
町民説明会アンケート集計結果 平成26年　5月14日(水)下市田区民会館　15日(木)山吹　やすらぎ荘　16日(金)吉田区民会館　20日(火)上市田　原町陣屋区民会館

（3）　本日の説明会の感想をお聞かせください。 地区・常会 会場

1 2

長きに亘って町の未来を決める基本方針の説明と位置
付けるのであれば、それに相応する時間をかける必要
があると思う。(例えば役場会場で1日かけてとか）この
設定では表面的に理解したに過ぎず、多くの参加者に
は、不消化で終わったのではとの感がした。

8 町の面積の半分を占める貴重な森林資源を活
かすための活動。

町の将来を展望する計画の上で、町づくりプラン・自治基本条例
と合わせ、都市計画の変更案の説明は必須のものと考えるが、
その時間がなかったことは物足りない。(県の所管であっても)
　また会場でも発言したが、来年1年施行の予定は、あまりにも
効率優先。1000年計画にふさわしく、非効率でもじっくりと町民の
納得をえる事が、真に実のあるものになると思う。そのための努
力を惜しまないでほしいと思う。

下市田3区　間
が沢

下市田

2 2 考え方のルールとして理解しましたが、町民の多くの人
が理解しないと参加出来ないし、何もしないことになる。 46

今、支えられて暮らしているだけで支え合いに
なっていないから、自分が出来ることを見つけた
い。農業が出来なくなって農地の最終処分に苦
りょしている。

町がめざしている方向を知りたいと思い参加しました。 下市田　平塚1 下市田

3 2 全部は理解できなかったため 1234567

ほんの一部の住民しか説明を聞いていないので、もっともっと時
間をかけて論議をするべきだと思います。町民全体が納得する
ことが必要で、納得できないのであれば、条例の制定はすべき
ではないと思います。最終的には住民投票をして、町民の総意
による制定にするべきだと思いました。

下市田

4 1 高森町の将来に向けての夢の施策として理解できる 36
高齢化時代に入り全ての事柄に住民参加という
方策が非常にむずかしくなり、なぜそのための住
民同志のつながりをどういう形で確保していく
か、考えて見たい事柄です。

下市田3区 下市田

5 2 34
・自主的に住民参加できるような方向に向かいた
い
・非耕農地の活用

下市田4区新
井

下市田

6 2
説明の際、あったかもりプロジェクトの解説に力が入
り、まちづくりプランの立場（7年先を目標とした長期計
画であること）がはっきりとわからなかった

町の施策に協力できるが、個人で何ができるか
思いうかばない。

・最初に「あったかもりプロジェクト」「まちづくりプラン」「自治基本
条例」の位置づけをきちんとするとよかった。
・町民参加をうたうのはよいが、町が逃げている感じを受けた。

下市田

7 1 田中さんや事務局の説明がわかりやすかった。 25

雄大なプランであり、よく検討されている言葉で
述べられていると思います。私も、高森町に住ん
でみて素晴らしい点がたくさんあることに気づい
ています。しかし、今までのまちづくりの反省が
みえてきません。まちづくりの歴史に学んでこそ
初めて将来像がみえてくると思います。

下市田1区　学
校平

下市田

8 2 257 下市田6区 下市田

9 2 初回の説明であるのでまだまだはっきり理解できない 4 下市田　唐沢 下市田

10 2
「理解」とは「承知」とは同意ではありません。
プランについては現在の憲法(平和や〇〇〇民）が条
件だと思います。平和についての取り組みはあっても
いいのではないでしょうか。

45
今後どの様な事態になっても町民が生きぬける
ような「食とエネルギーの自給自足、地産地消」
のため①自然農法普及活動(楽しくとりくめるも
の）②自然エネルギー普及etc

「千年続く」はいかがなものか。「持続可能なまちづくり」が妥当
かと思いました。「秘密保護法」で説明してもらえないことも多くな
ろうかと思われますが、絵空事になってしまうのではないか心配
です。国・県との連携は特に上意下達になりそうです。

下市田3区　間
が沢

下市田

11 2 3 各自治組織の充実をし問題点を出し合い取り組
むようにしたい

参加者が少なく残念でした。 山吹　小沼東 山吹

12 2 議会での議論が足りないのでは。議員さんの意見がわ
からない

山吹　下町 山吹

13 2 山吹　駒場 山吹

（１）本日の説明会の内容をご理解いただけましたか？　　（何
れか一つの番号を○で囲む）
 １. はい　　　 2. まあまあ　　　 3. いいえ　　　4. わからない

（2）　今後、あなたがまちづくりについて取り組みたいことはな
んですか？（番号を○で囲む）
1. 子育て支援　　2. 文化　　3. 住民参加　　4. 産業
5. 安心・安全　6. 支え合い　　7. 自然景観　　8. その他



14 2 3
町民の自治組織加入について
独立者に不自由なことがないこの点組織加入の
メリットの充分にあることを進めてもらいたい

今まであまりカンシンがなかった委員の皆さんの努力にお礼を
申し上げます。

山吹　中島 山吹

15 1 3 自治組織の役割
地域の活力

説明が早口でもっとゆっくりしてほしかった
将来像の説明が抽象的

山吹　新田 山吹

16 1 35 丁寧な説明により、参加者が良く理解できたのではないかと思う 山吹　新田 山吹

17 2
まだまだ具体性に欠けていて、今も段階では良くわか
らない。
プロジェクトの皆さんご苦労様です。

1234567 全て
町民参加とは、今日を含めたこの様な形から現実的全町民参加
でというのは言うは易いが・・・

山吹　新田1 山吹

18 2 必要性はわかった。お題目にならない様に！！ 8 高齢者対策と生がい対策
千年続く町より近未来の対応をしてほしい。

実施していくことは良いと思うが、自治組織から脱退者が増えて
いる現状をどう考えているのか、また、今後老朽化設備、施設改
修等をどう考えていくか？等を含め財政健全化を進めていただ
きたい。ＰＤＣＡを実施してください。

山吹中　宮ノ前 山吹

19 2 4 山吹　駒場 山吹

20 2 説明の根幹はある程度理解できた まちづくり懇談会で詳細を 山吹　駒場 山吹

21 2 57 トビラが開かれた感じです。 山吹

22 2 35 山吹上平東 山吹

23 1 4 まちづくりプランの中に産業振興の面で物足りな
い気がする

山吹　下平北 山吹

24 2

このように町民の役割は協働であると、条例で町民参加を更に
決めると、個人ではいられなくなり、自治会に入れない人は非常
に住みにくくなると思う。そういった人々の権利もうたってほしい。
人数が少なくて残念だった。もっともっと大勢の町民に自分のこ
ととして真剣に考えてもらう必要があると思う。

下市田 吉田

25 2 高森町の将来を見据えるために、必要なものだと思い
ます。

12345678 祭り
条例の大まかなことは理解できたが、具体的にどのようなものが
できるか大いに関心があります。

下市田 吉田

26 2 具体的な事が見えない
高森町の将来像が不満、不安を持ちます。

出来ることは取り組みたい
自治基本条例については進めてほしいが、選挙で選ばれた町
議会でも十二分に協議してほしい(プロジェクトチームは選挙で
選ばれていない)

上市田東部 上市田

27 2
今日の会合もそうであるが、出席者が役場関係、区、
町議関係の方々だけである。「一般の方々の意識改革
から変えていく必要がある」

3
何事もコミュニケーションから、協働、共助の心
が育まれる。協働・共助の心を持つ人が多くなら
なければ、組織の生活ができていかない。

権利があるのは義務があってのうえで、生まれる「・・・できる権
利」が前面に出ると義務がないがしろになる
義務があっての権利の主張でなければ自治組織は成り立たな
い。

大島山東部 上市田

28 2 必要性の認識が今一つ今まであるものとの違いが分
かりにくい 257

2伝統的な人とのつながり方の確認
5小さな単位でのハザードマップ避難経路の確認
（安全情報の確実な伝達）
7土地利用計画をふまえた農地を含めた自然保
護

プロジェクトのメンバーが外部から来た人が多く熱心にやられて
いることはわかるが、違和感を感じた。

牛牧　十王26-
1

上市田

29 2 12 牛牧 上市田

30 4 15 牛牧 上市田

1:5人　2：7人　3：10人　4:9人
5:11人　6：24人　7：0人　8:1人

1:5人　2：24人　3：0人　4:1人


