
 

 

 

第２回まちづくりタウンミーティング 経過報告 

市民と行政の協働で元気なまちづくり 

～みんなで考えるまちの将来像～ 
 

 

１．目 的 

 （仮称）自治基本条例策定に向けた取り組みについて啓発を行い、地域で支えあ

うまちづくりを目指して、協働のまちづくりに向けた市民の機運を高める。 

 

 

２．日 時  8月26日 恋野地区公民館（40名）  

8月31日 紀見地区公民館（46名） 

          橋本地区公民館（46名） 

9月2日  山田地区公民館（38名） 

9月5日  隅田地区公民館（30名） 

9月9日  高野口地区公民館（35名） 

9月10日 紀見北地区公民館（48名）（ここまで延べ283名） 

9月16日 学文路地区公民館 →台風のため10月6日に延期 

 

３．内 容  ①協働のまちづくりに向けた市の取り組みについての説明 

②グループワーク 

各地区公民館エリアの特徴 

みんなでつくる将来の各地区公民館エリアの姿 

将来像の実現に向けての取り組み・活動 など 

      ③発表 

 

     ・各地区公民館との共催で実施 

     ・アンケート調査を実施 

 

４．学文路地区公民館（延期後） 

      日時：平成29年10月6日 午後7時～午後9時 

      場所：学文路地区公民館 



第２回まちづくりタウンミーティング アンケート集計結果（途中経過）
参加者数

恋野 30 40
紀見 37 46
橋本 41 46
山田 31 38
隅田 26 30
高野口 22 35
紀見北 38 48
学文路 0
合計 225 283

年齢（年代） 恋野 紀見 橋本 山田 隅田 高野口 紀見北 学文路
10 25 11.1% 0 8 0 0 0 2 15 0
20 4 1.8% 0 3 0 0 0 1 0 0
30 7 3.1% 0 2 0 1 0 0 4 0
40 11 4.9% 1 1 1 1 3 3 1 0
50 28 12.4% 4 3 4 3 6 2 6 0
60 74 32.9% 12 7 16 16 10 9 4 0
70 65 28.9% 10 13 17 9 7 3 6 0
80 9 4.0% 2 0 3 1 0 2 1 0

無回答 2 0.9% 1 0 0 0 0 0 1 0
合計 225 100.0% 30 37 41 31 26 22 38 0

性別 恋野 紀見 橋本 山田 隅田 高野口 紀見北 学文路
男性 114 51.4% 9 20 16 20 15 12 22 0
女性 108 48.6% 20 17 25 11 10 10 15 0
無回答 0 0.0% 1 0 0 0 1 0 1 0
合計 222 100.0% 30 37 41 31 26 22 38 0

橋本市の（仮称）自治基本
条例」の制定に向けた取り
組みについて

恋野 紀見 橋本 山田 隅田 高野口 紀見北 学文路

知っている 92 41.3% 7 13 13 17 16 14 12 0
知らない 3 1.3% 3 0 0 0 0 0 0 0
今日知った 128 57.4% 19 24 28 14 10 8 25 0
無回答 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 1 0
合計 223 100.0% 30 37 41 31 26 22 38 0

取り組みを知った方法
（複数回答可） 恋野 紀見 橋本 山田 隅田 高野口 紀見北 学文路

広報 51 39.8% 4 8 6 6 10 10 7 0
市HP 13 10.2% 2 0 0 3 1 2 5 0

友人・知人や家族 16 12.5% 2 2 1 2 4 2 3 0
第1回まちづくり
フォーラム 14 10.9% 1 1 4 1 3 2 2 0
第1回まちづくりタ
ウンミーティング 22 17.2% 4 2 3 5 4 1 3 0

その他 12 9.4% 1 1 1 3 3 2 1 0
合計 128 100.0% 14 14 15 20 25 19 21 0

公民館別回答数

全体

全体

全体

全体



もう少し効果的な方法で説明お願いします。

広報にのっていても見ない人も多いと思う。あとは口コミに頼るしかないような気もする。
広報、口コミ、集会
より具体的な話があるとわかりやすいと思う。
本会議を多数実施していただき多数の住⺠に知ってもらうこと。
地区組織を利用して伝達
広報
より細分化させ、多くの地域から意見を聞き、分散と集中を組織化
公⺠館で開催していただくのも結構ですが、細部に⾏き渡らせるためには班単位もよいかと思
います。
各班のサロンを利用して市から説明に来る
各グループの発表内容をまとめて、市⺠に教えてほしい。
先ず広報に載る。各地区⺠全員に知らす。
広報、集会
地域の区⺠が集まるところ（例、班の会）の機会を利用する。少数人数の集いをこまめに、そ
れから大きい集団へ。
地域の声をリアルにきく工夫。条例を吟味する。
広報に載せたり…と思いますが知ってもらうには時間がかかると思います。
もうちょっとわかりやすいネーミング
広報でお知らせする。
今日のミーティングに参加出来私達高齢者ももっと関心を持つべきと反省しました。基本条例
制定大変でしょうがお願いします。
自分達が直接話したり、チラシで知ってもらう。
今日のようなタウンミーティングも地道に開催すること。
張り紙をつくるとか
参加型
何か市⺠全体に知らせられるもの。特に若者が使うインターネットなど
チラシやスマホで配布
広報。公⺠館別の説明会。
小規模な会議による進捗状況等を説明していく。
城山台に関して言えば、高齢化です。早くやることが一番。多少のミスは後から修正すればよ
い。
広報 はしもと
様々な場所に、わかりやすい言葉のキャッチコピーで掲示
SNSの活用がもっと広まっていくと、若者にも波及していくと思います。
もっとミーティングをいろんな所でやればいいと思う。
広報やチラシの各学校（小、中、高、幼）への配布。今回のような会。
今日の様なミーティング
地域ごとにもっと話し合いの場を積み重ねて「知恵」をもらいましょう。
橋本市全域に向けて、放送する。

効果的な周知方法

恋野

紀見



効果的な周知方法
自治基本条例の取り組みが具体的にどんなものかわかるようにしてほしい。
SNS。簡潔な内容。
公⺠館単位の集会を⾏う。
地域の活動をもっとする。
広報はしもとに連載する。
条例などいらない。
各地区・町・村で、こういう取組がある事を集まりの場で話し合えたらと思います。
今回のような取り組みがいいと思います。
各地区の中に入ってみるのはどうでしょうか。
自治地区に出向いて意見を聞く。
SNSとか…？広報とか回覧板では…。何にしても情報がなかなか広がらない、届かないもどか
しさを感じます。
できるだけたくさんの人から意見をあつめてほしいです。
このようなタウンミーティングを通して、住⺠の⽣の声を聴いて精査して密着した条例制定の
一助としてもらう。
広報
広報に掲載したり、市役所を訪れた人に職員が言葉をそえてチラシを渡す等。
周知して戴くために、よく目につくような方法を考えて見れば良いと思う。
市報で何回もアピールする。
みんなで自分の問題として取り組む事が大事だと思いました。
口コミで伝えるのもよいですよ。
若い人達に参加してほしい。
各地区の集会と通して説明会を持つ。
各字、班等で説明会を開く。
地域で取り組む（区、班）。
市報＆公⺠官報＆社協だより等の利用。地区回覧板等。
地道に、地道に、小さな集会〜このようなワークショップ形式で参加型を取り入れ、⾝をもっ
て感じてもらう。
住⺠に会い、直接説明することが大切と思う。市内地区公⺠館に出向き説明を⾏う。⽋席者の
ために各地区2回程度実施してはどうですか。
市報でまずは説明する。
わかりません。
市報に度々掲載。市内のスーパーの店内等に呼びかけを貼り出す。
市の新聞で知らせたらいいと思います。
タウンミーティングをもっと増やせばどうでしょうか。
市の広報でわかりやすく説明すること。
大きなPR広告。スーパーなどでの提示。
各地区の末端の人達まで市の担当者が説明しに⾏く。
チラシ
地域の⾏事の時に直接話してもらう。
地域の方と話し合う事だと思います。

橋本



効果的な周知方法
広報
わかりやすい説明の広報（難しい言葉はダメ）。
市広報。但し、条例の制定そのものに疑義あり。
市報等での広報活動。
広報、理解しやすいもの（例、マンガ）。
市広報活動をもっとやさしく解説して載せる。
若者の意見を聞けるようにする方がいい。
橋本広報にどんどん載せてほしい。
各地区での年代別の中学⽣高校⽣も含めて組織を形成して取り組む必要がある。
もっとたくさんの人の参加がいると思います。
細やかな広報活動。政策企画室の能力に期待する。
順を追った広報。地元説明会？こんな地元要望があります→従来はこんな処理をしました。今
後このような理由により→こんな処理をする方向です→つきましてはどんなルールが必要です
か？からの話。
公⺠館のサークルに参加していきたい。
市報等で定期的に結果報告をしてほしい。
FMはしもとやTVなどのマスコミの利用。班会議などの利用。
利便性の良い、コミュニティバスの実現！
区会議等での説明
イラストやマンガで分かりやすくして広報しては？
広報、市ホームページ等、あらゆる手段を利用してわかりやすい、インパクトのあるものを提
示する。
もっと参加しやすい時間帯でのミーティング、学校にも協力してもらい児童学⽣も参加できる
ミーティングを開く。若い（保護者世代）の参加を促す。何度も何度も地域住⺠参加のミー
ティングを開いていく。
学校、子どもを通してのお知らせ。
若い世代は時間がないです。その人達のとりやすい時間を狙っての説明。学校、保育園⾏事と
合わせて、ちょこっとでも、うすく広くでも回数を重ねて説明。知っている人が、少しずつ人
を引っ張ってくる（クチコミ）。友人には、紙（チラシ）などより、やはり直接聞くのが一番
分かりやすいといわれています。
どのような方法が一般に流れているのか分かりません。もっと一般に伝えてほしい。
⾏政にたずさわる人が市⺠に周知（座談会、懇談会など）していく。
より具体的なテーマで話し合う機会をもつ。
来てもらうのではなくて、⾏事やサークルの現場に出向いていくのも大事。若い人や子育て中
の世代の話も聞くようにする。
勉強します。
HP、広報により⾏えばと思います。但し、振り向いてもらえる見せ方の工夫は必要だと思い
ます。
このような交流会を重ねることでしょうか。
一般の方（住⺠の方）にタウンミーティングに参加していただく。
いろいろな意見・議論があると思う。それを公表する。その仕方について。

山田

隅田



効果的な周知方法
区のみのタウンミーティングだけでなく、20代30代40代など世代別、子育て世代、シングル
親子の声なども聞きあげたい。
各地域に出向いて細かく説明する。
難しいが、大切な問題。活字で伝えるのは大変だが、何度も繰り返し伝える必要があるので
は。
色々な人々に参加していただく。
各区単位でタウンミーティング等の方法で展開していく。
市報やHPのみに頼らずあらゆる機会をとらえて、策定委員や市職員が説明する。
タウンミーティングの多回開催
市⺠アンケートを取り、参考にする。小・中学⽣のアンケート。
公⺠館（各公⺠館）チラシ（広報）などで色々な催しを知らせて多くの方に公衆をもちたい場
所にできればよい。
地区での回覧板（下案をつけて）
丁寧な住⺠説明会。
タウンミーティング、広報
回覧にすると見なきゃいけないと思う人が多いと思うので、今までの経過説明と意見があれば
書いてもらえる取り上げられるしくみを作る
市⺠への広報
とにかくいろんなところにチラシ（かわいい）を置いてもらう（お店etcも）
小地域（公⺠館単位）や主な団体ごとで語り合う会、聞く会（住⺠熟議）、団体ごとに加え、
違う層の団体との合同や年代の違う団体同士の語り合う会があると良い
地域でのタウンミーティングを多数⾏い、周知を⾏う。
宣伝活動の充実（インターネットや地域事業とのタイアップ）、自治基本条例制定に関する各
種説明会等の開催
ブランド品など高く上げていくものを作る。住⺠税の改良。いいものを作ったものを活用。高
齢者から子どもへと次へつなげていけるようなことをする。商業をもっと使う。高野口の町は
歴史的なところがあるので、それをもっと活用する。
特別考えなくてもいいのではないか。出来るだけ早く制定したほうがよいのではないか。（ス
ピード感出すこと）
市⺠と⾏政の協働は度々交流を通して実施することが重要である。なるべく市⺠の人々に条例
の内容がわかるように機会を多くとってほしい。
橋本市の現状について、他市との比較等も含めて苦しさを訴えるべき。
タウンミーティング、ネット、広報、できうる手段を活用して、知ってもらう努力をするしか
ないと思います。
多くの意見が出て、有意義だったと思います。
何度も開催していただいて知らせる方法をとる
講演
定期的にこういった集まりを企画する
何回も繰り返し広報で知らせる。タウンミーティングの場を増やす。
このような話し合い（地域の人々との）を増やしてほしい
私自⾝元気でいることです。

高野口



効果的な周知方法
話し合う
皆に知ってもらうためには、参加してくださいと言って来てもらって覚えてもらうこと
看板を立てる。掲示板に貼る。
このような機会を開いてください。いろんな方の意見を集めてください。
子どもたち（若い世代）との話し合いはステキ。こんな話す機会を！
各地区の自治会で話し合ってもらうとか
皆に紹介して広める。
目を引くもの
広報にあまり目を通さない私なので、もっと色々な人に目に付く場所に貼り出す
同じ公⺠館エリアでも住んでいる地域によって違いがある。住宅密集地と旧地区等。最近入っ
てきた人の多い地域、もともとからの人が多い地域の差（考え方、感じ方等）も、それぞれの
地域の現状にあった知らせ方もいるのでは。
広報ツールの活用
各自治会や各班への訪問（⾏政）
広報、パンフレットだけでなく、各区ごとに説明会を開いて、参加率を高めた上で皆に知って
もらう。
SNSの活用。⺠間との連携。本日のようにわざわざ日程を調整して市⺠の人に集まってもらう
のではなく、人の集まっているところに出向いて⾏う。
回覧板などでお知らせして集会所でも話し合いの場が持てたらと思います。
掲示板などにポスターを貼る
皆で話しあったりした。
掲示板にポスターを貼る
イベントをする
やっぱり広報ですかね。これまでにない発想が必要です。
広報活動（小さなことをコツコツと！）
講演会開催
区・自治会単位で意見を聞く場を作ること。

紀見北



特にお願いしたいのは交通の便がよくなる事が第一と思います。
市のとりくみの様子が知ってよかった。又参加したい。
話の内容がひろがるためにも、多種多様な人が集まることも必要だと思った。問いかけが少
し漠然としていて、答えにくい気がした。
地域の特徴や要望を聞く事ができました。初めての参加で目からうろこが出ました。
良い機会でありました。
協働という言葉のとおり助け合うことが大切です。
人それぞれの意見をお聞きして、なるほどと思いました。
皆さん同じ内容でしたが、今日の意見を活用して、住んで良かったと言える様な橋本市にな
ればと思います（他市に比べて、市職員さんの活気がない）。
はじめて知って参加しましたが非常に良かった。今後も是非続けてほしい。※1回目有る事
も知らなかったがなぜか？
今日の集会は皆様の意見などを聞き又次のを楽しみに協力できればと思います。
若い人達のご意見、又お考えを少し知ることが出来ました。今日は代理です。ありがとうご
ざいました。

大変有意義でした。⼩グループにわけると話しやすいです。井⼾端会議的でよかったです。

一つのテーブルを囲むことにより、はじめはぎこちなくても時間が経過する中で色々な意見
交換、有意義な時間をすごす事が出来、勉強させていただきました。参加させて頂いて良
かったです。有難うございます。
今日の様な会の場合、若い人達も寄って頂いて話を聞いたほうが善いと思います。
今回若い中学生が入ってのミーティング。期待通りでよかった。
とてもよかったです。
今回中学生の皆さんの参加があり、とても良かったです。次回も参加したいです。
いろんな事を知る、考えるいい機会になりました。中学生が来てくれて頼もしい姿が見れて
よかったです。
皆さんの思いがそれぞれ橋本市に対して熱いものがあるなぁと思いました。中学生の意見も
聞かせて頂き、若い人の思いが何となくわかりました。

何もわからず参加して若い中学生の皆様と共に考える時間を頂きありがとうございました。

橋本市に若い人戻って来てください。いい街ですよ。
中学生が参加していたのがとてもよかった。若者の意見が聞けることがすばらしい。
いろんな方と自分の町について話し合う機会があまりないのでとてもよかった。
中学生の子どもさんたちは立派でした。この子たちが将来住み続けられるステキな町になり
ます様に。
こういう交流はとてもいいものだと思った。楽しかった。
みんなで色々話せてよかったです。楽しかったです。
市会議員さんの政務活動費が有効に活用されているのか疑問です。橋本市によく似た地域へ
の出張等活動費を有効に活用し有効な意見を出して頂きたい。

意見・感想

恋野



意見・感想

一般の方々（参加者）の声として、公⺠館のハード⾯（エレベーター設置、カフェの設
立）、ソフト⾯（教室が一杯で、新しいサークルの入る余地がない）のいろいろな意見が
あった。
電鉄会社と組んで観光開発によるほかへの売り込みと人の呼び込み。大阪との近さによる
ベッドタウン化の一層の推進。
中学生が入ったのがよかった。
はじめての参加でしたが、中学生の意見がすばらしく将来が楽しみになりました。
良かった。
とても勉強になりました。いろんなことに気づきました。
話しはじめるとあっという間でした。
色んな方とお話できてとても楽しかったです。
個人的な意見ばかりで恐縮しています。
橋本市の地域づくりに公⺠館の存在が大切なことを実感できました。
市⺠の意見を踏まえて、しっかりと話し合って、良いものをつくってほしい。
中学生達と一緒に話し合いができて本当によかったです。世代を超えた交流の大切さを痛感
しました。
若い人がもっと報われたらいいな！橋本市がずっと元気なまちであってほしい。
良い機会を得ました。
いろんな年代の人達の意見が聞けてとても楽しかったです。
とても勉強になったのでよかったです。
良かった。
地区別か市全体の話なのかバラバラになる。
皆、同じような事を思っているのだなと思いました。
自分自身も橋本市を良くする為に何か考えたいと思います。
重い課題を背負った大変な会議に参加したものだ。
皆の考えや要望等を聞けて勉強になりました。
何もわからず出席しましたが、先に何をするかわかっていれば…と思います。
市⺠全員が参加できるように、幅広く参加を募ると良いと思う。
少子高齢化社会でやせほそっていく町をひしひし感じました。今回は、半強制的に「参加」
させられた感のあるタウンミーティングでしたが、自発的「参画」がほんとうに大切だと感
じました。
参加者の意見をどうぞたくさん取り込んで頂いてよい条例を作ってください。
今後もできれば参加し、他地区の意見も参考としたい。
今後も続けて取り組んでいただきたいと思います。
多様な意見で⾯白かった。
タウンミーティングの意見、感想を元にして、⾏政と市⺠が話し合う場をきちんと提供して
ください。（無駄にすることのないように！）
皆様の色々なご意見をお聞きする機会を得てよかったと思います。

紀見
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テーブル分けをするとき、知った人ばかりが同じテーブルにならないように、来た人から番
号を振り分けてはどうでしょうか。男⼥ばらばらが良いと思います。もう少し⻑い時間があ
ればもっといろんな話が出るのではと思いました。
不安な気持ちで参加しましたがみなさんのいろんなご意見がきけてよかったです。すてきな
町になるよう願います。そして自分の努力も！
グループごとの話し合いでよかったと思います。ふせんに色々な意見を書くのはよい方法で
す。（なかなか大勢の中で発言するのは勇気がいるから）
大変楽しかった。色々な意見が出、感動しました。
市のHPにはのっていたが、タウンミーティングの9公⺠館の意見をまとめてプリントして参
加者に送付してほしい。
⾏政→企画室が⾏動に移⾏してほしいと思った。
市議会議員にもこの会議に入ってもらったら？
はじめての参加ですが大勢の意見を聞き、参考になりました。
参加できて地域の良いところ、改善したいところに気付かせて頂けてよかったです。
色々な人の意見が聞け勉強になった。
高齢者が多いので、PC、スマホ等の操作類が不明。⼩・中・高生の意見等も回収したらど
うですか？企業誘致、アクセス整備。
エリアについて感じたこと、考えることとなっているので、当該エリアに限定したミーティ
ングであれば良かったと思いました。

会議をより有意義にするため、参加者には事前に手許に届くようにしてはどうでしょうか。

特になし。
もっと橋本で働く場所をつくる。紀の光台にもっと多く工場を持ってくる。
はじめての参加。はじめての情報。いい勉強になりました。自分でもっとしっかり考えなく
てはと思わされました。
次回も是非参加したいと思います。
みなさんと意見を交換できてよかった。今まで知らないこともわかったし、これからも考え
ていきたい。
ありがとうございました。いい勉強になりました。もっと考えを深めたいと思います。

地区によって問題点が違うことがよく分かりました。皆さんの意見が聞けて良かったです。

難しい問いがあり、現実的な答えを出せなかった。自分、家族、他のことを考えるいい機会
であった。

仕事ではなく地域一住⺠として参加しようと思い来させていただきました。区⻑さんが多く
恐縮しましたが、話し合いの中で様々に意見が出てきたのは良かったと思います。動員が
あって来られてた方が多かったので、年代幅広く参加者がいればさらに良くなると思う。

いろいろ話し合いが出来、自分の考えも伝える事が出来てよかった。

橋本
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高齢の為、自分自身の事にばかり目を向けていたが、この機会のまわりの事にもっと関心を
持つようにこれから心がけたいと反省しました。参加してよかったです。
今日、出席させてもらって、良かったと思います。
初めて参加しました。
もっと若い人に意見を聞くべき。（中・高生、20代、30代等）
高齢者の出席が多い。若い世代の意見が聞きたい。
若年層をもっと呼んではどうですか？
この日の結果がどのように反映されたのかを知りたい。
ひとりの考えが多く集まる事により様々な意見、考えが出てワークショップが良かったで
す。若い人達にも呼びかけて参加者を募るとよいと思う。
もう少し若者の意見を聞ける場になるようにして。若者が橋本で住めるように仕事場をあた
えることが大切。
回数を多くしてほしい。
この後、具体的に対応していくことが大切かと。これで終わりでないことを願う。
いろいろな意見があり、とても勉強になりました。市⻑の話で市もいろいろ考えているのだ
なあと思いました。
一人ひとりの意見、考え方があり、大変参考になった。
とても難しいテーマだと思います。具体的にどうしていったらいいか深く考えたことがな
かったですが、考えるいい機会になりました。地域の⾏事には積極的に参加していきたいと
思います。
いろんな方の話を聞けて勉強になりました。

今日の住⺠の意見をまとめ、話を聞くだけでなく市の⾏政サービスの柱としてほしい。話を
聞いて終わってはダメ。橋本市の将来についても⻑期計画を立てじっくりやってほしい。

基本条例の中での市⺠の権利、責務と現在の自治会⻑、区⻑制度との住み分けがうまくいく
か気になる。住⺠投票の制度は制定しますか？
あまり関心を持たなかったので、これから関心を持って、勉強したいと思います。
皆が考えている事は大体同じなんだなあということがわかりました。あとは実現できるかど
うかという問題なのだなあと。日ごろ関心のない人達に参加してもらえる努力を。
タウンミーティングの回数を増やしてほしい！
将来像について、皆さんと意見交換させていただき有意義でした。
日本の各地には、地域に根ざした「祭り」があり、年１回「祭り」を通して地域が団結する
機会があります。橋本市の将来（生き残り）をかけて活気あるイベントを考えてはどうで
しょうか。
今回とても活発に色々な意見が出ました。できるできないではなく、どの意見も貴重な市⺠
の意見と考えて真剣に考えてほしいと思います。市が考えるものと地域住⺠が考えるものは
ちがうと思います。できるだけ歩み寄って考えてほしいです！
人づくりが大切だと思った。若い人の参加も大切。

山田
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タウンミーティングを継続させるのが大切だと思いました。各地域、また、テーマ別（子育
てetc）。その中で人と出会いつながりができるのかと。私自身は参加して元気と勇気をも
らいました。より橋本を好きにもなりました。グループワークの内容、進め方は、とてもい
いと思います。お⾦がないetc市⺠にどんどん訴えていいと思います！ありがとうございま
した。
初めて参加したのですが、町づくりのためにどうするか参考と、勉強になりました。もっと
多くの人が参加出来活動になればと思います。
質問の場がない。（こんな会議ではないのですか。）
出て来られる方々はいい意見をお持ちだと感じました。出て来てくださる方を大切にしたい
と感じます。
区⻑さんや、いつも同じようなメンバーだったように思うので、もっと新しい顔ぶれが必要
ではないでしょうか。お知らせ（広報）の仕方を再考しないといけないのでは！といいなが
ら、私もどうしたら良いのかわかりません。ごめんなさい。
充実した話し合いの場でした。地域愛を感じる人の多いことうれしいです。

多様な意見に接することができた。また、⾏政、地域の取り組みを知る機会となりました。

会話がはずんでよかった。交流が一番大切ですね。
いろんな場所に意見箱を置いて、常に意見を吸い上げる。
隅田町及びその周辺の企業・自営業の方々の意見はどんなものか聞いてみたい。転入・転出
の内訳は？プラスを延ばし、マイナスを止めるには？
問3にも記入したとおり、多くの世代に参加してもらえるよう、曜日、開催時間、保育サー
ビス（子育て世代が参加しやすいように）も必要かな？と感じました。発表機会は限定して
する。グループ別？或いは「問い」別。
多くの意見が出た。市⺠はよく見ている。
参加されている方々は、熱心な方が多く、感心した。今後は参加人数がもっと増える努力が
必要。
意義がありました。知らない事が多くあり、学ばせていただきました。
次にどんな展開になっていくのか見えない！
各地区エリアの今後についても、何か、とおりいっぺんですんだ気がする。回数を重ねても
効果のほどは？
時間が短すぎる。※昼に開催し、十分意見のいえる場を作ってほしい。
老人会やこども会の代表者にも参加してもらったら、いろいろな意見が出ると思う。
だいたい似通った思いが多くあり、⾏政でまとめていただき、わかりやすい文章でお知らせ
頂けたらありがたいです。
若い人の参加が少ない。
色々な意見を聞けて良かったです。新しい出会いも。

隅田
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今までもこの様な市⺠の意見を発表しあう場がありましたが、集まって話し合って終了だっ
たように思います。話し合いで出された意見を市政にどう活かされたのか、どんな話が市で
されたのか、フィードバックしてほしいという声が聞かれます。このフィードバックが充実
してくれば、このようなタウンミーティングなどへの参加も活発化してくるし、参加したも
のも満足度が高くなると思います。
空き家や空き地の利用方法を考え、企業の誘致につなげていければと考えます。
もっと多くの方に参加してもらえるよう、広く早く伝えてほしい。
今日は、地元だったので、今までお知り合いでなかった方と出会えてよかったです。少し上
の世代の方の一人暮らしになったときの不安をお聞きできたのもよかったです。これを是非
生かしていきたいです。
参加させていただいてよかったです。同じグループの方と話し合いができ、知り合いになれ
たことがよかった。また高野口で起こっていることもきくことができた。最後盛り上がった
ので、集合写真などがあると、より一層出会った人同士が次会うときのつながりが深まるの
ではないかと思いました。
高野口に住む人たちの率直な意見や感想を詳しく聞くことができてよかったです。高野口⺠
ではない私にとっては、新たな発見がありました。
僕の知らない事がすごく飛び交っている中、僕は中学生で子どもの目線で話をして、役に
立ったと思っている。高野口はコンビニなどは増えてきているが、無いものは無い。それは
悪くはないが、田舎なので、通勤は改善されてきているが、まだまだ不便なので、高野口に
来てくれるような物、事をすればいいと思う。
時間ややとってあったので従来よりは良い。
年に1回ではなく定期的に開催してほしい。
熱意は感じた。思い切った独自の条例の制定を期待する。（全国的にも独自であり、納得と
共感が得られるものをしてほしい。知恵を絞ってください）
来られている方々は熱心に議論され、わがまちのことを一生懸命考えておられます。高齢者
の方々のお声は何かと参考になると、若い方々もご参加頂けたらと思います。
色々なお話とコミュニケーションがとれました。勉強になりました。また開催をお願いした
いと思います。

とてもタメになる事を話し合えたり、聞かせてもらったので、来て良かったと思いました。

色々な年齢の方の話を聞けてよかったです
初めての参加です。この場所も初めてです。この地域のことをもっと詳細に知りたいです。
2時間のトークでは不服です。北のみといわず各地に於いても⾏ってほしい
大変参考になりました。⼩学生の考え方がすばらしい。
各世代の意見が聞けて新鮮だった。「高齢者が多い、増えている」という何気ない言葉に傷
ついている人がいることを知りました。
⼩学生と一緒で若い意見が聞けて自分も若返りました。
緊張した。
いろんないいことがわかった

高野口
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楽しかったです。
できるだけ多くの会合に参加し、意見を出したいと思っています。
子どもたちの活躍がすばらしい！
三石のいいところがわかりました。
今日参加して話していて思ったのが、橋本市のホームページの観光の部分が乏しい…全然宣
伝になってない。今日のような会をどんどんやっていくといいと思う。
緊張したけど役に立てたらいいなと思った。
今日知ったことがたくさんあって、びっくりしました。
地区で色々と違い、特色を生かすにはどうしたらいいか考えさせられました。
子育てサークルの代表をし、公⺠館にサークル登録をし、このミーティングの開催を知り、
参加しました。こういった機会でもない限り参加することはなかったと思いますが、参加
し、他の方の意見も聞け良かったと思います。
⼩学生がいたのがよかった。軽い気持ちで参加したけど大事な会（中身）とわかったという
自己紹介があり、この会は成功！！
有意義な意見交換の場でした。
世代が広がっており、各々の立場で結構遠慮なく言えたのでよかった。中学生、高校生等の
参加も求めていけばよいと思う。
他の方の色々な考えがよくわかりました。現状と将来像も把握できました。自分自身の意識
が変わりました。
今日初めて来て、緊張しました。でも、いっぱい意見が出せてとてもよかったです。
私共夫婦は、夫90歳妻83歳共に元気に暮らしております。先日夫の90歳のお祝いを市の方
からいただきました。ありがとうございます。ですが、市の方は財政が厳しく、年寄りばか
らり増えて困るとの市⻑さんのお話があります。生きているのが悪いように思うこの頃で
す。
⼩学生の意見が多く聞けて良かったです。是非これからは中高生の意見も積極的に取り入れ
てほしいですしいろんな年代、世代の人の意見を集約してほしいです。
⼩学生が生の声を聞かせてくださり、「なるほどねぇ」と思うことがありました。いろんな
世代の方々とお話が出来てよかったです。
はじめのときは、どきどきしていたけれど楽しかったです。
緊張したけどやりきった甲斐があった
どきどきしたけど楽しかったです
みんながんばっていてすごかったです
⼩学生の参加があったが、（意外にも！）しっかり、自分の意見が言え、発表してくれまし
た。頼もしく感じます。
⼩学生が参加してよかった。⾏政には自信を持って進めてほしいです。お⾦がなくても出来
ることから進める。

今回の形式もよかったが、市政担当者との直接質疑応答形式の会もほしいと感じました。

⼩学生がたくさん参加されていたのが良かったです。

紀見北


