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【設問５】 

「６次総意見出しの場」に参加した感想を教えて下さい。6次総や町への思いでもOKです。 

1. 大きなコンセプト➡具体的施策、またその逆を考えるのが難しいけど楽しい。アイデア

出し楽しい！ 

2. その日一番のアイデアを決めたらどうか？ 

3. 現実からの前向きな意見が多く出て良かったです。 

4. 若い人達がアイデアを出してくれて頼もしい。白川ならいい老後が過ごせるかも！ 

5. 思いの強い人の話はおもしろかった。グループの顔ぶれによって話が変わるかな？ 

6. 知らない人と話せて楽しかった。意見が出しやすい。 

7. 意見を交わせてよかったですが、もっと時間が欲しかった。 

8. 私が住む町のことを話が出来る時間が過ごせて良かったです。白川町のこともっと見よ

う、知ろう、語ろう、話そうと互いに思えたら８年先が楽しみになると思いました。 

9. 多様な視点からの意見に共感する。さらに煮詰めて、夢のある白川町・活き活きした町

づくりが、一人一人みんなが願う気持ちを育て実行できたらよい。 

10. 普段会えない方と、まちの未来について話せたことが、とても楽しかった。今日の事が、

この先に続く道になっていくといいなと思います。 

11. とても良い意見が出ていたのでとても参考になりました。今回のアイデアをみんなで共

有し、ブラッシュアップできたらさらに良くなっていくのでは？ 

12. すぐに文字にできずたくさん書くことができなかった。1 回では上手く思いを出せない

けど、何回か参加すれば慣れるような気がします。 

みんなで一緒に考える時間、あまりないこと、大切な時間だと思います。 

13. 楽しかったです。思ったより場の雰囲気が明るくできた。 

回を重ねる度に意見も多くなっていく気がします。 

14. 普段考えない８年後を考えるよいキッカケになった。ありがとうございました。 

15. 楽しく白川町の将来を語り合うことが出来良かった！おそるおそる参加しましたが、ま

た参加したいので誘ってください！！ 

16. ８年後の「自分」「まわり」「町」と３つのテーマを出すには時間が足りなかったと思い

ますが、話合い自体はとても面白く充実したものになった。 
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17. 自分の考えをまとめる訓練になる。他人の話・考えを知る機会。 

今までにない総合計画（実現可能な）出来そうな予感！！ 

18. もう少し、まちづくりについて議論をしたかったです。限られた時間で限られた人と話

したのが、いいのか悪いのか。 

19. 将来の事を考え実行にうつすほどの余裕が自分にない事を実感した。 

20. 書き出された思い、どれも共感できて、８年後に目標が持てる気がした。 

21. 年齢関係なく多数の人の意見が盛り込まれるとよい。毎日の積み重ねで８年後、10 年後

が出来て来るので、今日から、明日から目標に向かう事にします。 

22. どれだけ我々の意見が反映されるのか楽しみです。 

23. 楽しく内容も濃く話し合いが出来、具体的な話が出せて実現可能出来ると、民意が反映

出来て良いと思います。 

24. 出来る限り、若い人達（子ども含む）の意思を６次総に反映できるようにして欲しい。 

25. 楽しく話し合いが出来ていた。 

26. いろんな意見を聞くことができ楽しかった。本当に進めるのなら、他がやっていない事

を。その事に特化しないと、結局ぼやけてしまい、予算だけ使って終わってしまう気が

する。やるなら徹底的に！！ 

27. いろいろな人の意見・考えが聞けて楽しかった。ただ、短い時間でまとめるのが大変。

みなさん思いがあふれていました。 

28. ８年前や８年後について考えると、変化があったり、なかったり、町で考えるとおもし

ろいことがたくさん出てきました。これまでの総合計画やその結果も見てみたいです。 

今日出た意見が採用されて、実現されたらいいです。 

29. 楽しく意見出しができました。意見が沢山集まるといいですね！ 

30. いざ意見を出そうと思うと難しくて、町のこと、自分のことをよく考える良い機会だと

思いました。 

31. 楽しい雰囲気でみんなが意見を言い合っていてとても良かった。 

32. 役場職員ならでは・・・でした。頑張れ！！若人。 

33. 意見を出しやすい、堅くない空気でできた気がします。 

34. 短い時間で内容の濃い意見出しができた。 

35. あっという間に時間が過ぎた。 
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36. 従来の会議ではないので、夢があって意見も出しやすく楽しい。 

37. 意見が出やすい雰囲気だった。各グループ、新しいキーワードやアイデアが出され素晴

らしかった。 

38. 初めより最後、町への愛情がわいてきた！ 

39. この８年で、生き方・働き方がかわってくるだろうと感じた。 

40. 時間きっちりで素晴らしい！＆良いアイデア多数。６次総のアイデアに直結していくと

思う。楽しい 90 分でした。※90分で実施した回 

41. こういった話になると受け身になりがちですが、絶対に話をする、それも安心感の中で、

という環境が良かったです。 

42. たくさんの意見が出て楽しかったです。１つでも多くのことが実現すると良いなぁと思

いました。 

43. 楽しいが、リーダー的な役割が大切。 

44. いろいろな分野の方の話が聞けておもしろかったです。 

45. ファシリ形式の意見出しはいいですね。 

46. 意見自体は良いものが出たが、引き出すことはできなかった。 

47. ダラダラでなく短時間でいい、という声があった。大切な進行方法だと思った。40代の

人が希望や夢を語れる場は良い。 

48. ２回、３回と繰り返し参加することでさらに、さらに良い意見が出ると思います。また

参加します。 

49. 林業に従事している方が参加され、山仕事の未来が展望がないとも言ってみえた。でも、

話している中で、白川の公共施設は 100％ヒノキでとか、何かを未来に描くお話もたく

さん出していただけた。話す場が、６次総の計画を深く豊かにすると感じました。 

50. 全員がバランス良くしゃべれていた。時間がちょうどよかった！90 分くらいがいいかも。

※当初の 60分を延長して 90 分で実施した回 

51. 楽しかった、またやりたい 

52. 短い時間でしたが楽しくできました。初めての人も、どんどん言いたい事が出てきた感

じで良かった。※当初の 60分を延長して 90 分で実施した回 

53. いろんな考えが出て参考になった、自分の考えがまとまり良かった。 
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54. たくさんの方の意見を聞くことで自分はどう思っているのかを考える良い機会になりま

した。少しでも実現できるように、何ができるか？また話せることができたらと思いま

す。 

55. 「他の人の意見を聞いていて、思ってもみない意見が自分の中に出てきた！」という声

あり。すごい事です。 

56. 若い人の意見をもっと聞きたかった。 

57. 白川町の今後について、今までは考えることがなかったけど、真剣に考え、他の人の意

見も聞けてとてもいい会だった。今日出た意見が少しでも叶っていたらいいです。 

58. 考える時間、“間”を大事にしてみました。次々話し続けず・・・そしたら、みんながぽつ

ぽつ話し出して、アイデアも出てきたので良かったです。 

59. 楽しかった。色んな人が混ざると意見も出る。町内で知らない人どうしの関りが増える

のは良い事ですね。 

60. 楽しく意見等を話すことができました。１つでも多く実現できると良いと思いました。 

８年前の事が思い出せなくてあせった。 

61. やわらかい発想の意見が聞けた。今後の町づくりに活かせるような事ばかり。 

多くの意見が必要。 

62. 初めて参加した人からどんどん意見が出て、とても良い会になった。時間も、当初予定

の 60 分では苦しいと思っていたが、延長できて最終的に 90 分というちょうどよい配分

でできた。※当初の 60 分を延長して 90 分で実施した回 

63. 違った職種、団体、初めて出会う人達と、話し合いが出来て、楽しい時間を過ごせて良

かった。 

64. 多くの意見、考え方に触れ、楽しかったです。自分が普段、物事をあまり深く考えてな

い事に気づかされました。 

65. 時間に追われた感はありましたが、後半になって参加者の意見がどんどんふくらんでい

く感じがあり、ぜひ二回目三回目と繰り返すことができたらよいと思いました。その時

には、各団体の専門的な意見出しも出来たらよいと思います。※60 分を延長して 90 分

で実施した回 

66. 子どもが住みやすい白川町になるように、みんなで協力していきたい。 

67. （この意見出しの場で）林業関係者を知れた。 

68. 様々な意見が聞けて良かったです。白川町の山への気持ちを感じました。 

69. 楽しく、話合いが出来て良かった。健康、家族、水がキーワードであった。 
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70. 皆さんの夢、思いを聴くいい機会でした。ありがとうございました。 

71. 今回の６次総意見出しでは、自分では考えつかない案が色々出てきて、山林はやはり白

川町の大きな財産だと感じました。 

72. 行政頼みにならないように。 

73. （8 年後）こうなってる！ための仕組みづくりは、やっぱり現状を具体的に知っている

立場の方のアドバイスが必要と思いました、出てきたアイデアを実現していくためのア

イデアも詰めていきたいですね。 

74. 考えたり、アイデアを出すのに時間がかかる人もいるので、時間が短いと思った。 

75. 白川がインタナショナルビレッジになる！そんな新しい未来が出てきて楽しかったです。

このような色んなイケンを、ぜひ、行政や審議会の方々にもしっかり説明して頂きたい

です。 

76. 専門分野という事で、新しい意見が聴けて良かった。次回もあるとよいですね。 

77. 将来はどうなるのかわからないけど、将来について考えるきっかけを頂けた場でもあっ

た。８年後の自分のために今からできることを探していきながら頑張りたいと思います。 

78. 思っていた以上に前向きな意見が出ていて楽しい！ 

79. 全員、意見を出す機会があって良かったです。コーディネーター（テーブルのファシリ）

の方のヘルプがあったおかげで良かったです。 

80. グループメンバーが途中で減ってしまったので、まとめが少なくなってしまった。意見

出し自体は良い雰囲気でできました。 

81. 楽しい時間を過ごせた。ネーミングのひらめきとかが起こりやすいと感じた。 

82. 町としての方針を示して欲しい！ 

83. 林業に携るメンバーとこれからについて話せて、勉強になり、楽しかったです。 

84. いろんな意見があっておもしろかった。 

85. 思っていたより、自分の考えに近い人がいたことに喜びを感じました。 

86. ファシリや書出すやり方を全く知らない人ばかり多人数で不安でしたが、全体に想像以

上に楽しく盛り上がって、林業の未来が明るく思えてきた？！ 

初めの数分で帰ってしまった人がいたのは残念でしたが・・・仕方がないかなぁ？事前

の告知が不十分だったので、付き合ってられないと思われたと思うけど。事前に詳しく

説明していたら、食わず嫌いで欠席した人の多かったと思うし。 

87. 議員さんと話す貴重な体験でした。６次総につながることを期待します。 
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88. 話しているうちにいろんなアイデアがでてきて面白い。 

89. 良い話合いが出来たと思います。何度かやることにより、さらに良いアイデアが出るの

では？と思いました。 

90. 普段考えない発想が生まれる。 

91. 高齢者が学校に通い、給食を一緒に食べる。そんな町になったらなんてすてきな町だと

思います。 

92. 議員の方々と楽しく意見交換できました。有意義な時間、ありがとうございました。 

93. 叶うといい。 

94. 若い方、また、移住者の方の意見を聴けて良かったです。白川町に住んでいる者より。

よく白川町を見ておられてビックリしました。 

95. また参加したい。 

96. 平均年齢高めでしたが、初めての事にも意欲的、かつ、若い者にもあたたかく接してい

ただけて、議員さんが身近に感じられました。 

97. 皆さんの熱意に感動しました。 

98. 深く考えることなく、話ができて楽しかったです。 

99. 楽しかった。 

100. いろんなアイデアが聞けて楽しかったです。 

101. 様々な意見が出て良い会だったと思います。 

102. 観光に力を入れる！クオーレから枝垂桜まで山道を作り遊歩道。 

103. いろんな意見を聴けました。 

104. 白川町を元気にする＝なる。 

105. イイ感じでした。声の大きい人小さい人はありましたが・・・ 

106. 毎回違う話がでてくる！楽しかったです。 

107. さすがは長年まちづくりにかかわってきた皆さんだけあって、話が止まりませんでした

ネ。 

108. 楽しかったです。 
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109. 人によって考える視点が違って、どういう町にしたいかが広がりました。 

地域に学校を絶対残して欲しいです！町民がほとんどこの意見出しを知らないだろうし、

今日集まった関心のある人以外でもまたやりたいです。  

110. 子どもが夢を描けるように進めて欲しい。子どもとお母さんが安心になるように。 

111. みんなで考えることの大切さを感じました。 

112. アイデア出しの前にワンクッションあると、もっと出やすいかなぁ・・・ 

みなさん良い表情でした。良かったです。 

113. 楽しかった。 

114. 町の将来イメージ像が増えた。自分にない考えが聞けて良かった。 

115. 始めは面倒臭いと思っていたが、気の知れた仲間で（意見出しを）行っているうちに楽

しくできた。進行もスムーズで良かった（全体も、各グループでも）。話すのは苦手なの

で、発表はムズカシカッタ。 

116. 夢や実現できない事も語る事は良いですね。そのあと、その中から何を見つけるかは大

変ですが。人が元気でないといけないし。 

117. 夢や希望を述べてもらう事は良いが、現実味の無いものや、実際に政策に盛り込めない、

財源確保のソリューションの無いアイデアは、絵に描いた餅となってしまう。アイデア

は実施できる根拠も含めて発言を促して欲しい。 

118. 普段はかたい仕事をしているけれど、係長のみなさん意外と楽しい考えを持っているん

だなと思いました。みなが健康で楽しく生きられる町であってほしいとつくづく思いま

した。 

119. 意見出しに良い場だと思います。 

120. 現実の話を現場の方に聞けて勉強になった。 

121. 誰にでも取り組みやすいと思います。 

122. 感想を書いた後に、グループの人たちと話合える時間が欲しい。 

123. みなさんどんどんとアイデアが出てすごいと思った。自分ももうちょっと頭をやわらか

くして考えれると良いと思う。 

124. いつもお堅い係長ですが、今回は皆明るい笑顔で楽しく町の将来を語っていたのが印象

的。やってみて良かった。 

125. 個々のイマジネーションはやはり個性があって面白い。非現実的な事でもスタートはみ

な、そこからだと思う。あとは「ヤル気」ですネ！！ 
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126. 明るい未来が見える町づくりが大切。 

127. 未来について、自分の意見を述べ、他の人の意見を知り、まとめていくことは良い事だ

と思う。 

128. 楽しく白川町の思い、未来像を語れた。 

129. 場の雰囲気はとても良かったと思います。夢が多きずぎて、８年のくくりに収まりきら

なかった・・・ 

130. おとなしそうに見える方も、楽しそうにアイデアを出し、発表もしてみえたのが印象的。 

男性だけのグループになってしまったテーブルは、チョット悪ノリ気味だったかな？！

むっちゃ楽しそうでしたケド。楽しそうだったから、まいっか。 

131. みんなで話せば、いろんな意見が出るので、できるかできないかは別として、いろんな

人に参加してもらうことは大事だと思いました。 

132. 楽しいアイデアが出て良かった。 

133. 無駄遣いはダメで、水や電気を大切に。コミュニケーションとか、みんなすごく、あっ

たかい事を考えているなーと、とてもうれしくなりました。 

134. 難しい会議よりも、意見を出す場として良かった。白川流の場ができてきた気がした。 

135. 子ども達の豊かな発想とふれあえてとても良かった。何回か出来るととても良いものに

なると感じました。 

136. 皆の知恵を集めれば、どんなことも実現できる気がしてきました。 

137. 楽しく考えることができたし、なるほどーと思うことばかりでした。 

138. 子どもたちはスゴイ！白川町の未来は子どもたちにある！ 

139. 子どもたちが笑顔でいられる町になるといいなと、子ども達といて心から思いました。 

140. とにかく楽しかった。白川町のことを、こんなにじっくり考えたことで、さらに好きに

なった。 

141. みんなで意見を出していくと、どんどんつながっていって楽しかったし、白川町のこと

をよく考える機会になったと思うので良かったです。 

142. みんなと意見を比べて聞くことができたし、楽しくまとめられたので良かったです。 

143. とても楽しかったし、白川町や黒川について、深く考えることができて良かったです。

また参加したいです。 

144. 最初はかたい感じでやるかと思ってきんちょうしていたけれど、全然かたくなくて、と
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ても楽しかったし、みんなが自分の意見になっとくしてくれてうれしかったです。次も

ぜひやりたいし、次回はたくさんの人とやりたいです。 

145. ぼくは、自分の意見と他の人の意見がどんどんつながって、いい意見ができたりするの

が楽しかったです。 

146. こんなに楽しく白川町のみらいについて話せるなんて思ってなかったし、意見がどんど

ん出てきて「なるほど！」とたくさん思いました。 

147. みんなと意見を出し合い、なるほどと思えた。楽しく、良かった。 

148. 自分の意見が反映されると思うととてもおもしろかった。 

149. 白川町についてたくさん考えることができたし、みんなの意見を聞けて、すごく楽しか

ったです。 

150. 始まる前からのワクワク感、さらに書出し始まってからの子ども達の目の輝きがスゴ

イ！どんどん自分の考えを書いて、話して、グループのみんなの意見にも大きくうなず

き「いいね～！！」の声があふれ、他人を認め合い、自分の思いがつながっていく化学

反応の面白さに目覚めていく様子が、見て取れてスゴイ！と思った。 

※2020/2/13 開催分まで。但し、未回答者あり。 
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【設問６】 

「６次総」に入っていたらいいと思う項目を書いて下さい。 

1. 健康 

2. 駅前商店街の復活＝木(Wood)モール 

3. 自然を守る！ 

4. 高齢者と子どもの交流施設 

5. 健康 

6. パイプオルガンと学校教育で実践 

7. 自然豊か、そして活用 

8. 事業として、「楽しい」とか「笑える」ことを考えられると良い 

9. 子ども落語を広める 

10. 川に農薬を流さない、ゴミを出さない町 

11. 免疫力をキーワードに、鮎・ひのき・お茶をもっと産業化 

12. 木でまちづくり 

13. バイオマス発電で地域発電をまかなう 

14. 公共施設 ALL木造、木質化 

15. 道の駅の再開発 

16. 道の駅に、鉄道の駅を作る！ 

17. 人口減少を受け止めた内容 

18. 少ない人口を前提として、いかに快適に暮らしていけるか 

19. (本当の意味で)住む人を大切にする 

20. 「人」を大切にする 

21. （８年後のさらに倍の時間）１６年後はどうなっているか？ 

22. 人口減少・高齢化おおいに結構！そこから打破できる対策の項目があると良いかな 

23. 人口増を目指さない 

24. 若い移住者を増やす取組み（住宅施策など） 
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25. 住んでるうちから空き家対策（独居老人の晩年を快適に。白川版リバースモゲッジで空

き家改修） 

26. 高齢者ケア 

27. ツラくない老老介護の町 

28. 木を使った楽しいまちづくり 

29. パワースーツ 

30. 高齢者がパワーアシストスーツで農作業。腰の曲った年寄りがいない！ 

31. 実際に必要な政策と解決方法 

32. 公共料金の定額制で資源の使いすぎ抑制 

33. 交通費助成 

34. 何かを徹底したい。「木材」の追求など 

35. ロープウェイ 

36. ピンピンコロリを合言葉に 

37. 子育て世代で空き家を埋め尽くす 

38. 町内各団体が横のつながりを持つように 

39. 子どものことを考えて欲しい（赤ちゃんだけでなく。中高生） 

40. 観光客・移住者と地元町民の隔たりをなくす 

41. 自然の恵み 

42. 農林業（田・畑・山）の活性化 

43. 後継者問題 

44. 結婚 

45. ０（令和）を 100％にする 

46. まちづくり 

47. 白川茶 

48. 鮎 

49. クオーレの魅力アップ 
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50. 草刈りんピックなど草刈りを楽しく 

51. 美濃太田に学生寮 

52. ピンピンコロリ 

53. クオーレ×町民 

54. ミャンマーからお嫁さん！ 

55. 移住促進 

56. ピンピンコロリ 

57. 移住者の増大 

58. 農林業の推進 

59. 移住者に里親制度（祖父母世代の面倒見てくれる人） 

60. 町舎 

61. 小中学校統合 

62. 人口維持 

63. 高齢者教育 

64. 後継者問題 

65. クオーレ 

66. 高校生の選択広げる教育環境の充実 

67. 高齢者学校 

68. 草刈りビジネス 

69. 学校教育×木 

70. 未来に響きそうな政策を望みます 

71. 「持続可能な町」を目指す 
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2020/2/13 黒川小学校にて、６年生向けに総合学習授業の一環として実施した回。 

子ども向けにだけ、下記設問を追加設定した。 

【設問】 

大人になって帰ってきたい！と思うのはどんな町？出て行くとしたら何が問題？ 

 

大人になって帰ってきたい！と思うのはどんな町？ 

 自然豊かな楽しい町 

 自然が豊かなリラックスできる町 

 自然豊かないなか 

 あたたかい町 

 自然は残す（自然が残っている？） 

 自然豊かでもっと楽しくなっている町 

 自然がたくさんあって落ち着ける町 

 あたたかい町 

 自然がたくさんあったり、楽しいイベントがあったり、保しょうがあったりすれば帰っ

て来たいと思う 

 

出て行くとしたら何が問題？ 

 勉強するとき（高校、大学など） 

 店があまりないので不便 

 かんきゅうが激しい町（環境がきびしい？） 

 空き家 

 いきなり別の環境（自然があまりないところ）だと心がついていかない 

 自然が少なく住みづらい所 
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2019/12/12 黒川マルケにて、保育園児ママ向けに「進行無し」で実施した回のアンケート回

答。ファシリの進行によらない、イレギュラーな形態で実施したため、「意見出しの場への参

加感想」ではなく、下記設問を設定した。 

【設問】 

子育ておよび、ここで暮らす上での不安など具体的な心配事があれば自由にお書き下さい。 

1. 小・中が黒川になくなったら、黒川に子育て世代は戻って来なくなると思う。黒川の教

育にものすごく満足してるので、黒小・黒中を残して欲しい。白川町の全体の魅力アッ

プになると思う。高校生！通えるようになっても選べない。大学進学まで考えると勉強

時間が確保できない。是非、高校生寮の検討を。今の子どもたちは「黒川が好き！」と

言っているので、この子たちが帰ってきたいと思った時に帰ってこれる場所であって欲

しい。 

2. 病院がとおい！！病院に行くだけで一日終わってしまうので近くに欲しい。高校につい

ても、自分の行きたい所に行かせてやりたいと思うので、どうするといいか今から考え

ている。 

3. 小・中は残してもらいたい。高校に通う際、どう通ったらよいか・・・（家から？出る？） 

黒川にも病院が欲しい。働く場。 

4. 小中学校を残す事。これからの黒川の為には、残す必要があると思う。 

5. 病院が近くにない。黒川に小学校がなくなると困る。 

6. 不安も不満もないけれど、嫁に来た子や、一人暮らしの子たち、母子家庭・父子家庭の

子たちが、生活していて不安に思わなくて済む町づくりをしていって欲しいと願います。 

7. 特にないです。１人暮らしのおじいちゃんおばあちゃん（近所の人たち） 

8. 病気になった時、緊急の時の病院への距離。 

9. 白川町が子育て重視するならば、以下のようにして欲しいです。 

①保小中までは地域で子育て 

②高校生は地域でサポート ※ここで苦労すると町外へ出て行きたくなる。 

子どもたちが、この町で子育てしたいと思えるような施策を期待します。 

10. 小・中と様々な体験をさせてもらえて有難いと思ってます。小中学校の教育には満足し

ています。残念なことは、殆どがその時限り（予算年度限り？）で、その先の子どもの

ことについては考えられていないこと。高校・大学以降で出て行っても、いずれ帰って

きたくなるような町であって欲しい。大人になって町の役に立ちたい、と、子ども自身

が思えるような町であって欲しい。今のままでは、優秀な子ほど外に出て行く、帰って

来ないと思います。 
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以上 


