
Ⅱ. 令和３年度 出席者アンケート結果 

 

まちづくり懇談会では出席された皆さまにアンケートをお願いし、多くの回答をいただきました。 

ご協力ありがとうございました。 

集計結果は以下のとおりです。 

 

１．回答状況 

出席者数 回答者数 回答率 

425 人 281 人 66.1% 

 

※各設問においては複数回答も含まれていますので、回答数合計がアンケート回答数と異なります。 

※四捨五入により、構成比が 100％にならない場合があります。 

 

２．アンケートの回答状況 

【設問 1】本日の懇談会に出席した理由は？ 

回答の選択肢 回答数（人） 構成比（％） 

① 懇談会に関心があった 58 20.1 

② 地区役員等の義務として 172 59.7 

③ 動員がかかったので 43 14.9 

④ その他 15 5.2 

●その他の理由 …  

・昨年まで自治会の役員をやっていて関心があった。 

・この地域が好きだからどんな様子かと思って。町長さんのお話しをお聞きしたいと思って。 

 

   

【設問 2】懇談会の開催時期はいかがですか？ 

回答の選択肢 回答数（人） 構成比（％） 

① この時期（5～7 月）で良い 158 90.3 

② 例年（9～10 月）が良い 12 6.9 

③ 別の時期が良い 5 2.9 

●別の時期の具体的な時期 …  

  ・2～3 月（年度末） 

  ・収穫期以外 

  ・休日 

 

 



 

【設問 3】本日の懇談会の内容はいかがでしたか？ご感想をお書きください。 

  ※すべてのご感想を原文のまま載せています。 

地区名（回答枚数） 感  想 

下市田 1 区（20） ・町づくりの具体的施策を画面表示して説明を要望します。 

ワークショップの形式は初めてたっだのですが、町を良くしていくためにには今後

続けていったほうが良いと思います。 

・町の現状や自治会の様子を知るいい機会でした。 

・他の方々の意見が聞けたり、今まで考えていなかったことを考えさせてもらったり、

意見が言えたので良かったです。 

・良いと思うが、子供や若い方が入ってないので、地元の若者の声を聴く機会を作っ

てもらいたい。 

・素直な意見が出てよかった。まとめた結果が、意見全てでは無かった。町の目指す

内容と地域が直面している課題。実現のタイムラグがある。 

・町全体の課題に対して少人数での意見を出し合えたのは良かったと思います。町政

の様子を詳しく聞くことができた。 

・皆さんの色々な話が効けて高森町の現状が分かっただけでもとても良い時間だった

と思います。 

・町長さん話(説明)長すぎ。 

・色々な人と話ができて良かったと思います。 

・色々な人の意見や話が聞けて大変良かったと思います。 

・高森町の考え、地域の方と話す機会が持てたことは良かったと思います。 

・常会等加入する不公平はいろんな方が持っているのだと感じていたか。 

・時間が短かった。 

・もっと多くの人の参加者がいればよかった。 

・皆様のいろんな意見や考え方を知ることができて良かったです。これからの 1 区に

ついて考える機会を頂き感謝いたします。地域に貢献できるよう行事等参加したい

と思います。 

・来てみたら皆さんの意見等効くことができ、とてもよかったです。楽しくもありま

した。 

・ワークショップは発言機会が多くあり、良い進め方だと思います。 

・ワークショップで大勢が気軽に考えを言い合えてよかった。(役場職員の負担が大き

いのでは)。 

・有意義な時間でした。 

下市田 2 区（27） ・初めて出席しました。意外と楽しかったです。 

・ＯＫです。 

・充実していました。 

・役場の方が司会をしてくれて、スムーズにまとまり、話しやすかった。 

・ワークショップ形式初めての試みであったが、大変良かったと思います。 

・自分が暮らす地区のことでも知らないことがたくさんありましたので、参加させて

いただきよかったです。未来を考える良い機会になりました。 

・初めての参加でしたが、ワークショップは大変良かったです。久しぶりに地区の皆

さんと話しながら主体的に２区について考えることができました。ただワークショ

ップの時間が主で意見交換の時間が短くなってしまったので終了時刻を越さない前

提で時間配分を考えていただけるとありがたいです。 

・よくわからないが、こんなものか、 

・ワークショップの司会進行を役場の方がやっていただけてありがたかった。ワーク

ショップをするということを事前に告知していただけると若い人の参加が増えたか

もしれないと思いました。(されていたかもしれませんが、直前のお知らせは読み取

れない硬い文章でした。） 



・町や下市田２区について初めて知ることもあり、（良いことや課題含め）考える機会

になり、良かったです。 

・高森町に住んでいながらも町の知らないことが多くあり、今回の懇談で活発な意見

交換や地域のことついてよい機会となりました。幅広く年齢層で話し合うことがで

き、貴重な機会をありがとうございました。 

・将来に向けての話し合いでした。現状維持～１０年後も今のままで。 

・下市田２区について前向きに考えることができた。小グループのワークショップだ

ったので気軽に思ったことを言うことができた。 

・町のことについて改めて考えることができました。地域と中学生との関わりは今後

も続けてほしいです。 

・２区の人たちの参加も多く世代も幅広く内容もよかった。 

・役場の方がいて話を進めてくれるのはよいと思いました。 

・継続してください。狙い(町）は最初説明してほしい。 

・初めて出席したが、ほかの人の考えなど聞けて良かった。 

・ワークショップは久しぶりでしたが、良い方法だと思いました。議員としても他地

域へも参加しなければと思っています。 

・将来のことも含め改めて現状を見直すいい機会でした。将来を見据えた行動を心が

けていきたいと思います。 

・とても良い。 

・将来を考えることができた。（現状→将来）ボーッとして生活して生きたが、脳の活

性化ができました。 

・「現状」は良いが、「将来」というのは難しい。 

・これを機に自分で考える機会となった。 

下市田 3 区（9） ・自分の地区のことを皆さんと振り返る良い機会になり良かったです。信大をエスバ

ードへのお話し想像したらワクワクしました。若者が集まる環境の良い町、地域で

あり、続けたいと思いました。地域の皆で支えあい、盛り上げていけたら最高です

ね。 

・大変有意義であった。但し日頃問題意識を持って生活していないと意見を出しずら

い。(なかなか言えないものです。) 

・良い。 

・町づくり懇談会（唯一のたかもりを知る会)の意義もっと自分の住む地域であること

の意識を高める(PR、回覧板で回す。）。高齢者の活動、町の取組も素晴らしいので

もっと町民に広めて若い世代(青年、若者)に伝える工夫を。 

・町長さんの前向きな将来展望が大変参考になり、元気が出ました。 

・ワークショップでの話し合いも多くの意見が出て楽しい話し合いだった。最近の高

校生は地元志向が多くなっているが、行きたい企業が少ない状況だと思います。町

長の話のように大学誘致はぜひ進めて下さい。 

・ワークショップ形式で様々な活発な意見が出ました。生かせるような具体的で建設

的な意見で是非これからに生かしてほしいと感じました。今日はありがとうござい

ました。 

下市田 4 区（12） ・ワークショップは当初どうかと思ったが、やってみると同じ区内の方の色々な意見

を聞くことができ、良い時間を頂けたと感じました。 

・町の状況を挙げようとしたが、町のことや地域のことをほとんど知らないというこ

とに気づきました。マイナス面だけ見られがちだが、明るい話題を作るということ

は大切だと感じました。今後の進路事情について知ることができました。 

・町の考え方がしっかりと伝えて頂けて良かった。 

・ワークショップは地域を見直すいい機会をなりました。 

・良いのでは、、、 

・ワークショップの話し合いでいい意見交換ができたと思う。 

・直接町長さんのお話しが聞けて良かったです。エス・バードに通じる橋のこと、大

学の件について聞けて良かったです。 



・今、地区に支部長(小学校)で出席させて頂きました。このような会に出席したのは

初めてです。限られた時間の中で意見を伝えるなどの話し合いができて、良かった

です。とてもいい会でした。 

・具体的でいいと思います。ワークショップも将来展望の内容で良かった。時間が十

分取れている感じがました。 

・町の職員の方々が様々な分野でお仕事頂き、住民が安心して暮らしていけているこ

とを改めて知る機会となりました。自分が住む地域の将来のことを自分こととして

初めて考えたような気がします。「誰か」にやってもらうのではなく、自分たちがで

きることを見つけていきたいと思いました。 

・多面的な角度から意見が出され、有意義であった。 

下市田 5 区（14） ・良かったと思います。 

・町の考えがある程度理解できた。 

・町、地域の現状等いろいろ話が聞けて良かったです。 

・いろいろな意見が聞けて懇談会に参加できてとてもよかったと思いました。 

・前向きな意見を聞けたのはよかった。ただし、それを実行できるのかは疑わしい。 

・こうしてほしいという意見は出るが、自分が手を挙げる人はなかなかいないと思う。

もっと多くの人が参加してくれたらと思うが、なかなか良い方法がない。自分の腰

を上げるのは、なかなか難しい。個人情報がどうしてもネックなので開示をできれ

ばしてほしい。 

・町長の話が長すぎる。(町主導になりすぎていないか、)ワークショップでは地域の

声がもっと聞いていただける時間配分を考えていただきたい。 

・時間があっという間に過ぎてしまった。次は機会があれば参加したい。 

・未来予想と希望を言う場でどのようにしたらいいかの意見はあまりなかった。 

・ワークショップはいつもと違ってよかった。 

・自治会の将来を考えていくことは非常に重要だと感じました。 

・「まちづくり」を町にお願いのではなく、自分たちが主体となってもっと考えていか

ないといけないと考えさせられました。町の職員の方々に感謝です。 

・座光寺と 5 区でやれることの検討はぜひお願いします。信大エスバートぜひ。 

下市田 6 区（24） ・皆さんの思っていることを聞くことができて良かったです。細かいことをお聞きで

きてよかったです。 

・説明が多くて討論の時間が少ない気がする。 

・内容的には良かったと思うが、意見交換の時間をもう少し長く取れれば色々な意見

が出たと思います。 

・内容は良いが、時間が少しない。 

・地域の課題を改めて考える機会にすることができました。 

・今、現状を見直せてこれからの改善点項目が分かりました。年代別の人達と話し合

いをもっと持つ。 

・ワークショップは幅広い年齢層で、議論でまたブレインストーミングはもう少し。

リスクに対して深堀が弱かった。機会は全面でできたかあるべき姿がまだぼやけて

いること、GAP測定しきれなかった。 

・年に一度ということで盛りだくさんではあるが、ワークショップをする為なら時間

が少ないと思う。ワークショップそのものは大学のゼミを想い出して良いと思うが、

個人の熱量が違うのでテーブルにリーダーが必要。 

・とても勉強になった。 

・表題をあらかじめ前もって知っていれば良いがワークショップでの意見が出しずら

かった。 

・地域の話が聞けて話せてよかった。関心持てた。 

・人に優しい。町づくり。 

・今までになく、意味深い興味深い内容でした。また機会を作って欲しいです。 

・初めての参加でしたが、たくさんの意見が聞けて良かった。町としてもいろいろ考

えていることが分かった。 



・大変参考になる話しが聞けて良かった。 

・ワークショップの時間が短かったが、色々な意見が聞け、参考になった。なかなか

前向きなプラス思考なことを考えるのは難しい。 

・地域の話をいろいろと出し合って話し合いができたと思う。 

・日頃疑問になっていたが、発言出来て、大変良かった。地域の将来を考えると良い

機会でありました。また来年も参加したいと思います。 

・組長として動員出席でしたが、若者の代理とし出席しましたが、5 名～6 名のグル

ープ別に話し合い検討、発表の形式は同じ課題に気楽に参加できてよかったと思い

ます。配布資料や説明で町の現状が解り、ハザードマップ等災害に対する説明も関

心を持ちもっと意識してみんなで取組み必要性を感じました。 

・有意義な時間でした。食べ歩きストリートの話を聞き出砂原に活気が出てくれるこ

とに期待しています。 

吉田東（10） ・地区を見直すいい機会でした。 

・充実した内容で良かったと思います。 

・地域の身近に感じている問題点がある程度の内容で判明できた。 

・良い話し合いができたと思います。 

・大変貴重な意見等が聞けて役に立ちました。 

・色々な話しが聞けて良かったです。 

・何か言わなければならない進行だったので気が重かったが、聞いているだけより充

実感はあった。なかなか言いたいことは言えないものです。 

・勉強になった。 

・出席してよかった。様々な情報が得ることができた。 

吉田中（9） ・町の政策についても説明がされてわかりやすかった。 

・高齢化が心配である。 

・ワークショップという形式はよかったと思います。現状分析と将来あるべき姿が確

認できました。今後、地域に関して考える機会になりました。 

・内容的にもう少し時間があったほうが、話ができそう。 

・地区の現状と課題と思われている生きた声を伺うことができた。認定こども園ぱど

まとして、まだ吉田の寺院として、人と人とつなぐ役割の一端を担っていく必要が

あると感じた。 

・小グループなので話しやすい点はよかったと思います。町づくりプランについて語

るということは難しさも感じました。町の関係者にたくさん出席していただき、恐

縮に思います。 

・初めて参加しましたが、ほかのいろいろな意見が聞けれて参考になりました。高森

町をよくしようとするためにもっと大勢の方が参加できればと思います。 

・前向きな意見が多く、町づくりの未来を考えることができた。 

・内容は大変良いと思います。時間が短いと思います。～夜なので仕方ないですが、

今を考え、将来を考える機会となった。 

吉田西（13） ・良かった。 

・ワークショップ良かったです。 

・考えたり会話形式で良かった。 

・大変良かった。 

・町の将来、町政の台所状態等みる機会もあればいいのかな？ 

・時間的に 1 時間程度に集結して頂ければ、ありがたい。 

・ワークショップは意見が出やすく、良かったです。 

・町で考えてるまちづくりの方向性が理解できた。ワークショップのテーマをより具

体的にした方が、議論が集中して深まるのではないかと感じた。 

・ワークショップは面白かったです。様々な視点からこの地区を良くしていく発想に

共感しました。 

・ワークショップ形式で話が弾んで良かった。ちょっと寒かった。 

・大変参考になった。前向きな意見が多くて良かった。町職員の挨拶も良かった。今



後の地域を良くしていくよう努力する。 

吉田南（10） ・壬生町長の説明が良かった。係を言うより自分の地域を愛していく気持ちが大切。 

・十年後の地域は言われたが、夢を語れない。健康で長生きしよう。程度のことでし

かない。 

・1.高森人の育成２.駐車場の料金が高い 3.明るく住民の吉田県住を作りたいと思いま

す。4.子供の遊び場を作って欲しい。 

・町長が進行することはいいと思います。 

・良かったと思います。 

・気楽にグループで話し合えてと良かった。 

・はなしがグループミーティング方式でいろいろな人の意見が聞けて良かった。 

出原（15） ・ワークショップは良かった。来てよかったです。 

・出原地区を再確認するには、いい会だったと思います。 

・ネガティブな意見も出したかった。 

・どのグループからもリニア前提の未来を語るのが出たのが面白かった。 

・ワークショップの形式が良い。建設的な意見等が出やすい。最終的に出た意見等を

まとめて地区へ反映を。 

・ワークショップは良い取り組みと感じています。2 時間の予定であれば、PM6:30

開会でお願いします。 

・とても勉強になりました。 

・役場の方が中心になって頂き、大変助かりました。 

・気軽に話せられ、いい話し合いの場でした。 

・ワークショップが話しやすく良かった。町長の説明がいろいろ分かりやすかった。 

・初めて参加したが、良かったです。 

・私たち大人が大人の将来がなかなか浮かんで来なかった。将来をもっと描けるよう

になると良いと思うので、大人たちのコミュニーションの場が必要だなと思いまし

た。 

大島山（7） ・将来の町のことを考えるいい機会でした。 

・他の人の考えに触れることができ、なるほどと思うことや新たな考えが生まれると

感じた。 

・ワークショップ、楽しかったです。機会が無いと町のことを考えないので参加でき

てよかったです。 

・町政懇談会でワークショップってなんだろうと思ったが、いつも明日のことしか考

えなかったが、将来を考える機会ができて良かった。 

・町に任せるではなく、自分たちが地域の問題を解決していかなくてはならないこと

に気づかせてくれる。ワークショップと説明だったのでとても有意義な時間でした。 

・ワークショップ形式はグループ内で気楽に自由に発言でき、様々な考え方が聞けて

良かった。町づくり懇談会がこのように楽しく参加できたことに感謝します。いろ

いろと考えさせられました。ありがとうございました。 

上市田（12） ・大変良かった 

・思っていたよりワークショップが気楽に話しやすい。雰囲気を作ってくれてよかっ

た。 

・もう一回地域を見返したり考えたりする機会となってよかった。若い世代も含めて

いろんな意見を伺って上市田の将来像を考えあっていきたい。 

・課題が大きすぎる。もう少しポイントを絞って欲しい。 

・町の地域の将来を考えると必要な内容だと思います。今後も続けられると良い。 

・地域の現状と将来について考えるとことができて良い機会となった。町の全体の様

子、状況も知れると良かった。 

・人数制限した為少々さみしく感じた。区内の良い点が多く出て良かった。 

・上市田について考えるきっかけとなった。そばを使った製品開発ができたら良いの

では？と思いました。(中学生を交えたら？) 

・今まで特に町上市田について深く考えてはなかったが、今回の話し合いでいろんな



分野で活性化できるような上市田にしていかなければならないと考えました。改め

てこういう機会は大事だなと思います。 

・事前に内容が分かっていれば、もう少し、意見が出せたと思う。 

牛牧（27） ・将来のことを考えると良いことばかりではないような気がします。それは現実から

逃げてることがあるのではないか、若い人たちの仕事が土日で休みがない会社等が

あるように思われる。 

・大変良かった。意見がたくさん出た。若い方、女性が多い。本島課長のグループ司

会も良かった。 

・住んでる高森町の将来を考えると良い機会であった。 

・役員でなければ出席しなかったと思いますが、色々な意見がお聞きできてよかった。 

・テーブルに用紙があるのにびっくりしましたが、進行が上手で役場の方が各テーブ

ルに入って、意見をまとめてくれて発表してくれて役場の方がとても親しく接して

よかったと思います。牛牧は本当に良いところという意見が多くて見直した。 

・地域のことを考えると良い機会になったと思います。将来若者で活気のある地域に

なるよう我が子たちにも一旦外に出ても、戻ってきたくなるような働きかけができ

ると良いと思います。 

・良かった。 

・町長の思いは伝わっている。地区の人たちが地区のことを真剣に考えてることが良

く分かった。 

・ワークショップが楽しかった。 

・これからの町政について良い話ができたと思います。 

・有意義だったと思う。 

・よかった。 

・ワークショップの時間を減らして審議時間を多くとって欲しい。出席者の意見をも

っと聞きたかった。 

・毎回町への意見や注文などが多いのですが、今回ワークショップで参加した方々の

考えなど聞けた事が良かったと思います。 

・町長からの説明はとても興味深かったです。 

・良かったと思う。 

・ワークショップの形式は良かった。多くの区民が出席してくれ、色々な意見を聞く

ことができた。 

・時間が少ないので事前に質問を提出して置いた方が良いのでは？ 

・数年前に比べて工夫されていていいと思いました。役場の職員の方がとても頑張っ

てくれてよかった。 

・同じ地区内で色々な意見が聞けて良かった。 

・ワークショップ形式は良いと思う。 

・ワークショップにて区民の方々の思うことが聞けた。 

・少しですが、将来に希望が持てた。 

山吹上（13） ・とても充実していました。町からのわかりやすい説明と自分たちで考えることがで

きてよかったです。9 年後の将来、皆が望む姿になっているとよいです。今日はあ

りがとうございました。役場の皆様もお疲れさまでした。 

・もっと若い子育て世代の人が多いとよかった。 

・時間が短かった。 

・ワークショップなので意見が出やすかった。 

・いろいろな意見が聞けて良かった。高森の今の現状やこれからのことが分かってた

めになった。 

・義務としてではなく、参加がある地区でなければならない。 

・地域のことについて考える機会が取れてよかった。地域内の人がどのようなことを

考えているかが知ることができた。 

・大変勉強になりました。これからの地域づくりの参考にしたいと思います。 

・町づくりを考える良い機会となりました。 



・様々な意見が聞けてとても有意義な懇談会であったと思います。 

山吹中（3） ・色々な話を聞けて良かった。地区をどの様にして盛り上がるか考える機会であった。 

・ワークショップの在り方を自前に考えていくことの方が、出やすいのでは？高森の

財政状況はどうですか？ふるさと納税の状況は？ 

・ワークショップも良いと思うが、一般的な意見を聞いたり、情勢、今後のたかもり(山

吹)をどうするかとの町の考えや意見を聞いた方が良い。 

下平（14） ・高森町について参加者が現状や将来について意見を出し合ったこと、とてもよかっ

たと思います。下平地区のことだけでなく結局高森町に関わることなので、こうい

うことを考えてみて将来像も出し合ってみることは町民として大切なことだと感じ

ました。初めてでしたが、参加してよかったです。素敵な高森町を目指したいです。

町長さんのお考えも良く分かったし、現状のまとめもわかりやすかったです。町の

方たちが大勢着て下さり、中心になってまとめて下さり、ありがとうございました。 

・以前の懇談会より良いと思う。(資料を読むだけだったので) 

・地域の皆さんと楽しく話し合いができました。 

・普段知らないことが知れてよかった。ワークショップで気楽に話ができた。高森町

の発展を祈ります。一生住むところなので老後安心して住める街にしてほしい。 

・下平地区が今後大切な地域でこれから先、代わっていく所だと分かりました。将来

にわたり生存率は低くなってきているから明るい下平地区になるためにはどうした

らと課題もあるかしら。 

・楽しく話ができた。最終的に行うこと以前の会後話ができると良い。このような時

間、町との時間を多くとっていけたらよいと思う。 

・正直な意見としてこれまで地域や町づくりに関してなかったが、今回常会組長の立

場として初めて参加させて頂きましたが、参加させて頂いてよかったと感じました。

地域の皆様の考えや町の考えを知ることができ、取り組み方や意識を変えることが

できました。町長からの生のお声も聞くことができ、大変感銘を受けました。川ま

ちづくりを楽しみにしております。 

・住みやすい地域を作る人員として貢献できたら良いかな。 

・一方的に話を聞くより楽しくできた。 

・未来のたかもりの話ができて気持ちが明るくなった。災害がなくなるような街づく

りをして頂きたいと思います。 

・日頃挨拶だけで人と意見交換できてよかった。ワークショップに慣れる為に数回テ

ーマも絞って行うと良い。参加人数がもう少し増える工夫(地区の役割)が欲しい。 

・ワークショップは苦手ですが、役場の職員の方の優れた司会で大変なことはありま

せんでした。地域の方の意見を聞けて良かったです。自分も考えるきっかけになり

ました参加してよかったです。 

・高森及び下平地区の考えていることが知れてよかった。これから高森が変わってい

けばいいな。 

駒場（9） ・10 年後の駒場の在り方、未来像は現状分析を行った中では明るい展望が待っている

のではないかと感じた。 

・いろいろな意見が聞けて良かったです 

・平成 2 年の山吹教員住宅が出発点です。上の子が中学入学式に住宅を建て地区には

お世話になっています。住みやすくとても良いところです。 

・ワークショップで将来像について語ることができたことは良い。 

・町づくり懇談会がこれからのまちづくりに生かされれば良いと思います。 

・いろいろの会話ができよかった。 

・初めて参加しましたが、町として取り組んでいる課題や実現のための施策が直接聞

けたのはよかった。町民としてできることには興味関心を持っていきたいという気

持ちになりました。 

・非常にわかりやすかった。町職員は町長の理念のもと仕事を町民に任せるではなく

職員が主となって仕事を行ってほしい。 



上平（13） ・希望があってよかった。 

・地区の方とざっくばらんに話ができて良かった。(ワークショップ) 

・ワークショップ形式は話ができて良いと思いますが、参加者が限られていくので心

配される又は、個別に意見を持っているので後半に懇談の問題を持ったのも良かっ

たと思います。 

・色々な意味で参考になった。ありがとうございました。 

・上平の皆さんはまとまりがあり良い地域だと思います。伝統芸能も継承していって

いただきたい。 

・普段特に気にすることもなかったテーマでしたが、改めて、考えさせられました。

自分の考えを引き出してもらい、ありがとうございました。 

・上平だけではなく町中全体を考えても良かったのでは 

・新たな角度から町の将来について考える機会をいただきありがとうございます。こ

の会にしてもそうですが、若者、女性など多くの人々が参加できる方法を考えて頂

きたい。役員が参加するだけではなく。それができれば地域の活動も苦労しません

が。 

竜口（8） ・色々な意見が聞けて良かった。 

・高森町に暮らす今の自分が分かった。 

・ワークショップは意見を出しやすくて良い。 

・ワークショップで同じ様な考えや意見を持つ方がいて心強く思えることができて良

かった。 

・町長の考え方を直接聞くことができて理解が深まった。今後に期待しています。 

・色々な意見が出て良かった。 

・ワークショップ型式の方が意見を出しやすいと思います。 

・竜神大橋がかかり県道が付け替えるとのこと。今の県道の管理が町になると思うが、

維持管理はどのようにお考えか？草刈や道路の修繕等のこと。 

・良い。 

新田（12） ・地域の現状、将来どの方も同じように考えており新田地区が住みよいところになっ

てくれたらいいなと思う。 

・上手に進行して頂いたのでリラックスして思うところを話すことができました。い

ろいろな情報を町長さんから直にお話しいただいてとても参考になりました。 

・ワークショップ形式は気楽に意見が出せてよかった。町長さんの話が分かりやすく

て良かった。 

・若い人たちの参加が多く、活発な発言が良かった。新田地域の世代交替を感じた。 

・前向きな意見が多く出て色々気づくこともできて良かった。 

・思っていたより意見が多かった。 

・地域再確認するきっかけになります。 

・新田地区、高森町のために親の私達が子供に「いい所」を伝えて繋いでいかないと

いけないなと思いました。 

・町づくりなので中広くバライティーに富んだ内容であったが、もう少し、テーマを

深く掘り下げた方が、良いと思う。 

・陣情大会にならなくてよかった。 

 


