
 

 

 
 
 
 
 
 

北上市の平成２３年から１０年間のまちづくりを考える

「北上市総合計画」。 

「北上市のこれから・・」を市民参加により提案していく

会議。それが「きたかみ未来創造会議」です。この第１回の

会議が11月20日（木）に開催されました。 

 

本会議のメンバーは、公募で集まった市民３５名と市役所

職員２５名の総勢６０名。 

市民参加者は、地域づくりの最前線にいる方、実際の市民

活動を実践されている方など、職業、年代も含め、様々な背

景を持った皆さんが集まりました。 

 

この会議のメインは、「グループでの検討」です。参加して

いる全員が、より多くの意見をだし、よりよい計画を策定す

るために、ワークショップ形式で開催されます。 

 

■第１回「きたかみ未来創造会議」の概要 

初回は伊藤 彬北上市長から、市民自らの手で未来を創る

ことへの期待が込められたあいさつがありました。 

続いて、政策企画課より、「総合計画とは？」、「きたかみ未

来会議とは？」、「今後のスケジュール」について説明があり

ました。 

 

今回の会議は、これからの検討に入るための土台づくりで

す。テーマは、「会議のメンバーを理解しよう」と「きたかみ

未来創造会議をこうしたい」の２つ。 

６つのグループにわかれ、最後には全員が立ち上がって熱

い話し合いも行われました。 

最後の発表では、グループごとに今後の会議への意欲、会

議全体のキャッチフレーズを発表しました。 

 

次回の会議からは、北上市の現状を把握し、北上市の将来

像について考えていきます。 

 

※次回開催 

 日時：１２月８日（月）１８時３０分～ 

 場所：市民交流プラザ 

 

○きたかみ未来創造会議についてのお問い合わせ 

 北上市政策企画課 ６４－２１１１ まで 
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○会議の成果 

＜インタビューゲーム 

『会議のメンバーを理解しよう』＞ 

 
このインタビューゲームは、これから１年

半にわたって、一緒に議論を重ねていくため

にどんなメンバーがいるかを共有するもの

です。 

２人組で、「普段のまちづくり活動」や「会

議に期待すること」を聞きあい、「他己紹介」

として、自分のパートナーをグループで紹介

しました。 

この会議には、さまざまな「思い」を持っ

た方がいることを共有できました。 

  

•市民活動の支援をしています

•広瀬川まちづくり倶楽部事務局長（中心市街地活性化の視点）

•北上青年会議所所属、まちづくりに参画している

•昨年まで区長をしていました、諏訪町芸能大会をしています

•幼稚園の存続に向けた活動

•29歳、地域、自治会から期待されメンバーを務めております

•集落に役立つことをしています

•交流センター、自治振興会の事務局長、まちづくりのまとめ役

•子どもたちにサッカー指導、生涯学習推進員として地元で活動

•市民の健康づくり、スポーツ、体育振興、地区体協事務局も兼務

•農政代表

•農業によるまちづくり

•さくらホールのイルミネーション点灯にたずさわった

•建設業青年部で小学生、中学で建設業の理解いただく活動

•地区の自然保護活動・農集排の事務局長

•交流センターで地域計画・協働で何かできるか探っている

•ＰＴＡ活動（おやじの会）

•ボランティアは何も…、また北上に来たばかりでこれからです

•アクセシブル北上（ユニバーサルな街づくり）

•岩手県医療審議会委員・岩手中部圏域介護保健福祉協議会委員

•観光施設の管理、イベントの開催、北上市ＰＲ活動

•消防団のお世話係りをし、安心して住める街づくりにするために

動いている

•岩手県建築士、家づくりだけではなく、まちづくりも行っている

•企画総務委員長（自治協）、地域計画のつくりこみスタート

•子供たちの安全パトロール、町の安全を応援している

普段のまちづくり活動は？

•北上市の計画づくりに参加して見たかった

•勉強していきたい様々な情報を得たい

•10年に1回作成にたずさわりたい、10年後のまち

を自分で描けたら楽しいこと

•ネーミングにひかれて

•町内からの声がかかった、この機会を大切に

•子育ての育てやすいまちづくり・子育てしながら楽

しくまちづくりをしたい

•北上市には少なくとも芸術文化がたくさんある。

もっとmixさせてまちづくりができればという希望

•北上市のグラウンドデザインをしてみたい（情報化、

ユニバーサルな住みやすい町に）

•未来に豊かな福祉の街となるようにしたい

•子供たちの教育、学校だけでなく社会教育

•北上市は工業誘致が進んでいるが、水と緑の施策が

取り組まれていないので、意見を言いたい

•地区計画の作成にあたり市の方向性を地区に知らせ

るパイプ役をやりたい

•市民方々がどのような考え、行政対する評価、いい

経験になるかな。明るく、夢のあるアイディアを

•自治振興会から市民の参加、当り前のことだが、当

り前のように反映されればいいな

•障害者、健常者も住みやすい町をつくりたい

•北上市の方向性を自分の目で確かめ地区の活動に活

かしたい

•市職員として多くの方々の考えを聞き、実務に反映

させたい

•課長推薦、勤20年！声かけられ次の計画にたずさわ

れる喜び、仕事が総合計画に生かすことができれば

•北上の将来の町の形として興味があったので参加し

た、実現に向けて協力していきたい

•市職員のみならず一般市民として協働し意見を聴き

ながら、お互い一緒に良い計画が創れれば良いかな

•勉強してみたい、市の将来設計に興味がある、次の

世代、息子たちに伝えていきたい

どのようなことに興味を持って、この会議に参加しましたか？



 

 

  
 
  

グループワーク『きたかみ未来創造会議をこうしたい！』 
 

 会議に参加する全員が前向きに参加し、議論に貢献するために、未来創造会議のあるべき姿と、自分の

貢献の方法を話し合い、まとめました。 

○何でも話せる・意見の出せる会議

・参加してよかったと、みんなが笑顔で思える会議

・ひらめきと感性を大事にする会議

・活発に意見が飛び交う会議

・進めば進むほど盛り上がる会議でありたい

○地域につながる会議

・地域づくりに取り組みたい

・地域の良さをどんどんＰＲ、発信する

・地域計画作成に生かしたい

○前向きな会議

・前向きな楽しい事が生まれる会議

・現実的だが前向きな意見の出る場

○みんなで聞いて、共有する

・人の話をちゃんとききたい

・様々な目線での意見・考え・おもいが集まる

・「それいいね」と認めあえる場所

○実現性のある計画へ

・現実、現状から離れない会議に。絵にかいたもちに

ならないよーに。

・出された項目について、後で皆で具体的な部分まで

話し合えたら…

・独自性のある北上への提言でありたい

・この会議の提言が「ことば」として「アイディア」

として総合計画の中で生きて欲しい

○夢のある計画へ

・夢のある意見が出しあえる会にしたい

・従来の計画では出てこなかったような計画

○みんなが集う会議に

・ともかくも７回全員参加の会議にして欲しい

・もし欠席者が出ても、次に参加しやすい会議

○視点

・近い将来、遠い将来の北上を見据えて考えたい

・持続可能なまち「きたかみ」の実現

○こんなことに取り組みたい

・産業振興への計画・提案が欲しい

・緑、自然をフレームとした町づくり

・子どもたちが安心・安全に暮らせる街

こんな会議にしていきたい！！

○意気込み

・最後にみんなで笑ってバンザイする！

・皆さんの意見の聞き上手になりたい。また、自分な

りの意見を積極的に出していきたい。

・北上のイメージを変える意識改革に取り組みたい

・笑顔でできるだけいたい。

・チームワークが取れるようにして行きたい

・１００％出席

・カゲキに行きたい

・全体の力となりたい

・視野を広げて、みなさんのアイデアを吸収したい

・北上市に在るあらゆる資源を掘り起こしたい

・自分が元気で参加したい

○積極的に意見を出したい

・市民が作った総合計画にして生きたい

・若者の声を届けたい（できるだけ正直なキモチを）

・建前ではなく、本音を語る

・会議に出席したら一言は発言します

・キーになる言葉を見つけ出す

○自分の得意分野を十分に発揮したい

・市の事業の内容を知らせる

・森林育成を盛り込んだ計画にしたい

・自治会の意見、要望も出していけたらと思う

・肉体労働はおまかせ下さい

・農業政策の意見交換を深めたい

・他地方出身者としての視点を生かして、北上の将来

を考えたい

・疾病者たちの心を伝えたい

・仕事の中で感じていることを伝えたい

・剣舞、神楽をやっている、何か役立てないか

・北上市のデータを提供する（消防防災のデータ）

・職場、地域、家庭で感じていることを出したい

○結びつける

・地域のまちづくりに結びつけたい

・方向性が示されたとき、自分がどうかかわっていく

か考える

望ましい会議にするために私はこうしたい！

得意分野を発揮し、夢のある会議にしよう！！
私達のまちのために、休むな！！しゃべろ！！毎回三言発言宣言
きばらず出す！
柔軟に現実よく見て楽しい未来！
夢のある未来づくりへホップ・ステップ・ジャンプ
楽しく！過激に！！未来創造！！！

○きたかみ未来創造会議のキャッチフレーズ



 

 

＜資料：ワークショップの各班の成果物＞ 

 

 

＜１班＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな会議にしていきたい！ 望ましい会議にするために私はこうしたい！ 

○意見を出しやすい環境に 

・意見を出しやすい環境作っていただきたい 

・和やかに意見集約 

・参加してよかったと、みんなが笑顔で思えるような

会議 

○市民の意見が反映されるように 

・市民が一丸となれる将来像を作りたい 

・広く市民に意見が聞ける会議 

・地域計画が盛り込められる会議 

○目的のある会議に 

・（仮題をもった）目的のある会議にして欲しい（例 

ゴミの処理について） 

○県南のリーダーになれるように 

・県南のリーダーとなれる市をつくるため意見を出し

合う 

○夢のある会議に 

・実現可能な意見も大切だが、夢も語りみんなの力で

実現しよう 

・夢のある意見が出しあえる会にしたい 

・現在の状況にとらわれず、何ができるかの意見が伺

いたい 

○積極的に意見を出したい 

・市民が作った総合計画にして生きたい 

・少しでも計画に反映されるような意見を出したい 

○自分の得意分野を十分に発揮したい 

・健常者も障害者も暮らせるまちにしたい（県央に集

中） 

・市の事業の内容を知らせる 

・健康づくり 

・森林育成を盛り込んだ計画にしたい 

・自治会の意見、要望も出していけたらと思う 

・持っている知識をわかりやすく説明 

・少しでもお手伝して、効果のあるものにしたい 

きたかみ未来創造会議のキャッチフレーズ 

得意分野を発揮し、夢のある会議にしよう！！ 

 

  



 

 

＜２班＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな会議にしていきたい！ 望ましい会議にするために私はこうしたい！ 

○何でも話せる 
・何でも話せる雰囲気の会議にして欲しい 
・意見・考えを出しやすい雰囲気の会議 
・思っていることを出し易い話し易い会議に 
・話しやすい場 
・明るい会議（かたくならない） 
・部屋の中だけの会議ではなく、外で会議してみた

い。 
 
○現状 
・現実、現状から離れない会議に。絵にかいたおも

ちにならないよーに。取り組みたい 
・出された項目について皆で更に具体的な部分まで

話し合えたら… 
 
・ともかくも７回全員参加の会議にして欲しい 
 
○人の意見きく 反映 
・各分野の意見を聞きたい（良い所）など 
・人の話をちゃんとききたい 
・若いパワーを感じるかいぎ 
・様々な目線での意見・考え・おもいが集まる 
・子ども～大人までの意見が反映する 
○取り組みたいこと 
・産業振興への計画・提案が欲しい 
・芸術文化をもっと身近に（楽しく）連経して取り

組む 
・緑、自然をフレームとした町づくり 
・子どもたちが安心・安全に暮らせる街について話

合いをして欲しい 
・子供に未来ある会議体にしたい 
・教育、特に子どもに関する意見要望がたくさん出

してもらいたい 
 

○貢献 
・できるだけ意見、考えを出したい 
・若者（？！）の声を届けたい（できるだけ正直なキ

モチを） 
・地域のまちづくりに結びつけたい 
・肉体労働はおまかせ下さい 
・出来ることを出来る範囲でやっていきたい 
・スポーツの方で貢献したい 
・低炭素社会を大いに論じていきたい 
・市の財政に見合った削減！！ 
・性別、年齢を超えた新しい街づくりのモデルづくり

の提案 
・農業政策の意見交換を深めたい 
○意気込み 
・様々なカタチでのボランティア活動が普通に出来る

為の協力をしたい 
・休まない！ 
・会議に出席したら一言は発言します 
・最後にみんなで笑ってバンザイする！ 
・皆さんの意見の聞き上手になりたい。また、自分な

りの意見を積極的に出していきたい。 
・皆さんの考えを聞き、今後役立てたい 
・北上のイメージを変える様な意識改革に取り組みた

い 
・楽しくやる 
・情報収集 
 

きたかみ未来創造会議のキャッチフレーズ 

私達のまちのために、休むな！！しゃべろ！！毎回三言発言宣言 

 

  



 

 

＜３班＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな会議にしていきたい！ 望ましい会議にするために私はこうしたい！ 

○意見の出せる会議 

・自由活発な意見交換の出来る会議 

・各自の熱い思いを表現していく 

・メンバーの知恵（多様な）が出されて、意見が形づ

くられること 

・話し合いのルールを尊重すれば最大の会議となる 

・楽しく意見を出せる場づくり 

・ひらめきと感性を大事にする会議 

・皆が意見をどしどし出せる会議 

・「それいいね」と認めあえる場所 

・地域エゴの無い会議 

・みんなにやさしい成果物を出せる場所 

○前向きな会議 

・前向きな楽しい事が生まれるかいぎ 

・現実的だが前向きな意見の出る場 

○地域につながる会議 

・地域づくりに取り組みたい 

・地域の良さをどんどんＰＲ、発信する 

・地域計画作成に生かしたい 

・市民間のいたわりの多い生き方として貢献をしてい

たい 

 

・きばらない、普段通りの会議でありたい 

○私のこだわり 

・笑顔でできるだけいたい。 

・相手の話をよくききたい 

・チームワークが取れるようにして行きたい 

・建前ではなく、本音を語る 

・１００％出席 

・全体の力となりたい 

・自分のせまい視野を広げて、みなさんのアイデアを

吸収したい 

○私の貢献 

・地域の情報を提供したい。（わかる範囲で） 

・他地方出身者としての視点を生かし、北上の将来を

考えたい 

・地域の可能性を発見する 

・北上市に在るあらゆる資源を掘り起こしたい 

・少しでもきれいに成果物をつくる 

・年代を問わず、共生の出来る文化を 

 

・自分のもつもの 知識・スキルを出す。協働、ファ

シ 

 

きたかみ未来創造会議のキャッチフレーズ 

きばらず出す！ 

 

  



 

 

＜４班＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな会議にしていきたい！ 望ましい会議にするために私はこうしたい！ 

○学びたい・知りたい 

・北上市を良く知りたい 

・いろいろ吸収したい 

・現状を巾広く理解したい 

・たくさんの意見を聞き学びたい 

・様々な人のくらし方を知りたい 

○会議で考えたい 

・子育ての環境を考えたい 

・若手市職員の未来像を聞いてみたい 

・マスコミの情報以外の情報を知りたい 

・市役所の仕事と地域の活動のつながりをよくしたい 

○会議の持ち方とは 

・実現出来る内容の会議にしていきたい 

・自由に意見交換したい 

・楽しく話しをしたい 

・さいごまで“活発”な会議にしたい 

○まちの未来へ 

・明るい地域づくり 

・“ゆとり”のある町 

・自然の豊かなまちにしたい 

○伝えたい 

・社会保障について 国及び県の情報を伝えたい 

・疾病者たちの心を伝えたい 

・北上市に関心をもち、愛着をもつ青少年の育成を！ 

・仕事の中で感じていることを伝えたい 

・青少年の意識をよく理解したい 

○意気込み 

・たくさん意見を出す 

・自分が元気で参加したい 

・地域の意見を出してゆきたい 

・いろんな人の意見を聴く 

・明るく楽しく！ 

 

きたかみ未来創造会議のキャッチフレーズ 

柔軟に現実よく見て楽しい未来！ 

 

 

  



 

 

＜５班＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな会議にしていきたい！ 望ましい会議にするために私はこうしたい！ 

○観点 

・もし欠席者が出ても、次に参加しやすい会議であり

たい 

・欠席すると会議内容もわからなくなる 

・前回より参加者が少ない 

○こんな会議 

・共同、協働、共感が含まれた内容 

・活発に意見が飛び交う会議 

・夢を語れる会に！！（少しはホラでもよい） 

・活発な意見 

・前例や枠組にとらわれない考がどんどん出てくる 

・話のやりとりの中で更に優れた発想が出るように

（阻害しないように） 

・進めば進むほど盛り上がる会議でありたい 

・中身のある 

・人の考え意見を聞きたい 

・進行のみを優先するような運びにしないで欲しい 

・それぞれの能力をつなげる 

・あまり堅苦しくない会議に 

・他人の意見、主張をよく聞ける雰囲気のある会議 

○こんなこと 

・従来の計画では出てこなかったような計画（ワクワ

クするような） 

・「絵に書いたもち」にならないような… 

・平等なまちづくりを望む 

・世代、性別を越えた案が欲しい（特に若い人の） 

・５年１０年の先の見通すことがグループの共通意識

となること 

・暗い世の中でも未来への光明を見出せる構想を 

○積極的な参加 

・積極的に参加したい 

・すべて出席できるようにする 

・皆の案を聞きたい 

・多くの意見を出す 

・メンバーの考えを大事にしたい 

 

・広瀬川を中心に活性化を 

・若者の想いを反映したい！ 

・キーになる言葉を見つけ出す 

 

・未来創造会議の名前の意図が難かしい 

 

きたかみ未来創造会議のキャッチフレーズ  

夢のある未来づくりへホップ・ステップ・ジャンプ 

 



 

 

＜６班＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな会議にしていきたい！ 望ましい会議にするために私はこうしたい！ 

○会議の持ち方 
・堅苦しくないもの 
・みんなで共通認識を持ててるようにしたい 
・今、何を話あっているかを見失わないようにしたい 
・どんな意見でも言い合える 
・楽しい会にしたい 
・たくさんの意見を出してほしい 
・多様な意見を採り入れていくこと 
○視点 
・近い将来、遠い将来の北上は！！を見据えて考えて

いってほしい 
・持続可能なまち「きたかみ」の実現 
○情報共有 
・市民となって 60 年まだまだ知らない「北上」を教

えてほしい 
・市民へ広く情報発信を（途中でも） 
○まちづくりに向けて 
・夢の計画ではなく、具体的、実現可能な計画になっ

てほしい 
・他のまちと違った独自性のある北上のまちづくりへ

の提言でありたい（まねごとではなく） 
・理想だけの計画ではないキャッチフレーズ（裏付け

があっての） 
・前回の計画の良いとこ、悪いとこの検証 
・この会議の提言が「ことば」として「アイディア」

として総合計画の中で生きて欲しい 
・会の意見が市政に反映 
 
・役所の現場の会議を見たい 
 
 
・協働の実現 
・地域活動にもっと住民を引き込みたいのだが 

○自分のスキルを活用して貢献したい 
・自分がたずさわった分野での知識を提供し貢献し

たい 
・自分としての経験値をこの会で大いに発言してい

きたい 
・剣舞、神楽をやっている、何か役立てないか 
・北上市の現在のデータを提供する（消防防災のデ

ータ）貢献 
・職場、地域、家庭で感じていることを出していき

たい 
・理想とする将来のまちの姿の現実に向けて少しで

も貢献したい 
○参加のスタンス 
・毎回参加 
・参加することが一番で、楽しくしていきたいと思

う。皆さんの話をよく聞くこと 
・方向性が示されたとき、それを自分がどうかかわ

っていくか考えること 
 
・自分たちの 10 年後のまちが、この会の提言で決

まるのだという気がまいで 
・カゲキに行きたい 
・北上は川と桜、北上遊覧船の恒常化の一役になれ

れば 
・さまざまな意見、考えを聞きたい 
・芸術工房として、この会議に参加して皆さんに芸

術工房がどんな活動をしているのか知ってもらい
たい。一緒に活動して行けたら良いと思う 

 
 

 

きたかみ未来創造会議のキャッチフレーズ 

楽しく！過激に！！未来創造！！！ 

 

  



 

 

＜ふりかえり＞ 

参加された皆さんの感想、ご意見です。 

 

・ファシリテーターがよくて、時間を有効に活用

して、よくまとめたように思う。非常によいキ

ャッチフレーズが出来て良かった。 

 

・心配していが楽しく参加できた。未来を考えて

いけることにワクワクします。 

 

・第１班のメンバーは温和で知識のある方々で大

いに勉強になりました。発表から各班のフレー

ズに「“楽しい”“夢”のある会議したい」とあ

り、多くの人が同じ考えを持っていることに、

今後の会議が楽しみです。 

 

・最初、時間が長いと思ったが、進行が工夫され

ていて時間のたつのが早かった。 

 

・笑い声のある会議に希望が大いに持てた。同じ

目標に向かう参加者の心意気が強く感じられた。 

 

・これから頑張るぞ。 

 

・「意見を出しやすい環境」＝前提は楽しく協力

し合い和やかに。 

 

・最初のインタビューでの交換が良く、民間、役

所の一体が生まれたと思う。結構自由な、活発

な意見がでた。最後の 7 回の会議がどのような

雰囲気と、意見にまとまるか興味大。 

 

・先が長いが頑張ろう。ちょっと前が見えないで

戸惑っている。ワークショップ以外に方法はな

いのかは。“ワークショップ”だと言うと、“俺

は結構…”と引込んでしまう。 

 

・総合計画作りに担当課でもないのに参加できる

というのは、責任も重い反面、きっとやりがい

もあるんだろうと考えています。楽しく自由な

発言が活発に出る会議にしたいし、なってくれ

ればいいと思います。長丁場ですが頑張りまし

ょう。 

 

・キャッチフレーズをつくることで、協働作業ス

タートを実感しました。 

 

・自班のみならず、参加者で全ての方が楽しい会

議としたいと考えているようで、ぜひともその

方向になってもらえればと思う。 

 

・いろんな意見が出る会議になってほしい。現状

を見据えつつ、理想をどこまでも追い求め、現

実可能な計画ができることを期待します。 

 

・えがったべな。 

 

・この「きたかみ未来創造会議」がキャッチフレ

ーズにもあるように楽しく参加できたら嬉です。

少しずつ作り上げていく楽しさがあっても良い

ですね。 

 

・自分を出して、メンバーを大事にして、会議を

ドライブさせて、北上市をつくり。今日のグル

ープワークを通して、これからに会議の進んで

いく方向と、会議の結果、形ができる北上市。

そして、自分がどう視点が広げられるか非常に

楽しみです。 

 

・楽しくスタートできてまずは良かった。積極的

に成果品づくりに次回から参加できるようにし

たい。 

 

・参加して良かった。夢の持てる会議になりそう

だ。経験にない会議かも。 

 

・気張らず普段通りの会議が最良のものと思う。 

 

・班の進行者がよくやってくれ楽しい時間を過ご

せました。7 回欠席なく出たいと思います。 

 

・こういった会議には初めて参加した。へー、ふ

ーん、の連続であった。 

 

・参加することに意識有りとして、今日は参考に

なった、お話が聞けて良かったです。これから

も参加者をして、今日以上に皆さんとともにと

思います。 



 

 

・初対面メンバーであるが、活発な意見が飛び交

いとても良い空気の会議となった。前会議出席

を目指したいと感じた。 

 

・スタートしては良く集まったと思います。市職

員の方はなるべく私服で参加していただきたい

と思います。多くの経験と知恵のある方々ばか

りです。よく引き出せるなら自ずと良いものが

生まれていきそうです。 

 

・様々な考え、思いがあり、今後の会議運営が楽

しみな内容でした。人それぞれの夢、希望なり

が、うまく実現できるようなプランづくりを目

指していいきたいです。 

 

・固苦しくなく熱意が感じられる会議でよかった。

（固苦しいかなと不安でした）目標を皆さんで

話し合ったことで意思統一が図られて良かった

と思います。今後もこの気持ちを忘れずのぞみ

たいと思います。 

 

・出した意見を、策定委員会で発表できる場が欲

しい。 

 

・グループ２でした。ワークショップではとても

話しやすい雰囲気でしたし、班の発表でも「意

見を出す 雰囲気 づくり」が出ていたので、

これからがとても楽しみです。たくさん発言し

たいです。 

 

・ワークショップは数回行ったことがあるが、今

回のはとても良いワークショップでした。（※ま

ちの未来を考えたことがない）良い機会でした。 

 

・7 回とのことですが、残り 6 回で大丈夫でしょ

うか？焦らず、しっかりとした未来創造を目指

して頑張りましょう。協力しますよ。 

 

・楽しいキャッチフレーズにまとまってよかった。 

 

・「きたかみ未来」とは 2000～2050 年のどの

辺なのかなと悩んでおります。実施計画の 3 年

で良かったのかな？だとすれば 5～6 年先か

な？ 

・普段 9 時に眠る人なので、本当はつらい。 

 

・初回ということもあり、どんな進み方になるか

なと思っていたが、ファシリテーターの上手な

進め方で楽しく活発な会になったと思う。 

 

・いろんな立場の人たちが集まっている。やはり

いろいろな意見が出てきた。何だかこれから楽

しい会になりそうな気がする。 

 

・スタートよし。これからが勝負。明確なたたき

台を用意。個々の責任がー。 

 

・なかなかこのような機会がないので、大変新鮮

でした。北上の良い未来に向かってみなさんと

頑張っていきたい。 

 

・今まで話すこと、何かないだろうかと思ってき

た方たちと話せる場所に参加できたことが嬉し

いです。この会議で自分もたくさん学び成長し

ていきたいなと思いました。 

 

・市は能動的な方が出席していると思うが、市の

職員はどのように選出したのかな？ 

 

・初回なので、あまり固くなく「うまくいった」

と思う。これから大変になると思うが、みんな

と協力しながらやっていきたい。 

 

・何故か最初から発表が当たり、しどろもどろ。

今後が思いやられます。何とか努力して皆さん

についていきたいと思います。 

 

・途中退席で申し訳ありません。年度末の開催と

なり極力、日程の調整をし出席したいと考えて

いますが、業務等都合で欠席することが多くな

る場合もあります。あらかじめごめんなさい。 

 

・今回欠席した人に、簡単な電話一本でもしてほ

しいです。（議事録送りますとかでも） 

 

・楽しんで参加します。 

 

 



 

 

・参加するまでは、どのような雰囲気になるか

少々不安だったのですが、とても楽しい会議だ

ったので、今後も楽しみになりました。 

 

・ワークショップというのは合理的な手法だと思

う。一方では結構多いのは、毛嫌いする人、不

信感を持つ人、考える暇がないという人など、

不平も多いんだよね。そのことも考慮して、進

行優先で本来転倒にならないように期待してい

ます。これから先も。 

 

・会議のメンバーを理解しようは、新しい親しみ

やすさを感じた。会の良い雰囲気づくりとなっ

た。話し合いも何年来の知人の話し合いみたい

で心が和んだ。 

 

・今後の進め方に夢が出てきました。楽しくあと

6 回。 

 

・楽しく参加できました。次回は夢物語をしたい

と思います。 


