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平成28年度 

市民と議会をつなぐ会 

実施報告書（中） 

～女性団体・高齢者団体との意見交換会～ 

平成28年12月 北上市議会 
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～はじめに～ 
  

 北上市議会では例年、市民の皆様の御意見を広く伺い、議会の活動を知ってもらう目的から、

「市民と議会をつなぐ会」として、市民の皆様との意見交換会を行っています。 

 

 昨年度までは、市内16地区の交流センターをまわり、各地区の皆様と意見交換を行っておりま

したが、今年度は方式を改め、幅広い性別・年代の方と意見交換をする目的から、市内の高校生

や女性団体、青年団体、高齢者団体の方と個別に意見交換を行うこととし、 ７・８月に高校生・青

年団体と、９月に女性団体・高齢者団体との「市民と議会をつなぐ会」を行いました。 

 

 昨年度まで本会の報告書については、①皆様からいただいた御意見 及び ②それに対する当

市議会からの回答 について併せて記載し、年度末に公表していたところですが、本会に参加い

ただいた市民の方に、把握する情報を可能な限り早期に報告をする目的から、今年度はこれまで

１冊であった報告書を３分冊（上・中・下）に分け、以下のとおり内容を分けて御報告します。 

 

 

・ 上巻（市ＨＰにて公表中）・・・７・８月の高校生・青年団体との「市民と議会をつなぐ会」

にて皆様からいただいた意見及び実施結果を報告。 

 

・ 中巻（本紙）・・・９月の女性団体・高齢者団体との「市民と議会をつなぐ会」にて皆様 

            からいただいた意見及び実施結果を報告。 

 

・ 下巻（平成29年２月公表予定）・・・全参加団体からだされた御意見等への当市議会  

                        からの回答を含めた総括を報告。 
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１ 開催状況 

（1） 日時・参加者数・対応議員 

交流先団体 きたかみ市各種女性団体協議会 

参加者数 30名 

開催日時 平成28年９月13日(火) 午後６時半から午後８時まで 

場所 北上市役所議事堂 

対応議員名 

※上段氏名。下

段カッコ内は所

属常任委員会

名。 

菊 池  勝 

（総務） 

平 野 明 紀 

（教育民生） 

高 橋 晃 大 

（教育民生） 

熊 谷 浩 紀 

（総務） 

小 原 享 子 

（教育民生） 

藤 本 金 樹 

（産業建設） 

小 原 敏 道 

（産業建設） 

梅 木  忍 

（教育民生） 

八重樫 善 勝 

（総務） 

星  敦 子 

（産業建設） 

佐 藤 重 雄 

（産業建設） 

及 川  誠 

（総務） 

高 橋 穏 至 

（※北上市議会議長） 
－ 

交流先団体 北上市老人クラブ連合会 

参加者数 16名 

開催日時 平成28年９月16日(金) 午後２時から午後３時半まで 

場所 北上市役所議事堂 

対応議員名 

※上段氏名。下

段カッコ内は所

属常任委員会

名。 

小田島 德 幸 

（産業建設） 

昆 野 将 之 

（産業建設） 

阿 部 眞希男 

（総務） 

佐 藤 惠 子 

（総務） 

安 德 壽美子 

（産業建設） 

齊 藤 律 雄  

（教育民生） 

高 橋 光 博 

（総務） 

三 宅  靖 

（教育民生） 

八重樫 七 郎 

（教育民生） 

武 田  勝 

（総務） 

髙 橋 初 男 

（教育民生） 

高 橋 孝 二 

（産業建設） 

－ 
鈴 木 健二郎 

（教育民生） 

◎ きたかみ市各種女性団体協議会様（以下「協議会様」）との市民と議会をつなぐ会に
ついては、例年協議会様で開催している「北上市を語る会」と同時開催の取扱いとな
りました。 
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（2） アンケート集計 

■女性団体（きたかみ市各種女性団体協議会） 

設問① 所要時間（１時間半）について  設問③ 意見交換のやり方について  

設問② 議員の説明について  設問④ この会の満足度について  

とても満

足 

どちらか

と言えば

満足 

どちらかと

言えば 

不満足 

とても 

不満足 

３人 ２４人 ３人 ０人 

長い ちょうど 

良い 

短い 

０人 １６人 １４人 

わかりやす

かった 

わかりにく

かった 

どちらとも

言えない 

２４人 ０人 ６人 

話しやす

かった 

話しにく

かった 

どちらとも

言えない 

２５人 ０人 ５人 
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設問⑤その他コメント 
 

●今回のつなぐ会について 

・なんか中途半端です。でも、他の人の意見を聞けて良かった。皆さんすばらしいです。 

・こういった機会を与えてくださいまして誠にありがとうございました。今後もあればまた参加させ

ていただきたいです。 

・時間が無く急かされている感じがした。 

・今日のワークショップを何らかの形で市民に届けてほしい。 

・時間に追われ議論が深まらない。 

・発表の時間が短い 

・発表後、話し合いがあれば政策提言にまとまるのではないか？ 

・議会の概要は内容が浅い 

・議員の方々と共に生活に目をやることは大切だと思いました。 

・集約する時間が足りない。 

・１時間30分の時間に合う話し合い（ワークショップ）の内容の検討が必要だと思う。 

・市民と議会をつなぐ会の企画は大変よい。 

・一方的な部分が多くもっと深く知りたいところもあった。前回は３時間くらいあったと思うので、

ゆっくり市について語り合いたい。 

・率直な意見がこうした形によりでてきてよかった。 

 

●その他 

・議会の透明化を望む。北上市の財政からいうと議員26人は多いのではないか。議員一人一人の考

え、公約はどうなっているのか疑問です。 

・中山間農業をもう少し助成して手順化してほしい。 

・ケーブルテレビで議会の様子を見ている。議員さん達に期待している。 

・道路、河川の整備を早く、多く進めてほしい。自然災害が多くなっているので。 
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設問① 所要時間（１時間半）について  設問③ 意見交換のやり方について  

設問② 議員の説明について  設問④ この会の満足度について  

とても満

足 

どちらか

と言えば

満足 

どちらかと

言えば 

不満足 

とても 

不満足 

２人 １３人 １人 ０人 

長い ちょうど 

良い 

短い 

３人 １１人 ２人 

わかりやす

かった 

わかりにく

かった 

どちらとも

言えない 

１３人 １人 ２人 

話しやす

かった 

話しにく

かった 

どちらとも

言えない 

１５人 １人 ０人 

■高齢者団体（北上市老人クラブ連合会） 
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設問⑤その他コメント 
 

●今回のつなぐ会について 

・市議も地区をまわってほしい。 

・ワークショップの事前説明がほしい。 

・継続の開催を期待。 

・会が中学生並みのレベルであった。 

 

●福祉関連 

・介護施設の職員は入所者をよく観察し、更に楽しみを作ってほしい。 

・老人クラブ活動への議員の参加、支援、理解を求める。 

・認知症対策を 

 

●その他 

・要望箇所の結果報告を求める。 

・議員の更なる活動の充実を期待する。 
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意見交換結果 
「北上市の自慢できるところ・残念なところ」をテーマに 

市に期待すること、自分達でできることを話しあいました。 

＜ワークショップ形式による意見交換の方法＞ 

 今回の意見交換はワークショップ形式により、以下手順で行いました。 

 

① 参加者３～４名、議員１～２名から１テーブルを構成し、各テーブル内で北上市の自慢できる

ところ・残念なところについて議員以外の参加者一人ずつがテーブル内で発表をします。 

 

② 次に、①より今後の街づくりの課題を導き、解決のために

「市に期待すること」「自分達にできること」を一人ずつ考え

テーブル内で発表します。 

 

③ ①～②の全てにおいて、各自の意見の発表は配布された付箋

紙に記載のうえ行い、各自意見を記載した付箋紙をテーブル上

の模造紙に貼り付け、テーブル内で共有します。 

 

④ ①～③を通しての結果を最後にテーブル内でまとめ、会参加

者全体に向けて発表を行います。 

 

★ 本ワークショップ形式には、発言者が固定されない、発言された意見を視覚的にも共有でき、活発

な意見交換につながりやすい等のメリットがあります。 

 

 

＜次ページ以降の意見交換結果の見方＞ 

意見交換結果は女性団体・高齢者団体それぞれにまとめています（※）。出された意見について

は、類似の意見の多さ等を基準に複数の分野に区分し、それぞれ「市に期待すること」「自分達に出

来ること」を記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実際には各団体内で複数テーブルで意見交換を行いましたが、本報告においては、それらを一つ

にまとめ直しています。 

 

6.道路・

交通 

自慢できるところ ・路線バスが便利 ・県の中央で交通機関が良い 

市に期待すること ・交通標識を増やしてほしい ・一人暮らしの高齢者世帯

の玄関入口や生活道路の雪かきを現状よりも緩和させてほ

しい 

自分達でできること ・交通指導（地域の安全安心に向け・立哨等） ・雪かき

をする 

分 

野 
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きたかみ市各種 

女性団体協議会 
自慢できるところ（1/2） 

1.教育・

子育て 

自慢できるところ ・保育所入所受け入れに努力している 

市に期待すること ・認定こども園の増加 

2.福祉 自慢できるところ ・医療機関が多く安心して暮らせる 

・地域で長寿体操などを継続し測定会もある 

・一人暮らし等の老人見守りに努力していると思う 

自分達でできること ・福祉の面で、社会福祉協議会と連携を密にして行きたい 

・声掛け ・一人暮らしの見守り 

3.衛生 自分達でできること ・清掃活動やボランティア活動  

・地域の草刈りや清掃、ゴミ拾いをする 

4.安全・

治安 

自慢できるところ ・水害/災害が少ない  

・災害を心配しないで生活出来る 

5.環境 自慢できるところ ・自然に恵まれ環境が良い   

・自然公園が多い ・花が多くてきれい ・整備が進んでいる展勝地 

6.道路・

交通 

自慢できるところ ・路線バスが便利 ・県の中央で交通機関が良い 

市に期待すること ・一人暮らしの高齢者世帯の玄関入口などの雪かきを現状よりも緩和さ

せてほしい 

自分達でできること ・交通指導（地域の安全安心に向け・立哨等） ・雪かきをする 

7.街の便

利さ 

自慢できるところ ・イオンシネマが若者客の集客に貢献 ・近くに大型店舗があり便利 

・住みよさランキングが１位である  

・ショッピング/通院など生活しやすい 

市に期待すること ・中心市街地の活性化 

8.公共施

設 

自慢できるところ ・詩歌文学館とその付近、公園が美しい 

市に期待すること ・公共施設使用料値下げ ・駐車場を広くしてほしい 

9.イベント 自慢できるところ ・町民運動会が楽しい ・行事が沢山ある（江釣子古墳まつり等） 

10.地域性 自慢できるところ ・人が好い ・子供たちが素直（特に小学生）  

・自治会、交流センター活動が活発である 

自分達でできること ・地域の絆の為、児童、成人にも接して行きたい 

11.観光 自慢できるところ ・展勝地の桜が美しい ・桜が有名で綺麗 ・温泉がある 

12.文化 自慢できるところ ・日本唯一の詩歌文学館 
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きたかみ市各種 

女性団体協議会 
自慢できるところ（2/2） 

13.芸能 自慢できるところ ・郷土芸能が盛ん ・各地区に鬼剣舞の団体があり良いと思う 

・民俗芸能が盛ん 

自分達でできること ・民俗芸能の伝承 

15.物産 自慢できるところ ・地産地消の消費や開発が進んでいる 

市に期待すること ・地場産品を学校給食に使ってほしい 

・二子芋の芋がらをＢ級グルメ化、開発しお年寄りの生きがいに繋げて

欲しい 

16.農業 自慢できるところ ・二子「いものこ」などの豊富な食材 ・四季折々の野菜が美味しい 

・食材が美味しい 

市に期待すること ・農産物のブランド化、官民一体で取り組んでほしい 

17.産業 自慢できるところ ・工業関係の職場が盛んである ・職場が多くある ・会社が多く、働

く所がある ・大きい企業がある ・誘致企業が多い 

市に期待すること ・野菜カット工場が欲しい 

18.その他 自慢できるところ ・格調高い市民憲章 ・ふるさと納税をがんばっている ・ひらかれた

議会となっている  

市に期待すること ・お金が無い理由で交流センターへの補助金を減らさないで 

・実践的な良いところをアピールする 

自分達でできること ・地域愛を持って地域に貢献すること 

・北上市のことを全国発信する機会をつくる 

・後世に歩んできたことなどを話す（コミュニケーションを多くもつ） 

・議会交流会等に参加する ・さらにボランティアで参加をする 

・自分達で積極的に発信する ・現在の人口は北上市にとって丁度良い 
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きたかみ市各種 

女性団体協議会 
残念なところ（1/2） 

残念なところ ・学校教育施設の破損が目立つ 1.教育・

子育て  
市に期待すること ・子育て支援の徹底 ・母子家庭世帯の進学制度や奨学金の改善 

残念なところ ・血圧が高い人が多い ・老人介護施設がもっとあればいい 

・老健施設が少ない ・救急車の到着が遅い地区がある 

・整形外科医が少ない ・健康（自身）への関心が低い 

・北上駅前地下道は高齢者、障害者にやさしくない 

・中部病院が近い為、救急車の音がうるさい 

2.福祉  

市に期待すること ・老人施設の医療助成 ・老人に対してもう少し優待 ・後期高齢者が

利用している施設の所得制限の緩和 ・特定健康診断の受診率を高める

よう啓発活動に力を入れて ・健康への予防対策をもっと進めてほしい   

・市全体で健康維持 ・チャレンジデーを日常的に行えるように 

自分達でできること ・健康維持を計る 

残念なところ ・地区の清掃が大変 ・燃えないゴミの回収が少ない ・ゴミ袋が高い 3.衛生  

自分達でできること ・市民はごみ袋の有料化等の市からの要求に対し努力している 

・日常のごみ減量 ・ゴミの不法投棄をしないよう監視  

・ゴミを捨てないごみを拾う 

残念なところ ・防災意識の更なる向上を（地域間格差の解消） 4.安全・

治安  
市に期待すること ・消防署の分署を設置してほしい 

・自然災害が多くなってきているので早急な道路河川の整備 

残念なところ ・空家が目立ってきた ・子供たちの遊び場が少ない 

・河川の整備（煤孫） ・駅西口の裸像は雪が降り積もると寒そう 

・土岸工事の為、自然が壊された（和賀） ・小動物（はくびしん、た

ぬきなど）の出入りが見られるので無人家屋の手入れを考えてほしい 

5.環境  

市に期待すること ・若者が定着しやすい環境構築 ・余計な建物を建てないでほしい 

・街路樹は早めに枝や葉を切ってほしい 

・バイオマスエネルギー、太陽光、水力の実現化 

残念なところ ・汽車の本数が少ない ・バスの空席が目立つ ・使用バスが古い 

・路線バスが廃止にならないでほしい ・交通機関が少ない 

・バスの利用が不便 ・舗装していない道路に雪が積もると大変 

・街路樹の葉が落ちて大変 ・道路の舗装がなされてない（飯豊） 

・土日にバスがない（口内） ・交通標識を増やしてほしい  

6.道路・

交通 

市に期待すること ・生活道路の整備 ・公共交通の本数増 

・国道までのバスやタクシーを配車してほしい 

・お出かけ券の利用、範囲拡大 

・厳しい除草対策（例えば消防署と注意喚起など） 

自分達でできること ・除雪を上手に 
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きたかみ市各種 

女性団体協議会 
残念なところ（2/2） 

7.街の便

利さ 

  

残念なところ ・お店が近くにほしい ・空き店舗が多い（さくら野も） 

・休日に遊びに行くところがない 

・地域格差、交通格差、情報格差、ケーブルテレビが入らない（口内） 

8.公共施

設 

残念なところ ・施設使用料が高い ・花見の時期など駐車場が足りない 

・図書館の利用時間が短い 

9.イベント 残念なところ ・地区の行事が多くて大変 

10.地域性 残念なところ ・結婚する人が少なく、少子化が進むことが心配 

・独身の男女が多い ・過疎化が進んでいる地域も見受けられる 

・子供の数が少ない ・若者が地元から出ていく 

残念なところ ・自然環境、芸能、食材等ＰＲが不足 ・名所が散らばっている 

・展勝地の通年での活用が見えない ・観光資源のＰＲがやや足りない 

・桜の季節、展勝地の交通渋滞 

11.観光 

市に期待すること ・北上の魅力を全国発信 

自分達でできること ・北上市を発信する機会を創る 

15.物産 残念なところ ・北上を代表するものが無い（郷土食・銘菓等） 

残念なところ ・農産物が小動物に荒らされて大変 ・後継者不足 

・農家で草を燃やしていることが地域で理解されない 

・減反政策を進めているのに休耕田や畦畔の除草や整備が無い 

16.農業 

市に期待すること ・農地の高低差をなくしてほしい ・農作物を高値で買取してほしい 

・農業が豊かになるよう期待 

自分達でできること ・ブランド野菜をつくる 

17.産業 残念なところ ・誘致企業に産業が偏りすぎている 

残念なところ ・今後の人口動向が不安 ・女性団体の会員減少  

・議員の仕事が具体的に見えない ・議会の傍聴者が少ない  

・夢を語ることが少ない 

・スムーズでない北上市民の歌は、誰も歌えない 

・「核に反対」とかの宣言は市で不要 

18.その他 

市に期待すること ・出来ないではなく、できることからなんでもやる市政 

・市民に分かりやすい会計報告を  

・財政難であるとあまり発しないでほしい 

・これ以上、税金を上げないでほしい ・情報公開！ 

・情報網の整備、市民意識の共有 

・市民の声を聴こうとする姿勢に！ 

自分達でできること ・市民の理解（震災時大船渡のがれき受け入れ） 
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1.教育・

子育て 

自慢できるところ ・学童保育所への取り組みが活発である 

市に期待すること ・学童クラブ制度の現状を維持し大規模化への対応を適切に 

北上市老人 

クラブ連合会 
自慢できるところ（1/2） 

2.福祉 自慢できるところ ・元気な老人が多い ・個人病院が多く医療体制が整っている 

自分達でできること ・元気な人を減らさないようにみんなで声かけ 

3.衛生 自慢できるところ ・煤孫地区はゴミ分別などを全員で守っている 

・ゴミの集積所が出来、便利である 

自分達でできること ・ごみの減量につとめる 

4.安全・

治安 

自慢できるところ ・災害が少ない 

自分達でできること ・小学校の登下校時の見守り活動 

5.環境 自慢できるところ ・水資源が豊富で、花巻市や紫波町にも供給している 

・展勝地公園があること ・相去財産区（※１）が市の発展計画に参加

し、国体の主会場となったこと ・鬼柳町全体で年２回の堤防の草刈作

業実施 ・街全体が明るい感じがする（建物・街並・河川）  

・展勝地周辺の美観 ・展勝地の景観 

市に期待すること ・四季を楽しめる展勝地を作ってほしい 

・冬季、除雪車の出動回数を多くしてもらいたい 

自分達でできること ・水道水の節水をすること ・周囲、地域の環境づくり（草刈、ごみ拾

い） ・ボランティアを募集して手入れ 

6.道路・

交通 

自慢できるところ ・新幹線と在来線が通っており、大変便利である 

・交通アクセスが良い（東北本線、新幹線、自動車道、地方道） 

市に期待すること ・除雪を更に丁寧にしてほしい 

7.街の便

利さ 

自慢できるところ ・区画整理のおかげで生活環境が良い ・店が近いので便利 

市に期待すること ・シャッター通りにならない努力をしてほしい 

・十字路商店街のにぎわいを創ってほしい 

8.公共施設 自慢できるところ ・立派なスポーツ施設や、文化施設があり住みよい 

10.地域性 自慢できるところ ・他人の意見を受け入れる体制になっている 

・移り住んだ人達にとても住みやすいと言われる 

・行事ごとに声かけすると参加者が多くなる 

市に期待すること ・市職員に地区担当制を設けて、定期的に市内を巡回してほしい 

自分達でできること ・老人クラブで市内の葬儀屋と契約をし、葬儀の時に花輪を提供しても

らう ・花いっぱい運動等、地域や家庭で参加できるイベントの開催 

・社会奉仕活動をして生きがいを感じる ・高齢者間の連携に力を注ぐ 

・高齢者間のつながりを深める活動をすすめる 

※１ 財産区とは、地方自治法に基づき、市区町村の一部を財産として所有するために設けられた特別区をいう。 

   （「2015年農林業センサス 農林業経営体調査結果（確定値）概要」より抜粋）  
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北上市老人 

クラブ連合会 

14.スポー

ツ 
市に期待すること ・シニアスポーツ大会に多くの人が直接参加できるように、広報等で広

く宣伝してほしい 

自慢できるところ（2/2） 

16.農業 自慢できるところ ・農業生産額が多い 

市に期待すること ・農業就業者が高齢化している。若い人への農業に対する就業意識・啓

蒙指導がほしい 

17.産業 自慢できるところ ・企業誘致による雇用の安定 

・工業生産額が県下一であり、生活に大変貢献している 

18.その他 自慢できるところ ・市職員の窓口対応が良い 

市に期待すること ・一部の職員の電話対応が不親切であったので、職員の教育研修に力を

入れてほしい 
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残念なところ （1/2） 北上市老人 

クラブ連合会 

1.教育・

子育て 

残念なところ ・小中学校の規模が気がかり 

自分達でできること ・小・中学校との交流、文化祭・運動会等に積極的に参加する 

2.福祉 残念なところ ・ふれデイ（※２）といきいきサロン（※３）の兼ね合いが疑問 

・老人クラブに入る人が少ない ・介護施設のお金が高い 

・老人クラブ会員の集会場所がない ・老人クラブの研修バスがない 

・生活困窮者が多いのでは？  

・岩手県立中部病院は期待外れ。身近な病院だと思っていた 

・老人クラブへの支援が不足している ・年金は安いのに、税金は高い 

・高齢者介護が大変である ・老人クラブの会員が減少している 

・高齢化社会のわりに、老人クラブの会員が少ない 

市に期待すること ・老人クラブにもっと加入依頼を ・老人クラブについて、現行の老人

クラブの体制ではなく、自治会の一部となるような指導をする ・介護

予防の計画については、市民に十分な説明をしてほしい ・在宅介護

は、生活水準の低下を招くだけであり、制度改革を市議会として取り組

むべき ・高齢者介護施設整備拡充を図ってほしい ・老人クラブ活動

費の活動単価の増額を希望する ・老人クラブ未組織集落の組織化 ・

済生会病院の様な、行きやすい病院を確保してほしい ・高齢者の固定

資産税を減額してほしい ・老人クラブへの助成金を削減しないでほし

い ・展勝園存在当時と変わらない施設がほしい ・老人クラブの活動

を広報に載せてほしい 

自分達でできること ・老人クラブについて、高齢化に伴い、役員のなり手が少ないのと会員

の減少があるので、地域の自治組織に組み入れてもらい会活動を活発化

する。 ・介護施設のボランティア活動参加で入所時にはいりやすく 

・ふれデイ参加への呼びかけ 

※２ 「ふれあいデイサービス」の略称。当市で行っている福祉事業の一つで、ひとり暮らし高齢者  

  や、家に閉じこもりがちな高齢者等に対し、地域の自治公民館等を活用し、各種サービスを提供 

  することによって、高齢者の生きがいと社会参加を促進し、社会的孤独感の解消及び自立生活の 

  助長を図ることを目的としている。 

 

※３ 各地域にて地域有志等が中心となって行う、高齢者の集まり。お茶のみ、体操等の活動を行

う。 

3.衛生 残念なところ ・ゴミ集積所にバッテリー、タイヤ、廃材を捨てている 

・流通センターの空き地にビールの空き缶やゴミが捨てられている 

・ゴミ分別が複雑で分かりにくい ・燃えないゴミの回収日が少ない 

市に期待すること ・市条例でゴミ袋に氏名の明記を ・ゴミ分別をもっと簡単に 

・燃えないゴミの回収日を月２回にしてほしい 

自分達でできること ・主要道路（通学路等）で定期的にゴミ拾いなどを実践し、先導して子

供会に引継ぎされるよう工夫する ・集積所に当番が必要 ・ゴミ処理

を各地区で行う ・側溝掃除、蓋かけ 

5.環境 残念なところ ・公園等の環境整備が行き届いていない（特に展勝地公園） 

自分達でできること ・市の公園の管理等を老人クラブに委託してほしい 

・公園の清掃に協力 
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北上市老人 

クラブ連合会 
残念なところ （2/2） 

6.道路・

交通 

残念なところ ・移動手段が不足している ・コミュニティバスの運行する道幅が狭

く、通学路を併用している道路は危険 ・交通弱者への交通手段が少な

い ・側溝整備が進んでいない ・交流センターのイベントに歩いてい

くのが大変 ・行政区ごとのインフラの差異 ・バスの本数、路線が少

ない 

市に期待すること ・交通弱者の救済方法を先進地研修し取り入れてほしい ・狭い道路で

除雪した雪で側溝が隠れ、脱輪している人を見かけるので予算を確保し

てほしい ・高齢者向けバス等の整備 ・バスの本数を増やしてほしい 

自分達でできること ・道路、水路の美化運動は、老人クラブの奉仕活動の一環として実施し

ており今後も続ける 

8.公共施

設 

残念なところ ・公園、公共施設等がもう少しほしい 

市に期待すること ・市庁舎の駐車場の拡張と整備 

10.地域性 市に期待すること ・老人を若者とみなし、地域活動の中心にしてはどうか？ 

自分達にできること ・近所や友達に声掛けをし、誘い合う 

13.芸能 残念なところ ・みちのく芸能まつりがマンネリ化の傾向がある 

17.産業 残念なところ ・市に多くの企業が誘致されているが、人口がそれほど増えていない 

18.その他 残念なところ ・市のバスを使用しての地域老人クラブの研修交流会等が出来なくなっ

たので復活してほしい ・議員が老人クラブに入会しない ・市民の良

さを気づいていない人が多い 

市に期待すること ・人口増加の方法として、金ケ崎町との合併を推進してほしい ・市職

員の対面交渉時、思いやりのある態度がほしい ・学校行事・夏休み・

冬休み期間、子供達のスポーツ行事など行政からの情報を多くしてほし

い ・地域住民との意見交換で総合計画を進める 


