにいてもキャッチで いろんな情報が長久手のどこに
長久手のどこにいても情報キャッチできる⇒ス
情報がどこにいてもキャッチできる
マホ？若者しか情報がいかないかも
情報キャッチのノウハウがあるといいのかも
どのように便利か、ということ
いろんな人のいる街は聞く耳もつこと、大切と思
います。
伝統的なコトがあるのはいいことなので良い
なー、と思った
戦国の時代よりの伝統と万博の知恵と理想が
誇りと思う
皆でっていうのがいいかな！誘うというのがい
友達とだけではなく、年下や年上の人ともお出
い。そして誘える環境があることは素晴らしいこ
かけしてるとより良い
とでは？
仲の良い大人がいる！ってことは年齢に関係な
く交流出来ている証なので良いと思った
みんなの集まる場、イベントを活用
「いつでも」「どこでも」⇒どこで？抽象的？タイト
幸せ感が出てて良い
ルの見直しが必要！（具体的）
タイトルが「いつでもどこでもだれとでも広がる幸
せの和」なので、中学生の女の子だけではなく、
障がいのある人、大人などの視点から見た未来
を見たいです。
総括 これまで長久手の人たちばかりで深く掘
り下げてきたが、近隣市町の意見も
ＳＮＳの使い方⇒顔を知ってからのつながり
顔がつながってこその「だれとでも」
外から入ってくる人に対しての受け入れ

●「都市整備」 第３回テーマ別検討会議（物語のたたき台に対する意見）
意見の分類
全体

公共交通
移動の利便性

都市整備

自転車
新たな交通手段

エネルギー

住環境

その他

意見（いい点・共感する点）
意見（修正点・追加したい点）
庭の手入れをする人が増えた⇒最近宅地が
狭くなり全く緑のない家が増えたのでぜひ緑を
身近にする！
あちこちで会話の花が咲いている
街中を歩くことで交流も生まれ、楽しい街とな
公共施設にストレスなく行けるのは良い
リニモ、Ｎバス整備されます？
免許を返納して車が使えなくても公共施設に
運転免許を返納し、（…リニモ、Ｎバス⇒他に
公共交通機関を使い、ストレスなく移動できた
ないの？）
り、街を散歩するおばあちゃんを容易に想像で
「移動に困らない」旨が強調されている。目標
公共交通がとても整備されていて、使いやす
としては望ましいが、困難も大きいことにふれ
いから買い物や病院に困らない
る必要がるのではないか
公共交通がとても整備されている
Ｎ－ecoバスも走りだした、とか（選択肢の充
出かけるだけの発想ではなくても、宅配といっ
たことも選択できる
公共交通のこととか強め
自然を大切にされて住宅地といいバランスで 10年後も凸凹道をキレイに直し続けられるだ
共存
けの財政力はあるのかなぁ
便利と自然が共存できているならそれは素敵 渋滞ない道
道路の整備も大事
よく整備された歩道
自分の足で移動するって、健康にもいいし、楽 渋滞が減るなど自動車問題が改善される（す
しいし
る）という点が目標として抜けている
自転車に乗っている人もよくみかける⇒さらに 公共交通だけでなけでなく、シェアライド等の
強調して自転車道をつくる運動へ
市民交通の充実もいれたい
地域のシェアカー
散歩のイメージ、高齢者になると買い物や病院
などへのアクセスがどうなるのかな
自転車のシェア
自転車が走りやすい町
歩道も広く・・・歩きやすいから（本当？）
乗り入れ制限があっても良い
目的地のことが消えている
車のないエリアをつくる
都市整備だけでなく、全体に関することなので
すが、都市の活動や生活を支えるエネルギー
の問題にもふれてほしい（あるいは持続可能
な都市（社会）
のんびり歩く裏の支えとして、エネルギー（電
気）、上下水道、道路等のインフラを市民参加
（自治）で、整備する姿もほしい
街の東と西での住環境が違う。もっと街全体を
とらえた整備が必要と思う
人が集まる場所・役割が見つかる施設がある
とか（人物が歩く理由）
公共施設にわざわざ行く＝身近なところで手
続きできないか。例えば週１で銀行員のように
歩いていけるところに役所の職員がきてくれる
長久手合戦物語に代表される歴史も大切にさ
れている

