
 

 

総合計画プロジェクトチーム会議（第 1回）開催結果 

知多市のまちづくりにおける長期的な視点や総合的な視点を養うことを目的に、対話型自治体経

営シミュレーションゲーム※「SIM2030」を実施しました。 

18 名の参加者は、A、B、C の３グループに分かれ、架空の自治体「えふ市」の局長となり、2020

年から 2030 年までの間に発生する様々な課題に対して不足する事業費をどのように捻出して対応

するかを検討しました。 

各グループとも、一定の成果が得られている事業や市民など民間への移譲が可能な事業などを

廃止し、できるだけ赤字地方債の発行を押さえるよう、活発な討議を通じて知恵を絞りました。 

結果的に A、B の２グループは赤字地方債を発行、C グループは赤字地方債の発行ゼロとなりまし

た。 

C グループは絶対に赤字地方債を発行しない、必要最低限の社会福祉関連事業は残す、という

方針を共有して討議していたことから、参加者は総合計画におけるビジョン共有の重要性を改めて認

識することができました。 

 
※「SIM2030」とは、熊本県庁の有志職員が開発した自治体経営のシミュレーションゲームで、今回体験したのは福岡市

バージョンです。人口減少により税収が減り、高齢化により社会保障費が増え続ける中、どの事業を削り、どの事業を残

していくか、残された事業でいかに幸せなまちを作っていくか。参加者は、架空都市の局長に就任し、2030 年までの５

年ごとに迫りくる課題に対して、他の局長と対話し、「市としての判断」をしていくゲームです。 

 

開催日時 2018年 6月 8日(金)13：30～16：20 

場   所 知多市役所 3階 大会議室 

参 加 者 18名 

プログラム  開会、ガイダンス 

 第 6次知多市総合計画策定について、SIMの概略、実施の目的 

 「SIM2030」体験 

 １ラウンド：2020 年～2024 年 社会保障費増への対応【２億円】と、認知

症予防・ケア１億円、博物館リニューアル１億円を実施するか 考えよう！ 

 ２ラウンド：2025 年～2029 年 社会保障費増、公共施設老朽化への対

応【２億円】と、「限界マンション」対策１億円、生活環境整備１億円を実施

するか 考えよう！ 

 ３ラウンド：2030年 まちはどうなった？ 

 その他 

 閉会 

 

 
各グループ活発な討議をおこないました！ 

 
発表は行政代表と市民に分かれておこないました。 
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総合計画プロジェクトチーム会議（第２回）開催結果 

知多市のブランドメッセージや重点戦略の検討にあたり、拠り所となる、知多市で幸せに暮らす市

民像（ペルソナ※）を検討するためのグループワークを実施しました。 

参加者には、事前に「モノ／コト／ヒト／シゴト／トコロ／カコ／ミライ」の７つのコンセプトワードに関す

る知多市の魅力資源・価値要素の整理を依頼しました。 

はじめに、統計データによる知多市の人口動向や市民アンケート調査（速報）結果などをもとに、知

多市の現状・課題を共有しました。 

続いて、参加者は PT 会議（第 1 回）と同じ A、B、C の３グループに分かれ、事前に整理した知多

市の魅力資源・価値要素を共有し、コンセプトワードごとに体系化を行いました。 

体系化された知多市の魅力資源・価値要素をもとに、参加者がそれぞれ、知多市で幸せに暮らす

市民像（ペルソナ）を検討し、グループ内で共有するとともに、最も特徴的な市民像を各グループより

発表しました。 

 

※ペルソナとは、試作品やサービスのユーザー像を仮想の人物として定義したものをいう。多様なユーザーの中で最も重

要な人物像として焦点をあてることで、具体的で現実的なユーザー像をイメージしやすくなる。 

 

 

開催日時 2018年 7月 13日(金)9：30～11：30 

場   所 知多市役所 3階 大会議室 

参 加 者 15名 

プログラム  開会・挨拶 

 知多市の現状と課題 

 グループワーク ～知多市の魅力・価値を棚卸ししよう！～ 

 知多市の魅力資源・価値要素の共有 

 魅力資源・価値要素のグルーピング 

 魅力資源・価値要素から浮かぶ市民像（ペルソナ）の検討 

 発表・意見交換 

 その他 

 閉会 

 

 

 

 
数多くの魅力資源・価値要素が提案されました！ 

 
参加者同士、検討した市民像を共有しました。 

 



総合計画プロジェクトチーム会議（第２回）結果

知多市の魅力資源・価値要素リスト（抜粋）
カテゴリ 魅力資源・価値要素 具体的な魅力・価値

1 モノ 新舞子マリンパークの風車 ２つの大きな風車で知多市民のシンボル。

2 ペコロス 知多市の特産品。高級食材として首都圏に出荷されている。

3 サントリーウイスキー「知多」 サントリー知多蒸溜所で製造される。市の名前が冠されているブランド。

4 おかき屋　辰心（竹新製菓） あられはもちろん、目玉焼きの乗ったソースカツ丼もボリュームがあっておいしい

5 佐布里の梅 知多市にしかないプレミアムな梅

6 市の花つつじ 市の花。市役所のまわりに多く植えられている。

7 知多木綿 現代的なデザインと組み合わせて新たな価値を創造。歴史あり機織り体験もできる。

8 コト 佐布里池梅まつり 佐布里池周辺で行われる県内一の梅林のお祭り。毎年15万人が訪れる。

9 アイアンマン70.3 知多半島で行われる国際大会。海外からも多数参加。

10 花火大会 混みすぎず、ゆっくり楽しめる。海＋花火がイイ感じ。芝生で座って見られてあまり混まない。

11 日長の御馬頭まつり 江戸時代から続く伝統あるお祭り。華やかな飾馬と引手がお囃子に合わせて練り歩きます。

12 大興寺　だるま供養 成人の日に行われる「開運大日福だるま大祭」では、だるまのお焚き上げ供養会がおこなわれます

13 知多市産業まつり 市内の商工業者が出店し、多くの団体も参加する市で行う大きなイベントの１つ

14 日長神社の紅葉 通称「紅葉谷」。大正時代に植えられた紅葉がきれい。

15 朝倉の梯子獅子 伝統と迫力があり若い子が頑張ってるのを見ると感動。お囃子も好き。秋の夜というシチュエーションも最高。

16 家賃・土地が安い 東海市・大府市に比べて安価で、名古屋で仕事しても通いやすい

17 緑が多い 市役所周辺、パークロード、住宅街、花壇コンクール。市内各所で緑が残り、見ていて和む

18 都市計画道路の整備率高く渋滞が少ない 道路整備が進み、ちょうどいいまちが形成されている。

19 犯罪発生率が低く治安が良い 大きな事件がなく、安全快適なベッドタウン

20 下水道普及率が高い 先進地として整備され普及率90％超。県内では名古屋市に次いで2番目に高い。

21 災害が少ない 津波被害の心配がほとんどない。気候が安定し、ゲリラ豪雨がない。

22 ヒト 知多市公認キャラクター「梅子」 愛くるしいキャラクターで人気を博しています。イベントにひっぱりだこ。キャラクターグッズ多数。

23 コミュニティ活動が盛ん 地域のつながりが強く市内10コミュニティが自主的に活動している

24 市民活動が活発 南粕谷ハウスには、いろんなところから視察も

25 市民にまじめな人が多く、温かでやさしい 田舎ならではの温かみ。温厚な人が多いと言われている

26 消防力が充実している 消防車両や救急車など消防力が充実し、若い世代も地元に貢献。

27 愛知用水、久野　庄太郎 愛知用水の整備に尽力した方。NHKプロジェクトXでも紹介された

28 プロ野球選手を多く輩出 山崎選手、浅尾選手、福谷選手等、多数！

29 浅尾卓也選手 ドラゴンズ選手。H29プロ野球史上3人目の通算200ホールド達成。市民栄誉賞第1号。

30 ふゅうちゃん 知多市公式キャラクター。魚・翼・車輪

31 シゴト 新南地区区画整理（工業団地） 働く場所が増える

32 大興寺工業団地の拡張 新たな働く場の創出

33 臨海工業地帯 エネルギー産業をはじめ、様々な企業が立地

34 トコロ 旭公園 サクラ、シャクヤクがきれい。広い緑地と遊具が豊富でBBQ、ジョギングなどが楽しめる。

35 新舞子マリンパーク 400mの綺麗な砂浜。名古屋から一番近く、釣り、海水浴などいろいろな楽しみ方ができる。

36 海／海水浴場がある（駅から近い） 名古屋から一番近い海／海水浴場。昔の写真を見ると「ここが知多市？」という程のにぎわいでびっくり。

37 海釣公園 知多市だけのはず。賑わっている。

38 ウィンドサーフィン 新舞子海岸で行われているマリンスポーツ。ウィンドサーフィンのメッカ。大会も開かれる

39 名古屋に近い 電車（特急）、車（高速）で30分。通勤・通学に便利。

40 名駅・金山まですぐ行ける 大都市まですぐ。買物、病院

41 空港が近い 旅行（国内外）に行きやすい。催しもあるので遊びにいける。
42 名鉄特急がとまる ２駅も（東海市、半田市と同じ）
43 佐布里池 水源、ダム湖、梅林、梅まつり、桜、季節の植物

44 佐布里池梅林 県内一の25品種。車でだんだん梅林に近づくとテンションが上がる。たくさんのアクティブなアスレチックがあり、楽しめる。

45 佐布里パークロード 四季折々の植物が見られる。散歩やジョギングなど市民のいこいの場

46 第2種陸上競技場 県内の大会開催。学生が集まる。公式記録が取れるため、大きな大会が開かれる。

47 稲荷神社のマメナシ 市の天然記念物。白く小さな花を咲かせる。樹齢150年以上。

48 大草公園 お城の展望台があり伊勢湾を一望できる

49 親子ひろば 各中学校区に設置されている無料の遊び場。地域の親子の集い・交流の場になっている。

50 海浜プール 市営プールで、プールサイドに売店があって飲食できるのは珍しいらしい

51 こども未来館 工作などができ、子どもたちに親しまれている。安くて簡単にクオリティの高い工作を楽しむことができる。

52 知多墓園 市内に墓園があり先祖のお参りがしやすい

53 産業道路 無料なのに便利

54 夜が暗く静か 星がキレイにみえる。カエルの鳴き声や虫の音も聞こえるほど。

55 自然豊か 6割が農地や山林。緑園都市。朝倉駅から見る周辺の緑がキレイ。

56 田園風景 四季を感じられる。夜は星もキレイ。ほどよく田舎。都会に疲れたら、知多でホッと

57 ネストバイザシー（NESTby THE SEA） 新舞子のおしゃれなカフェ。海が見える。インスタ映え、フルーツサンドが名物

58 Café Novatann（カフェ　ノバタン） 岡田にあるお店。素敵な雰囲気の古民家カフェで料理もおいしく、ゆったり過ごせます。

59 洋食GOTTA おいしい。リーズナブル。おしゃれ。女子会におススメ。

60 中華利興 自家製野菜、自家精米のヘルシーメニュー提供店。くどさがなくおいしい。地元野菜たっぷり、販売もしている

61 フランス料理　キャトルフィーユ 手ごろにカジュアルフレンチ。家族と恋人と女子会でも使える。おいしい

62 焼肉やまちゃん やまちゃんステーキがおいしい！

63 枡磯（ますいそ） 岡田にある老舗料亭。歴史もある、趣のある料理。

64 カコ 尾張万歳 今の漫才の原型。国の重要無形民俗文化財にも指定されている。朝ドラで取り上げられたりしたけど、もっと知ってほしい。

65 岡田の古い街並み タイムスリップしたような風情ある街並み。今は観光資源となっている。あまり知られていない魅力が多い。

66 知多岡田簡易郵便局 国登録有形文化財。明治35年建築。県内にある戦前建築された営業中の郵便局舎の中では最古級

67 愛知用水 知多市発展の礎!!昭和36年、久野庄太郎はじめ多くの人々の努力により導水を開始。

68 織田長益（有楽斎） 大名であり茶人。大草城ゆかりの人物。信長の弟の一人

69 七曲古窯跡群 １２～１３世紀の窯のあと。七曲り公園にあり、見ることができる。知多半島古窯跡群の１つ。

70 ミライ 朝倉駅周辺整備基本構想 賑わい拠点として、今後の発展に期待。たくさんの人が出入りし、活気あふれる知多の中心地になってほしい。

71 西知多道路 西三河知多アクセス道路。名古屋へのアクセス便利に。

72 健康増進施設が完成 H35年度の完成を目指し、温水プール等を東海市と建設する。

73 市制施行50周年 平成32年度に50周年を迎えます

74 信濃川東部土地区画整理・新南土地区画整理 今までになかったまちになる？




