
地域づくり勉強会での意見（意見交換時、アンケートより）
※地域づくり勉強会を３１地区で開催。参加者１，３７４人、内アンケート回答者１，０３７人）

　　①小規模多機能自治へ向けての組織体制（意見：４５件） P１～P３
内訳 件数

組織体制について 35

婦人会について 8

公民館について 2

　　②若者・女性、子ども、婚活について（意見：４９件） P４～P６
区分 件数

若者、女性について 37

子育てについて 7

婚活について 5

　　③地域コミュニティの維持に向けて（意見：５３件） P７～P１０
区分 件数

参画推進について 15

コミュニティについて 7

意識改革について 14

地域の自身、誇りについて 2

行事見直しについて 15

　　④地域コミュニティの課題（意見：２５件） P１１～P１２
区分 件数

地域課題について 10

人手不足について 5

仕事について 6

経営について 4

　　⑤地域での高齢者支え合い体制について（意見：２４件） P１３～P１４

　　⑥移住者、人口増へ向けて（意見：５１件） P１５～P１７
区分 件数

移住について 20

空き家について 8

人口について 15

転出について 8

　　⑦小規模多機能自治への疑問、勉強会への意見・感想（意見：１０９件）
区分 件数 P１８～P２３

小規模多機能自治への疑問について 69

勉強会について 20

感想 20

資料４



・組織体制について

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

高瀬西 男 ３０代
地域の役員で重複して授け持つ人が多い。それを小規模多機能自治の観点でどうにかできない
か？公民館と老人会、各部落の役など…

福野中部 男 男女共同参画
推進員 ５０代

・少子高齢化による激変を緩和するために小規模多機能自治が大いに役たつように感じました。地
元住民だけでなく地域にあるNPO法人や企業も地域づくり、まちづくりの主役となるようにして行くこと
が重要と思います。　・この仕組みの中で地域において起業したり福祉や文化の分野を業として行く
ことができるようにするべきと思います。

北山田 女 町内会・自治
会・集落など ５０代 ・古い体制ではなく、新しいやり方で組織の設立が必要だ。　・地元の良さを見つけて広げる

北山田 男 町内会・自治
会・集落など

幅広い年代、男女共に地域の事を考える又、やる気のある人を集めて組織をつくりかえる必要があ
る

北山田 振興会の２０～４０人では会議はできない。自治会で出てくる意見を取りまとめる仕組みが必要。

山田 男 市職員（地域づく
り支援員含む） ３０代

地域内の組織を再構築することは容易ではないと思いますが絶対に必要なことであると感じまし
た。また若者を身軽にすると同時に若者が独自に行動をおこし、少しずつでも活動の輪を広げてい
ければいいなと思いました。まずは身近なメンバーで定期的な交流を行う場を考えたいです。

福野中部 女 南砺市議会 ７０代
既存の団体を横串で刺す仕組みづくり急務と感じた。　最初の一歩とリスクとの兼ね合い…課題で
ある。

平 男 市職員（地域づく
り支援員含む） ２０代

仕組みを変えることは大変だと思うが、少しずつできることから取り組めたらよい。良いものは残すべ
き。

南山田
南山田地区では５年ほど前から部会を立ち上げている。健康福祉、防災など。市全体として取り組
んでほしい。

南山田
婦人会の方から大切な組織で無くさないでほしいとの意見を聞いた。しかし、現実として参加者も少
なく現在は役員の行事となっているのが、現実としてある。小規模多機能自治体になっても動く人
は同じ人になるのではないかと懸念される。解体になるようなことがあるのか。

南山田
婦人会と同様に地区公民館も解体されるのか、期待をしているが、現実はやはり難しいのか。小規
模多機能自治体組織の会長は重職である　選出方法は難しい。

大鋸屋 ・連合会と言い方や形を変えたら脱退するのか？

大鋸屋

・地域の人があたたかく、自然豊かな地域である。地域の草刈りに参加していた時に、他の地域の
人が応援に来ており、在所のものだけではまわらないのだと危機感を感じた。
・いろんな会があり、それらの人が集まり話す場所がこれまでなかった。老若男女が集まり、地域に
ついて話せる場所と機会があって良いと思う。
・市が主導でやることと、民が主導でやることが明確になるとよいのではないか？

南山見 今の現状では例えば、南山見なら公民館の連合会とかある。社協も。そことの話は？

福野中部 男 地区社協 ６０代
地区の現況は　婦人会が消滅し、児童クラブも2世帯のみとなり存続が危ぶまれている。老人クラ
ブへの加入も７０才以下の女性は全員未参加となっている。老人クラブを解散して町内自治会の
婦人部に取り込むように進言している。　やはり各団体の統一化が必要だろうと思う。

広瀬
小規模多機能自治には組織のスリム化が必要とあるが、行政や団体をスリム化すべきではない
か。合併後、それまで無かった事業や団体が増え、そこに人材と労力がとられている。

山野 男 南砺市議会 ５０代
・各種団体の市連合会的組織をどう考えるのか？　・行政の役割はどうなるの→行政からのおしつ
けの行事はなくなるのか？

山野 男 町内会・自治
会・集落など ６０代

各種団体をみなおす考えを実践すべきと共感しました。　自分が将来（生きている期間）心配して
いることを全部列誉してそれを解決する団体を新設すれば良い。従来の団体を見直せざるを得な
い。

井波 男 町内会・自治
会・集落など ６０代 消滅した青年団、婦人会、老人会等の復活と支援を行うべき

福光 男 地区社協 ７０代 多数の団体がありすぎる。市の補助金対応にも問題あり

①小規模多機能自治へ向けての組織体制
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地域 性別 所属団体 年代 意　　見

福光 男 その他 ６０代
まとめのステップ１、気に入りました。　・まずはこれまでの組織を見直し若者や女性が中心となって
考える小規模多機能組織を構築します。・各組織の見直しに着手したいね。

広瀬舘 男 自治振興会 ６０代 ・組織、行事の整理が必要と感じている。

北野
小規模多機能自治体の内容は理解できるが、北野地区はこれまで各種団体が活発に活動してき
た地区であり、新しい取り組みによりこれまで頑張ってきた各種団体が萎縮あるいは消滅する恐れ
があり、非常に心配している。

南山見 男 自治振興会 ６０代
今のままではダメという事は理解しています。　　・各地区の事情によって課題が違うのでその地区
に合った組織活動となるべき　　・移住された方は南山見のどこが良かったか？もっと地区の人達
は理解すべき（本当の南山見の良さを知ること大切）

利賀 女 市職員（地域づく
り支援員含む） ４０代

まず一つかえる勇気が必要。組織改革、意識改革をする勉強会になかなか若い人やIターンの人
は参加しにくいため、そのサポートもしながらそんな場を増やしてあげたい。

井波 女 その他 ４０代

町内よりも小さな単位で子供、女性、当事者が話し合う場ができればいい。できれば定期的に。
ざっくばらんに現状を共有しあい、課題をみつけ合い自分達のできることで解決していけたらいいと
思う。子供たちのやわらかな考えやアイディアぜひ現実になればいい。自分も地域の一員であるこ
と、地域にとって大切な存在であること、住民みなに気づいてもらえたらいいと思う。

福光 男 自治振興会 ５０代 昔からつみかさねてきた事を白紙にもどして何かおもいきったやり方が必要なのかも…

福光

町内会長の任期は現在２年であるが、４年に延ばして欲しい。福光地区は自治振興会の歴史が長
いが存続しているだけであって機能していないことが多い。課題解決出来る体制づくりをして欲しい。
１年で会長が交代すると、次の年の会長は前年度と同じ行事しか行えない。１年経験することで初
めて大切なことと不要なことが何かを知り、２～３年目で実践でき、４年目に次の町内会長へ引き継
げる。ここ２年間で改革の意識を持ってほしい。町内会の人数もアンバランスであり、小さい町内は
大変。

高瀬

自治振興会事務局について、福光の事務局は全員市の職員で、城端は全員農協の職員で構成さ
れているが、当地区ではサラリーマンで、仕事をしながらはやるのは厳しい。そういうところの整理が
必要ではないか。お金はないが形式だけつくって頑張ればいいというのがやり方かなと感じたが、どう
考えているのか。また、高瀬地区の６０代、７０代の人が田んぼに一生懸命でそれ以外の役員等の
仕事は無理だと思うがどう考えているのか。

南山田 女 その他 ３０代 ２０代３０代にもっと市政とかまちづくりに興味をもってもらうための仕組みが必要だと思います！！

南山田
自治振興会となるとどうしても区長などが集まってしまうことになる。各年代の人（女性も含めて）を
集めて議論をしていかなければならない。議論の進め方としてコーディネーターにアドバイスやサ
ポートをしてもらったほうが良い。

石黒 女 ６０代 振興会自体との団体も社会全体が男社会、もっと女性を使ってほしい、勉強させてほしい

石黒 男 自治振興会 ６０代 女性の意見をもっと取り入れる体制づくり、雰囲気、環境作りが大事

南蟹谷 「地元で暮らしません課」みたいなものを地元でつくるべきではないか。

吉江 男
市職員（地域づく
り支援員含む）

５０代
自治振興会単位でやること、集落単位でやることを分類し、どんな部会が必要か考えて地域オリジ
ナルの事業が何か探る必要がある。
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・婦人会について

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

福野北部 小規模多機能自治に対して、婦人会の活動がサポートできるような具体化した活動を教えてほしい

北野 女 婦人会 ５０代

顔の見える地域単位が交流を深め元気になっていくことは良いこと。北野保育所がなくなる時に地
域のつながりが薄くなるのでは…という話しもあったが、保育所に頼らずとも出来るんだと思った。婦
人会は若い人が入らない。それは婦人会という組織がけいえんされているのだと思う。婦人会をとっ
ぱらって地域の女性の力、和を高める枠組みがあればいいのだと思った。小規模大機能自治おもし
ろそう　　　法人化…なるほど　　けれど、今まで頑張ってこられた方々にはできないのだなと実感

上平

婦人会の会員数が減ってきており、婦人会支部の見直しが課題になっている。会員数減少により、
役員の負担が増えている現状であり、地域における「行事、組織の棚卸し」が必要な時期にきてい
るのではないか。また、女性の家庭や仕事におけるライフスタイルが、一昔前の女性のライフスタイ
ルと変わってきていると感じている。多忙な中で、女性がどのように地域づくりにかかわっていけばい
いのか。

城端 婦人会は会員不足。祭りの運営・存続も危ういのに、サロンの運営なんて無理である。

大鋸屋 女 男女共同参画
推進員

５０代 婦人会は連合から外れた方が良いと思います。（婦人会に入らない人が増えている）

大鋸屋 女 婦人会 ４０代

南砺市の人口増加のために、ここまでいろいろな活動や勉強をされていることに驚き、感心させられ
た。　今婦人会の会員数が減少し、存続に悩んでいる。どうすれば入ってもらえるのか？何が問題
なのか？　婦人会として残そうか地域づくり、子育て支援部などの形で残すにしろ、出て来る人は決
まっているので、なかなか難しいことだと思うが、何か形を決めて一歩踏み出さなくてはいけないこと
もわかる。

大鋸屋
・今ある富山県婦人会、南砺市の連絡会など、団体として所属しているものはどのように対応してい
くのか？

広瀬舘
今年、当地区で婦人会が解散した。地区内での行事への参加、他団体への協力いただいていたが
今後どうすればいいか模索中である。解散した理由は、次の役員がいない、上部組織行事への参
加負担増、重荷等である。

・公民館について

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

西太美 公民館の合併はどうなるのか。

福野南部
既存の地区公民館を、各世代から集まり多目的な使用（活用）ができる「交流センター」になるよう
市から進めてほしい。
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・若者・女性について

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

南山田 女 市職員（地域づく
り支援員含む） ２０代

年間１％の人口を増やす努力で、人口が増えるということに驚いた。小規模多機能自治につい
て初めて知った。　若い人の事情や要望を取り入れていくことは良い事だと思うがこれまで（人口
が右肩上がりの時代から）のシステムや組織を変えていくのは難しいことだと感じた。

福野中部 男 市民団体・ＮＰＯ
法人 ３０代

きっかけ作りの勉強会としては十分かと思うが、参加者にやはり偏りがある。若者、女性を巻き込
み易い設えの工夫をしてほしい。問題解決の為の有志が集まった小さな平業組織の集合体とし
ての自治組織を作っていけないかと思う。

山田 女 その他 ５０代
高齢化が進み若い人が少なくなってきている中、自分達の子供が地域の自治や運営をになうこ
とになった時、大変不安を感じている

太美山 男 自治振興会 今日の勉強会に若い人がこない事が問題ではないのか。

福野北部 男 町内会・自治
会・集落など ５０代 高齢者の意見が強すぎて若い人の発言が出来る場を作ったほうがいいと思います。

福野北部 男 自治振興会 ７０代 婦人会組織の復活と若い層（４０歳前後）の活躍できる組織を考えてみたい

福野中部 女 その他 ７０代
本日の集会の年代層の若返りを進める事も大事。他からの力も大切。しかし地元地区の意識の
変革も必要。若い方々に「リスク」は必ず共なうもの、その「リスク」を消化の仕方、何処に考える
か、その知恵をまずは育てて行くことも目指すべき

福野中部
中部のなかで若い方が住める方法を考えなければ、福野中部の人口が増えないと思うので、市
である程度、大きなまちづくりの考え方を作ってもらえないか。

井波 女 市職員（地域づく
り支援員含む） ５０代

旧婦人会メンバーが定期的に食事会や趣味の会を開催し、情報交換地域でやりたいことなど話
しをすれば課題が見えてくると思う。地域自主組織はまだまだ男性中心に動いている。しかしな
がら子供から高齢者まで住みやすい地域にするには、子育て介護等のもっと男性の意識改革を
してほしい。家事も子育ても介護も自分の事として関わる必要がある。性別にかかわらず自分の
出来る事をやることで地域は大きく変わると思っている。

広瀬舘 男 自治振興会 ６０代 ・女性の活躍、老人（高齢者）の活躍できる体制への変革が必要

福野東部 男 市職員（地域づく
り支援員含む） ３０代 ・若者を良く分析して、改善を重ねて、多く動員できるように貢献したい。

福野北部 男 町内会・自治
会・集落など ６０代 ・若者を地域行事、イベントに密着したい　そして若い人中心に事を進めればいい！！

南蟹谷 若者や女性、他から来た人から話しを聞いてみたい。

平 女 自治振興会 ６０代 若者、女性の力が大切、必要と感じます

南山田 女 市職員（地域づく
り支援員含む） ２０代

仕事で若い母親や子供と関わる機会が多い。そういった人達から自分が住んでいる地域で課題
に思っている事などを聞いてみる事で将来を担う人のための地域づくりの課題もみえてくるかなと
思った。

大鋸屋 女 婦人会 ５０代
婦人会の世代も若い人へと受け継がれておりますが、どのように考えているのか意見を聞く場を
作って話し合ってみるのもいいのかなぁと思います。

石黒
「若い人の意見を」とのことだが特に若い人たちは、そもそも南砺市、自分の住んでいる「まち」に
関心がない。→若い人たちがチームを作れるような機会を作る必要がある。子どもたちを巻きこ
む活動も有効ではないか。

広瀬

自分は長男で地元に戻る意識は昔からあった。収入を得る事は生活の基盤であるが、近くに働
き先が無い。逆に農業や林業は人手が足りないので、そうした仕事に若い人が活躍してくれれば
ありがたい。地元の先輩の姿を見て育ったので、地元に生活するのに不安は無かった。地元の
活動を通じてそういう思いになったので、これからの若い人たちのために自分も地元の活動に参
加している。

蓑谷 男 自治振興会 ７０代 若い人達の意見が出つくしていないので今後に期待したい。

②若者・女性、子ども、婚活について
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地域 性別 所属団体 年代 意　　見

井波 男 町内会・自治
会・集落など ６０代 「若者や女性が中心」この言葉がでてきたことはすばらしい。

井波 男 町内会・自治
会・集落など ６０代 この勉強会を我々より若者や女性をターゲットにして開催すれば良いのでは。

井波 男 町内会・自治
会・集落など ６０代

若い人や女性の意見を取り込むことは良いと思いますが、現状ではその対象者を集める事は非
常に困難ではないでしょうか　　人を集めることが難しい

井波 女 その他 ７０代
若者や女性が中心と書いてありますが今回の参加者は男性ばかりでした。機会を見つけていろ
いろな人に伝えてほしい。

福野東部 男 自治振興会 ６０代 若い世代の人の意見を聞いて活動するべきである。

福野東部 女 ６０代 若い人の意見を聞くことが大切だと思います。

福野東部

今回の勉強会は動員ではなく、自分の意志で来た。青年部は年配者から行事を押しつけられる
ことが多くて忙しい。今回の話はいい話なのに僕らの年代は全く参加していないので、若い世代
からの問題解決の提案というのは絶対に無理。現在地域で若い世代の横のつながりは無く難し
い。伊勢谷友介を連れて来るなどもっと若い人が来る工夫をして、この会を開いて欲しい。

福野東部
孫世代の人のため、この地区の未来のため、若い世代に来て欲しい。また、この地区の婦人会
はまだまとまりがあるので、地域づくりに生かせると思う。是非、先程の方世代（３０代？）の人が
地域づくりをして欲しい。

福野東部
３０代・４０代の意見を取り入れていくべき。自分を含め６０代も若い方に入れて欲しい。青年会・
壮年会は地域行事の存続をし、アパートの人も地域人としてまきこめるよう考えていきたい。

高瀬 女 公民館 ６０代
高齢者の事ばかり進められている！若者や女性中心になるといいですね。高瀬地区には「高瀬
神社」「高瀬遺跡」があるからこれらを宣伝して移住者を増やせないか

高瀬

若い人や女性の活躍する場をつくろうというのが一番の問題だと思う。高瀬の女性が明るく楽しく
生活できたらいいなと思う。また、委員になる方が少ないといわれていますが、私の家のおじい
ちゃんは役員になって、いろんな話を聞いていきいきしている。将来はどうかということはわからな
いが、今は役員になる人はたくさんいると思う。

北山田 女性や若い人の会合参加が少ない。いろいろな年齢層が参加できるような会合に。

広瀬舘 女 その他 ２０代

若い世代もぜひとの案内があったので勇気を持って参加してみましたが、同じ世代の方がおられ
ず…このような場に若い世代の方々を呼び込むのはやはり難しいことなのだなと感じました。意識
が低いのか、えらい方がたくさんいらっしゃる中へ足を運びにくいのか、色々理由があるかと思い
ますが、もっと若い方が外に出られる地域になればいいなと思いました。

吉江 男 公民館 ６０代
男女共同参画がなかなか進んでいない。女性の意識改革を図らないことには男性の影に隠れ
ているのでは、女性リーダーの発掘。育成が必要である。

石黒 男 その他 ６０代

若い人の意見を取り入る事は大事で提案等をすなおに受け入る前の役場の時代に提案をだし
ても何の返答もないありがとうの言葉もなかったとの事をよく聞く。住民同士のコミュニケーション、
話し合い。住民主体の自治会は非常に良い方向だと思う。若い人の意見はだいじ　研究所とか
大学（小さくても良い）若い人の住む町がだいじ　企業（小さくても良い）働く場所が必要。環境の
良い場所を生かす一度石黒地区のみでアンケートをとってほしい、若い人含めて。

北山田 男 自治振興会 ５０代
アンケートの取り方を変える事が大事である。若者や女性の声を（本音）聞く、そこから真の問題
が出て来ると思う

山田

自分は若いときに、そとに出ていたが長男だから戻ってきた。だが、居なかった時期があると仲間
ができず地域に溶け込めないと感じた。自分の息子も同じように同じ世代の仲間がいないと同じ
ように感じている。若い人が定着するようなことを考えないと衰退していく。自分は山田のために
有志で集まった団体での活動を通して、やりがいを感じ同じ想いを共有できる仲間ができた。や
はり仲間がいることが大事ではないか。

吉江
最近の若い人は自治会行事に参加しても後の懇親会には出席しない、飲みニケーションを敬遠
される。どのようにして若い人と交流すればいいか良い方法を教えてほしい。
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・子育てについて

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

福野西部
若い人に戻って来てほしいとか、Iターン、Uターンと言うが、保育園統合や兄弟でスクールバス通
学と徒歩通学になるなど、昔から比べると住みにくい状態になっている。

高瀬西 男 その他 ５０代
子供たちや若い衆に意識の片隅にとどめてもらうのが必要かな。第一歩は（防災と同じ）無防備
だと…ゆるやかに滅びして向かう。＜今はまだよいかもしれんけど必ずあんたらの未来におこるこ
とだよ、考えておかんなんよ＞

南山見
子どもがつくれる施策がひとつもない。まずは、若い人が子どもを産める状態を南砺市が作るか
作らないか？今どう考えているか？

南山見
保育所が統合されて、遠い保育所に行かないといけない。車で行くから近いではない。シワ寄せ
は一般の若い人たち。そういうところを根本的に解消していって、子どもが産みやすい施策をもっ
と考えるべき。

広瀬
若い人は、子供を見てもらえる所があれば戻ってくる。女性にとって子供を夕方見てもらえるのは
魅力的である。土日に子供を預ける所があれば良い。

利賀 女 ２０代
・今の子供達に「南砺市のよさ」をもっと感じさせ大きくなったら帰ってきて地域のために働きたい
と思う子供達を育てる必要があるのだなと感じた。・今回のようにもっと南砺市のことを勉強する
場に参加する必要があると感じた。

山野 男 町内会・自治
会・集落など ５０代

行事ではなく学童事業を行うことで心を強く（老人が）できるように制度を作ることができると思い
ます。

・婚活について

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

城端 男 町内会・自治
会・集落など ６０代

南砺市の婚活制度は知らなかった。広報されているのでしょうか。会社の若者を進めたいと思い
ます。

高瀬西 男 その他 ５０代
子供たちや若い衆に意識の片隅にとどめてもらうのが必要かな。第一歩は（防災と同じ）無防備
だと…ゆるやかに滅びして向かう。＜今はまだよいかもしれんけど必ずあんたらの未来におこるこ
とだよ、考えておかんなんよ＞

福野中部
町内で４０代・５０代の男性で独身の方が４・５人います。若い時は婚活に励んでいたと思うので
すが、だんだん自信をなくして、現在は積極的ではなくなったと思うのですが、そういう人たちのサ
ポートをお願いできないでしょうか。

利賀 女 市職員（地域づく
り支援員含む） ５０代

利賀地域では近年若者が帰ってきています。（青年団員数が増えているんですよ）でもその若者
が結婚しない（できない）のが大きなネックとなっているんじゃないかな～て思っています。その方
たちが早く結婚して早く子供を産んでくれる事が一番てっとり早いかも…。何かいい対策はないか
なぁ…

高瀬 男 男女共同参画
推進員 ５０代 地区に独身の男性が多いので婚活事業ができればよいと思います。
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・参画推進について

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

利賀 男 その他 ４０代 行政側の指示、指導だけではだめだが、「みんな」で考えていくという姿勢が大切である。

利賀 女 婦人会 ４０代
市が取り組んでいる事に市民として関心を持つ。無関心が一番（将来にむけて）怖い。今日は
「暮らしません課」より勉強会でしたがわかりやすかったです。

太美山 男 町内会・自治会・
集落など ８０代～

今後益々の人口減少の傾向の中、どう地区を進めて行くか自治振興会としてしんけんに検討し
て問題点を出し合い地区住民と話し合い早急に進めてほしい。住みたい地区に～住み良いふ
る里に～

福野北部 男 町内会・自治会・
集落など ５０代

小規模～って何かなと思って聞いておりました。小さいですが、自分、家族にとっての将来を考
えさせて頂くいい機会でした。　　一つ思うのは先ず自家族から外へ出さない事が大事と思って
います。魅力ある地域づくり

福野南部 女 婦人会 ６０代 老若男女が一緒に一歩ずつでも、地域の問題点,今後の未来について話し合う場を設けたら…

広瀬 女 その他 ６０代 広瀬地区で良い点、悪い点、各世代が集まって話し合いを重ねていかなければと思いました。

広瀬 女 婦人会 ５０代

今まで人事のように感じていたことを今回婦人会の役員として参加させていただき、現状を知る
ことができて良かったと思います。ほんの少しの参加だったのでもっともっと多くの人たちに理解し
てもらえるように教育や職場、各団体総ぐるみで取り組んでいくことが大切だと思います。　　・自
分にできること→少しでもこの話しを家庭や職場で伝えることから始めます。遠くに暮らす我が子
にも婚活を。おせっかいさんにお願いしたいところです。南砺市はいいところだと思うので。

西太美 地域づくり支援員：気軽に西太美に来てもらえるよう、地区としても努めていきたい。

福野南部 「協働」から「総働」へと掲げているが、呼びかけても参加しない人はどうすればよいか？

南山田 女 町内会・自治会・
集落など ５０代 できそうなことは出てこないが、協力できることがあればやりたい。

大鋸屋 女 市職員（地域づく
り支援員含む） ４０代

まずは自分の子供にずっと住み続けていきたいと思ってもらえる地域であって欲しい。そのため
に努力したいとは思います。

井口 男 町内会・自治会・
集落など ６０代 自らの地域は自から治めるこの言葉が残り夢に向かっていきたい。

福野中部 男 ４０代
これまで「地域づくり」ということについて考えたことがなく、今日が初めて触れる機会になりまし
た。少々難しく感じましたが、会場に集まられた方々が考えておられると思うと自分も少しでも役
に立てればと考えています。今後も可能な限り、協力、参加していきたい。

福光 男 地区社協 ７０代 市が中心になって行動してほしい。それについて行事が出来れば良い。

福野西部 女 その他 ３０代 地域づくりは人づくり　まず自分の将来のために関わっていきたいと思いました。

③地域コミュニティの維持に向けて
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・コミュニティについて

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

利賀 男 市職員（地域づく
り支援員含む） ５０代

自然との自立できる生活　新しい暮らし方、新しいコミュニケーション、新しいネットワークの提案
住民と新住民（出身者）の共同体。住民の想いをまとめることが大切

北山田 男 その他 ２０代
豊田会長さんが在所単位と言われました。小さな単位で考えることも大切だとおもいました。個
人的には、在所の寄り合いに参加するようになって父親世代は本当に様々な話をしていたと感
じました。家族で話し合うことで、自然と女性も子供の意見も反映される。

山田 男 自治振興会 ５０代 ささえあう山田地区になれば良い。自分達の地域は自分達で！！

山田 人を呼ぶ前に、企業の誘致が必要ではないか。

太美山 家族同士でも意思疎通が難しいものである。いわんや外部の人をや。

福野北部
互いにつながる努力をする必要が足りない。市民会議では一つの案のみか。いくつか北部に合
うような案がでるのか。農工住が混在している自治体なので多機能と言うやり方はいいと思う。

吉江 男 町内会・自治会・
集落など ２０代

同じ地区に住みながら様々な理由で地域行事参加しなくなった人がいるので、そういった人を
連れ戻したい。

・意識改革について

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

北山田 男 その他 ６０代
今の役員さんの意識変わらないと変わらない（会長から）　ちゃぶ台返して作り直す気持ちがな
いと進まない。　役所OB振興会OBでは良くならん　今いる住民の人材の掘り起こしが第一かも
２年でどこまでできる何をする！か

北山田 女 ３０代
子供の将来のためにも真険に北山田のことについて、南砺市のことについて考えていかなけれ
ばいけないと思いました。今までのやり方では解決していかない、新たなしくみづくりが大切だとい
うことがわかりました。

福野南部 女 市職員（地域づく
り支援員含む） ２０代

田舎の維持にはたくさんの人一人一人が意識しなくてはいけないと思ったが、多くの人に意識し
てもらうにはどうしたらいいのか、また考えたい。

福野中部 男 市職員（地域づく
り支援員含む） ３０代

人それぞれの価値観や考えがある中で、住民、地域総意での方向性（今後のありかた等）をどう
するかを勉強し、コミュニケーションを図ることがまずは重要かと思います。地域としての課題を
しっかり捉え、把握する必要があるのでは…皆で共有する！！

広瀬 女 地区社協 ６０代
今、価値観の変換期だ。右肩上がりの時期に作られた幸せとは何かから今求められている幸
せ、若者たちの幸せにつながるものを、私達が意識改革していくべきでないかと思う。

福野北部
小規模多機能自治づくりは高齢者対策であるが個人差が大きい。思い切って組織を変え、より
多くの人と関わり合うよう自分の心の中も変えていくことが必要ではないか。

北野 女 地区社協 ６０代 何もしなかったら↓ということがよくわかりました。

広瀬 男 自治振興会 ６０代 現時点では「課題を見いだしそれを解決する。」という意識つくりあげていくことの難しさを感じる。

利賀 女 町内会・自治会・
集落など ５０代

各地域で知恵を出して活気又は営業すればいい事はよくわかるのですが、最初の一声を出す
勇気をだす人がなかなかいない！しかし、その一声をだしたらきっと協力しあうのは利賀村と思
います。（公民館利用や空き家利用などに知恵を特にだしていきたいです。）
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地域 性別 所属団体 年代 意　　見

福光 女 その他 ７０代 自分達の地域を自分たちでつくりあげるという考え方をもっと自覚しないといけない

福光 男 南砺市議会 ６０代
社会の変化に対する危機感を共有し、新しい解決策を皆で考えたい。　地域の課題を見つける
ワーキンググループを作りたい。

福光 男 市職員（地域づく
り支援員含む） ５０代

普通の生活ができている状況からいかに危機感を持っていろんなことに取り組みが必要となって
いることに気づいてもらえるかが重要

山田 女 公民館 ５０代
地域住民（各年代）相互で今後の山田地区について各々の教え思いを話し合える機会があれ
ば良いと思います。

南蟹谷
年寄りの「こんな所」という意識を変えるべきだと思う。地元から意識を変えて、若い人達に戻っ
てきてもらいたい。若い人が戻ってくるには働く場が必要。この地域は金沢にも近いし通勤にも便
利だと思う。

・地域の自信・誇りについて

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

山田 女 地区社協 ７０代 自分たちで自分達の地域を磨いていく郷土愛→その気持ちが大切だと思いました。

福野北部 男 町内会・自治会・
集落など ６０代

誇りの持てる地域を、自分達で作り、維持していく事が必要　多機能自治会の賛同。　小規模
多機能自治会は看護と同一視しているが一部分である最後の言葉（副会長）が全てです。

太美山 当地の米づくりについて自信を持つことが大事である。
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・行事見直し

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

大鋸屋

・行政からそれぞれ予算がくる。予算を与えるのをやめてはどうか。実情は与えられた予算をこ
なす必要が出てくる。負担が多くなる。子どものためのイベントなど、南砺市全体でやれることは
やってほしい。
・これを機に一度きれいに整理する必要があると思う。

平 女 婦人会 ４０代 行事のスリム化　本当に自分達がやりたい事を実施していく。

大鋸屋 男 その他 ３０代
忙しすぎる行事を減らし、既存のシステムを解体し新しい組織再編の話しが、革新的でとても共
感できました。　　私自身移住者なので新たなU・I・Jターンの架け橋になる事や交流会をして地
域に溶け込む仕組みを作りたい

福野中部 男 自治振興会 ７０代 イベントや伝統文化の継承も大切なのでどこで、何を捨て何を残すか難題である。

東太美 男
町内会・自治
会・集落など

４０代
自治会の会長やってますが自治会の仕事はたくさんあって、東太美の仕事は少ない。自治会
（集落）の役がたくさんあっていずれまわらなくなる。東太美の役割を務めて各自治会をもう少し
弱められたらと思います。（合併）

利賀 男 町内会・自治
会・集落など

６０代 行事を半減する（希望）

利賀
初めて小規模多機能自治という言葉を聞いたが、利賀は行事が多くて少しずつ減らしていけれ
ばいいなと思う。他の地区ではどのようにして減らしていけたのか。

井波 男 町内会・自治
会・集落など

６０代 ・行事の半減化に取り組みたい　・会合が多く感じるので減らしたい

福野東部
婦人会総会でも話したが、事業計画が多すぎるので、細く長くをモットーにすればいいと思う。こ
の地区は、事業が他の地区より多い。

広瀬舘
最近、地区の行事で止めてもいいと思った行事があったが継続して開催することが決まった。地
区として住民の負担を抑えることも重要ではないか。小規模多機能自治では個人への負担が
増えるのではないか。

福光 男 地区社協 ８０代～必要でない催し物をしない　現在人出不足です。

福野東部 男
市職員（地域
づくり支援員含
む）

３０代
・地域行事、組織の棚卸しに代表されるような現状把握を進めて解決手法を考えていきたい。
・若者を良く分析して、改善を重ねて、多く動員できるように貢献したい。

福野北部 男
町内会・自治
会・集落など

６０代
・各行事のイベントの見直し目的と主旨を見直して本質を探る。　・若者を地域行事、イベントに
密着したい　そして若い人中心に事を進めればいい！！

上平
地域によっては、伝統的行事が今のサロン的意味合いがあったのではないかと思うので、行事
を少なくする（なくす）という画一的な考えは疑問。負担を減らすという理由でお祭り的イベントを
少なくするというのは理解できる。

蓑谷
行事毎にアンケートをとり、悪い意見の方に目を向けて、それを改善していくやり方で進めていけ
ば、満足度の高い行事になると思う。蓑谷地区の課題としては、行事が多いことだと思う。本当
に必要な行事なのか疑問に思うものもある。
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・地域課題について

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

南蟹谷
南蟹谷では、２月に地域活性化協議会を設立し３つの部会で運営することとなった。今日説明
のあったこういった課題解決型の取り組みが必要であるし、６月から本格的に議論をスタートした
いと思っていた。

大鋸屋

・南砺市内でも地域差があるように、おがや地区内でも差があり、課題も違う。大鋸屋の中の地
域間格差を考えていかないと実現していくことは難しいのではないか。その地域差が明確になら
ないと、どのように対応していくか透明なものが見えてこないと思われる。
⇒例１：団地のあるところと空家の増えるところ　例２：草刈りの場所が膨大なところとないところ

広瀬舘
市長に小坂斎場協議会等の場でお願いしているが、地区内の道路幅員が狭く確認申請の許可
がおりなく家が建てられなかった事例があった。道の整備等をお願いしたい。また、除雪につい
ても、３軒以上の住宅がなければ除雪していただけない。

南蟹谷 男 自治振興会 ６０代
H２８から富山県立大と電気柵やぎんなんについて地域課題を取り組んでいる。　②H２９、２月
より地域の主な役職を集めて活性化委員会を立ち上げた。防災、福祉など課題を話し合ってい
きたい。

南山田
南山田というくくりより、たとえば、曳山祭り、むぎや祭り、小中学校が各一校であることなどを考え
たとき、城端としてのくくりの方がいいのではないか。

西太美 村機能の存続はどうなるのか？

城端
曳山祭にしても、最初は貧しい時代に始まり、織物などが発展し町が潤った。なにかひとつ「灯」
が見えれば、そこに向かっていけるのではないか。皆さんの知恵と力を貸してほしい。

井口 男 その他 ６０代

・井口人としての提案　①里親制度（言葉が正しいかわかりません）の充実。高岡の愛育園との
連携、富山の日赤横の乳児院との連携をして子供のない家庭（子供を家庭から卒業させたも
含む）②不登校児童の受け入れ制度③保護観察の子供をうけいれては？④小・中の義務教
育学校＋保育園の連携した教育（そうバスの作成）⑤←地区の教員を南砺市で採用して
は？！（井口には多くの退職職員がいる）

南山見

・南砺市病院に産婦人科が無い。子どもが産めない地域になっている。企業誘致が全く無い。
何が南山見地区の課題なのか？話し合ってベースを作っていかないと何も進まない気がする。
南山見は3つの組織で結構うまくいっていると思うが、それでいいのかという問題になれば、小規
模多機能、組織の再編をしていくのではないか。

北山田
やらなくてはいけないことは分かっている。北山田地区で言えば、旧保育園が「交流センター」と
なる。ハード部分はある。どうやってソフト事業を進めるか、どうやって保育園を使うかが求められ
ていることである。

・人手不足について

大鋸屋 男 町内会・自治会・
集落など ４０代 田んぼが財産でもあり、負の遺産　→これをどうするかこの地区の課題ではないか

利賀 女 市職員（地域づく
り支援員含む） ５０代 私の地区ではできそうもないくらい女性が住んでおりません。地区行事もなかなかきびしい。

蓑谷 男 その他 ６０代 集落の存続（田んぼをどうするか）の問題がでていないのに自治会に身が入らない

福野東部
行政から、社協役員や婚活スタッフ、空家サポーターを出すように言われたが、別々に地域に
ふられても対応が難しい。

吉江
現在建設業は人材不足です。移住を斡旋される場合に市内の企業求人のアピールなどしても
らえないか。

④地域コミュニティの課題
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・仕事について

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

広瀬
中学生の子は、都会に出たいと考えている子は少なく地元に居たいと考える子のほうが多いが、
高校を出て進学すると地元には戻ってこない。地元に働き口があれば帰って来たいと考えてい
る。就職先をなんとかしてほしい。

利賀
利賀村に住んでも町で仕事すればいいと思うが、利賀村に住みたくても通勤のことを考えると町
に住む人もいる。受入れの体制を作っていても仕事がない。行政側の支援をお願いしたい。私
は一生利賀村に住んでいきたい。

太美山 農業の後継者問題が深刻である。真剣に話し合わなければならない。

石黒 女 ４０代
企業をポンと持ってきて、はいどうぞ…ではなく地域の特産いい所から生産性を生み出して行け
るような働き口を作って行ったらいいのでは。

石黒
戻ってきても、キャリアを生かして働くところがないのが実情であり、企業誘致をすすめていけたら
いいと思う。いろいろな価値観で選択できるような環境場所が増えたらいいと思う。

太美山 当地には営農組合の仕事もある。

・経営について

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

南蟹谷
説明の中で、全日本食品㈱と連携し、山間過疎地域内の交流センター内に店舗を開設し、地
域で経営した事例があったが、富山県でも可能か？

北山田 男 自治振興会 ６０代
全てをボランティアにたよるのでは必ず破綻する。自治体職員で動く時は賃金が発生するがボ
ランティアは手弁当である。ボランティアにも適宜費用を支弁しなくてはならないと信じる。

吉江 男 市職員（地域づく
り支援員含む） ４０代 地域が自ら事業に取り組み、財源確保することが活性化に繋がる

城端 男 自治振興会 ６０代 大企業を誘致して大手会社をもってくれば若者が働きにくる。
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⑤地域での高齢者支え合い体制について

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

広瀬 男 自治振興会 ６０代 若い老人（６５歳～７０歳）で地域を守る為に何か出来るか打ち合わせをして行きたい。

大鋸屋 男 自治振興会 ５０代
高齢者を元気な高齢者で支える＝若者・女性の負担減　　　不要な役を減らし若者、中年の負
担を軽減する（地方から都会へのがれる理由？）

石黒
東京には高齢者を受け入れるところが少なく、高齢者問題は今後大きな課題になる。南砺市が
高齢者の受け入れる街であっても良いのではないか。

高瀬 女 地区社協 ６０代
週一サロンについて企画する事は大変でしょうが、やる事によって老人の集い、いこいとなり健康
で安心したもの地域になるのでは？

南山見

週一サロンを楽しんでやっているが、意識的に何か行動する時はすごいエネルギーがいる。周り
にエネルギーをかけないと個人は動かない。そのエネルギーを誰がどうするのかが見えないし、
継続性をどう考えたらいいのか。声かけは個人ではなく、南山見全体でできる体制にしないと、
小規模多機能自治は全体で考えていかないといけないのでは。

南山見
・地区社協で週一しているサロンに参加しているメンバーと別単位でしているサロンに参加してい
るメンバーは違うのだが。

安居
週１サロンの財源を知りたい。この地区で捻出する場合は長続きせず、やる人も固定されてしま
うのではないか。

安居 福野北部の週１サロンはどんな人がやっているのか。

安居
安居地区では女性が４～５人で週１サロンはやっている。やっていることを知らない人が多い。体
操は毎週、趣味の会も行っている。補助金は老人会から出ている。男の人もやってみてはどう
か。

福野中部
中部地区では３０年以上前からボランティアで配食サービスを立ち上げ実施しましたが、現在は
業者にお願いする形態に変わりました。サロン事業はサロンに行かなくても元気でいる高齢者が
増えたり、老人会などで高齢者が集まる機能があることから現在は実施していません。

北山田 女 その他 ６０代
集落での今後の活動としてサロンとかやった方が良いのではと思います。南先生が話された中に
簡単な体操したりみんなで話しあったりしての交流が大切だと思います。（親陸をはかる）

北山田 男 町内会・自治会・
集落など ４０代

高齢化社会の中で健康寿命をいかに延ばすか、若い高齢者が80歳以上の高齢者を支えてい
く社会が必要。

北山田
社協のサロン実施について、交付金を使いにくい。人件費を使えるかどうかも大きな問題であ
る。

福野北部 男 自治振興会 ６０代 週一サロンに向けて頑張りたい

福野北部 男 自治振興会 ６０代

・元気な老人が老人、子供をいつも気軽に見守りや世話を出来るような場所があれば（空き家
を活用）、いつでも茶飲み話しがてらに」集まって、ゆる～いつながりの中で進められるのではな
いか（歩いていける距離）　　・自分の好きなことなら続けられると思うので、今までの組織は一度
壊して、作りなおした方が早いのではないか　自分の出来そうな部門に参加する事で自身の生
きがいにもなると思う

福野北部 女 その他 ５０代
”生きていることがつらい”とか”楽しくない”という気持ちにならないように地域の中で見守り、安
心して生きがいを持って生活していけるようにしたい。←現在地域に住んでいる年寄りの幸福度
UPを！

広瀬舘 女 その他 ７０代
「週一サロン」などすぐできたらいいな。おしゃべりの場は大切。隣の人のことがよくわからない地
域だと思う。そこからはじまる気がする。
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地域 性別 所属団体 年代 意　　見

安居
　　安居地区でできるとしたら週何回か公民館を開けてお茶を飲む場を設け、管理者にも日当
をだす。その体制をつくって人が集まった中で次何しようかという話になる。

南山見 ・南山見はサロンの会が少ない？

福野中部 男 公民館 ５０代
老人が老人を支える。→中部地区の老人が歩いてこられる、参加できるための場が必要。中部
地区にはない。

石黒 男 町内会・自治会・
集落など ６０代

老々介護の推進を進めて行うよう行政の方向性に思えました。介護士の不足も有るとおもいま
すが

井波 男 その他 ６０代 老人力がたよりか？

福光 男 その他 ４０代 南先生の取り組みや今後の構想等をもっと聞きたかったです。

山田
若者が家に３人おり、南砺市に住んでくれたらいいなと思うが、仕事柄、高齢者の一人暮らしや
普段の安否確認等の方が気になる。いろいろな場面で山田地区として関わりをもてる場があれ
ばいいと思う。
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・移住について

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

福光 男 地区社協 ８０代～移住者を受け入れる大都会一局集中を解体する仕組みを早急に対策を取る

平 平地域でIターンやUターンの実績により若年人口が回復しつつあり心強くなりました。

西太美 女 その他 ７０代
1組２組の移住者の方々が地域の様相を変える。（小さなことの積み重ねが状態を変える。）行
政のサポートを強力に得てこそ将来を見すえた地域づくりが出来るのではないでしょうか。心配
ばかりしていても前進はない…ということを感じました。孫がいるので切実な思いでいます。

西太美
市では移住をすすめているが、あわせて職場の誘致もすすめてほしい。来てもらった人に働いて
もらえる場所があるように。

福野南部
県外からの移住者を募集するなか、仕事先や子供達の学校生活など移住後のケアを考えてい
るのか？

南山田 移住者が大量に来た場合の生活の基盤の考え方は

南山田
既に自力で移住をしている人がいる。畑仕事をしたり、営農組織の手伝いなどを行っている。介
護職が不足している状態である。

安居 市に移住する人はどのような仕事に就くのか。

南山見
移住者より：通勤時間1時間ほどはそんなに気にならない。ここの場所は便利だと思っている。選
ばなければ仕事はあると思っているし、何かしらあるかなと思って来た。そんなに気にならなかっ
た。

福野中部
（移住希望者が）不動産屋や宅建協会に直接相談しにくいと思うので、南砺で暮らしません課に
購入・賃貸の窓口を設けて、相談しやすくすることはできないか。郡上市では相談しやすいシス
テム（制度）をつくったことで申込みが多くなった事例を聞きました。

広瀬
移住者は住みやすさを求めて移住されているかと思うが働かなければ生活できない。働き先は
どうされているのか。

広瀬
自分は転入してきたものだが、移住してから仕事を考える方は少ないのでは（仕事のあたりを付
けて移住するのではないか）。住む場所が金沢等への通勤圏である事など情報を発進すべきで
は。

利賀

利賀村は移住者を受け入れてきて新築した者もいるが、利賀村に魅力がなかったのか、または
仕事の減少などで再び自分のふるさとに戻るものも何組もみてきた。これから移住者とどういう
ふうに付き合いをしていけばよいのか、また、魅力ある村にするためにいろいろな事例を教えて
欲しい。

利賀
雲南市にも利賀地域と同じ規模の自治振興会があるか。移住を受け入れる場合には仕事がな
いといけないと思うが、雲南市の場合はどのような取組みがなされているか。

蓑谷 南砺に移住してこられた方は就職先はどうなっているのか？

福野東部 男 ７０代
・働く場所があっての転入ではないでしょうか　・おせっかいさんを中心に婚活事業の強化を望
みます。

福光
人口減少への対策と小規模多機能自治の形成はリンクしているのか。若者がUターンIターン、
移住したときに仕事はあるのか。

福野西部
新しい移住者が来るのはいいことである。メリットばかり伝えられるが、受け入れたことによって、
デメリットはないのか？治安が悪くなるとか。

福野西部
若い方が移住してきたと聞くが、どのような仕事に就かれるのか？ここに住む人は、高校卒業後
県外の大学へ行くとそこで就職・結婚となる。

吉江 現在、南砺市にゆかりのない方で移住される方はどれくらいいるのか。

⑥移住者、人口増へ向けて
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・空き家について

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

福野中部
私の近所にも空き家があり、空き家に入居したいという話が時々あるのですが、不動産を扱うた
めどういう手続き・対応をすればいいのでしょうか？

福野中部

（３世代で住むには）車が少なくても３台駐車できるような広いスペースがないといけない。中部
には空き家や空き地はあるものの、３世代で住もうとする世帯の隣に空き地等がなくて、家の建
替えや改修できず若い世代の夫婦が中部から離れた所で家を建てて生活するケースが多く、
その結果若い方や子供の人数も減っている。このままでは祭りや伝統文化の伝承もできない。

吉江
移住者が空き家に入られる場合があるかと思うが、移住者からこの地区に住みたいと申し出が
あるのか、南砺で暮らしません課のほうで薦められるのか。

吉江 空き家を片付けて借家にする経費に対する助成制度をつくってほしい。

南蟹谷
空き家を貸せない理由としては、片付けられない、盆暮れに帰って来たときに使いたいというも
のが多いと思われる。この辺りの家は大きいからシェアハウスはできないか？老人宅の２階部分
に若い人を住まわせるとか。

福光 男 町内会・自治会・
集落など ６０代

空き家が多いのにその対策が出ていない。移住者のための活用は論点がずれているのでない
か。

広瀬舘 　空き家について市へ報告したが、空き家の定義を教えてほしい。

・人口について

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

山田 男 公民館 ７０代
課題や満足感を徹底的に収集し分析し気持ちを整理すると人口減を取り返すというやる気が出
てくるように思われました。

北野 男 市職員（地域づく
り支援員含む） ５０代

１％増やす努力、「自分には何が出来るか」事例を通して理解した。　スポ少を通して出来るか
考えてみます

福野南部 女 婦人会 ５０代

福野南部地区における人口予測とか提示されてよかった。具体的に毎年どれくらいの人をふや
していかなければいかないかわかってよかった。　高齢者の人を高齢者（元気な人）がささえると
いう事は本当に大事な事だと思います。子供達にも自分達のところがいいと思えるように、よく会
話の中からも伝えておくことが大切だと思いました。

大鋸屋 女 市職員（地域づく
り支援員含む） ３０代

１％（人口を）戻す。（増やす）　ほんの少しでも”何かしよう”と動くことで人口減少を止められる
かもしれないと感じた。

大鋸屋 女 市職員（地域づく
り支援員含む） ２０代

人口を１％増加させるにも、どのような人々を増加させるかが大切だと思う。補助金で集まる人
は結局それがなくなればまた出ていってしまう。それよりも、今住んでいる人達がどういう生活に
変えていくかを考えていったらどうかと思う。

福野中部 男 自治振興会 ６０代 すぐにでも人口対策への個々の活動が大切であることを痛感

山野 男 地区社協 ７０代 人口減少による危機感：分野別に将来を考えたい

蓑谷 女 その他 ６０代 人口の減少が心配です。私も二人暮らしで今後の事を気にして心がいたんでます

福光 男 町内会・自治会・
集落など ６０代 福光地区の今後の人口予測にびっくりした。
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地域 性別 所属団体 年代 意　　見

北山田 男 自治振興会 ６０代
・人口減少　自分が考えていた以上に人口減少に大変おどろきでした。本当に将来が不安で
す。　　・魅力ある田舎にするために自分も６０代ですが頑張っていきたい。

山田 女 公民館 ５０代 人口の減少のお話しを聞き危機感を持ちました。

吉江 男 自治振興会 ６０代 人口予測で何もしない場合大変なことになるので、住民自治で盛り上げていきたい。

城端 男 地区社協 ７０代
中学生、老人会の人達をまじえて、農園管理をやり初めている　もっと魅力的で有意義なものに
していきたい。生徒達が川掃除もとても楽しんでいると先生が言っておられた。継続していきた
い。こんな町づくりが１％の人口増につながればいい。

北野 男 男女共同参画推
進員 ５０代

①本当に人口増加させる戦略は無いのか少なくとも東京を含む都会は増加するのだが…　②Ｄ
ｏｗｎ　Ｓｉｚｉｎｇが本当に効果を生むのかさらに、規模を小さくする危険を有していないか

吉江
優秀な人材は、一流大学へ進学し東京で就職する。企業の本社機能を地方へ移す政治力が
重要ではないか。

・転出について

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

石黒 男 自治振興会 ６０代 ・人口流出対策が不十分　・様々なものの見直しは重要と思う

石黒 人口の推移について気になる。若者の流出に対してどのような考えか。

石黒 男 その他 ３０代
今いる子供達が大きくなってからの流出をできるだけ防ぐ形が大事ではないかと個人的に感じま
した。お父さんお母さんたちが子供のやりたい事を尊重するのもいいが「ここにおってくれよ」「い
つでももどってこいよ」の一言で気持ちが変わるかもしれません。

石黒
「戻ってこいよ」などの家族の言葉が都会や外への移住をくい止める。→南砺が良いところだと
家族レベルで伝えていくことが必要。

広瀬
富山県は教育に力を入れており進学率が高く、都会の大学に進学し、そのまま都会で就職して
しまうため、結果として子供は地元には戻ってこないことになる。今までの高学歴を捨てて、田舎
で違う生き方をする人は少ないのではないか。

蓑谷 男 自治振興会 ４０代 特に未婚者が多いので、人口の流出も含めて魅力のある地域づくりを目指して考えていきたい。

山田 子どもは県外の大学に行ったら、戻って来ない。流出していく一方ではないか。

山田

自分の地区は限界集落。１０年先の未来を考えようとしても、自分より高齢の方が多い地区では
目の前のことの方が大事だと言われる。今のやり方を破壊するほどでないと現状を変えていけな
いのではないか。息子は県外に就職した。都会でもなく、田舎でもなく、中核都市で暮らしやすい
ところで生活しているのを見ていると環境はやはり大事だと考える。住みよい環境を整えないとI
ターン、UターンをさせようとしてもJターンで止まるのではないか。
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■肯定意見　　■否定意見　　■その他意見

・小規模多機能自治への疑問について

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

上平 女
市職員（地域
づくり支援員
含む）

５０代
行政まかせ、何でも行政へ言えば…。この考えがまだ抜けきっていない。（この状態では）小規模多機
能自治は絵にかいた実現にはほど遠い気がする。

上平 女
市職員（地域
づくり支援員
含む）

５０代
家族だけで支えるのでなく、みんなで支える体制づくりをどういう流れでやっていくのか学びたい。（現実
はまだまだ人がいないのにいろいろな団体に人を出せ人を出せと言われて困っているのが現状なので
…）

西太美 男 その他 ３０代
小規模多機能自治という言葉が難しい。南砺流にもっとわかりやすく興味を引く言葉に変えたほうがい
いと思います。

西太美 島根県雲南市の場合、事務局常勤の職員の手当てはどうなっているか？

福野南部 小規模多機能自治について、今後の方針を教えてほしい。

南山田 小規模多機能自治体の内容、問題点、課題を聞きたい。

南山田 小規模多機能自治になると市職員はいらなくなるのではないか。減るのか、手伝いをするのか。

南山田
協働が浸透しておらず明確になっていない、行政のためのやらされ感、行政と地域が対等でないなどで
停滞している自治体が多くある。

南山田
雲南市のものがモデルか？南砺市方式（たたき台）最低これだけのものが必要であるとか示してもらえ
ないか。

南山田
基本的仕組み（資料7ページ）として体系図がある。体系図の意味、たとえば会長
それぞれ地区で作った小規模多機能自治体組織が、また、上部団体で束ねられれば、結局今までと
同じピラミッド型になってしまうので良くないと思う。

南山田
顔の見える範囲のとこから少しづつ広げて行く。たとえば、千福、野口、西原地区の３地区の顔の見える
本当に小さい範囲からでいいと思う。それがうまくいけば広げていく方がいいのではないか。

城端
役員のなり手もいないのに、新しい事業を始めるのは難しい。自分たちで何かをせよと言われても無理
である。婦人会も大変。

大鋸屋 男
町内会・自治
会・集落など

６０代 集落と小規模多機能組織との関わり方は？

大鋸屋 男 公民館 ３０代
１世帯１票→一人一票　←今回の勉強がそもそも一家の長かその代理しか来ていない　少なくとも家長
と次の世代の１人、１世帯から２人出て来るように仕向けなければ今回の勉強会は失敗のままおわると
思う。続かない。

安居
始めからここまでやりましょうというのは重苦しい。地元に押しつけているように感じる。これからもお金と
行政支援しっかりお願いしたい。

井口 男
市職員（地域
づくり支援員
含む）

４０代
作ったりこわしたりする感があるが慎重に進める必要があるのでは、少子化対策は雇用対策がすべてで
ある事を認識した上で進める必要があると思う。

井口

井口地域の０歳～４歳児の人口が増えている説明があったが、Uターンされて子どもが増えている実感
はある。地域の小中学校の教育環境の良さが知られて来ているのかなと思うし、井口（と利賀）は小中
一貫校にする方針をお願いしている。今後、小規模多機能自治になった場合にそのようなことについて
お願いしたり、意識を高める方法は変わらないのか。小規模多機能自治ですべて解決できるわけでは
ないと思うが。

⑦小規模多機能自治への疑問、勉強会への意見・感想
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地域 性別 所属団体 年代 意　　見

井口

説明を聞いて、小規模、多機能は理解できたが、自治までとなるとどうかなと考える。合併により市が大
きくなり、小さいものの意見が聞けない、小回りが効かないから自分達でやっていきなさいというように聞
こえた。明日から誰がリードしていくのかその事務を誰がやるのか、職員を引き上げて、後は自分達で考
えなさいとは、丸投げしているように思う。事務量は相当に膨大なものになるのではないかと思うがいか
がか。

井口

合併前は村だったこの地域、当時の職員数を考えると、今後の小規模とはいえ自治を行うスタッフの
数、３人を想定されているのは少なすぎないか。説明を受けた小規模多機能自治は、極端かもしれな
いが自分の考えるイメージでは自治振興会が指定管理者として受けて、自治運営していくものと思われ
る。現在、井口地域に指定管理の施設が２つあるが、残念だが井口の組織ではない。それを、今後１
年半で勉強して自分たちでやれといわれるとかなりの変化であり不安である。自分達でやりたいことを考
える組織になれると言うのはかっこよく聞こえて、そうなりたいと思うがそんな簡単とは思えない。

福野中部
小規模多機能自治を推進すべきであることは分かりましたが、現段階において、市や自治振興会でどう
いう手順を踏んで、どのような組織を作るべきかという青写真・イメージがあれば教えていただきたいと
思います。

福野中部
（事業を続けることで事業の形態が変わった経験があることから）事業を始めるにしても、どのように歩み
を進めるかが問題と思いますがいかがでしょうか。

石黒 女 公民館 ６０代
市の行政が自治振興会単位の地域へ（→課題解決）自主性という名のもとにおろされているようにも思
われた。内容をすべておろすのではなく、厳選すべきではないか。

石黒 今の自治体組織がどう変わるのか。また、どのようになるのが好ましいのか。

石黒 南砺市内３１振興会が、それぞれに地域合った活動をしていくのか。それとも統一していくのか。

石黒 まちづくり基本条例について。「協働」→「総働」になることでどのような見直しになるか？

広瀬 小規模多機能自治は、地域と行政のどちらが主導で進めるのか。

広瀬 今後どのように事業を進めるのか。勉強会は継続的に進めるのか。

蓑谷
公民館で人を雇うという雲南市の話があったが、仮に南砺市でそうなったときには、今よりも数倍のお金
がかかるが、そんなお金がどこから出るのか疑問である。また、地域で収益をあげるという意識の話が
あったが、生活が困窮しているなど、ひっぱくした状況でない限り、本気で取り組むことは難しいと思うが。

蓑谷 「小規模多機能自治」の取り組みについては、行政からの押しつけなのか？

井波 男 市職員（地域づく
り支援員含む） ５０代 本日参加していない住民にどうやって理解を求めるのか。ある程度時間をかけて進めていくべき。

井波 男 公民館 ６０代
小規模多機能自治という言葉が前に進み過で自から課題を掘り下げ解決を目指す「課題解決型の住
民自治」でよいのでは。言葉を理解するのに精一杯でした。

井波 男 自治振興会 ６０代 何度か同じ資料を見たことがあるが、実施するには無理が多い。

福野東部 男 市職員（地域づく
り支援員含む） ４０代

小規模多機能自治（島根の事例）での例で自治会がやりたいことを自主性をもって主張するのはいいこ
とだと思う。ここに行政が特例性（特区）を認め、対応できるかが問題

福光
雲南市は合併時、財政的に危機感があったから、小規模多機能自治についてのモチベーションが上
がったと聞いている。南砺市は財政の危機感がそこまでないので、小規模多機能自治をするよういわ
れても出来ない。動機付けはどうやってするのか。
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地域 性別 所属団体 年代 意　　見

高瀬

いきなり全部壊して、新たな組織をつくるというのはすごく冒険であると思う.成功した例はよく聞くが、失
敗した例はほとんどでてこない傾向にある。　多くの人が参加しないと華々しい成果はあげられない。南
砺市、氷見市、七尾市など特定の市しか興味を示していないことに船出して、失敗したらバックするとい
うわけにはいかない。しばらくは静観して、いい制度だということを理解してもらうべきではないか。

高瀬
もっとビジョンをしっかり提示してもらえないか。何をどのようにするのかなど基本的な知識や具体性がな
いまま議論といわれても疑問しかない。

北山田 男 町内会・自治
会・集落など ６０代

・あまりにも唐突な話しで、本来は市で取り組むべきことがらではないのか？　・本日の勉強会の主旨は
一体何だったのか？　・課題（北山田の）は少し知ることができたが今日の話にはついていけない。

北山田 男 地区社協 ６０代
小規模多機能自治を強力に進めるには、各地に５～２人（人口、世帯、面積に応じて）を３～７年間市
職員を派遣する位でないと３１地区前向きに動かないと思われます。

北山田 雲南市と南砺市との交付金経費の違いは。

山田 男 町内会・自治
会・集落など ５０代

伝統的な組織ほど変化を好まないと思う。各種団体の統合や吸収も時間を必要とする。山田地区の
将来ビジョン、基本構想の策定

山田 女 市職員（地域づく
り支援員含む） ３０代

行事や組織の見直し　　方向性はわかるのですが、まず何から手をつけていいのか、視点を切り替える
ことが１番の課題かなと感じました。

山田

このまま何もしないと山田地区の人口が2045年に500人未満になるという話は衝撃的な数字。小規模
多機能自治をすると、人口問題や現状抱えている課題すべてが解決するように聞こえた。デメリットはな
いのか。公民館と振興会は一心同体と考えている。現在のかたちでも、いろいろな団体と横との連携が
できていて上手くいっていると感じている。

福野西部 男 町内会・自治
会・集落など

行政のできないこと（省略したいところ）を小規模多機能自治へ押し付けている様に感じた。今でも団地
の人が行事に参加しない状況で有り、地域になじんでもらう方法が難しい。

福野西部 女 自治振興会 ６０代
今ある行事を減らす事は簡単ですが、一度なくすと復活は無理です。地域の人との触れ合いの絶好の
機会です。

福野西部 男 町内会・自治
会・集落など ４０代

小規模多機能と人口増加の関係がよくわからない。日本の総人口が減るのを減らさないと解決しない
と思った。

福野西部
メーター検診など雲南市は必要に感じてやられたかもしれないが、西部でそんな意見が出るのか？と
思った。

福野西部
人口減少のことはわかったが、人口の減少と小規模多機能自治の関係がよくわからない。小規模多機
能自治が進むと各地域の行政センターはなくなるのか？

福野西部
人口減少にあわせて行政センター職員も減らさざるを得ない。行政サービスが十分にこなせないので、
お金を出すから自分たちのところでやってもらえないかということであろう。

福野西部 小規模多機能自治は２年後からの導入を検討されているが、まずは何から始めればいいのか？

福野西部
２年間の中で３１自治振興会が全て同じスタートを切れるか不安はあるが、先延ばしする時間がない。
土俵作りとして、条例作りなど環境整備や予算の枠組みも必要だと思う。今は具体的なところまで踏み
込んでいない。２年後には多少でこぼこしてもスタートできるといいと思っている。

福野西部
西部地区が形として近いと言われ嬉しかった。２年後スタートできるためにも、西部地区のどこを修正す
れば完成するのか言って欲しいが、できないかもしれない。ただ、前へ進むしかないのかと思う。

福野北部 女 町内会・自治
会・集落など ４０代

・地域での活動を事業にする理由（メリット）がわかりませんでした。　・「課題解決」と言われましたが現
時点の課題が見当たりません。自分達の世代に関係する課題でないとやはり「やらされている感」が残
ると思います。
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地域 性別 所属団体 年代 意　　見

福野北部 男 市民団体・ＮＰＯ
法人 ７０代 今日の会合を今後どう立ち上げるのか

福野北部 男 町内会・自治
会・集落など ５０代 部会を作るのは良いが誰が会員になるの？

福野北部
人口減少と公民館と小規模多機能自治との関係性を改めて聞かせてほしい。人口構成が様変わりし
たがデータ収集及び分析の情報提供をお願いしたい。また、企業と地元住民とのコミュニケーションが
必要になるのでないか。

広瀬舘 男 自治振興会 ６０代
自治振興会の先駆者（地）として時代を読みとれない、云わば動脈硬化状態？①行政としては一くく
り、数値でとらえれば効率的②交付金、補助金、予算付けありきの意識？　③世話係の意見が重要に
なり易い、等々変えて見たらどうかと思うことばかり目立って来る時期

北野 男 自治振興会 ７０代 総働という言葉が１％戦略にすりかわった様な気がした。個人的にはこれが理解しにくい。

北野 男 自治振興会 ６０代 視点が全くずれている様に思います。

北野 人口減少対策が小規模多機能自治だけでは解決しないと思う。

北野

小規模多機能自治体に変わることにより北野地区の人口減少が半分になるということはよいことだと思
うが、この地区では以前からスポーツ振興会や公民館活動が盛んな地区であり、新しい取り組みにどう
対応するのか誰がやるのかと考えると二の足を踏む。仕事がら他市町村からの移住者と接する機会が
多く、移住してきた人達は皆元気なので、小規模多機能自治体に興味を持っているが、今の役員を中
心に取り組んでいけるかどうか不安である。

北野 北野地区で人口を毎年１％増やす努力をしろということだが、市としては何か努力をしているのか。

吉江 男 町内会・自治
会・集落など ３０代 市役所の人が盛り上がって、市民に届かないことがないように

吉江 女 市職員（地域づく
り支援員含む） ２０代 小規模多機能自治について具体的な行動指針を示してほしい。

吉江 男 町内会・自治
会・集落など ６０代

小規模多機能自治の説明を聞いて、行政から受けていたサービスを地域が自主的に運営していくこと
だと思い、行政は金を出さないし、目的がわからない。

吉江
本日の吉江地区の勉強会となっているが、南砺市全体でどうなっているか。片岸議員が仰ったように全
体が見えていない。今回の会合のようにどっちにいくのかわからないのでは勉強会にならない。

安居 女 ５０代

・言っておられる事はわかるのですが行事をへらす様な事を言っているけれど逆に仕事を増やされてい
る様な気がする。そして役をひきつける人はいないと思う。　・人口を増やしたいのならばまず子育てや
環境を整えるべきである。産科のないこの南砺市に若者はこないと思うし、私自身息子を呼び戻せない
でいます。

城端
昔からの組織が根強く残っている。横の連携も無い。その上、新しく小規模多機能自治の組織をつくる
のはどうか？

安居
　「地域のイベントを半分に減らすこと」という説明については、昔から減らすべきだと思っていた。雲南
市の取り組みはすばらしいと思うが、人がいるからまだやれるのではと思う。仕事を増やしている感じがし
た。

南山見
自治振興会、公民館、社協、老人クラブなど横の繋がりをきちんとすれば、十分に今課題は解決でき
る。横の繋がりができて、お互いの行事のすり合わせをしていけば、機能は上手くいくのではないか。あえ
て部会を作る必要はないと思う。
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・勉強会について

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

利賀 男 市職員（地域づく
り支援員含む） ５０代

今後の当該施策の推進計画、市民への普及方策、各振興会への問題意識の提示等のサポートを早
急に進めて下さい。

井波 男 ６０代 継続的な会議が必要。（対象者を限定せず、年6回程）

福野東部 男 自治振興会 ６０代 雲南市の成功例の紹介であって良い話しばかりでもっと苦労話しやその解決策が何か得たらよかった。

福野東部 女 町内会・自治
会・集落など ６０代 勉強会が必要ですね！！

高瀬 女 南砺市議会 ６０代
何事にも盛り上がりが重要かと思う。まず住民にこの案が出ている事を知ってもらう事及びこの案件に興
味をもってもらう事が必要と思われる。

山田 男 町内会・自治
会・集落など ５０代 他の振興会ででた話しも当振興会へ知らせてほしい

山田 男 町内会・自治
会・集落など ６０代 勉強会をもっとやって下さい

広瀬舘 女 ６０代 参加人数が少なすぎます。一生懸命してくださるのに、いろんな世代に聞いてもらいたいと思います。

吉江

今日のプレゼンテーションを聞き、非常に重要なこと、すぐにやらないと大変なことになると感じた。取り
組む我々のメリットになることも分かれば良かった。戸数の少ない地区は、消防団やら青年団やら生産
組合やら色んな役を掛け持ちでやらなければならない。今の話を進めると、そういう状況が解消される。
また、若い世代が年寄りの介護があって休日に買い物に行けないというときに、身近な地区内での助け
合いの仕組みを構築できるなどの具体的なイメージが持てる説明内容だと持ち帰って検討しやすいか
と思うので、また色々と教えてもらいたい。

南山見
・組織を再編するよりも移住者を増やすとか、子どもを産める体制をもっと良くしていくとか、何をするべ
きかを優先順位をつけて見定めることが必要なのではないか？何からどうやればいいのかが見えない。

井波 男 自治振興会 ７０代
町内会長が年齢順で回っている以上何かをやろうとしてもなかなか難しい。どうゆう方法で意識転換を
していくのか？各町内の地域事情が千差万別であるため行政はそこのところ実態把握してアドバイスな
どするべき

南蟹谷 女性の多くいる場で是非説明しにきてほしいとの要望あり。

山田

山田地区では、ニーズ調査を計画している。広く調査し、その中から具体的にピックアップして満足して
いること、不満に思っていることを徹底的に洗い出すことがスタートになるのではないか。それに向かって
構成を変えるなり、目的に向かって良い方向に変わって行かなければいかなければいけないのではな
いか。

太美山 女 自治振興会 ７０代
当地区においては人情豊かな所であります。今の自治振興会の営みを変えて行く事が大事です。住民
としてわかりやすい話し合いで行けば良いと思います。

安居 男 自治振興会 ６０代 行政の案件を安居地区をﾓﾃﾞﾙ化してやれないか

南蟹谷
行政は結果だけをみて話しているが、「原因」が重要である。原因を考え、どう対処していくかを職員も
一緒に考えてほしい。住んでいる私たちの「思い」「願い」が大切。損得勘定なしでできる「やる気」ある
人を集めなければならない。

西太美 男 自治振興会 ６０代 数字と結果が大事です。期限を決めてやることが大事です。

福野東部 男 自治振興会 ６０代
具体的にどの様にするか案がないと進まないのでは？現在高齢化率３５％→１０年後４８％予想　４０
年前新興住宅地の為１８件→５３件になったがここにきて急減（小学生１名中学生２名）

南山見 男 地区社協 ７０代 今回の会議を回数を重ねていくことが大事でないか継続は力なりです。

山田 男 地区社協 ７０代 世代毎の意見集約で課題を各種取り上げ企画していく
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・感想

地域 性別 所属団体 年代 意　　見

大鋸屋 男 町内会・自治
会・集落など ３０代

小規模多機能自治という言葉を初めて知りました。今後、関心を持って色々と考えていきたいと思いま
す。

南山見 男 公民館 ６０代
小規模多機能自治という方法で島根の雲南市が少子高齢化対策をうまくやっていることは分かりまし
た。しかし、まず地域の課題について話し合う事から始めないといけないと痛感しました。

南山見 男 町内会・自治
会・集落など ６０代 現状の組織の再編は本当に必要なのでしょうか

南山見 女 地区社協 ７０代 人口問題と小規模多機能自治のつながりが理解しにくかった。

南山見 女 地区社協 ６０代 ☆多機能自治組織づくりでなくても現状で維持で良いのでは？

南山見

雲南市の事例を、基本的な仕組みとして組織の再編を改めていく予定なのか？31地区がこのパターン
で再編していく意向があるのかどうか？個人的には南山見地区は自治振興会と公民館と社協の3本が
かなりしっかりしていて、それぞれに機能している。だぶっている部分を調整することでやっていけるので
はないかと思う。それなのに、再編せよとはどうなのか？

南山見

自分たちで勝手にやってくれと言っていて、一括交付くる話なら、組織作らないと行政からお金もらえな
いというのなら、行政からの話は慎重にしてもらわないと困る。職員減らして地域31に2人ずつ職員配置
するならいいけど、これから職員を減らさないといけないのに、そんなことできるはずがないのでは？ま
た、井波から南砺市に大きく合併して、大きな自治体を創っていく方向で動いてきたのに、十何年経っ
たらやっぱり小さい組織で31自治振興会で作り直せと指導されるのであれば、今までの南砺市の動きと
逆行しているのではないか？

南山見

人口減少の対策をこれからどうしていくかと問題提起をいただいたが、行政も何億も使って人口減少対
策をしていて、上手くいかないから31ブロックでそれぞれの人口減少対策を考えよ、その分自治振興会
に予算配分をして、我々の組織を作れと言われるのであれば、話はわかる。そのことと小規模多機能の
自治振興会のあり方、住民自治のあり方を考え直せということとリンクしているように思えない。組織を見
直せという話と自分たちの地域の課題を自分たちで頑張れよという話とリンクしていない。小規模多機
能自治が人口減少対策の大きな課題の解決に向かう組織作りなのかが理解できない。

南山見

市長が協働から総働に皆でしていかないと、と言っているのに、組織を分割して部会を作る、細かく組織
を作り直す話は疑問。いくつかある組織が集まって重なっている部分が大きく重なっていくからこそ総働
になるのでは。分割すれば尚更役割分担がひどくなるのではないか。行政から住民自治をどうするか、
組織のあり方を提案されるのは全然場違いだと思う。

井波 男 その他 ８０代～新しい動きが感じられた。ぜひ進めてほしい。

福野東部 男 自治振興会 ７０代 地域住民が責任を持って自治を行うことは今までと違って良い方向でないかと思います。

福野北部 女 市職員（地域づく
り支援員含む） ４０代 新しい意見や考えをどれだけ取り入れられるか、小規模多機能自治への課題ですが、楽しみです。

高瀬 男 自治振興会 ６０代 現状維持で結構手一杯。でも将来できることはしていきたい。

福野南部 男 町内会・自治
会・集落など ７０代 南砺市全体のことでなく南部地域の話で良かった。

南山田 女 婦人会 ５０代
回覧板で全戸に今日の会合の案内があったわりには出席が少なくて残念に思いました。まずは住民の
関心が持てるような活動をしなければならないと感じました。

南山田 男 その他 ５０代 介護予防・生活支援サービス等　　大鋸屋地区さんが進んでいる事にビックリした！！

城端 男 その他 ７０代
国が本格、真険にやるべきこと！！自治会・市・県・地域だけでなる前に進めて政治を行う状態が急が
れる。一刻も早く子供達、増加がなければ国造りができません。

城端 高齢化、少子化はもっと前からわかっていたこと。国がどうにかしてくれないから・・・

山野 男 ６０代 これ何の説明会なの　行政の方針発表会なの参加者への問題提案なの　よくわからなかった

北野 女 地区社協 ６０代
今まで、今も昔もあまり世の中変わっていないかなと思っていましたが、本当はずい分世の中変わって
きているのだなと感じました。ちょっとショックかも。
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