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○目的 

 「未来協知」の実践に向け、市民と行政が知恵を出し合い、まちづくりを進めるため、

市民からご意見等をいただくことと、様々な市民の方々が交流して意見交換を行い、市民

参加によるまちづくりへのきっかけとなることを目的とした。 

 

○参加者の決定 

① 無作為抽出（層化抽出法）により、市民１０００人に対し、参加依頼を行った。 

対象は、18歳以上で伊東市に住民登録のある市民。（外国人は除く）  

地区の人口、男女比率、地区の偏りが無いように抽出。 

② 参加依頼により４４人の市民から参加希望があった。 

③ 開催当日は３１人（１３人から欠席の連絡があった）の市民参加者と市職員の６人の計

３７人により、討議を行った。 

   

○当日スケジュール 

 参加者を１～６班に分け、班ごとにポストイット方式により討議を行った。 

以下、当日のスケジュール 

10：00 開会 

自己紹介(進行役・事務局)／アドバイザー紹介  

説明 「討議会の目的・意義」 

グループ討議 

 テーマ１「新保健福祉施設」について 

    ・班ごと自己紹介 

        ・説明 

    ・ポストイット（付箋）に意見を書く。 

    ・班内で発表し、模造紙に並べる。 



2 

 

    ・似た意見のものを集め、くくりを書き「小見出し」をつける。 

    ・班内で話し合い、重要と思われるもの３つに絞り、３つ以外に残したいもの

を２つ以内で残し、別の模造紙にまとめる。 

（12：00～13：00 昼休憩） 

13：00 テーマ１ グループ発表 

投票 

投票結果発表 

グループ討議 

     テーマ２「市民活動を活性化するためにどのような支援が必要か」について 

・説明 

    ・ポストイット（付箋）に意見を書く。 

    ・班内で発表し、模造紙に並べる。 

    ・似た意見のものを集め、くくりを書き「小見出し」をつける。 

    ・班内で話し合い、重要と思われるもの３つに絞り、３つ以外に残したいもの

を２つ以内で残し、別の模造紙にまとめる。 

テーマ２ グループ発表 

投票 

投票結果発表 

16：00 講評・閉会・解散 
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○討議によるテーマごとの意見 

テーマ１「新保健福祉施設」について 

（新しい保健福祉施設で、どのようなサービスを受けられると良いと思いますか？） 

 

１．テーマ１に対し、ポストイットに各自意見を書き、グループ内で発表。似た意見を集め、

「小見出し」をつける。 

１班 

子育て 

 （子育て）保育、低学年の子供が病気の時（感染症含む）短期受入れの場 

 子育ての相談に高齢者が対応できる 

 子育ての不安や困ったことをいつでも相談できる 

 虐待防止 

食と健康 

 健康チェック健康度をすぐに知ることができる 

 地産地消の情報や物を手に入れることができる 

 健康食、糖尿病食を食べられる 

 家庭料理 

 高齢者などが利用できる食堂（小）給食施設 

施設 

 来遊客＋使用できる温泉施設 

 出来るだけ木造の施設をつくる 

 麻雀ルームの設置（認知症防止） 

 食育は他の場所（民間企業）で行えば、スペースが不要になるのではないか 

 保健センターと福祉センターを分けて建てる 

 保健センターと福祉センターとは密接に連携していくと良いと思う 

 現在行われているサービスをもっとより良いものにする 

 高齢者、子供も共有でつかえるサロン的な空間 

 いつ行っても健康チェックや相談ができる、明るく行きやすい空間がある 

 施設運営には高齢者の活用 

アクセス 

 施設の設置は街中へ（市街地活性化） 

 施設を結ぶ足の確保（循環バスなど） 

 主要道路に施設の表示を大きく掲げる 

 高齢者支援バスの送迎などのサービスをつけられないか 

 子育てセンターを各コミセンで出来ないか、車のない親も居る 

 駐車スペースの確保 

 保健センター駐車場を広くしてほしい、場所は分かりやすい場所にしてほしい 

災害時 

 災害時拠点としての機能の周知と受入れ体勢の確保、ボランティアコーディネーターの育成の場 

 外へも働きかける（旅館等） 

 救急診療は市民病院の施設を使用できないか 
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２班 

必要最低限の施設 

 各地区にあって、利用できる内容のものは、作る必要はないのではないか 

 他の会館で代用できるものはないのか 

 温泉施設は維持管理に費用が掛かる 

健診 

 健診時の個別相談スペース 

 乳幼児健診など各種健康検査に会場が狭い 

 予防接種の集団接種インフルエンザ等、肺炎ワクチン等 

市民への広報 

 各センター窓口わかりやすく 

 市民の方々へ周知利用 

 複合施設のあり方 

 生活に関する関連の部 

 保健所の役割の関係について 

駐車場の整備 

 駐車場（無料、安価） 

 立体駐車場、地下駐車場 

 駐車場のスペース 

 駐車場が狭い 

 送迎バス対島地区 

 交通が不便（観光客等が来るとバス、車、駐車場） 

交流スペース 

 市民活動に入り安い（交流スペース） 

 室内運動スペース 

 交流スペースイベント（高齢者と子供、幼児が交われる） 

 キッズルーム 

 現状は暗い、明るい元気が出るような建築、照明、内装にしてほしい 

温泉設備 

 温泉、足湯、マッサージ機 

 温泉を利用した機能 

調理室 

 調理台は（女性目線）ガス台にカバーができて多様化できるものが良い 

 調理室（現在は広すぎる） 

 食育の拠点（たくさんある会のまとめができる所） 
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３班 

交通事情の利便性 

 駐車場も無限ではないのでは 送迎シャトルバスを用意する（毎日運行ではなくても、イベントの時

だけでも） 

 施設までの送迎バス or 車での送迎 

 公共交通機関でも便利な場所 

 駐車場の整備（来場しやすいようにするため） 

 交通機関の不便（車のスペース確保、地域の現状） 

 駐車場を広く 

人にやさしい設備 

 バリアフリー 

 バリアフリーは高齢者にも乳幼児にも優しい言葉なのであまり垣根を作らず、交われるスペースがほ

しい（調理実習も含めて） 

 トイレ（多機能トイレ、洋式トイレをメインに） 

高齢者と子供のコミュニケーション 

 年配の方がお子さんの子守りを頼まれた時に安心安全に楽しく遊びに連れて出られる場所であって

ほしい 

 自分たちの子供世代がいずれまた親になっていく時に、お手本であってくれる高齢者との接点がある

場であってほしい 

 高齢者と子どもが交流できるスペース 

温泉の有効利用 

 誰でも安価で利用できる温泉（市民と観光客の金額は分けるのもアリ） 

 温泉を利用したリハビリ施設 

 開放感が感じられる [外に遊具があったり、足湯があったり→（ツボ刺激歩行など）] 

元気な高齢者の育成 

 高齢者が持っている能力（技術等）を生かせる場 

 生きがいデイサービス（宇佐美地区の人も通いやすい） 

有事の時の拠点 

 災害時の為の食料、毛布、薬等の備蓄 

地域の活性化 

 行政だけではなく民間の飲食スペースなども入れると活気づくのではないか 

近未来の育成 

 体育館の設備（集客利用） 

 同じく老朽化が目立つ図書館もくみ込んではどうか 

 伊東市で働く世代は休日がバラバラなので一日、日曜日に子供を連れて行っても楽しめる支援スペー

スがほしい 
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４班 

教育 

 退職した知識人にボランティアで講師をしてもらう。 

 寺子屋（小学生くらいまで）、先生は高齢者 

 子供達に技術を教えられる設備 

 高齢者の就労 

交流 

 勉強の場、高齢者から子供たちへ技術伝達 

 子供と老人のふれ合いの場 

 幅の広い年齢層の複合施設とする 

 人との出会いの場 

 中庭交流スペース（簡単なスポーツや子どもと老人の交流場として利用） 

食 

 昼食がとれる(栄養バランスを重視） 

建物 

 スポーツ施設（ジム、プール） 

 学校の統廃合を図り、その後の校舎を福祉施設として利用する 

 一碧湖美術館を再生し、施設として利用する（温泉もある） 

 休館しているホテル、旅館を買い上げて利用する 

設備 

 新施設に福祉のデータを全てまとめる 

 コンピューター設備 

 役所の機能を備えると便利→市民相談など 

 図書室（1 人でも気軽に来れるように） 

保健福祉施設 

 「○○○会館」←名称公募 

 機能を集約した大施設とする。 

支援 

 介護支援（子育ての支援同様） 

交通 

 高齢者を送迎する巡回バス（伊東市は広いため公平に使い勝手が良くなるように） 

 災害に強い施設 

 伊東市の「核」となる福祉センターを作り、周囲を商店街とすることで市の活性化を図る 

 新施設を核とし、伊東市の発展を図る 

仕事 

 高齢者の就労する場をつくる（喫茶店やものづくりなど） 

その他 

 発表の場（舞台など） 

 人間関係が負担にならないように配慮 
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５班 

子育て 

 育児相談施設 

 子育て相談 

 アドバイザー、相談員となれる方がいてほしい 

 子どもの様子を見ながら相談にのってもらえる 

 保育所、学童等連動して一手に相談できる窓口（連絡調整） 

 虐待を防ぐための相談所 

高齢者、介護 

 共働きの人のための０才時保育所 

 介護保険利用の相談窓口（地域包括支援センター） 

 高齢者の健康相談機能 

施設整備（駐車場交通） 

 公共交通機関等を利用（徒歩も含む）して手軽に利用可能な立地 

 施設を利用したくても遠すぎて大変 

 高齢者の方が集う定期的なイベントに、送迎バスサービス→子ども連れの駐車スペース確保、高齢者

の事故防止 

 駐車場の十分な確保 

 駐車場を広く、立体駐車場等 

 案内表示板を大きく旧 135 号に出す 

施設整備（広いスペース） 

 建物の大型化できれば広い場所の移設 

 「いで湯大学」も新保健福祉施設で行って欲しい 

交流（あいさつ） 

 比較的元気な高齢者が子どもを預かるサービス 

施設整備（健康増進） 

 リラクゼーションルーム（マッサージ器とかビデオ、ＤＶＤとか） 

 温泉を利用し、施設内に「入浴」出来るスペースが欲しい、お茶を飲んだり雑談ができたりする場所 

 健康維持の為のトレーニングルーム等の施設 

 温泉プール（リハビリとかできる） 

施設整備（実用） 

 医療施設との併設や連携 

 高齢者が使う物をとりそろえたコンビニ、売店 

 子育て用品リサイクルショップ 

サークル活動（子育て） 

 介護が必要になった時の相談室 

 子育て相談サロン（気軽に立ち寄れるドリンクバーとかある） 

 小さな子どもを連れていつでも来てよい→自由に遊べる、話せる、相談できる 

 若い女性のためのヨガ、体操など、リラックス、リフレッシュ教室 ※託児機能があると◎ 

サークル活動（健康増進） 

 認知症防止の為の運動コーナー 

 （自由にサークル活動）へ参加できるように沢山のサークルを作る 

 （男性料理教室）1 人暮らしでも食事に気をつけ、健康であるように 

 生活習慣病予防の為の料理教室、講習を実施して頂きたい 

施設整備（娯楽） 

 娯楽室、囲碁、将棋、マージャン、ダンス等（講習会も実施） 

 図書スペース（図書館のようなイメージ） 

 高齢者のための遊び場（麻雀、将棋、囲碁） 
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６班 

施設 

 複合施設・・・病院、保育園（保育所）、温泉、特産品、調理（食事） 

 運動場の充実・・・散歩コース、パークゴルフ 

 地震対策・・・宿泊、トイレ、駐車場 

 機能訓練の施設が少ない 

 大人数で利用できる会議室 

 親子で使いやすいスペースづくり 

 「保健センター」のような何が行われているかわかりづらい建物の名称を変更した方が良い 

 調理室を充実させる 

 市民のいこいの場づくり 

 ワンストップで要件が終わる所（連携が取れる場所）にしてほしい 

 新施設ができた後の現施設はどうなるのか 

高齢者 

 高齢者も元気な人、そうで無い人も、このセンターを利用出来る割合はどうなのか 

 温泉を利用する、これはとても良い、方法と内容が問題 

交通アクセス 

 （現状では）駐車場が少ない 

 アクセスの改善 

 現在の利用状況や利用人数でどれくらいの規模の建物、駐車場を確保できるのか 

 伊東市は広範囲の地区であり、このセンターを利用するに当たって交通（アクセス）が問題になる 

 アクセスに関して拠点を作ってシャトルバスを出せないか 

 駐車場の数 

ファミリーサポート 

 ファミリーサポートはとても有効、特に子育て支援保育園機能があると良い 

 現在の利用状況や利用人数でどれくらいの規模の建物、駐車場を確保できるのか 

 健診を意識したスペースの建設 

 今現在も存在を知らなかったが、広報活動はどうなっているのか、また具体的な内容はどうなのか 

全世代にむけて 

 乳幼児、高齢者への施設ではあるが、真ん中の世代、観光客へのメリットはどうか 

 市民の利用頻度を上げるように何が出来るのか（まず市民の多く利用してもらう内容とは何か） 

職員の問題 

 市職員の退職後の仕事になっては困る 

 職員の意識 

広報 

 現在の健康に対するサポート施設（どこに、何が）があるのかを知らせてほしい 
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２．グループ内で話し合い、重要と思われるもの３つに絞り、３つ以外に残したいものを原

則２つ以内で残したもの。（テーマ１） 

１班 

1 経験豊かな高齢者の協力を得て食と健康と子育てなど施設運営を行う。 

2 あたたかい雰囲気のある温泉や木を活用した施設 

3 市内どこからでも誰でもアクセスできる手段がある（市街地） 

① 災害時のボランティア拠点 

２班 

1 必要最低限の施設（現在ある公共施設のあり方） 

2 保健、医療、予防、健診等について 

3 施設に対する市民への広報（周知されること）、利用等について 

① 施設の整備の中で駐車場のあり方 

② 各施設の利用方法で交流スペースの考え方 

 

３班 

1 交通事情の利便性（送迎バス等） 

2 世代を超えた交流（人に優しい設備、高齢者と子どものコミュニケーション温泉有効利用） 

3 地域の活性化（イベントの開催、地産地消等） 

① 体育館、図書館 

４班 

1 交流（高齢者や知識人が子供たちや観光客へ、その知識、技術などを教える。（語りベ、寺子屋）） 

2 機能集約（多機能施設とする。機能の一部として保健福祉施設（名称も公募する（宣伝効果））） 

3 
観光（観光客を誘致する施設（体験コーナー、見晴らし（景観）、新施設を核とし、市の発展を！（アーケ

ードを通ることで商店街活性）） 

① 防災機能、災害対策！ 

② 高齢者の就労する場の創出！（喫茶店、ものづくり） 

５班 
1 総合相談窓口（全ての相談がここで出来る。その後振り分け） 

2 送迎サービスや広い駐車場 

3 健康増進の施設（温泉、温泉プール、トレーニングルーム、リラクゼーション、木の活用） 

① 医療施設（診療所など） 

② リサイクルや売店 

③ 子育てサロンや料理教室などサークル活動 

６班 

1 施設 

2 交通アクセス 

3 ファミリーサポート 

① 市民全員にむけて 

② 職員の問題 
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３．グループごとに出された、重要、残したいものに対し、類似する内容のものをまとめた

後、参加者が１人３点を持ち点として、重要だと思う意見に投票した結果。（テーマ１） 

 

得票 内容 

24 

送迎サービスや広い駐車場 

↑ 市内どこからでも誰でもアクセスできる手段がある（市街地） 

↑ 施設の整備の中で駐車場の有り方 

↑ 交通事情の利便性（送迎バス等） 

↑ 交通アクセス 

10 経験豊かな高齢者の協力を得て食と健康と子育てなど施設運営を行う。 

10 総合相談窓口（全ての相談がここで出来る。その後ふり分け） 

9 必要最低限の施設（現在ある公共施設のあり方） 

7 

保健、医療、予防、健診等について 

↑ 医療施設（診療所など） 

↑ あたたかい雰囲気のある温泉や木を活用した施設 

6 施設に対する市民への広報（周知される事）、利用等について 

6 世代を超えた交流（人に優しい設備、高齢者と子どものコミュニケーション温泉有効利用） 

6 健康増進の施設（温泉、温泉プール、トレーニングルーム、リラクゼーション、木の活用） 

5 地域の活性化（イベントの開催、地産地消等） 

5 交流（高齢者や知識人が子供たちや観光客へ、その知識、技術などを教える。（語りべ、寺子屋）） 

5  
機能集約（多機能施設とする。機能の一部として保健福祉施設（名称も公募する）、宣伝効果） 

↑ 災害時のボランティア拠点 

4 防災機能、災害対策！ 

3 高齢者の就労する場の創出！（喫茶店、ものづくり） 

3 
観光（観光客を誘客する施設。（体験コーナー、見晴らし（景観））、新施設を核とし、市の発展を！（アー

ケードを通ることで商店街活性）） 

2 体育館、図書館 

2 リサイクルや売店 

1 ファミリーサポート 

0 各施設の利用方法で交流スペースの考え方 

0 子育てサロンや料理教室などサークル活動 

0 施設 

0 市民全員にむけて 

0 職員の問題 
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テーマ２「市民活動を活発化するためにはどのような支援が必要か」について 

（市民活動の活性化のためには、①どのような支援（内容）が必要と考えますか？②その支援（内

容）はどの程度（金額・期間など）のものですか？③またその支援（内容）を行うためどのよう

な機能（体制・手段）が必要だと考えますか？ ） 

１．テーマ２に対し、ポストイットに各自意見を書き、グループ内で発表。似た意見を集め、

「小見出し」をつける。 

１班 

発信 

 市民活動内容を発表、報告し、ＰＲや情報共有をできる機会 

 参加の「かき根」を低く 

 Ｐａｌや各団体の活動を市民に知らせる 

 市役所や市民病院等で市民活動団体の総会展示会をやってほしい（既に行われているのか） 

 Ｐａｌからの広報の強化 

 市民活動の実態を広報すべき、何があるかどの様な活動をしているか 

 「ふれあい広場」等で市民活動団体の活動内容を知らせてほしい（展示等の方法で） 

アイデアと人の活動 

 名刺交換会 

 月に 1 回コンペ、発表会 

 活動のアイデア・発想の集約 → 繋げる 

 自ら活動するだけでなく、活動して欲しい、行ってはどうかという内容を受付してくれる場所が欲し

い 

 気楽に参加できるような状況を作る 

 商業施設の活性化（商店街の賑わいを取り戻す） 

 子育て支援団体を増やしてほしい 

 犬の糞の取り締まり活動をする団体が欲しい 

 人と団体、考えをつなげるコーディネーター 

 人材登録制度（特技、時間など） 

補助金 

 金銭支援は可能な限り少なく、3 年で打ち切り 

 補助金を使用している団体の監査を強化する 

 市民活動に対し市で出せる予算はどのくらいか 

その他 

 活動の場（無料で使える）会議室ホール 
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２班 

市役所の休日のあり方 

 市役所職員の休日の在り方土日、祭日 

伊東駅の整備 

 温泉施設の整備（観光） 

 空店舗の活用 

 駅前のイメージ 

人材、情報、収集 

 人材情報の広報 

 「広報いとう」での広報活動を増やす、告知だけではなく参加者の体験談のスペースを増やす 

 人材バンクの充実 

 どこの誰に相談すれば良いのかわかり易く 

 人材情報の収集 

 ボランティアに関する情報（人材バンク） 

 市民のアイデアを常に公募する 

Ｐａｌの場所・周知 

 Pal の場所の問題 

 NPO 法人リーダーの育成 

 いとう市民活動支援センター、NPO、市民への参加呼びかけ 

美化 

 河川の草刈の徹底 

 ごみ（清掃関係） 

 

３班 

Palの充実 

 まずは Pal を市役所内に移動（異動）させて 75 万円では無理があると思うのでサポートする 

 支援センターの場所は市役所の中がよいと思う 

 なぜ Pal の来館者が減り続けているか把握する週 3→週 2 開館とか・・・？ 

市民活動の周知 

 市民への周知が必要 

 活動内容の PR（何をしているか） 

 行事（イベント）によって支援内容が異なるのではないか 

 「何をして下さい」（市民への告知） 

市民活動に期待するもの 

 観光客を増やす為の課題「道の駅」の活性化(マリンタウン）→ボランティア活動 

 市指定文化財の手入れ不足 

 市民ゴミひろい事業（ゴミ袋代、年間通して広報活動、周知活動、相談できる機関） 

 高齢者宅のゴミ出しボランティア（ゴミ袋代、年間通して広報活動、周知活動、相談できる機関） 

市役所機能向上 

 市役所は「市民のために役立つ仕事をする所です」を広く周知する 

 市役所（行政）の課や部を超えるアドバイザーが必要 

 いとう創造大賞を活用する（テーマ部門となんでも部門を設ける） 

 年間目標的なものを設定してみる（具体的なテーマを決めてもらえるときっと意見が出しやすい） 

 市ができないこと、できることをはっきりさせる（マンパワー、ハード面、予算） 
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４班 

市民活動支援センターについて（名称、場所の変更） 

 中間支援施設の場所が悪い、市役所内としてはどうか 

 名称「市民活動支援センター」から「ボランティア紹介所」へ変更する（規模縮小し、役所内へ） 

具体的活動の提示（個人がやりやすく） 

 地域の動物の面倒をみる（一碧湖の猫など） 

 川をきれいに、松川は歴史の川 

 ジオパーク都市との交流活性 

 知識の交流、キャリアの交流 

 婚活などの活性化 

 歴史と観光を結ぶ(東浦路など古道と観光を結ぶ） 

 伊東市と友好都市との交流活発化 

 若い人の「物作り技術」を見る 

 地域の子どもたちの遊びのスペース 

 年寄りの活性化 

市役所への要望 

 「朝市」を観光する人達の見える場所で開催（駅前等） 

 「県人会」の情報を教えてください。 

 思想的に片寄ったものが、市役所一階ロビーで行われたが、担当課での対応はあまりに誠実とは云い

難かった、「支援」というのであれば誠実な対応を求めたい 

 温泉をおもしろく活用している情報を教えて下さい。 

 教科書採択等の情報公開の積極的な支援をお願いしたい 

 協力を誠実に、迅速に（モチベーションの低下を防ぐ） 

活動拠点、活動場所、スペースの提供 

 活動拠点、活動場所、スペースの提供 

団体同士の交流の場 

 化学反応に期待（派生する新たな活動） 
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５班 

広報 

 まずは、「市民活動」自体の広報を市が行う（「市民活動」と言われても、知らない分からない市民が

多い） 

 現在活動している団体活動内容のＰＲが必要（人を集める事ができる） 

 現在どの様な活動が支援を受けているか広報で発表する（啓発） 

 広報支援（こんな活動をしている団体があるということを広く市民に知らせることも一手に引き受け

る） 

 広報いとうやＣVA で活動内容をＰＲ 

 中間支援施設の活動内容の市民への周知を図る（存在すら知らない市民が多い） 

 表彰制度「市民栄誉賞」みたいなものを創設する 

 どんな活動が支援を受けられるのか具体例を広報等で周知する 

窓口設置（要望を聞く） 

 活動しやすい環境作り窓口の設置 

 市民活動の担当部署を作る 

 市民の中にどの様な活動、要望があるか意見を吸い上げる場を作る（常設）意見→相談→実行 

 市の担当者は活動している団体の悩みや問題を聞き、どんな支援が必要か判断する 

活動の登録、掲示板 

 ボランティア登録（登録するとメールで参加依頼がくる、断っても OK） 

 市民活動「言いだしっぺ」登録 

 ボランティアの活動、案内 

 掲示板の設置と（監視）管理 

活動アイディアの募集 

 各団体と市の会議の場をつくり、支援内容を求める 

 アイディアだけ登録 

参加しやすい環境（物、金銭の支援） 

 補助金を 2/3 補助で出す 

 公民館、会議室など、会合や活動を行う場所の確保（無料使用） 

 会議室の貸し出し 

 福祉サービスの充実（デイサービス、託児）（活動したいけど、「子育てが」、「介護が」を解消する 

連絡調整 

 中間支援施設のコンサルタント機能の強化 

 他団体との連絡、調整 

具体的アイデイア 

 伊東が観光地なのか、商業地なのかわからない位、淋しい町になっている 

 伊東駅周辺を観光に来た人を感動させる施設にする 

 歴史案内人、伊東案内人のサポート育成 

 伊東の街並みをきれいな「花」を植えるイメージを変える（センス良く変える） 

 観光協会、旅館組合、商工会議所、市役所が活性化の意見交換の場があるか 

 みやげ物屋等商店街の活性化 

 地区役員にボランティア活動の委託をする（民生委員、町内会長等） 
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６班 

イベント 

 市がイベントを開催し、ボランティアを募る 

 健康に関しての勉強会 

 魅力あるイベントを立ち上げる！！市民マラソン、スポーツ世代間全ての参加 小学生→高齢者 

 パークゴルフ場の建設 [市 100％（予算立案）、場所の提供（小室山）] 

 文化の映画上映（新しく出来るセンターで） 

広報 

 広報の充実 

 周知活動（広報なり、チラシなり、市民に知らせる方法を造る） 

 伊東市年間の行事（イベント）の知らせ方（今のままだとあまりにも知れない） 

 市民への広報方法 

 広報場所の設置（「活動場所がここに来れば日程がわかる」など） 

自治会ごとの問題点 

 自治会ごとに地域の問題点を市に報告する 

 各地域での困っている点、問題点をあげる 

お金 

 補助金（先に補助金を出す） 

地場産業 

 一次産業を守る 
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２．グループ内で話し合い、重要と思われるもの３つに絞り、３つ以外に残したいものを原

則２つ以内で残したもの。（テーマ２） 

１班 

1 情報発信（気軽に参加できる、広報、活動発表会） 

2 アイデアと人と活動をつなぐ（人材登録、アイデアの集約、団体のコーディネート、名刺交換会） 

3 補助金のあり方・チェック（どのような制度？監査機能？） 

① 活動の場 

２班 

1 市役所の休日のあり方（観光地のため一般市民は休日なし） 

2 伊東駅の整備（再訪されるお客様よりの意見） 

3 市民活性化の為に行う人材情報の収集及び広報のあり方 

① Ｐａｌの場所、周知と仕事内容（市民はこの件はよく知らない） 

② 市全体の清掃美化関係 

３班 

1 Ｐａｌの充実（委託料 75万円では無理がある。市役所内に移動した方が良い。） 

2 市民活動そのものの周知（何をしているか分からない） 

3 市役所機能向上 

４班 

1 市民活動支援センターの名称、場所の変更（名→ボランティア紹介所、場→市役所 など）、規模縮小 

2 具体的活動の提示、個人が参加しやすく 1人でも行ける（例：婚活ボランティア、動物ボランティアなど） 

3 市役所は活動のための情報公開、提供を積極的、誠実、迅速に（モチベーション低下を防ぐ） 

① 活動拠点、活動場所、スペースの提供 

② 団体同士の交流の場（化学反応に期待、派生する新たな活動） 

５班 
1 広報活動の強化（「市民活動」「活動内容」「中間支援施設Ｐａｌ」） 

2 窓口部署の設置及びアイデア募集 

3 やりたい人、やってもらいたい人掲示板（ボランティアを求める人、やりたい人を登録） 

① 活動しやすい環境づくり（（ボランティア参加者の託児、会議室貸出、補助金 2/3、連絡調整） 

② 
具体的アイデア（駅周辺や街並の景観、案内するサポート人の育成、観光関連組織の連携、地区役

員、商店街活性化） 

６班 

1 
イベントの開催（市が主体となり、イベントを開催することでボランティアを募る＜例＞健康予防の勉強

会、映画上映、パークゴルフ場の建設） 

2 
市民への広報、周知方法の徹底（すべての情報が得られる広報場所を設置するなど、今よりも市民が

わかりやすく、「市民活動」そのものを理解しやすくし、ハードルを下げる。） 

3 
自治会で問題点をあげる（自治会で地域ごとの困っている点や問題点をあげ、それを市が吸い上げる

ことでボランティアや団体を募り実施していく。） 

① お金（補助金を、先に出す。） 

② 
地場産業を守る（地産地消を守るため、水産業など、減少傾向にあるものを取り上げ、市民に問題自

体を知らせる） 
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３．グループごとに出された、重要、残したいものに対し、類似する内容のものをまとめた

後、参加者が１人３点を持ち点として、重要だと思う意見に投票した結果。（テーマ２） 

 

得票 内容 

23 

広報活動の強化（「市民活動」「活動内容」「中間支援施設」Ｐal） 

↑ 情報発信（気軽に参加できる、広報、活動発表会） 

↑ Pal の場所、周知と仕事内容（市民はこの件はよく知らない） 

↑ 市民活動そのものの周知（何をしているか分からない） 

↑ 活動拠点、活動場所、スペースの提供 

↑ 市民への広報、周知方法の徹底（すべての情報が得られる広報場所を設置するなど、今よりも

市民がわかりやすく、「市民活動」そのものを理解しやすくし、ハードルを下げる。） 

19  
アイデアと人と活動をつなぐ（人材登録、アイデアの集約、団体のコーディネート、名刺交換会） 

↑ やりたい人、やってもらいたい人掲示板（ボランティアを求める人、やりたい人を登録） 

11 伊東駅前の整備及び美化（再訪されるお客様よりの意見） 

10 市民活動支援センターの名称、場所の変更（名→ボランティア紹介所 場→市役所）、規模縮小 

9 
イベントの開催（市が主体となり、イベントを開催することでボランティアを募る＜例＞健康予防の勉強

会、映画上映、パークゴルフ場の建設） 

8 具体的活動の提示、個人が参加しやすく、1人でも行ける(例：婚活ボランティア、動物ボランティアなど） 

6 役所関係の休日のあり方（観光地のため一般市民は休日なし） 

6 市役所は活動のための情報公開、提供を積極的、誠実、迅速に（モチベーション低下を防ぐ） 

5 Palの充実（委託料 75万円では無理がある。市役所内に移動した方が良い） 

5 窓口部署の設置及びアイデア募集 

3 市民活性化の為に行う人材情報の収集及び広報のあり方 

2 団体同士の交流の場（化学反応に期待、派生する新たな活動） 

2 活動しやすい環境づくり（ボランティア参加者の託児、会議室貸出、補助金 2/3、連絡調整） 

1 補助金のあり方・チェック（どのような制度、監査機能） 

1 市役所機能向上 

0 活動の場 

0 市全体の清掃美化関係 

0 
具体的アイデア（駅周辺や街並の景観、案内するサポート人の育成、観光関連組織の連携、地区役員、

商店街活性化） 

0 お金（補助金を、先に出す。） 

0 
地場産業を守る（地産地消を守るため、水産業など、減少傾向にあるものを取り上げ、市民に問題自体を

知らせる。） 

0 
自治会で問題点をあげる（自治会で地域ごとの困っている点や問題点をあげ、それを市が吸い上げるこ

とでボランティアや団体を募り実施していく。） 

 

 


