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１．概要 

テーマ ： 「住み慣れた地域で地域で”いつまでも””幸せ”に暮らし続けられる街」 

日 時 ： 平成２９年９月６日（水） １８：３０～２０：３０ 

場 所 ： 稚内市役所 ５階 正庁 

参加者 ： ３５人 

主 催 ： 稚内市総合計画策定委員会 第３部会 

運 営 ： 会議ファシリテーター普及協会稚内支部 

（メインファシリテーター 野坂・米倉） 

 

【各テーブル】 

・A～Cグループ 

  個別テーマ：安全・安心のまちづくり 

  キーワード：防災・消防・防犯・交通安全・消費生活 

 

・D～Gグループ 

  個別テーマ：市民参加によるまちづくり 

  キーワード：地域コミュニティ・国内交流・移住定住 
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【投票結果】 

取り組みのアイディア 票数 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

「あいさつ」ができるまちづくり 11 E 

困った空き家は、市が仲人してタダでプレゼント!! 9 C 

シルバー＆ママさん消防団を結成、町内会のきずなも再生します! 8 C 

風力（①風力発電のフル活用（自慢！）→周知②風力発電を理解する（スゴイ！！）知識・工

程③移住→一年間電気代無料化！） 
8 D 

防災意識を高めるために（小、中学校を使用し、地域住民と一緒に防災訓練の一つとして、

キャンプを復活させる） 
7 A 

チャレンジできる場所 

・空き家の活用→チャレンジショップ、ちょっと暮らしでちょっとショップ、学校、医療も 
7 D 

高齢者（一人暮らし）の情報公開、民生委員の補助を増やす。（婦人部？） 6 B 

町内会単位で防災訓練をすると助成金を差し上げます!! 5 C 

空き家をリフォームして、移住を呼び込む 5 E 

歩いてみる（地元を知るために転勤族一人と地元の人一人と一緒に歩いて"知る"車ではわ

からないもの見つかる!） 
5 F 

子育て（保育園の充実、地元愛を持ってもらう、保育士を増やす） 4 B 

楽しく交流（毎月飲み会！発信→FB（ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ）、広報わっかない、回覧板、わっぴ～） 4 D 

スポーツで交流（トップレベルのスポーツ誘致、人、スポーツの交流） 3 D 

子育て世代が町内会活動の中心になれる体制づくり 3 E 

手をつなごう（担当課と担当課と担当課が連携するという広い視野でね（しばり緩く）） 3 F 

高齢者を交通事故から守るために（①交通安全ルールを周知する場を増やす→例えば、町

連協での再周知は町内会へのチラシ配布②出前講座（交通ルール）の周知） 
2 A 

もったいないをなくすために（市民一人一人が消費する量を考え、必要な量の買い物に努め

る。移動手段の検討を願う。） 
2 A 

人情があつい！稚内の魅力を子どもに伝える。 2 B 

買い物の難民、宅配の活用（ITが苦手な人が使えるように） 2 B 

ある物の再活用 2 F 

目を醒まそう（目の前の小さなことにも速!!対応） 2 F 

移住・居住・定住（①地域おこし協力隊を活用して、仕事作り②移住してもらう為に、引きつけ

られるテーマが必要！！③若い世代が、U ターンできる制度作り） 
2 G 

町内会同士の交流（・町内会自慢交流、協力、運動会の復活・町内会対抗○○大会） 1 D 

地域コミュニティ（・地道な声掛け（若い世代に対して）・町内会間の交流（スポーツ交流 etc）） 1 G 

文化交流（・子供たちが稚内と言う街を好きになる機会を作る!!・地の利を活かしたイベント作

り（宗谷岬方面でのマラソン大会や字自転車レース etc）） 
1 G 

動物 減らした方が良い⇔減らすのは人間のエゴだ 0 B 
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２．グループから出された意見・アイディア等 

Aグループ（東海林、阿部羅、髙田、中川、堀）  個別テーマ：安全・安心のまちづくり 

（１）良い（改善が必要）と思うところ（防災・消防・防犯・交通安全・消費生活） 

〇交通安全 

・稚内市の交通安全について、少ない職員・担当員の皆様で、子ども達、また、一般市民の交通安

全に尽力され、ありがとうございます。 

・横断歩道の所にある停止線の看板設置場所が横断歩道にかかっていて危ない。  

・車両にて、まだ、携帯等の運転中の使用又は、歩きながらの使用等が見受けられる。 

・老人の方のななめ横断が心配。 

・自転車バイクの人達が心配。（ぶつかりそう） 

・タクシーに乗るとシートベルトを差し込む所がカバーで隠れており、シートベルトが出来なかった。 

○防災・消防 

・高齢世帯の増。 

・高齢 1人世帯の増。 

・災害時の連絡体制の整備。 

・災害要援護者の把握。 

・小、中学校で防災訓練の一つとしてキャンプの復活。 

・防犯などの活動も指導員の方をはじめ、市ぐるみで力を入れており、犯罪などの事件は少ない方

だと思います。 

・自主防災組織の連携。 

・火事が起きても何をすればいいかわからない。 

・災害要援護者の見回り体制の整備。 

・救急車に女の人がいたほうがいい。 

・ミサイルで安全な所って？ 

○生活・食品 

・極端に田舎過ぎず、都会過ぎず、生活する中での不便はありません。 

・カラスが怖くて通学しづらい。 

・買い物、通院など移動手段の確保。 

・食べ物を捨ててします。（買い過ぎ） 

・チラシで買ったものが腐っていた。腐っていても泣き寝入りしてしまう。 

・海産物、農産物も豊富にあります。 

・もったいない。非常食に転用できる食品を加えては？ 
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○消費生活 

・市のイベントでバスの送迎があれば。 

・自分で取りに行く配達 BOXがあればいい。 

・子どものための施設をもっと増やしてほしい。行事なども。 

 

【模造紙】 
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（２）住み慣れた地域でいつまでも幸せに暮らし続けられる街にするためのアイディア 

 ①高齢者を交通事故から守るために 

  ・交通安全ルールを周知する場を増やす→例えば、町連協での再周知や町内会へのチラシ配布 

  ・出前講座（交通ルール）の周知 

 ②防災意識を高めるために 

  ・小、中学校を使用し、地域住民と一緒に防災訓練の一つとして、キャンプを復活させる 

 ③もったいないをなくすために 

  ・市民一人一人が消費する量を考え、必要な量の買い物に努める。移動手段の検討を願う。 
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Bグループ（釜口、中居、曽我部、中村、垣添）  個別テーマ：安全・安心のまちづくり 

（１）良い（改善が必要）と思うところ（防災・消防・防犯・交通安全・消費生活） 

○防災・防犯 

・防災マップが市民にわたっていない。 

・不用心。 

・防犯意識がある。 

・防災訓練がラジオで流れる。 

・鍵はしっかり締めてある。 

・保育園関係。 

・防災訓練をしているのを知らなかった。 

・災害が少なかった。 

○ゴミ 

・スーパーの残り物の処分はどうなっている。 

・ごみ問題。 

・分別。 

○交通安全 

・坂が多い所にバスがあると良い。（通ると） 

・交通事故が少ない。 

・歩道橋がボロボロ。 

・スクールガードがしっかりしている。（ボランティアの方が多い） 

・平和マラソンコースを変えたが、事故が起きた今後どうするか。 

・押しボタン信号動いているのかわからない。 

・交通機関。 

・車の運転をしなければ、交通機関が心配。 

○子育て 

・保育所増やせ。 

・核家族化。   

○買い物難民 

・行列が無い。 

・人ごみが無い。 

・近所に日用品を扱う店が無い。 

・セコマしかない。 
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○情報 

・情報。 

・今回のミサイルどのように対応したか。 

○人情があつい！ 

・人情。 

・隣近所の助け合いがある。 

・人がやさしい！ 

・地域の繋がりがある。 

・地元意識が薄い。 

・学校に対して好意的！？（実感として感じたこと） 

○動物 

・鹿が多い、我が家にも来る！？ 

・キツネも来る。 

・アライグマも来る。 

○高齢者 

・一人暮らしの人を把握すること。 

・高齢者が多くなっているので、隣り近所の助け合いが必要。 

・孤独死大変。 

・町内会の役員引継ぎいない。 

・地域の目、役所の方が知らない。民生委員のみ。 

・男の一人暮らし。 

・認知症。 

・認知症の訓練。 

・サロンを開いた！勉強３０分。後は酒飲み。 

・高齢者が買い物をするのに交通の便を図ることが必要。 
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【模造紙】 
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（２）住み慣れた地域でいつまでも幸せに暮らし続けられる街にするためのアイディア 

 ①高齢者（一人暮らし）の情報公開、民生委員の補助を増やす。（婦人部？） 

 ②人情があつい！稚内の魅力を子どもに伝える。 

 ③買い物の難民、宅配の活用（ITが苦手な人が使えるように） 

 ④動物 減らした方が良い⇔減らすのは人間のエゴだ 

⑤子育て 保育園の充実、地元愛を持ってもらう、保育士を増やす
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Cグループ（池田、小原、寺江、佐々木、山川）  個別テーマ：安全・安心のまちづくり 

（１）良い（改善が必要）と思うところ（防災・消防・防犯・交通安全・消費生活） 

○子ども達を見守る活動 

・子ども達を見守る組織があるまち稚内。 

・スクールガードの方がたくさんいることがとても良い。 

○いきいき高齢者の心配と元気 

・ごみ出しの大変さ（誰か手伝ってくれたいいのにな～）。 

・高齢者の方でも目的を持っている方は元気です。 

・振り込め詐欺が心配。 

・健康、予防が足りない。 

・高齢者ドライバーの運転が心配。 

・人材育成、町内活動、目的を持っている方 ６０歳。 

○稚内で医療を受けたい！ 

・医療が不足している。 

・救急車の適正利用を伝える。 

○どーする！？シカ問題 

・シカ、アザラシ被害。 

・シカで交通事故多発、心配。 

・スピードの出し過ぎ交通事故心配。 

・地産地消を。もっとあるといいなぁ。 

○消防団の維持 

・消防団も当たり前にあると思ってるけど・・・あってほしい。 

・消防団員が不足している。 

・消防署があるまち稚内。 

・特に稚内郊外の地域は、町内会と消防団の連携がしっかりしている。改善点は市街地の町内会

からも消防団に進んでなって欲しい。 

・シルバー＆ママさん消防団を結成、町内会のきずな再生。 

○防災訓練 

・水害に対する土のうの積み方や方針などを管理者から降ろしていただけると訓練しやすいと思い

ます。 

・防災訓練を町内会でもやってほしい。 

・公園が少ないと感じます。 
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・歩いて気軽に行けるところが欲しい。 

・今までは地震がなく安心して暮らしていました。意識が薄い。 

・防災対策不足。 

・先日、稚内でも Jアラートが迅速に機能していたのが良かったです。改善は、どのくらい丈夫な建

物なのかの指針を示していただける不安も減るのでは。 

○安心 

・自衛隊があるまち稚内。 

・警察署があるまち稚内。 

・軽犯罪が減っています。 

○気になる空き家        【模造紙】 

・空き家が気になる。（防

犯の観点から） 

・ただで空き家プレゼント。

市が仲人役に。 

○子供にほこれる稚内をもっ

と PR 

・魚が取れる。おいしい。 

・幼少期から稚内を好きに

なるような方法。 

・大人が消しちゃう。 

・国境ロマン、地域性をも

っと PR。 

・子供は地元のイベントに

積極的に参加する。 

○その他 

・外国人観光客のマナー

が悪い。  
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（２）住み慣れた地域でいつまでも幸せに暮らし続けられる街にするためのアイディア 

①困った空き家は、市が仲人してタダでプレゼント!! 

②シルバー＆ママさん消防団を結成、町内会のきずなも再生します! 

③町内会単位で防災訓練をすると助成金を差し上げます!! 
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Dグループ（野坂、井ノ浦、須山、石山、久野）  個別テーマ：市民参加によるまちづくり 

（１）良い（改善が必要）と思うところ（防災・消防・防犯・交通安全・消費生活） 

○地域の特性マンパワー 

・継続性に欠ける。 

・リードする人々の力はすごい。 

・担当者任せになっている。 

・友好都市の交流する人が限られてきている。 

○楽しく交流 

・楽しいことには参加する。 

・稚内市男子会。 

・稚内市女子会。 

・同姓さん交流。 

・毎月定例の懇親会。 

・ひとつの食交流。 

○同世代が交流する場 

・子供の遊ぶ場所が少ない。 

・子供の遊び場。 

・近所に人が気軽に集まる場所が欲しい。 

・お年寄りと子供交流。 

・世代別交流。 

・若い世代が交流できる場所が少ない。 

・外で遊んでいる子どもが少ない。 

○風力！！ 

・風が強い。 

・風力発電はすごい。 

○スポーツで交流 

・観光施設の毎月会場交流。 

・多国籍交流。 

・もともとある施設がどんどんなくなっていく。 

・スポーツ誘致をもっと。（気候や食べ物の良さ） 

・多職種、多企業交流。 

・スポーツで頑張っている人（チーム）がいる。 
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○町内会同士の交流 

・町内会全体交流。 

・町内会毎の廃品回収が多く行われている。 

・地域の力。（協力のし合い） 

○チャレンジできる場所 

・ちょっと暮らし支援交流。 

・空き家をちょっと暮らしに提供できないか。 

・近くにお店が無い。 

・学校の選択肢が少ない。 【模造紙】 

・近くに住んでいる人（ア

パート）が分からない。 

○同郷の交流 

・世代を越え同窓会。 

・出身地交流。 
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（２）住み慣れた地域でいつまでも幸せに暮らし続けられる街にするためのアイディア 

①楽しく交流 

 ・毎月飲み会！発信→FB（ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ）、広報わっかない、回覧板、わっぴ～ 

②風力!! 

 ・風力発電のフル活用（自慢！）→周知 

 ・風力発電を理解する（スゴイ！！）知識・工程 

 ・移住→一年間電気代無料化！ 

③スポーツで交流 

 ・トップレベルのスポーツ誘致、人、スポーツの交流 

④チャレンジできる場所 

 ・空き家の活用→チャレンジショップ、ちょっと暮らしでちょっとショップ、学校、医療も 

⑤町内会同士の交流 

 ・町内会自慢交流、協力、運動会の復活 

 ・町内会対抗○○大会 
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Eグループ（青野、佐藤、熊田、皆川、田中）  個別テーマ：市民参加によるまちづくり 

（１）良い（改善が必要）と思うところ（防災・消防・防犯・交通安全・消費生活） 

○稚内の良さを移住定住に 

・景色が良いところで。 

・市民周知をもっとする。 

・移住して暮らしていけるため仕事の確保。 

・稚内に転入してきた家族（定年後など）市で助成がもう少しあれば良いかと思います。 

・短期移住別荘、コテージエリアを作る。 

・移住者が安心できるような、医療の充実。 

・移住者の足の確保。（車の免許持ってない） 

・自然体験、農業体験。 

・稚内市民として、災害が少ないことでも、前年度から土砂崩れや水害が多くなったが、台風が少な

いのが良い。 

・学生合宿誘致及び地域住民の集い。 

・交通便、特に JRの運行。（「人との関わりが楽しい地域」共通意見） 

・旭川へのバス運行。（「人との関わりが楽しい地域」共通意見） 

・地方から人たちから「親切ですね」との言葉がある。（「人との関わりが楽しい地域」共通意見） 

○人との交わりが楽しい地域 

・町内会活動に参加。 

・マチのイベントをもっと企画力と集客。 

・子育て世代がコミュニティ活動への関心が薄い。 

・自治会ごとの活動が見えにくい。 

・いいところもっと共有する。 

・子育て運動が地域の繋がりを生んでいる。 

・人との交流が少ない。（子供たちが悪いことをしていても見て見ぬふりをする大人が多い） 

・街づくりの中で後継者不足により、事業を進めることが難しい。 

・地域の人達が子育てに協力したいが難しい。声掛けが出来れば良いか？ 

・お年寄りを孤独化させないコミュニティを。 

・学生合宿誘致及び地域住民の集い 

・交通便、特に JRの運行（「稚内の良さを移住定住に」共通意見） 

・旭川へのバス運行（「稚内の良さを移住定住に」共通意見） 

・地方から人たちから（「稚内の良さを移住定住に」共通意見） 
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【模造紙】 
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（２）住み慣れた地域でいつまでも幸せに暮らし続けられる街にするためのアイディア 

①空き家をリフォームして、移住を呼び込む 

②子育て世代が町内会活動の中心になれる体制づくり 

③「あいさつ」ができるまちづくり 
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Fグループ（鈴木、澤田、品田、大谷、市川）  個別テーマ：市民参加によるまちづくり 

（１）良い（改善が必要）と思うところ（防災・消防・防犯・交通安全・消費生活） 

○課題 

・地元を知らない。 

・当たり前じゃないよ。 

・稚内の良さを見つけるのが下手（？）何もないよと言う人が多い。 

・優しい人が多いのに表現が下手っぽい。 

・西小中学校の有効利用を是非。 

・既存の再活用。 

・みんな何とかしたいという気持ちを持っている。 

・国内交流、お互いの街を訪れる以外に、そこから学び、自分の街に活かせる仕組み。 

○イイね 

・環境が良い！島が見えて他にはないよ。 

・仲が良い。（近所町内） 

・各町内会の交流。 

・地域の繋がり大切にしている。 

・他にはない魅力あるよ。 

・町内、取組が良い。 

・町内会の役割が大きい。 

・地域の中で結び付きが弱い、地域の見守りや助け合える仕組みづくり。 

・おいしい食材がある。 

○もったいない 

・他の地域の事が分からないことがもったいない。（？） 

・一番北にある。 

・移住定住、ちょっと暮らしをした時のプログラムがもっと充実すると良い。 

・知名度が高い、たいてい知っている。 

○生きていける 

・病院はある。 

・学校、小中高大がある。 

○災害が少ない 

・地震があんまりない。 
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【模造紙】 
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（２）住み慣れた地域でいつまでも幸せに暮らし続けられる街にするためのアイディア 

①歩いてみる 

 ・地元を知るために転勤族一人と地元の人一人と一緒に歩いて”知る”車ではわからないもの見つか

る! 

②ある物の再活用 

③手をつなごう 

 ・担当課と担当課と担当課が連携するという広い視野でね（しばりゆるく） 

④目を醒まそう 

 ・目の前の小さなことにも速!!対応 
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Gグループ（中、竹内、釜口、尾崎、吉野）  個別テーマ：市民参加によるまちづくり 

（１）良い（改善が必要）と思うところ（防災・消防・防犯・交通安全・消費生活） 

○イベント 

・最北の地と言うことで観光地である。 

・宗谷岬方面でのマラソン大会。  

・最北端を活用したイベントづくり。 

・宗谷岬発自転車レース。 

・宗谷岬タコ踊り復活。 

○文化づくり 

・文化交流。（国内国外） 

・海外（外国）の姉妹都市づくり。 

○町内会 

・町内会は高齢の方が頑張っているイメージ。 

・各町内会の役員の高齢化。 

・若い人（担い手）が参加しにくい。 

・生活に気持ち的に余裕が無い。 

・町内会活動。（こまどり町内会等々） 

○コミュニティ 

・町内での行事は楽しんでいるが、新興住宅地ということで交流が取りづらい。 

・各町内会の交流。 

・向こう三軒両隣の顔が見える。 

・意外と町内会活動が盛ん。（良い所） 

○居住 

・旭川や函館に住んでいたことがあり、稚内来て思いました。稚内は子どもと一緒に遊べる公園が

ない。 

・天北緑地公園をもっと市民が楽しめるようなものに活用した良いのに。 

・学校周辺には外灯があるが、住宅地は暗い。 

・除雪が行き届いている。 

○移住 

・若い人が進学で出ていく。戻ってこようと思えるような、制度を作ったら良い。 

・移住（希望）者へおもてなし。（地域活動へのお誘いが必要） 

・移住のための仕事づくりが必要。 
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・移住の鍵は釣り！！釣り好きな人には稚内は最高！！ 

○医療 

・病院が少なくお年寄りたちが都会へ引っ越していく。（大きい病院へ通う為） 

・病院、医師の充実。 

 

 

【模造紙】 
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（２）住み慣れた地域でいつまでも幸せに暮らし続けられる街にするためのアイディア 

①地域コミュニティ 

 ・地道な声掛け（若い世代に対して） 

 ・町内会間の交流（スポーツ交流 etc） 

②移住・居住・定住 

 ・地域おこし協力隊を活用して、仕事作り 

 ・移住してもらう為に、引きつけられるテーマが必要！！ 

 ・若い世代が、U ターンできる制度作り 

③文化交流 

 ・子供たちが稚内という街を好きになる機会を作る！！ 

 ・地の利を活かしたイベント作り（宗谷岬方面でのマラソン大会や字自転車レース etc） 
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３．アンケート結果 

（１）住み慣れた地域でいつまでも幸せ暮らせるためにどのような取り組みが必要と感じましたか？ 

・空き家をタダでプレゼント！！は工夫をすればできると思います。古い家もリノベーション（DIY）が

好きな人もたくさんいます。 

・誰かにしてもらいだけではなく、自分達には何ができるのかを考える場があっても良いのではない

か。 

・防災意識をもっと高める。 

・人口減少の取り組みを最優先。 

・まだまだ、稚内も未来開けるまちである。 

・より安全により住みやすく市民で協力すれば答えが出るかと思います。 

・自己の意識改革。 

・自分の街に安心して暮らせるまちづくりに頑張ろう。 

・高齢化が進みます。元気な高齢者支える。助け合う制度をみんなでつくりたいですね。 

・市民一人一人が、この街に愛着を持って生活する事に心掛けることが大切だと思います。 

・若い人たちに稚内にどうしたら、住み続けてもらえるのか？考えなければ高齢化するのでそこが大

事。 

・一番は住む人の気持ちが大事だと思います。基本的に挨拶、感謝する心を育んでいくことだと思い

ます。 

・各分野を結びつけた総合的な取り組み。 

・市外市内の人達に交通の便を知らせる方法を考えてほしい。 

・挨拶ができ横の繋がりをもっと強くする。 

・地域の（コミュニティ）力をつけること。みんなが地域を大事に思う土台作り、それが地域に必要だと

思います。 

・みんなが幸せになる取り組み。 

・自分が馴染む！住めば都。 

・挨拶ができる地域。 

・地域の暖かい繋がりが何より大切と思いました。 

・仕事を増やすこと、稚内の魅力を知ること。 

・空き家対策は重要ですね。高齢者問題も重要だと思います。 

・医療・子育てしやすい・働き口。 

・医療の充実、職業、働ける、住みやすい街。 

・若い世代が U ターンできるような、街にしたいです。 

・医療・医師の充実。 



 

26/35   

 

 

・やはり人と人の繋がりです。 

・当事者であることだと思います。逆に言えば、当事者として関わるには何が必要なのかを考えて見

たいです。 

・町内会での連携。 

・タテ、ヨコ、ナナメの関係づくり。優しい人が多いのでその思いを汲みとれる仕組みづくりかな。 

 

（２）参加した感想  （ワークショップ満足度 平均 4.4点／５点満点） 

・グループの方は 5人中 3人が初めまして！！の方でしたが、楽しく笑顔で進めることが出来ました。 

・時間と人数がちょうどよかった。休憩時間をもう少しだけ多めにしてほしい。 

・初めてあった方々ですが、それぞれの意見を大事に受け取ってくださいました。 

・初めてなので今後の参考にしたい。 

・フリーな雰囲気の中、各分野の方々から、色々な視点での意見があったのではないか。 

・様々な意見を聞いて意見が広がった。 

・楽しく自由にざっくばらんに話が出来雰囲気が良かった。でも、みんなの意見をまとめるのが難しか

った。 

・出来ればその方法なども考えるべきかな。 

・時間が限られていた中での持っている意見が出されていて良かったです。 

・初めて参加させていただきましたが、とても勉強になりました！！今後、また企画していただいて、今

度は市民をもっと呼んで話し合うのもいいのでは？と思います。 

・色々な意見があり大変参考になりましたが、時間が少なかったように思います。 

・持っていた意見が書けなかった。 

・久しぶりに参加して勉強になり地域の中でも取り入れていきたい。 

・マイナスポイントは、緊張したこと。ただ、それを上回るくらいしっかりと話し合える環境が整っていた

ので、とても居心地がよかったです。 

・とても話しやすく、楽しく過ごせました。 

・とても話しやすくて面白かったです。 

・自由な発想が良かった。 

・町内の事の問題など関わっていない部分を知ることが出来た。 

・空き家の利用が良かった 

・自分の思いつかないアイディアを聞くことが出来ました。 

・それぞれの体験に基づいたお話を聞けたこと。 

・参加者同士楽しく意見が出され会話が出来た。 
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・友達と同じグループになれたせいもあって、とても楽しく交流ができました。 

・知らない方達と交流を持てる機会となり良かったです。 

・色々な意見を聞くことができた 

・視点を変えると足りない所⇔良いところ。良くない所。全く別ではないんだという所に気付かされまし

た。 

・いろいろな意見がこんなにたくさん出るのにビックしました。有意義な時間でした。 

・とても良い。 

・初めてお会いした方と楽しく話をすることができました。 

（３）自由記載 

・子育てについてもう少し具体的に話したかったです。 

・もう少し時間があってもいいかな。 

・楽しかったです。ありがとうございました。 

・時間が合わない。出来れば昼の時間など。 

・歴史的建造物等の宣伝をしてほしい。 

・子ども達がいったん外に出ても帰ってきたくなる街。「ここ、なんか良いんだよね～」を子どもたちが

感じられるように、大人が地域が、素敵にならないといけないんだなぁ～と感じました。 

・初めての参加でした。良い経験ができました。ありがとうございました。 

・挨拶のできる町内が良い。 

・楽しかったです。 

・楽しかったです！！ありがとうございました。 

・価値はあるんだと思います。その価値の活かし方を考えて見たいです。 
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４．ワークショップの様子（写真） 

【開始】 

 

【部会長挨拶】        

 

              

【番号決めじゃんけん】 
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【個人意見の書き出し】 
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【個人意見の書き出しのつづき】             【意見の共有】 
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【意見の共有のつづき】

 

【意見のまとめ】 
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【意見まとめのつづき】 

 

 

                                 【取組の検討】 
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【取組の検討つづき】 

 

 

【発表】 
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【発表つづき】 

 

 

                                【投票】 
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【投票つづき】 

 

【記念撮影】 

 

 

 

 


