」の概要
■第７回「きたかみ未来創造会議」
はじめに、まちづくり市民アンケートを
アンケートを補完する資料とし
て、市民意識調査でも優先順位が高
高かった施策の対象者等に
対するインタビュー調査の結果報告
報告が市の政策企画課から行
われました。この資料は、今後、まちづくりに
まちづくりに向けた具体的
な施策を検討する際の基礎資料として
として活用されます。

中間報告で、それぞれの班の発表
発表（
（文章が表現する意味等）
を聞いたあとは、より具体的な話し
し合いがもたれました。
その結果、それぞれのまちづくりに
それぞれのまちづくりに対する思いや考えが反
映された「まちづくりの理念」
「北上市
北上市の将来像」が作成され
ました。この意見は、みなさんの投票
投票で決められた優先順位
を示しながら、市に提案されます。
。
これまでの議論は、市の策定委員
策定委員、基本構想等審議会に報
告され、今後は、そこからの意見も
も踏まえ、未来創造会議と
しての最終提案を検討します。基本構想
基本構想の策定に係る未来創
造会議案の完成までもう少しです。
。
新年度も引き続き、ご参加をよろしくお
をよろしくお願いします。

※次回開催
○お問い合わせ

日（水）１８時３０分～
日時：４月２２日
場所：市民交流プラザ
プラザ
北上市政策企画課 ６４－２１１１ まで
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投票結果の確認

＜次回開催について ＞

一番よいと思うものを投票

から、それぞれが思い描くま
これまでに検討してきた経過から
ちづくりに向けたキーワードを選び
び、その思いをつなげ、北
上市の目指すべき将来像を考えました
えました。
キーワードを選び、それをつなげ
それをつなげ表現する作業、どちらも
難しい作業となり、かなり苦戦された
された様です。

最終プレゼンテーション

ったあと、いよいよ「北上
そして、前回のふりかえりを行ったあと
市の将来像」を検討するグループワークに
グループワークに入りました。
今回は、分野別ではなく、第１回
回、２回目で検討したグル
ープ班に戻り、これまでの議論をふりかえりながら
をふりかえりながら、北上市
の「まちづくりの理念」
（まちづくりの
まちづくりの方向性）と「北上市の
将来像」を検討しました。

理念と将来像の検討

７回きたかみ未来創造会議」
今年度の最終の会議となる「第７
が３月２４日（火）に開催されました
されました。
今回は、これまでの議論の集大成
集大成として「まちづくりの理
念」と「北上市の将来像」の検討を
を行いました。

○「まちづくりの理念」と「北上市の将来像」の提案
参加者全員での投票により、それぞれ上から順の優先度で、まちづくりの理念と北上市の
将来像を提案します。

１位

自らが創造し、活き活きと協働するまちづくり

ま ち づくりの理念

２位

みんなで育む ぴかぴかのふるさと

３位

私たちが夢に向かって笑顔で躍動できる街

３位

みんなで協働 育む笑顔

５ 位 私たちが、笑顔で協働して 希望豊かな

魅力あふれるまち

私たちは未来につなげる人づくりをめざす

１位

自然と先端技術が調和する心豊かな夢のあるまち

２位

自然と先端技術が融合し生きる力を育くむ
夢のあるまちきたかみ

３位

魅力ある自然と産業が躍動し、
笑顔あふれる夢の叶う町

３位

自然豊かな、文化を育む笑顔あふれるまち！！

５位

自然にあふれ市民誰もが安心し、
心豊かに暮らせる街きたかみ

６位

多様な技術と情報がいきかい
夢をかたちにできるきたかみ

北 上 市の将来像

６位
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１班

○各班の検討結果
まちづくりの理念 最終提案：

私たちが、笑顔で協働して
希望豊かな 魅力あふれるまち

ま ち づくりの理念

まちづくりの理念 中間報告：

希望豊かな魅力あふれるまち
個人での検討されたまちづくりの理念：
・笑顔と活気であふれる魅力あるまち
・希望豊かに魅力あふれる暮らし
・あふれる希望が叶う町
・あふれる滝のような魅力ある北上

選択されたキーワード：

「私たち」 「つなぐ」 「笑顔」 「あふれる」 「世代」
キーワード：
「市民」「誰もが」「活き活き」「育む」「つなぐ」「人づくり」「笑顔」「躍動」
「役割」「輝き」「つちかう」「集う」「伸びゆく」「生きる力」「しあわせ」

北上市の将来像 最終提案：

魅力ある自然と産業が躍動し、
笑顔あふれる夢の叶う町

北 上 市の将来像

北上市の将来像 中間報告：

価値ある自然と産業を活かす町
個人での検討された北上市の将来像：
・自然 ・産業 ・希望
・つながり ・夢 ・活気 ・息づく

選択されたキーワード：
「あふれる」「つなげる」「創造」「希望」「魅力」「人づくり」「活気」「暮らす」
キーワード：
「活気」「躍動」「生きる力」「笑顔」「つながり」「夢」「元気」「自然」
「豊かな」「息づく」「充実」「資源」「育成」「産業」
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２班

○各班の検討結果
まちづくりの理念 最終提案：

私たちが夢に向かって笑顔で躍動できる街
ま ち づくりの理念

まちづくりの理念 中間報告：

私たちが夢を持ち 笑顔で躍動する街
個人で検討されたまちづくりの理念：
・皆で参加して笑顔で活き活き、私の故郷北上
・みんなの夢と笑顔のあふれるまち
・夢があふれる、みんな躍動し活き活きしたまちきたかみ
・みんなが夢をもち躍動するまち
・市民が躍動した生きる力を育てる
・私たちが生きる力を笑顔あふれる培うまち
選択されたキーワード：
「みんな」 「夢」 「活き活き」 「笑顔」 「生きる力」 「あふれる」 「躍動」
キーワード：
「自ら」「市民」「私たち」「誰もが」「未来」「希望」「輝き」「北上らしい」
「集う」「やすらぐ」 「伝える」 「話し合える」「育む」「人材」「手をつなぐ」
「協働」

北上市の将来像 最終提案：

自然にあふれ市民誰もが安心し、
心豊かに暮らせる街きたかみ
北 上 市の将来像

北上市の将来像 中間報告：

自然にあふれ市民誰もが安心し、心豊かに暮らせる街きたかみ
個人での検討された北上市の将来像：
・活気 ある街 躍動する 北上
・誰もが心豊かに安心して暮らせる街
・誰もが心豊かに安心して暮らせるまち
・誰もが安心して心豊かな暮らしができる北上
・市民誰もが安心して躍動できるまち
・誰もが心豊かに安心して暮らせるまち北上
選択されたキーワード：

「人材」「誰もが」「暮らし」「安心」「安全」「躍動」「活気」「心豊か」 「交流」
キーワード：
「元気」「充実」「躍動」「豊かな」「ユニバーサル」「推進」「自然」「活かす」
「笑顔」「健康」「生きる力」「多様」「協働」「夢のある」「いきいき」
「技術」「産業」「工業」
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３班

○各班の検討結果
まちづくりの理念 最終提案：

みんなで育む ぴかぴかのふるさと
ま ち づくりの理念

まちづくりの理念 中間報告 ：

みんなで育む ぴかぴかのふるさと
個人での検討されたまちづくりの理念：
・みんなで育むぴかぴかのふるさと
・私たちは笑顔あふれる ふるさとを育む
・私達が笑顔あふれる ふるさとを育むまち

選択されたキーワード：

「私たち」 「笑顔」 「あふれる」 「ふるさと」 「育む」
キーワード：
「豊な」 「公共」 「みんな」 「協働」 「きれいな」 「主導する」 「未来」
「躍動」 「交流」 「生きる力」 「人づくり」

北上市の将来像 最終提案：

多様な技術と情報がいきかい
夢をかたちにできるきたかみ
北 上 市の将来像

北上市の将来像 中間報告 ：

多様な人々がつながり心豊かな 夢をかたちにできるきたかみ
個人での検討された北上市の将来像：
・多様な人々がつながり夢をかたちに出来るきたかみ
・だれもが安心し夢を語れる北上
・多様性な夢のある北上
・多様な力を夢でつなぐ
選択されたキーワード：
「生きる力」 「多様性」 「安心」 「にぎわい」 「夢のある」
キーワード：
「人材」「資源」「価値ある」「自然」「情報」「人が行きかう」「連携」「快適」
「交流」 「協働」「きれいな」「心豊か」「はたらく」「地域」「つながり」「技術」
「活用」
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○各班の検討結果

４班

まちづくりの理念 最終提案：

みんなで協働 育む笑顔
ま ち づくりの理念

まちづくりの理念 中間報告：

みんなで協働 育む笑顔
個人での検討されたまちづくりの理念：
・みんなの笑顔育む協働のまち
・みんなが笑顔で元気な協働
・みんなの笑顔で安らぐ協働のまち
・みんなでつくる判り合える協働の街

選択されたキーワード：

「協働」「みんな」「笑顔」「育む」「安らぐ」「創造」「私たち」
キーワード：
「つちかう」 「豊かな」 「安心」 「輝き」 「夢」 「活力」 「ふるさと」
「躍動」 「みんなが」 「教育」 「あふれる」 「地域」 「文化」 「生きる力」
「判り合える」 「市民」

北上市の将来像 最終提案：

自然と先端技術が融合し生きる力を育くむ
夢のあるまちきたかみ
北 上 市の将来像

北上市の将来像 中間報告：

みんなで生きる力を育てる自然豊かな文化のあるまち
個人での検討された北上市の将来像：
・誰れもが生きる力を育くみ豊かな夢をもてる北上市
・誰もが生きる力をもつ夢のあるまち
・夢のある豊な自然の中で誰もが生きる力あるまち
・豊かな自然に育くまれ誰もが躍動する北上らしい街
・ゆたかな自然の下で誰もが夢を語り合う
選択されたキーワード：

「夢のある」 「生きる力」 「誰もが」 「自然」 「豊かな」
キーワード：
「希望」「躍動」「夢のある」「地産地消」「共生」「安心」「自然」「支える」
「北上らしい」 「暮らし」 「美しい」 「生きる力」 「あふれている」 「快適」
「息づく」 「つながり」 「子育て」
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５班

○各班の検討結果
まちづくりの理念 最終提案：

私たちは未来につなげる人づくりをめざす

ま ち づくりの理念

まちづくりの理念 中間報告：

私たちは未来につなげる活き活きとした人づくりをめざす
個人での検討されたまちづくりの理念：
・私たちの笑顔をつなぐ活き活きとしたまち
・私たちが未来につなげる活き活きとした笑顔あふれる人づくりをするまち
・人と人がつながり、活き活きとした取組で人づくりがなされるまちづくり
・私たちが活き活きした人づくりをする笑顔のあるまち
・私たちは、活き活きと躍動する人づくりに取り組む北上を目ざす
選択されたキーワード：

「私たち」 「活き活き」 「人づくり」 「笑顔」 「つなぐ」
キーワード：
「私たち」「きたかみ」「自ら」「誰もが」「未来」「夢」「希望」「主導する」
「活き活き」「伸びゆく」「躍動」「協働」「参加」「つちかう」「しあわせ」
「人材」「人づくり」「育む」

北上市の将来像 最終提案：

自然と先端技術が調和する心豊かな夢のあるまち

北 上 市の将来像

北上市の将来像 中間報告：

自然と先端技術が調和し、心豊かな夢のあるまち
個人での検討された北上市の将来像：
・夢のある先端技術 自然とともに心豊かな人と人とのつながりを
・自然と先端技術が融合し、心ゆたかな夢のあるまち
・豊かな自然と調和した技術が心豊かな街づくりに貢献するきたかみ
・自然を育み先端技術の営みの中で夢のある心豊かな北上
選択されたキーワード：
「自然」 「先端技術」 「夢のある」 「心豊か」 「つながり」
キーワード：
「誰もが」「地域」「笑顔」「魅力」「いきいき」「豊かな」 「心豊か」
「地産地消」「技術」「独自な」「さくら色」「多様性」「にぎわい」「連携」
「つなげる」「つながり」「あじさい型（のような）」
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○各班の検討結果

６班

まちづくりの理念 最終提案：

自らが創造し、活き活きと協働するまちづくり

ま ち づくりの理念

まちづくりの理念 中間報告：

自らが創造し、協働するまちづくり
個人での検討されたまちづくりの理念：
・みんなの協働で誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまち
・北上らしさを育み、誰もが住みたくなるまちづくり
・たくましい創造と協働による住みたいまちづくり
・皆の協働で創造豊かな住み良い活き活きしたまちづくり
・誰もがいきいきとまちを創造する協働のまち・
選択されたキーワード：

「住みよいまち」 「創造」 「協働」 「北上らしい」 「活き活き」
キーワード：
「人づくり」「役割」「創造」「北上らしい」「住みたい」「協働」「交流」「つなぐ」
「安らぐ」「希望」「生き生き」「生きる力」「活力」「自ら」「誰もが」

北上市の将来像 最終提案：

自然豊かな、文化を育む笑顔あふれるまち！！

北 上 市の将来像

北上市の将来像 中間報告：

自然豊かな、文化を育む笑顔あふれるまち！！
個人での検討された北上市の将来像：
・誰もがいきいきと輝き、北上らしい多様な文化を育み、豊かな自然に抱かれた
笑顔あふれるまち
・自然や文化を北上らしく育み、誰もが笑顔あふれるまち
・自然に恵まれ、香り高い文化にあふれ、笑顔絶やさない北上
・自然と文化と笑顔があふれるまち
選択されたキーワード：

「自然」 「文化」 「北上らしい」 「あふれている」 「笑顔」
キーワード：
「交流」「共生」「コンパクトシティ」「価値ある」「資源」「自然」「にぎわい」
「北上らしい」「つながり」「心豊か」「連携」「夢のある」「生きる力」「命」
「充実」「すこやか」
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＜ふりかえりカードから＞
○大変むずかしいワークだった。理念として市
民一人一人が主人公であることをイメージし
たがアピール出来ただろうか？

○各班が同じ傾向にはおどろきました。
○将来像、理念ともうまくまとまり、良い内容
だった。

○前半目標にしていた皆勤できた事がうれしい。
色々なメンバーを知ることができ、非常に参考

○まだまだ長いですね。

になった。今回指導を受けた事を地域（岩崎）
の計画策定に生かしたい。

○北上を愛し、北上を益々発展させようとする
意欲あふれる創造会議であった。ありがとうご

○みんなで夢を考えあい目標をつくりあげる作

ざいます。

業は楽しいですよね。市役所の中の会議もこの
学びの中で、このような開かれた会議になって

○皆さん大変お疲れ様でした。想いが大分共有

いけたら素晴らしい北上市になることうけあ

されてきたと思います。これからもよろしくお

いですね。

願いします。

○皆さんのキャッチフレーズに素晴らしいもの

○まちづくりの理念のキャッチフレーズは大変

があり、感心しました。４月からが楽しみです。

でした。将来像に向けた取り組みとして考え方
となり大変苦労しました。

○今日は発表等もさせてもらって自分も参加し
ているという実感が強かったです。次回もどん

○楽しい創造会議でした。ぜひ最後まで検討内

どん思うところを話せればと思います。

容が生かされる事を望みます。

○キーワードの組み合わせに苦労したが、なか

○思う言葉が出てこなくて大変でした。

なか良い文章となった。
○未来創造会議で議論してきた内容が外部から

○投票するという過程は意外性が皆に見えてい

どのような評価を得るか楽しみ。

た。忙しいけどね。

○やりたいこと、しなければならないこと沢山

○話し合ったことが形になり、充実した気持ち

あって忙しかったですが、これからも頑張って

で終えることができてよかった。

参加するつもりです。よろしくお願いします。
○１０年後の北上を見据えて、キーワードをつ
○理念や将来像を考えるにあたって、キーワー

くりました。夢をいかすまちにしたいと思いま

ドが示されていたので考えやすかった。班の考

す。

えもまとまり、作業が早く終えることができた。
○今頃になって自分の思いが皆と協働という形
なったようで、班員、ファシリテータに感謝し
ている。
○時間が足りない。こんなんでいいのかな～。
８月下旬からの目標と役割の説明がわからな
かった。
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