「自治区制度に関するアンケート」問 19 自由意見

問 19．その他、自治区制度に関するお考えがあれば記入してください。
■回答状況
自

治

区

回

答

者

回答率

浜田自治区

359

件

（有効回収 1,778

件）

20.2%

金城自治区

52

件

（有効回収

223

件）

23.3%

旭自治区

42

件

（有効回収

192

件）

21.9%

弥栄自治区

19

件

（有効回収

77

件）

24.7%

三隅自治区

62

件

（有効回収

367

件）

16.9%

合

534

計

件

（有効回収 2,637

件）

20.3%

■自治区制度に関する考え（全ての意見）
（1）浜田自治区
1
2
3
4

（回答者 359 件／有効回収 1,778 件）

市の中心部ばかりが住みやすい町ではいけないと思う。高齢者、弱者に優しい町
であるためにも、自治区制度は必要。特に交通の便、福祉、医療はたとえ一人の
市民であっても利用しやすい状況をつくるべきだと思う。
人口減少で少し不安を感じる。こうした状況の中、自治区制度はぜひ存続してほ
しい。
この度、自治区制度を初めて知った。とてもいい事だと思う。
山間部の衰退を防止するには自治区制度を存続すべきと思う。山間部の衰退は海
岸部の衰退をもたらすものと考える。

5

各自治区で地域の事情が異なるので、自治区制度は必要だと思うし、浜田市全体
で考えた時、自治区事業を個別に行うのではなく、整理統合が出来る事業は大幅
に見直しを行い、予算配分もメリハリのある配分をしてほしい。

6

住民は以前の合併前の行政単位で「わが町」として住みよいまちづくりに努めて
いる。住民の「わが町」へのこだわりを考慮すると、今後も各地域の特性を活か
したきめ細かい行政を推進するために自治区は継続した方が良いと思う。

7

8
9
10
11

自治区制度の要否を財政悪化予想の中で捉えるなら、むしろ支出内容全体に踏み
込むべきではないか。「自治区制度」という概念は存続すべき。ただ「市町村合
併時の名残」ではなく、地域の伝統を踏襲しつつ「先人や年寄の智恵」「若年の
戦略的かつ感覚」が心の誇りと豊かさにつながる、その為の一制度となればと思
う。
地域活動の向上や改善において大変な御役だが、制度を全く無くすという事は困
る事も大いに予想されるので、縮小なり何なりであっても形として在る方が良い
様に思う。
自治区事業を継続してほしい。
私は、自治区制度を存続しないと、各自治区が過疎になると思う。
自治区制度は高齢者に大変便利だと思う。我家に住んでいる時は近所の方々に大
変良くしていただいたが、高齢になると十分な回答も出来ず残念。
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12
13

14

15

16

合併すれば末端の者は中央に遠くなるから大変と聞いていたが、自治区制度が活
用されていれば良いのではないかと思う。
自治区制度の経費はかなりかかると思うが、一旦郡部の衰退は避けられたと思
う。また市役所の「たらいまわし」や「責任のがれ」も避けられる。旧郡部にと
っては必要だと思う。
自治区制度は、検討を重ねて続けていくべき。ただ、責任の所在が明らかではな
いので、計画と実績をもっと公開すべきだと思う。また、他自治区の成功事例は
もっと共有していく必要があると思う。参考になることはたくさんあると思う。
市役所のサービス窓口の時間は何とかならないか。会社を休まないと窓口に行く
ことができないので、夜間サービス、休日サービスを希望する。
高齢が進む中、これから自治区制度に頼る事が多くなると思う。どうか安心して
毎日が過ごされ、また生活していけるよう、お願いしたい。
この制度は各地区民の声が届くための物と考える。各地区の事業を見ると特色の
ある物をして頂いたと思った。これからは、予算不足で大変になる。この部分が
課題だが、子育て家庭では、地区の手助けが大変必要と思うので、縮小しながら
でも、まちづくりをお願いしたいと思う。

17

自治区制度は旧市町村の不安を安心にする制度であり、これまで以上に向上させ
てほしいと思う。今、マイナスになっている事をプラスにしてほしい。

18

地域の特性や伝統の継承と地域のコミュニティを推進し、過疎化の防止に自治区
制度は存続すべきと思う。

19

住民票は殿町にあるが、旭町に本宅、田畑があり管理している。地方独特の環境
は、生活体験を持つものにしか分からないと思う。地方は人口が少なく、管理す
べき面積が広大であるからこそ、独自の対応が可能な余地のある制度が必要であ
る。画一化すれば、地方から浜田は衰退の速度が早まると思う。

20

21

22

23

自治区制度は、なくてはならないものでしょうが、この制度がある事を初めて知
った。
旧町村の住民にとっては、自治区制度は必要と考えられる。しかし、財政状況を
考えると運用の仕方が大切になる。例えば、町村時代に作った不採算施設の存続
のために予算が無駄遣いされるということは、チェックの上避けなければならな
い。ふるさと体験村やウエスタンライデイングなど雇用も生まず、集客力もなく、
定住対策にもならないものが自治区の裁量で存続するようなことはあってはな
らない。仮に存続させるのであればチェック機関を設け、市民に役立つものへと
発想を変えるべき。
財政状況の悪化が見込まれる中なので自治区制度は残しつつ、自治区長（副市長
級）役職は廃止し、それに変わる役職に移す総合支所方式を改めて（諸経費削減
のため）自治区制度を維持してほしい。
自治区制度は一定の成果をあげて来ていると思う。旧浜田市には色々と合併の歴
史があり、今回の自治区の個性を強調していては混乱を生む事になるので、この
際見直しも考えるべき。

24

現行の自治区制度では全市一体感がまるで無い。制度の良い所は維持向上を図り
（個性的でまとまりがある部分）、無駄遣いを徹底排除し、全市一体感を持って
行財政運営をすべき。それから、消防の出初め式、成人式などの行事も各自治区
で質素に行い、全市である程度盛大に実行されたらと考える。

25

今後人口減少や厳しい財政状況のため現行の自治区制度は見直しが必要と思う。

26

市の行政だけから見て事業をするよりも、自治区制度が出来ていれば、それぞれ
の自治区の特徴により農業産業等が幅広く、知恵と利益が行き届くと思うので、
自治区制度を見直し、より良い方向で進んで欲しいと希望する。
- 2 -

27

名目的な制度上の所長に権限をもたすべき。

28

各自治区の活動など広報に載っていて分かりやすい。今後も続けてほしい。ただ、
現状のままで良いのか再検討する時期ではないかと思う。高齢者が多く独居の方
も多く高齢者が住みやすい、やさしい環境も必要だと思う。

29

30
31
32
33

自治区制度の予算がどういうものに使われているのかよく分からない。町内会の
行事(交通費、弁当代）などならば見直すべきだと思う。もっと広島や松江、九
州、海外などから人を呼び寄せるような道路や港を生かした人が来たい浜田市を
まず作るべきだと思う。
自治区制度は合併に伴う経過措置であり、廃止及び大幅に見直し、浜田全体の発
展を考えたビジョンを掲げ、経済的な活性化、人口増につながる施策を。全ては
トップのリーダーシップにある。変えよ！
地域が活性化して発展できるような自治区制度に取り組んでいく事が大事。人口
減少に伴い見直しは必要と思う。
10 年に一度くらいは再度見直しが必要だと思う。
各自治区の特色ある事業がなされていない様に思う。将来を見据えたまちづく
り、どれも中途半端な建物だと思う。見直しはエリアが広いため、一部見直しが
必要か、全部廃止の方向で検討していただきたい。
（ 財政面からも見直しが必要。）

40

浜田那賀方式自治区制度は、合併に伴う様々な諸課題を調整しクリアするための
合意された制度であると理解している。制度に対する論理は、長所・短所それぞ
れあるが、合併後 10 年を区切りに将来のあり方等総合的に検討し、制度のあり
方を再検証することが必要だと思う。
予算内容を見直し有意義な利用方法を考える時期が来ているのではないか。町内
が困っている面に少しでも利用させる面があってもよい。行事にだけ使って終わ
るのは経費節約して幅広く使うときではないか。
各自治区で独自の事業が出来て良い面もあるが、この基金がいつまで継続できる
のか。枯渇する場合はどうするのか。それによって、自治区制度を今一度、考慮
すべきだと思う。
自治区の権限事項と実施状況は妥当かよく検討の必要がある。
事業内容を改善した方が良いと思う。合併により浜田市の人口が増えたことは心
強い。
自治区の重要施策や振興策について話し合う地域協議会は必要だと思うが、市の
財政状況を見ると全市で事業を行う必要もある。人口規模から考えると、副市長
5 人は過剰ではないか。
現行「自治区制度」は根本的に見直すべきだと思う。

41

現行の自治区制度は色々な面で無駄が多い。大幅に見直していただきたい。

34

35

36
37
38
39

42

43
44
45
46
47

自治区長の現行の給与は分からないが、自治区長は名誉職として無報酬で仕事を
する。
人口減少、厳しい財政状況が益々大変になる。その中で副市長級の区長存続は財
政に大きく負担が生じる。区制度は現状及び将来的にもあっても良いと考える
が、支所でも良いのではと考える。又は更に広域行政が必要と思う。（孫の代ま
で考えると現状では不安）
人件費削減のため自治区長を支所長が兼務されてはいかがか。
自治区制度は合併後も旧市町村が継続しているように感じる。自治区長の副市長
級、浜田市の財政上見直しが必要と思う。
何事も見直しは必要だと思う。予算にしろ、制度にしろ PLAN→DO→CHECK→
ASSESSMENT
自治区制度自体が浸透していないように感じる。浜田市全体が衰退しているのは
明らかであり、市全体の活性化に向けた取組みを検討すべき。
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48

49

50

51

52
53

54

55

56

直接関係がなく分かりにくいが見直す必要があるのでは？
いつまでも合併前の町や村という狭い地域の中だけのことを考えていくのでは
なく、浜田市として一つになるように働きかけていくべきだと思う。各地区の特
徴を生かすことも必要だが、もう一度施策等を見直し、どの地域も平等であると
感じるようにしてほしい。自治区長と支所長両方の必要性はないと思う。（その
人件費で何人の職員が増員できる）
合併後しばらくはこの制度が必要だったかもしれないが、8 年も経過すれば見直
しをすべきと考える。「いいこと」だからとすべてを採用、実施できるわけでは
ないことは当然。「小さな政府」を希望する。
これまで自治区予算を投入して行った事業の効果（財政面や人口の面など）をも
とに、見直しを行うべきだと思う。効果もあり、必要なものへの投資ならば良い
が、何のためにあるのか分からないというのは、無駄だと思う。
自治区制度を詳しく分からないが、財政悪化になるのであれば廃止をした方が良
いと思う。（または縮小で…）
自治区長の権力が強すぎて、なかなか新しい意見が反映されないと以前ある公民
館で聞いたことがある。詳しい事業は分からないが、もし自治区制度が残るので
あれば、その区長にふさわしい人選がとても大切だと思う。
浜田市内に居住する市民には、自治区制度について良く分からない点が多い。合
併したのだから、一拠点集中にした方が効率が良いのは当たり前だが、自治区内
の市民の生活はそうなるのか。高齢化が進めば、より高いケア活動も必要なので
は？何が必要で何が集中できるのか、人材の配置、雇用も含めた改革をお願いす
る。
今の自治区に若い世代、女性の意見が反映されてない！住民の意見を反映するシ
ステムが必要。浜田那賀方式という型は 7 年経て不必要。そもそも補助金目当て
の合併は、本当の住民の意見ではない。予算の配分、委員の定数は機械的、他に
準議員のような地域協議会 75 名は必要か。制度とするなら各世代、女性の比率
を高め片寄った推薦にならないように。地域住民が自らの意見を提案できるシス
テムを財政に片寄らず！原資にこだわらず。
行政をスマートにするために合併したのに、それぞれに自治区長や地域協議会を
置いたら同じこと。合併後も仕事を減らさないために作ったようにしか思えな
い。それぞれに委員 15 名などいらない。ムダ。その人たちの給料分を他に生か
してほしい。

57

自治区制度は本来不要な支出がある。いずれにしても、地方分権の流れは戻らな
いので、市職員の業務は増丈するものと考えられる。職員の削減は、無理にしな
い方が良い。能力の向上に努めないと、分権の流れに対応困難と思われる。

58

自治区長が 5 人もいて仕事は支所長がして、大した事もしていないのに副市長並
みの待遇を受けているという話を聞いたが本当か？我々市民は多額の固定資産
税等を支払いあえいでいるのに、そのあたりから改革をしてもらわないと市民は
やりきれない。

59

各自治区長はいらない。人件費の無駄遣いだ。

60

61

62

各自治区に予算枠を設ければ、無駄な予算の使い方が出てくる。何故なら予算枠
を維持しようとして効果の少ないハード事業に予算を使い予算消化しようとし
てしまう。
自治区を設置することによって、税金が使われる。自治区長等は特に多くの給与
が支払われている。人件費等に多くの税金が使われ、財政の厳しい折、検討すべ
きである。その費用で山奥の雪かきなど、もしくは、お年寄りの足であるバスを
増やすなど考えた方が良い。
廃庁舎にして連絡員を 2～3 名置くだけでよいと思う。利用者（市民）のニーズ
があれば置けばよいと思う。（しかし、利用人数による）
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63

自治区長がいなくてもやっていけるようにするのが良い。税金の無駄遣い。デト
ロイト市をみてみなさい。

64

これからずっと同制度を持続することは人的に困難と考えられ、人材育成に力を
入れる。又は 10 年後を目標に制度解消に向けた取り組みが必要と思う。

65

市の財政が困窮している中、制度をあれこれ作ることは考えものである。一本化
は困難なのか。Ｈ28 年度以降は合併して 10 年経つので自治区事業の役割である
政治的レベルの調整を図るのはある程度できているのではないか。

66

合併の最大効果であるべき人件費の削減が、副市長級の自治区長を設けることで
阻害されている。政令指定都市である広島市でも副市長は 2 名であるのに、浜田
市に副市長級 5 名は不要で理解しかねる。職員数が減少する中、各支所への過剰
な職員配置は甚だ疑問である。旧町村に迎合しすぎである。

67

支所として存続し、課長級をおくのが良いと思う。区長はいらない。

68

もっとシンプルに分かりやすくすべき。

69

自治区制度自体が市民に浸透していない。各自治区での政策じゃなく、全体で考
えお金を使ってもっと若い世代の意見もとりあげてはどうかと思う。

70

71

72

73
74

75
76

77

78

各自治区に予算が渡されているが、正しく活用しているか否か注意が必要。委員
とは名ばかりで、例えば民生委員は何をしているのか他町村の如き活動した様子
なし。年１回の訪問で各家庭の様子は何が分かるのだろうか。昔の民生は親身に
なり、困っている人はいないか、よく訪ねる様子だったし、又、色々と世話の実
績もあった。今は何かした予算を何とか使おうと、役にも立たない品を配る、そ
んなことだけでよいものだろうか。
合併前より市役所の対応が忙しそうで不親切。制度として行政が行う政策より、
住民団体などの意見を取り入れた方が良い。
旧那賀郡は独自の事業や住民の状況に合わせた対応が多々あるが、旧浜田市で
は、昔と変わらない。むしろ、行政は市民の意見を聞いたり活動する市民を育て
たりということがなく、一方的に行政主導をしているように感じる。住民の声を
聞いたり、対応したりする機関が必要。
医療、福祉は各自治体できめ細やかなサービスを継続すべき。振興策は大胆な事
業を市で一括して行い、収益を分配する方が効率的かと思う。
事業の拡大も良いが、共働きで市役所平日利用が困難な夫婦や企業の都合で土日
しか休みがとれない人もいる。市の窓口として、市民に自治区制度を身近に感じ
させるのもありなのではないか？
特色ある自治区をつくってほしい。人口減少と I・U ターン、農地、林地など含
めた行政の担当職員の増員など、そもそも人がいないところなので、ソフト面の
人材が必要ではないか？
1.浜田以外支所として再構成。2.地域協議会の充実を図る。3.自治区の人件費の
軽減。
特に浜田自治区においては、周辺地区にもっと目を向けて欲しい。児童クラブ１
つにとっても旧町村の方が数倍も充実している。もっともっと現状を知って欲し
い。そろそろ自治区制度は見直してもいいのではないか。もっと平等にお願いし
たい！
自治区制度を存続するのに、人件費などで財政が厳しいようだが、存続するにせ
よ、見直すにせよ、住民の立場に立ってこれからももっと住みよい町にしていた
だけるようなまちづくりを第一に考え、行ってほしいと思う。無駄なことに財政
予算を使うことがないようにしていただき、浜田を明るい未来につない でほし
い。
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79

浜田市の財政状況（収支見込）では、平成 28 年度以降の財政悪化が見込まれて
いるなら、早い段階での地域振興基金等の収入を考えて、対処する事が必要だと
思う。特に三隅自治区は中国電力等からの補助金もある事と考えられる。

80

必ず自治区に予算をおとすのではなく、適材適所に予算を使ってほしい。

81

浜田市全体の予算の中でそれぞれの自治区が張り合って予算の取り合いをして
いる様子。古い考え方はやめて、今後の浜田市を見て不要な経費（赤字会社に役
員（役人）ばかり増やしてどうするの？）を削減することを求める。

82

83
84
85
86

87

88

89

90

91

92

93
94

知らないことが多く申し訳ない。住みよい町へと勉強させていただきたい。制度
を読ませていただき、市債は高額があまりに多いのに驚いた。収入より多くもっ
と助成金のあり方を考えてほしい。自治区の１年間の活動報告を公開してみたら
いかがか。自治区予算制度についても１年間の活動が不明なため分からなかっ
た。
厳しい財政状況を予想しているならば自治区予算は廃止し、全市最適案にて使う
ことを望む。職員のレベルが低い。
H28 年度より財政が悪化するとの事で、自治区の予算も少なくなると思われる。
人口が減少しない為にも、住みやすい浜田を作る為に福祉に力を入れ、人にやさ
しい自治区作りに予算を使ってほしいと思う。
自治区予算については、限られた予算であり、地域振興の長期計画の達成を目指
すのが良いと思う。
このまま自治区として分けて考え、予算組みをしていく必要性があるのか、市全
体で必要なものに予算を使い、どの地域に住んでいても同様のサービス等受けら
れるようにした方が良いと思う。
少ない財源を、集中させるのか分散させるのか。浜田市の財源は、その選択をせ
まられるところまできていると思う。私達家族は老後を浜田以外で暮らすそうと
考えている。現状のまま悪くなっていく今の浜田市では不安。
余り良く分からない私が書く事は失礼とは思うが、財政が厳しいと言いながら、
市として削減しなければ行けない所がまだまだ沢山あるように思える。市議会議
員、市職員の人数他。
「浜田市那賀方式自治区制度」の資料を見て活動の内容が少しだけ分かった。こ
れからも財政を本当に必要な活動に使ってほしいと思う。国の借金は沢山あると
思うが、浜田市に借金はないのか。
浜田市に限らず、県や国も財政状況は良くない。将来につけを回すのではなく、
収入に見合った支出を当然目指すべき。八方に良い顔をするのではなく、役割を
終えたものや利用者が減ったものの合理化は必要。市長や市役所は、財政の状況
を市民にしっかり説明し、考えを持って市民を引っ張っていくべき。
平成 30 年以降の財政状況は厳しい。互いに痛みを分かち合い、協力していく必
要がある。各自治区にいる職員は多すぎる。本庁に機能、人員を集中すべき。支
所は廃止の方向で検討すべき。
ハード事業とソフト事業のバランスの見直しが必要だと思う。近い将来財政が厳
しくなるのであるならば自治区に利益をもたらす費用対効果の高いものから事
業費を使っていくべき。何が自治区の個性・目標とする姿なのかをしっかりと見
定めることが大切だと思う。
優先順位に疑問を感じる事業が多いと思われる。昨今の風潮もあり、防災面に力
を注ぎ、優先度の低い事業の予算を削るべきだと思う。
各自治区に必要不可欠な事業が遂行できることを優先させ全自治区で総合的に
考慮の上予算配分が行われると良いのでは！（今後の財政事情による）
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合併した以上、予算は均等に配分すべき。三隅のように火電の良い所をと言うの
はどうかと思う。
少子化に伴う、小学校の合併や高齢化が進み、浜田自治区以外の自治区（旭以外）
の人口が減少している。浜田自治区の人口が減っていることにも驚いたが、今後
自治区予算の見直しをされる場合、市民の負担も大きくなるのではないかと不安
96
に思う。まずは無駄な支出がないかどうかの確認と、”浜田”を”くまもん”み
たいにアピールして大自然に恵まれている浜田のよさが活かされ、活性化につな
げたらいいと思う。
地域協議会の全体会議等で公平な予算が組まれるようにしてもらいたい。仕分け
97
も必要ではないか。
地域協議会の委員数が枠一杯の状態であるが市民一人当たりの割合に差が生じ
98
ているのでは？
委員数がはたして各 15 名必要か？メンバーがいつも同じ人では事業に変更がな
いのでは？「市部中心の施策になり旧町村の…」は理解できる。私が 60 才にな
99
る頃は財政が厳しくなり、不安な老後になりそう。職員の給与も検討されたが良
いのでは。企業は赤字だと倒産する。
今まで各自治区それぞれに事業をされているが、作ったあとの手入れがされてい
ない様に思う。各自治区の予算もきちんとされていても起こした事業計画が地元
の人の手で続けて行かれる様に願う。まちづくり委員会で各町内にお金が支払わ
100
れているが、最近の浜田市の街中は草がぼうぼう、他県からきた人達の目にどの
様にうつっているか心配。お金を配分される分、きれいにしてくださいと言えな
いのか？
当町内に於いて活動がないのでわからない。話し合いのできる自治区の指導を要
101
する。
自治区ごと、あるいは合わせて、特色ある事業にするべし。各自治区が同じ事を
102 競い合ってもしかたない。自然を生かした福祉の村や、特色ある産業の育成をす
るべし。
95

委員になられて自治区のために頑張って頂き色々大変な面もあると思うが、地域
振興基金の活用で事業が進んだという事はありがたいのであるべきだと思うが、
103 財政状況が厳しいのなら、太陽光などソーラーを取り付けて電気をまかなうと
か、少しずつ収入を増やすなどしてみてはどうだろうか？難しい問題があると思
うが、自治区の為なら考えてみるのも良いかも。
104
105
106

107

108
109

年代別に人選して自治区事業企画案作成し、地区内にてあらゆる角度より検討し
無駄な予算（使いきり予算）を消化してはならない。税金は大切に使用、余った
予算は翌年度へ。
自治区によって助成金制度等に格差がある。三隅には充実した制度があり、他の
自治区との不公平感を感じる。
ある自治区では、こんな所までアスファルトやコンクリート舗装工事が行われて
いる状況を見ると、基金を使い切ろうとしているとしか思えない。何らかの対策
が必要ではないだろうか。
各自治区が個性を活かして魅力あるまちづくりをすることも大切だが、浜田市全
体としての方向性を描いて魅力ある 5 自治区の集合体となり、他地域・他都道府
県にアピールできる強みを持たなければ衰退の一途をたどると思う。ハードを整
備しても人が居なくなれば意味がない。
１人１人に温かい気持ちがあれば良いと思う。あいさつが全くなく、心がない人
が多い。税金を大切にしてほしい。平成 28 年度以降の地域協議会も税金の無駄
になるなら必要性はない。
市とのパイプ役としてあった方が良いと思うが各家庭、個人が自治区（？）との
つながりは形式的なようにも思える。
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110
111

112

113

114

115
116
117
118
119
120
121

122
123
124

125

126
127
128

今まで自治区制度の運営そのものがなかなか理解できていないと思う。もっと
再々検討の上で浜田市の途上を願う。
合併から 10 年が近くなってきた。旧町村への配慮は当然だと思う。制度がある
から行うのであるではなく、浜田市全体を見てバランスよく色々な角度から将来
を見据えた公平・適正な、行政サービスを行ってもらいたい。
自治区制度で個性あるまちづくりはできていると思うが、浜田市としてのまとま
りにかけてきていると思う。他市と比べて大きなイベントをした際など盛り上が
りにかけたり、観光など、他県のお客様にお金を落として帰ってもらうことにつ
いても連携をうまくしないと浜田市がこれからますます財政面でも厳しくなる
と思う。
各自治区で自立できることを目指し、浜田市として協力しながら発展していくこ
とが必要だと思う。それぞれの自治区が切り捨てられるのでは、豊かな資源が失
われることになるので、それぞれの特色が活かせられる形への制度ができるよう
に望む。
知識のない者が考えを述べるのもどうかと思うが、自治区制度を代行して行う部
署があるなら移行するのがいいが、財政難になる。これから（人件費だけでもす
ごいと思うが）必要なのではと思う。
効率的な広域行政の推進が求められている時に自治区は全くナンセンス。地域協
議会なる実体も不明でそれこそ屋上屋を架すことになり、これを予算の無駄遣い
と言わず何と言う。
自治区をいつまでも設置しているのは合併の意味がない。役人の行き場を作って
いるだけのように思う。経費の無駄遣い。
二重行政になる。
自治区制度は廃止すべきだと思う。民間に移行できることは移行し市職員を減ら
し経費削減すべき。
二重、三重の自治区制度はムダ。廃止。
人件費のむだ。財政難に税金を払っている。
自治区制度が効率的に機能しているとは思わない。人件費削減にもなり、財政状
況の改善にもなるので、自治区制度自体を廃止すべきだと思う。
浜田自治区に住んでいるので自治区制度があまり分からない。が、自治区制度は
廃止して浜田市が合併したのだから、どの自治区に住んでいても同じサービスが
受けられる様にした方がいいと思う。市長がいるのだから自治区長とかはいらな
いと思う。長は市で一人でいいのでは？
自治区制度そのものがナンセンス。自治区制度と人口減少とは関係ない。
自治区制度を廃止すべきである。自治区制度で市民の意見の吸い上げをしていい
こともあるが、他の方法もあるのでは！5 つの自治区があるので多数決をした場
合、浜田自治区の意見が通らないこともあるのでは？！
人口 6 万人弱の市で、自治区制度はまったく必要ないと思う。全県でも例がない
と思われる。市議会選挙は全市で実施されている。それよりはお互い地域拡張で
なく、全市民が協力（助け合い）する精神であれば、十分行政も遂行できると思
う。
今から、財政的にどんどん厳しくなっていくと思うので、削減すべきところは、
しっかりやってほしい。自治区制度は廃止すべき。
自治区制度がある限りいつまでたっても一体感が醸成されず、また、ムダな経費
が支出され続ける。三隅自治区の図書館などは際たるものである。
必要ない制度である。身分が副市長級とは大いに疑問である。報酬が必要ないも
のである。地域協議会員も必要ない。こんなアンケート出す必要もない。経費は
いくら？
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129

130
131

132

133

他の市で行っている本庁・支庁方式（自治区制度のないもの）と比べて、自治区
制度を導入しているメリットが感じられない。自治区事業をみると、特に自治区
がなくても実施できるような事業が多いと感じる。自治区方式でなくても住民の
意見を反映できる仕組みは作れるはず。
自治区制度を廃止した方が、一括管理できるので効率が上がると思うし、経済的
である。
既に自治区制度の役割は終えていると考える。合併制度の暫定的な時期にのみ許
されるものである。さもないと浜田地区の一部地域に不平等が生じる。また、市
の一体感を欠くものとなる。
合併後、相当年数が経過し、住民感情も落ち着いたのではないか。自治区制度を
とらずとも各地域の特色に応じた事業展開は可能ではないか。税収減が予想され
る中、自治区長等のポストは早急に削減し、人件費を直接事業に充てるべきでは
ないか。制度継続ありきでの議論はしてほしくない。
6 万弱の自治体には不適な制度である。他の自治体でもやめてるとこがあるんだ
からやめればいい。税金が公平に使われていない。やめても大して変わらない。
議員も減らせ。

広島市のレベルならともかく、浜田の旧那賀郡程度では不要。合併時の政治ゲー
ムでなってしまい、住民は望んでいなかった。旧郡部が、俺がマチ・ムラの縄張
134 り意識の強さにはあきれる。議員も減らして、町内から意見を出し、吸い上げる
システム力、行政が住民を育てんではだめ。結局、今行政の声を聞くのは、暇な
ジジイ、ババアのみで仕事に忙しい若者のことには目も貸してない。
人口減少に歯止めがきかないなら今後自治区制度を存続する必要はない。税金の
無駄遣いである。火葬場など、統廃合するなら自治区もしっかり。
136 財政状況を考えると、むだが多すぎるので廃止すべきだと思う。
いつまでも自治区制度にこだわる必要があるのか。もっと将来を見据えた考え方
137
を出来ないのか。
135

138 合併の為に作られたもの、現在は必要なし。又、人件費も多く市として必要なし。
139 自治区制度は必要ない！
140 浜田市は予算も厳しくなるので一体として考える時期に来ていると思う。
141 自治区制度は廃止し、一体的な『市』として発展してほしい。
浜田市としての一体感がない。財政効果も全く上がっていない。直ちに廃止すべ
142
き。
143 非効率であり、費用の無駄である。早期廃止を求める。
144

表向きは浜田市でも自治区制度がある限り、旧のままとあまり変わらないと思
う。住む人も金城は金城、三隅は三隅という考えになっていると思う。

合併し、新浜田市となったのだから「自治区」とかそういったものは廃止した方
が良いと思う。無駄な予算が使われている気がする。
金城・旭・弥栄・三隅自治区は、市全体のことは一切考えず自分の自治区のこと
146 しか見ていない。結局、浜田自治区民が一番損をしている。市全体の統一、発展
を考えていくなら、現行の自治区制度は廃止すべき。
147 自治区制度、絶対廃止すべき。
148 自治区制度は絶対廃止にすべき。お金の無駄遣いである。
145

149

人口減少が加速している中、自治区で無駄な事業が多いのではないか。人口密度
の高い所で人口減少を食い止める事業をすべき。自治区は早期に廃止。

150 今後の浜田財政を考えると自治区制度は廃止すべきと思う。
151 自治区制度を廃止して、必要ない事業に事業費を使わないでほしい。
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152
153
154

155

156
157
158
159

160
161
162

過渡的な措置であり、早く解消すべきである。その為には議員定数の見直しと地
区民への啓発が不可欠と思う。職員の姿勢も問われる。
自治区制度が地域にあまり生かされているとは思わない。
人口 6 万人を切る状況の中で、各自治区とかにこだわるのはどうかと思う。浜田
市として一体化になる時期ではないか。浜田自治区に居住しているのでその気持
ちが強いのかもしれないが。
そもそも合併とは何のために実施されたのか。会社組織であれば管理縮減による
経費節減のために行われるのに、浜田市の自治区制度は多分に政治的な配慮のた
めに本来の目的とは異質ななれあい制度を作っただけ。自治区長がいることも合
併の目的に反しているし、地域協議会は意味がない。自治区制度を発案した人物
の行政能力のレベルを疑わざるを得ない。自治区事業も個性とは思わない。エゴ
だ。早々に退陣してほしいし、それをアドバイスした人がいるとすればその人物
の行政能力は０としか言いようがない。早急に自治区制度を実施した経緯を公表
して。
合併により合理化されるはずが、合理化されていない。
自治区制度そのものに理解できない。合併の意味が分からない。昭和４４年に合
併した国府地区にも置くべきと思う(効果がよければ…）。合併とは何か今一度
考える必要がある。
合併後いつまで自治区が必要なのかと逆に伺いたい。合併の意味は、どこにある
のか。
自治区制度を存続するという市は合併した意味がない。人口は減少するのに予算
をとるのにも大変。地区には議員もおられる。
地域性は大事だと思うが、いつまでも自治区をいう枠組みがあると何の為の合併
か分からない。浜田市全体を捉えた効率的なまちづくり、行政改革をしていかな
ければ住民の意識を変えることもできない。官民一体となって、市の将来を本気
で考えなければ衰退する一方だと危惧する。
財政状況が厳しいようなら廃止しても必要ないと思う。
自治区制度のため、旧町村時代の既得権にこだわり、一つの市になるのに時間が
かかるのでは。

合併時、旧浜田市会議員は何を考えていたのか。議員としての仕事をしていない。
議員定数を半分にしても良いと思う。あれでは、吸収合併とはいえないし、旧浜
163
田市が旧那賀郡に吸収合併した様な事である。即廃止すべき。自治区長も不必要。
何のための合併か、経費の無駄遣い。すぐ廃止すべき。
164 自治区制度のメリットがよく分からない。
自治区制度があることを知らなかった。色々と事業を活用しているが、一般市民
165
にも広く分かるようにしたらもっといいのではないか。
市民に分かるように、工夫してほしい。（例）ネット公開、市報など、情報綱を
166
しっかり活用して。
167 自治区制度をＰＲして欲しい。
168 制度が旧浜田市民には理解が分かりにくい。もっと周知すべき。
自治区制度は地域住民の意見を反映しながら行うのが目的みたいだが、どのよう
169 にしたら意見を述べることが出来るのか？自治区長選挙などがあるのか？転入
して 1 年のため、何も知らなかった。
私は自治区制度を知らなかった。もう少し知名度を上げる為に PR をしてほしい
170
と思う。
今回のアンケートで自分が住んでいる市について知らないのだなと感じた。でも
知らないのは、私だけではないと思う。今の若い人たちは私と同じように知らな
171
いと思う。若い世代にも、もっと関心を持ってもらうことがまず必要なのかなと。
私ももう少し自分の住んでいる浜田市について勉強したい。
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もっと市民全体（地区）に分かるように。若い人も参加しやすいコミュニティ場
をたくさん作ってほしい。
この４月から家族３人で市内で生活しているが、制度についてはこのアンケート
を通じて知った。事業内容や予算配分の仕組みにつき、広報に力を入れて、市民
173
にもっと広く周知した方が支援もしやすし、税金の使い道についての説明責任も
果たせると思う。
自治区制度の活動がどのように行われているのか一般の人にも分かるように発
174
信すべきだと思う。
172

175 「自治区制度になって各地区がどのように変わったか」をもっと広報すべき。

176

177
178
179
180

181

182

183

184
185
186
187

自治区制度の意味が市民に周知されていない所から、広い意味でもっと分かりや
すく広報してほしい！例えば事業費枠の中に、特に浜田市は釣り人のゴミや不法
投棄される家庭ゴミが多すぎて浜田は汚れたイメージしかない。笑い事ではな
い。市民レベルで町をきれいにしていくための事業資金など設けるべき。不法投
棄に対する監視カメラの設置は、防犯にもつながるいい案だと思う。もう一つ大
切な事として、小学校低学年からの命の教育を教育カリキュラムに加えてほし
い。
一般市民に分かるよう市報等で自治区制度のＰＲをしてほしい。
浜田市民皆で使えるようにしてほしい。自治区制度は、何のために、何に使った
のかということを明確にしてほしい。分かりやすく市民に伝えて欲しい。情報の
共有を市民と自治区の皆さんでするべきだと思う。
自治区制度の内容について個人個人が分っていないと思う。
自治区制度の役割というものを知らなかった。地域の会議等で話されているのだ
と思うが、今一度伝わってこない。一部の方だけで全体に広めてほしい。それか
ら、各地区の民生委員は、本当に必要なのか検討してほしい。無駄な経費だと思
う。
昨年 8 月に引っ越してきたばかりなので回答が「よく分からない」ばかりになっ
た。
合併のメリットの一つが行政の統合、合理化であったはずだが、このように小さ
い地方自治体において、独立行政体のような組織を置く事はどうだろうか。何を
しているのかよく分からないが、町内会の延長みたいなものなら廃止すべき。パ
ンフレットを読んでみると、新に天下り外郭団体を使っているようにも見受けら
れる。
私は両親が 2 人とも亡くなり、姉妹で色々なことを継いで 1 ヶ月弱しか経ってい
ないので本当に何も分からない。ただ、今の生活が少しでも良い方向に向けば、
充分嬉しい。そして対応は誠意を持って行ってほしい。
旧浜田市内に住んでいる者にとっては、合併前後で特に変化は感じない。今の市
の取組みが、合併後の浜田市としてなのか、旧浜田市が自
治区として何か取り組んでいるのか、違いがいまいち分からないが、困ったこと
はない。
まったく分からない。
82 才になった人に、こういう調査は分からない。
浜田へ引越ししてきたばかりなので、よく分からないが、とても良い。温泉施設
（美又や有福）があるので、もっときれいになれば浜田も活性化すると思う。

188 私は平成 18 年にＵターンしたので分からない。
私は精神障害があるため、仕事、町内の活動には参加していない。どんなことが
189
あるのか話し合いも行かないので何もわからない。
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自治区制度の活動がよく分かっていない。浜田市の発展をとても願っていながら
恥ずかしい。住み良いまちづくりを願う。又、子供や孫達が帰省した時に遊べる
190
所が少ないと思う。定住希望者のＵＩターン組の為にも、もっと魅力ある町にな
って欲しい。
191 自治区事業について、旧浜田市内に住んでいるのでよく分からない。
今年 4 月から浜田市に住んでいるため自治区制度の内容が分からず、このような
192
回答になった。
分からないから良いも悪いも言えない。知らない者としても本気さ、浜田市のや
る気、個性が感じられない。他からも人が集まるアイディア、子どもにとって良
193 いと感じられる地域が大切だと思う。浜田が先がけて行動をしないとノーフュー
チャー。自分たちはえらいと思い込んでいる人でも結果が出せていないので、な
さけない。プロではない。自覚してほしい。
それぞれの地域の代表のような人は必要だと思うが、よく分からない。しかし、
194 浜田地域には、なぜミスドもユニクロもスタバもこないのか？マクドも小さい
し、映画館・・・欲しい・・・。
195 自治区制度って何か。
196 H23 年 4 月から浜田市に転居したので、以前の様子が分からない。
難しい事は分からないけど町が活性化するならどんなボランティアでも協力し
197 たいと思う。私は昨年から浜田に来たので何も分からないが、この制度を皆がど
こまで理解しているのか？活気ある浜田にして欲しい。
198 高齢者でもあるし、用事がないので他の自治区には行ってないので分からない。
199
200
201
202
203
204

10 年前に阪神間より越して来て、それ以前の実態が理解できてないので分から
ない。
4 月 1 日から浜田市に入ってきたので自治会の事など良く分からない。
合併以降、引越して来たので「分らない」事ばかり。アンケートお答え出来ず申
し訳ない。
自治区制度がどういったものか分からない。
メリット、デメリットがよく分からない。
合併後に移り住んで来たのでそれ以前のことは分からない。自治区制度自体をよ
く分っていないので市民としても知っておかないといけないと思った。

205 自治区制度という事自体解からない。
自治区についてよく分からないので返却いたしかねる。誰かもっと適切な方を選
206
んで下さい。
アンケートに答えたが、分からない言葉ばかり。何らかの方法で言葉の説明をし
207
てほしいと思った。
208 仕事をしているので、自分の生活で日々おわれ、分からない。
合併後に引っ越してきたので今回のアンケートに答えるべき対象とは思いにく
209
い。合併前のことはよく分からない。
210 自治区制度が生活にどう影響しているのかよく分からない。
H25.4 月に単身赴任したばかりであり、自治区制度に対する知識が全くない。こ
211
の様なアンケート回答になり申し訳ない。
浜田に転居して 4 ヶ月程ですが、そういった制度を行っていること、どういった
機能を果たしているのか全く分からない。情報公開をより積極的にして欲しいと
212
思う。また、商業（買い物）施設の充実、利便性向上を期待する。（益田、出雲、
江津に比べ不便さを感じる。）
自治区制度の仕組みの事は今回はじめて知った。今まで（関心がなかった）知ら
213
なかったことも反省した。でも実際にはよく分からない。
214 自治区制度そのものを認識、理解していなかった。
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215 自治区って何？勉強不足で御免なさい。
216 制度についてあまり知らない、分からないことが多い。
217 自治区制度に対する認識が乏しいので、よく分からないことばかりだった。
218

今回アンケートに答えたのだが、他市から 5 年前に来て最初の年は自治会に入っ
ていたが、途中からは自治会からは出たので、あまり良く分からない。

昨年転入したばかりの為、合併前後や自治区制度についてよく分からない。広報
219 をいつも見ているが、市民の声を反映した制度と自治区事業であって欲しい。次
の世代や浜田に住みたい人達の為にも、健全な行政を願う。
220 自治区制度そのものが分からない。
221 関心なく、質問には分からないとしか答えられなかった。申し訳ない。
222

一部聞いたことが有る程度でほとんど知識もなく無関心であった。個人に与える
影響があると思えないので、概要を読んでみたが意見を言えるほどではない。

223 この制度が機能していたか分からない。
自治区制度の内容も知らない。知らないので必要とも思われない。住民に理解し
てもらう努力もしていないのではと思う。市内浜田にいても分からない。お金を
224 何に使っているのか分からないけれど、もっと一人一人に分かりやすい制度であ
るべき。私も町の中に住んでいるが人口が減少していることが毎日ひしひしと感
じる。何かをしなければもっと町がすたれると思う。
225 他県から引越して来たので合併の前はよく分からない。
新浜田市には有効だったのか。浜田市でも郊外の私には分からない。委員の方々
226 の人件費等はいかように…？とにかく、知らないことばかり。浜田市が元気に活
気的になったらと思う。
浜田市内に不在しているので自治区制度もあまり興味が持てなかった。生活に特
227
に支障はない。
町内会長のところに聞きに行くが町内会長も勉強不足。盆踊りの時だけ自治会と
228
云う名を聞く。
合併されても浜田市内にいる人間は全くといっていい程関係がない？市報を読
229
む時にこれか！という感じである。
自治区制度のこと、詳しくは分からないが説明文でアウトラインはおぼろげなが
230
ら続行するか否かは決めかねる。
231 何をするところなのか、何の役に立つのかがまったく分からない。
232 旧浜田市内に住んでいて、自治区制度の是非は全く分からない。答えようがない。
233
234
235
236
237
238

どんなことをしているか、いまいち分からない。皆が住みやすいようにしてくれ
ればいいと思う。
昨年引っ越してきたばかりで何も分からない。申し訳ない。
自治区制度は、今回のアンケートで初めて知り、会合とかに出席した事もないの
で「分からない」で回答させていただいた。
自治区制度をある事も知らなかったし、区長が誰かも名前も解からない。
浜田市に転居して間がないため、自治区制度などをよく分からず、参考になるよ
うな回答にもならず申し訳ない。市中心部以外に住んでいる方も住みやすく、財
政の厳しい浜田市から人が出ていかないような、買いもの、子育てもしやすいま
ちにしてほしい。
旧浜田市民にとって合併して何のメリットがあったか。
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浜田市と周辺市町村の合併は、行政や経済の推進に複雑化をもたらし、人間関係
239 を含め、市民の生活の上にはあまり役立たず、早期に過ぎていると思われる。市
民・住民の生活機能は今の所、広域の合併で実質的な発展は難しいのではないか。
合併しない方が良かった。各旧町村で行政を運営していけば良い。運営の悪い自
治区に、運営の良い自治区がフォローする事は無い。もう少し、各自治区が特徴
を出せば良い。あまりにも全体に甘えすぎ。特に弥栄など力を入れたって一時的
240 な事ばっかりやっていて、一時的なお祭り騒ぎみたい。こんな所に全体の税を使
う事など無い。弥栄など冬になると何も無い（話題）。弥栄の人間もオールシー
ズンで考えるべき。弥栄で合併して喜んだ人は、役場の職員だけ。各自治区反省
しないと浜田はパンクする。共倒れはいやだ。
自治区制度以前の問題として、そもそも合併をすべきではなかったと考えてい
241 る。可能であれば合併前の市町村に戻すのが最良と考える。そして、市議会、町
議会、村議会及びその議員の意見を最重点的に行うのがベストと考える。
242 市長と自治区長で市政を行うこと。他の議員不要。
地域行事の際、ゾロゾロ市会議員が顔をみせるが、この中に何人の方が地域の現
況をつかんで活動をされているのかなと思う。自治区制度にしがみつき狭い視野
243
で活動せず、その地域を活動の足場とし全体を見渡せる人を育ててほしいと思
う。いずれ、どの地域も高齢化で人口減少は間違いなくやってくると思う。
244 自治区長を置くのなら、市議会議員を減らして。
245 市議会議員が選挙の時だけでなく、もっと地域にとけこむべき。
合併前の地域各々が共に市としての恩恵を受けることが必要だと思う。交通、文
246
化、教育、お年寄りの暮らしなどに格差がないように。
247

行政施策やサービスは合併前よりも悪くなった。道路整備が何度頼んでもしても
らえず、くずれて来ている。セメントを自分で購入し、直している状況！

248 合併前に比べて窓口の態度は良くなった。
249 隅々の小さな声も市政に届くように。
250 本庁の事務員が親切になった。
もっと地域住民の声を聞くべき。市内に住む（以前より）住民としては行政の姿
勢には問題があると感じている。（仕事について一方的であった。）出来るだけ
251
協力して来たつもりである。（水道事業、土地開発、領収書発行、行政相談に相
談しても無解。以上多数有り）
行政施策やサービスについて、合併前に比べ係の人たちも親切に対応してくれ
252
る。
金城・旭・弥栄・三隅自治区の方で“浜田市”に対して不満を持っている人が多
いと聞いている。特に高齢者の多いこの地区で細やかなサービスをするのは難し
253 いのか。一市民なので行政の詳しい仕組みは分からないが、これ以上に住みにく
いと思われると、人口はどんどん減る一方だと思う。職員の皆様方も大変だと思
うが、よろしくお願いする。
浜田に住みたいと思う人が住みやすい町にしていけばいいと思う。浜田で出来る
事にやりがいを見つけたり出来るよう県外の人でも気軽に参加出来るイベント
をやって地域の人と仲良く出来れば、その後の話も早いと思う。あと仕事や住居
254
の相談の出来る所を作っても面白いかも。住みやすければ都会に出ても自然と帰
って来ると思う。浜田と言えば海や山の自然との遊びが面白いのでそんなイベン
トを浜田の人と県外の人が一緒に出来れば面白い。
255 合併前に比べ、行政の対応は良くなった。
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256 自治区の活動状況をもう少し市民に分かりやすくＰＲする必要があると思う。
257 高齢者、一人暮らしの家に月に何回か訪問して欲しい。
町内も年寄りや一人暮らしが多くなってきているので、もう少し見回りや相談相
258
手になって近寄ってあげるまちづくりになっていけばよいと思う。
259 高齢者暮らしの病院通い、買物の介護事業の便を充実してもらいたい。
260 旧那賀地区の人（老人）の方がいろいろな面で安心して生活出来るように。
子どもたちの未来への投資も大切だが（奨学金、学校改築等）お年寄りが安心し
て暮らせるまちづくりにも目をむけてほしい。
262 さらなる行政のスリム化を望む。
無駄なく有効活用してほしいと思う。子供や老人が安心して住める街を望む。若
263
い人たちも楽しんで生活できる街を望む。
261

自治区長は誰がされているのか全く分からない。自治区制度に関することは分か
らないが、健診を受けてポイントを貯めて賞品がもらえる事業は税金がムダに使
264 用されていると思う。賞品代、シール代、台紙代、印刷代などの代金で何人も健
診を受けられると思う。もう少し税金の使い方を考えてもらいたい。防災放送が
時々流れるが、何を言っているのか、風向きや音量などで聞き取りにくい。
265 税金を大切に使ってほしい。
生活弱者、高齢者、子供の事を大事にする制度を望む。又、地区指導者も、もっ
266
とその事を考えるべき。
各自治区の特色があるので、山間部など独自の仕組みを反映される様、考えてほ
267
しい。
子供が学生時代に読んでいた有能な本 225 冊あったので支所へ寄附するといっ
268 たが断られ、浜田市殿町の図書館に山重組の車で持って行き希望者に配本しても
らった。
収支の見込みを見る限り、28 年度以降財政状況の悪化が見込まれ、自治区制度
269
が運営出来ないと思う。
270 収支によると思う。
271 現在の財政状況の中で、自治区制度が維持できるのか。
今後の人口減少や厳しい財政状況を踏まえ、無駄をできるだけ省き、お金を管理
272 してほしい。どうにもならなくならぬよう支えてほしい。地域にあったサポート
をお願いしたい。
バスもないので病院にいくのも、買い物に行きたくもタクシーを使っているので
273
とても不便。
274 交通の便が非常に悪いので困っている。
改築してほしい小学校は他にもあると思う。無駄の少ない有効的にお金を使って
275
ほしい。
レジャー施設の向上。浜田市内の特に若い年齢層の方は、広島方面、出雲方面へ
の大型店や専門店に行かれるケースがあるので、もっと増やしてほしい。浜田市
276
への貢献度を高める（exc.ユニクロ、しまむら、アベール、コスモス等の専門店
を増やしてほしい。）
合併後に江津市より引っ越して浜田市内に居住しているが、益田市、大田市に比
277 べても商業施設等かなり遅れを感じる。若い人を呼べるような施設（パチンコは
違う）を検討していただきたい。
若者が住みたくなる町にしてほしい。買い物を楽しめたり、昼間からでも遊べる
ような…カラオケは高い、ゲーセンないし、ただ住むだけには不自由しないと思
278
うけど娯楽がない。交通の便も悪い。浜田の良さを残しつつ、より良い町になる
ように、もっと住民の意見に耳を傾けてほしい。
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279

安心して暮らせる、雇用の場があることが人口にも関係してくるのでは。浜田に
帰ってきても働く場がなく、残念。

高齢者が多くて若者が少ないと言うが、高齢者は県外へ出て行くことはできな
280 い。若い人を呼び戻すような働き場所が多くあればよいのにと思うが、孫にも帰
れと言えば給料が安いとかすぐには働き場所がないとか言っている。
浜田市内に住んでいるため、各自治区の実態が分からない。自治区の方の住民の
声が反映されない心配はあるかも知れないが、浜田市全体を考え、若者が働ける
281
企業を誘致するとか、浜田市の活性化を真剣に考えて頂きたい。高齢者に優しい
社会作りも考えてほしい。
若者や 45 歳前後の人にもっと働きやすい仕事を増やし、各国会の政治の人の月
の貰えるお金を下げ、そのぶん人の命に関わる人（消防士・医療・ガードマン（警
282
備員）など）のためになるようなお金の使い方を考えてもらいたい。実際に、一
般の人がその人の仕事をやって見てそれが、割に合うか考えたらわかること。
283 市に企業を誘致し、若者の雇用を促進し、市の活性化をお願いする。
自治区に関する事ではないが、都会から帰省した者には（地元に帰る）何も良い
事はない（仕事が無い）苦しく税金もはらえない事態に陥っている。どうするか
284
のか早急に対応をお願いしたい。出来なければ浜田市職員として失格であると思
える。
285 Ｕターン就職がしやすいように環境を整えて欲しい。
少子化が問題で小さな子供のいる家庭ではいろいろ行政からの支援があるが、高
286 校卒業後の子供に（1 番お金のかかる年齢）はメリットが少ない。就職支援等あ
ればとても助かる。
287

住民の声が事業計画におりこまれるよう希望する。浜田市の基幹産業の育成が急
がれる。企業誘致の推進。若者の雇用の場を拡大してもらいたい。

一回は都会に出るのは仕方がない。勉強や技術を修得する為、しかし、高齢化が
進むのも仕方がないがもっと故郷に帰る就労先を作る。浜田に帰って生活できる
環境を整えないとこのままでは市が亡くなる。高齢者が楽しく過ごせるまちづく
288 り（全国から浜田地区は住みやすいよと、老人居住区モデル）ができたらいいと
思う。それには若者、子供もバランス良くないと支えられない。まず、故郷に帰
りたいと思う子供時代を過ごせる事、いじめや差別がない教育現場から始めなけ
れば卵が先かにわとりが先かだと思う。
人口の減少に歯止めをする為に、何が必要かハード面、ソフト面、ソフト面に考
289 えていく必要があると思う。また少子化の影響により、地域が街化にならぬ様財
政は大変なようだがくい止めていく方法が必要。
人口減少を懸念しているのであれば、企業招致、雇用拡大を計り、地域経済を活
290 性化させなければ無意味。午後 7 時にほぼすべての店等が閉まってしまうようで
は、人口減少は若い世代が残らないのだから当然。
不便になるとは思うが、目に見えて人口が少なくなっている。若者はますます町
291
を出て行く。税収はますます先細り。
とにかく少子高齢化を改善して浜田市をもっともっと活性化し、将来不安のない
暮らしが出来るようにしてほしい。今の子育てには親の負担が多すぎる。地域や
292
学校行事に親の出る機会が頻繁にあり、仕事にも差し支える。少子の原因はそこ
にもある。まずは人口を増やすことが第一だ。
293 人口を増やす手立て(企業誘致等）を積極的に行ってほしい。
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294

295
296

297

298
299

300
301
302

303

304

305

306

307

308
309

人口減少している地区(弥栄、旭など）は特別区域として家族(例 4 人以上）で居
住すれば税額率の見直し、子ども 3 人に上で税額 0%とか画期的な対応を実施し
てみたら良い。70 歳以上の高齢者との同居等も税額 0%とかの特別区域認定を実
施して人口増、福祉施設へ係る費用施設費、人件費削減につながり、子どもから
老人までの家族構成家族を増加させる！老人同居による保育園減少出来ると思
う。特別区域認定申請してほしい！
人口流出を止めることを考えたい。また、ハード事業においては古い物の活用も
視野に入れて。
増予算を検討すべき。入る計りて、出るをせいすべき。人口の減は産業を興して、
人口の定着を図る。
とにかく人口減少に歯止めをかける必要がある。そのためには、子どもを産もう
とする家庭への経済的補助を手厚くするしかない。少子高齢化を防止するための
施策を早急に行う事が最重要な課題ではなか。行政の動きが遅すぎるし、まった
く市民の多くは評価していないと思う。
浜田市全体の計画を早く作成すべきである。人口＝地域の独立＝産業の活性化、
浜田市中心の産業活性化の計画を樹立すべきである。
人口増加の研究＝商業（観光）都市にすること。
工場誘致結婚問題＝未婚者がたくさんいる地域が多い。
少子高齢者問題＝少子化は出産、高齢者は医療、について研究
人口減少と高齢化（私達含め）で町内もパンクしそう。寄附の件とか町内清掃と
か今後どうしたらいいのか不安。自治区制度もよく分からない。本当にどうした
らよい浜田になるのか。
熱田 11 町内は公民館がないので不便で困る。早くつくってほしい。
町内会のあり方に問題あり。役員の飲み会に流れがち。意味の無いイベントが未
だにある。
この町で生活してまだ数ヶ月で、子どもと歩いて地域を散歩していて道が細いう
えに、道路横には草が生えているため、危険な所が多いと思った。道路横などの
草刈、浜の美化活動（ボランティアでも）など、住みよいまちづくりに資金を使
ってほしいと思う。そして人がここに住みたい！と思う町になってほしいと思
う。
浜田市港町に在住していて、農地は旭自治区にあり、河川堤防の草刈りは個人が
していてガソリン代が高いので補助してほしい。年 3 回くらいするので、長さ
100m 以上巾 2m 以上、法もあるので時間がかかる（放置しておくと、カメムシ等
発生するので出来ない）。何とかならないか。
まわりを見回したら本当にお年寄りばかり若い人が減少元気がなくなった気が
する。そうした中、自治区代表の方がどうすれば若者が居つくようになるか、私
達、年配が何をすればいいのか考えて欲しい。魅力のあるまちづくり他の地区に
はないものそこへ行けば楽しい処など。
地区が活性化するように進めてほしい。今までは今まで、特に浜田市春の祭りと
夏まつりが開催されているが、特に春祭りはだらだらと町を歩いているだ けで活
気がない。今までの風習的に行われていることも検討が必要。予算を消化のみの
運営は止めてほしい。その費用があれば防犯強化、道路整備に回し住みやすい環
境作りに使ってほしいと節に思う。
道路も広くなりつつあり若い人達も少しずつ農業に関心を持ち、この次の時代に
ついでいってもらいたい田や畑が荒れていくばかりで淋しい。私もできるだけ町
内の会合等出て色々な事を学ばせて頂きたいと思う。
高齢者が多くなり次の若い人々に若い考え方で今より住みやすい自治区になる
と良いと思う。災害の時に避難する場所が先ずほしいと日頃より思っている。近
くにはそんな場所がないので不安。
美川地区は交通不便で店がなく、これから高齢者が増加することを考えると、と
ても不安。
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310

311

312

313
314
315

今後本市でも 65 才以上の高齢者が多くなるが、昔と違い 70 代、80 代でもとて
も元気な人が多い。若年寄りが中年寄りと力を合わせ、 80 代の老人を支え、そ
れが繰り返されると気持ちがわかり合えるので楽しい老後になると思う。そうい
うシステムが出来ると良いと思う。
自治区の所轄かどうか分からないが、地域によって催し事が随分違うと思う。知
り合いのいる折居町では、高齢者は安い料金でバスツアーなどでいろいろと地方
へ連れて行って貰っている。私の地区は（浅井町）何もないので自治会自体を知
らない。
住み良いと思いますが、合併時他県からの転居でしたので分からない。その後、
竹迫、相生、朝日、そして高田町にと来たので地域住民とのコミュニケーション
がまだとれていない。
お話は違うが、今まで石見の方の生活が多かったが、2 年位今の所へ入って町内
の事とか色々な事が多く、町内会なども行く事に少し不安もあり生活して居ます
が近所の人達は良くして頂いている。質問に対して分からないことが多く本当に
申し訳ない。
自治会費が高すぎる。前は 800 円だったが、今は毎月 4000 円以上。
地域の人々のコミュニケーションを図った方が良いと思う。

浜田自治区に住んでいるので、合併前も後も特に不便は感じず変わらない。浜田
317 自治区以外の自治区にお住いの方々は色々と思っておられることがあると思う
ので、そちらの方々の意見を尊重するのがいいのではと思う。

317

318

319

320

321

住所は浜田のままで、県外で学生で暮らしていたので、浜田の事は帰省した時や
地元の友達からの情報でしか分からない。地元（浜田）に仕事があれば、若い人
たちが県外に働くために出なくていいと思う。老人の方々は多いと思う。長生き
してほしい。4 月に帰って来てから、棚田の集落や、どんちっち魚などよく新聞
に出ている。それぞれ特徴を出し、県外から人々が来てもらえるようにしてほし
い。
山口や広島のように人口 10 万以上の市が合併で次々と生まれ、力をつけてきて
いるが、島根、特に西部は旧態依然、このままでは周囲に吸収されてしまう。も
っと広い視野に立って行政を進めてほしい。
浜田市は原子力発電所もなく、安全な町としてもっと宣伝して人口が増加するよ
うにして欲しい。人がいなければ大きな箱物ばかり作っても費用がかさむばかり
だ。JA が一緒なので浜田市と江津市は合併すべき。
昔から浜田に住んでいる人は分からないが、県外から来た人（私）にとってはと
ても住みにくい町だと思う。閉鎖的だったりして関われない。浜田の気質なのか
も。
自分中心に物語をやっている。もう少し優しさがほしい。いばる事はないと思う。
思いやりのある人物が必要である。一人暮らしにおもいやりがほしい。

浜田市の財政状況が悪化傾向なのは初めて知った。若い人達は、就職や就学で浜
322 田から出る、島根から出る事が多いと思う。どうしても不便な町だと思うことが
多い。海はとてもきれいだと思う。
合併前の広報はまだで知ることのなかった地域が合併後は詳しく知ることがで
323 きて良かった。年寄りは情報がなかなか知ることがないので広報はまだで知って
社会でのつながりを持つことは大切。
漁業に頼らず、他の産業を発掘し若者の定住を計る事は出来ないのか？浜田の人
324
は商売が下手①殿様商売②協調性欠如③もっと他所を学ぶ事だ。
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325

326

327
328

浜田市など周辺（元郡部）も著しく衰退化。住民は元より野生の動植物も住みに
くくなっている。この度の国政選挙（参）で自民が圧勝。ねじれ現象が解決。ま
すます自民政策の思い通り。弱小農家は切捨て。TPP に参加。浜田ばかりか島根
県自体の存在も危うい。人の住めない荒廃化した山里が想像される。今後ますま
す若い者の都市への流出が止められず絶滅危惧種とは「石見の人類」。市長宇津
さんは地方切捨て自民の張本人。責任を取って今秋退職されるが、後任市長も同
じ考え方の人なら市長は絶望！
何をしているのかさっぱりわからない。市民の声は届いているのか？役所内の事
であり、市民は全く把握していない。何がしたいのかも理解できない。もっと力
をいれるところがあるのではないか。くだらないことに人材、時間、お金をかけ、
市民がしんどいだけだ。役人の町ではない。
自治区の問題だけでなく浜田市の方向、浜田市の行政はなにも変わっていない、
良くなっていない。右のものを左に上のものを下へ外から持ち込む外から金を持
ってくる仕掛けが足りない！タライの中をかきまぜるだけ思い切った変化を望
む。
財政悪化、第二の夕張市、人口減少

浜田市で生活していながら”自治区制度”という事を全く知らなかった。市民の
329 為に一生懸命に働いていただいているのに、申し訳なく思う。人口減少は、やは
り不安がある。少しでも浜田市が活性化して行けたら嬉しい。
330 破たんするのではないのか？
とり残されたり忘れ去られてしまう町村がないようにして色々考えて政策が成
されていることを知った。
自治区制度の事についてあまりにも知らないことばかりなので、これからは、も
332
う少し、浜田市に住む住民として知る努力はしなければと思った。
自治区制度の概要をみて、なるほどそういうことだったのかと良くわかった。が、
小学校の改善とか給食センター移転改築に使われていることはじめて知った。浜
333
田広報にでも載ったことあるのか？浜田市の発展と住み良い町になりますよう
にお願いしたい。
331

数年前に浜田市に引っ越してきたので、自治区制度について、この度初めて知っ
た。浜田市内に住んでいるので、不便を感じたことはないが、金城等にお住まい
334
の方がどのように感じておられるのか分からない。財政状況の厳しい時代ですの
で、メリット、デメリットを明確にして検討していただければと思う。
335

市内以外は行くことも少なく又行った所もない自治区もある。それに答えろとい
うのも難しいが、全体的に考えてこれからの浜田市を作ってほしい。

分からない原因として町内会への不参加（集会等）が第一。多忙で時間調整が出
336 来なかった事が最大の要因。これからは参加する事で理解し、積極的な行動がで
きる様努力したい。
337
338
339
340
341
342
343

自治区予算の使用内容・自治区地域協議会の活動内容等々、今まであまり関心を
持って見ていなかったこと反省し、今後記述物等に関心を深めようと思う。
現在の自治区制度のあり方に皆が関心を持っていないのではないかと思う。私も
含め具体的な資金の流れが解っていないのではないかと思う。
問 18 これから先は分かりませんが、私は現行のウに○印をした。
自治区に関することをこれから少しでも分かるように関心を持っていきたいと
思う。
デトロイト市のようにならないようお願いする。
なにも発展していないと思う。
旧国府町の対応について差別が生じることはないか。
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今後は浜田市としての地域の特性を考え、旧町村にしばられないまちづくりが必
要なのでは。
浜田に住んでいるため、自治区の事業について感心がなく、知らない事が多く反
345
省している。
344

346 しおかぜ駅伝ように、自治区選手のさらなる活躍は継続していただきたい。
347 制度が良くともコストが大きければその価値は相対的に下がる。
348 今後も個性あるまちづくりをしてほしいと思う。
349 具体的な実施された自治区事業とは？
浜田市は山間部が大変多い市なのでなにごとにおいても難しい事が多いのでは
350
と思う。互いに協力し合って進むべきと思う。
各地から出ている職員さん自身、身近な問題を処理できないのに大きなことを言
351
っても実現は難しい。
いろいろな地域があるので特色は残した方が魅力的な地域になる。そういった魅
352
力を十分に発揮して活力ある浜田市にしていけたらいいと思う。
自治区制度そのものに対する意見ではないが、この様なアンケートをするのであ
353 れば合併の前から居住している人を選ばれた方が良いのではないかと思う。回答
の仕様がない。
議会報告、テレビでの議会の発言等聞いていると浜田自治区の事が少ないのはど
うした事なのか、身近な事が少ない様に思います。これで良いのでしょうか。他、
354 観光協会の予算の問題、介護施設の問題等、何か合併してから色々と問題が多す
ぎる様に思いますが…？それとも表面に出なかっただけの事でしょうか。余りに
も問題が多すぎたのではないでしょうか…？
合併後に浜田へ来たので、合併前の事などは全く分からない。こういったアンケ
355 ートをとるのは良い事だと思うが、浜田へいつから住んでいるのかを調べた上で
対象者に配布した方が経費も無駄も削減できると思う。
恥ずかしいことにあまり知らなくて、同封されているパンフレットが有ってとて
356
も助かった。
私も分かっているようで分からない所が多いと思う。どういう所に自治区制度が
357 使われているのか、どういう事に使っているのか具体的に書いてもらうともっと
良い回答が出来たのでは？しっかりした回答が出来ず申し訳ない。
自治区制度自体が正直よくわからない。本庁・支所があることで便利になった面
はあると感じますが、各区で独自に施策を行うことに関して合併した意味が感じ
られない。調査票 1 頁右上にある番号は何のためにあるのか？アンケートであっ
358 て、個人が特定されるのではないかと不安に思う。また、アンケートの返信書類
は、このくらいの内容だと葉書にはできなかったか？数が多いと予想できるので
取りまとめがしやすく、かつ、1 通 30 円の違いですが、経費の節約を考えての
結果なのか疑問に思う。
自治区制度の活動が何をしているのか全くわからなかったが、本アンケートが届
359
いて、やっと理解できた。
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（2）金城自治区
1
2

3

4
5
6
7

8

9

10
11

（回答者 52 件／有効回収 223 件）

今までのように浜田に出なくてもできる様にしてほしいと思う。高齢化になれば
大変だと思う。
広い浜田市で周辺部が寂れないようするためには各自治区に一定の権限を持た
せ、支所を拠点に住民と一体となったそれぞれの地域に合ったまちづくりを進め
る必要がある。
自治区制度の在り方はとてもいいと思う。自治区独自の在り方と併せ、金城町、
旭町、弥栄、三隅と浜田全体をまとめることで方向性と具体的（職種別に農林水
商工）な展開を示し、話し合いの場と予算と実現へ対応できる自治区制度の在り
方を模索することで地域住民参加型地域づくりを実現してみてはと思う。 21 世
紀ビジョンを明確にする。例えば観光のまちづくり。問題点は地域に帰し、話し
合って自治区に上げることで住民の意識向上になることを望む。健康で豊かで平
和な人づくりまちづくりへ向けて進めてほしい。
自治区制度については特に問題はないと思うが、旧町村の独自施策ができなくな
る可能性が大きくなると思われる。
自治区制度は必要である。自治区ごとの個性を生かした行政だからこそ今からの
課題であると思う。また各自治会にまる任せの点が多く見受けられるが、職員も
外に出て地域の情勢を見つめ直してほしい。
金城自治区のいいところはなるべく残すようにしてもらいたい。旧浜田市と全部
同じでなくてもいいと思う。
本庁統一化になれば受けられる制度も知らずにいる人々が増加する。広報で知ら
せるくらいでは分からない人がいると思う。
一括に同じ施策を実行するのではなく、地域による実態を考えた行政サービス予
算編成を実行すべきだと思う。山村部での人口減少が大きい中、自治区制度の廃
止は地域存続にも大きな影響を与えるのではないかと心配する。地域の現状を把
握し、家庭の負担が旧市に対して、過大負担にならないような制度に改善される
なら自治区制度もこだわるものではない。
職員の行政サービスに対する姿勢が合併後はとてもよくなった。人数は減ったが
市民にはとてもよくやっていると評価する。ぜひ存続し、特色ある自治区会議を
育成していくべき。
自治区ごとが予算と別に特別収入を生産できる制度や自治区独自の一部予算を
組んでいける状況を作らなければ今後一層費用が重なって苦しくなってくると
思う。新規事業の例えば 0.1％の収益を事業所のある自治区予算に組み入れてい
くなど手段が必要になってくると思う。
役付きの職員が多く人件費が無駄である。

12

自治区には個性を大切にする目的があったにもかかわらず均衡が保てないとい
う理由で金城のいい個性のある事業が次々と廃止されたのは誠に残念。

13

個性ある自治区事業は実施できなかったのだと思う。

14

自治区事業として「まちづくり推進、計画、運営」があるなら真の民意に添った
方法を再考すべきかと思う。今、現在進行中の一件は税金の無駄になるようでハ
ラハラしている。自治できないなら自治区制度はいらない。未来志向の大きなマ
スに組み込まれていくのが良策かと考える。

15

「自治区制度」って今回初めて聞いたが、各自治区に対して委員数が多いように
感じる。財政難であれば少しでも人件費等最小限にすべきではないか。この「自
治区制度」は多くの人が知らないと思う。

16

自治区長の選び方に疑問あり。
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17

18
19
20

21

22
23
24
25

26

27
28

29

30

31

32

自治区制度そのものが分からないため予算があるか否かも知らないし、何をして
いるのかも知らない。分かるのは職員数が増していることのみの気がする。全体
的に民間企業と比較してみれば一目瞭然である。
支所の管理者と区長が同一人物である。特定の人が実権を握る（物事を決定）あ
まりよくないと思う。人選をもっと考えてほしい。
自治区長は必要ないと思う。旧町村に雇用が少ないので仕事は市内の人が多く支
所に基本的に用がない。
前代未聞の高齢化や人口減少の実態を考えたら贅沢すぎる事業。自治区には総務
課だけあれば十分だと考える。副市長級の自治区長は今すぐにでも廃止すべき。
それだけで６千万円の財政が浮くのでは？
毎日の生活で精一杯のため、自治区制度とか気にも留めていない。地域振興基金
の活用を訳の分からないものに使うのは反対。教育、保育 etc 次の時代を支えて
いく子たちのために使ってほしい。はたしてまちづくりと名の付くものがうまく
機能しているとは思わない。
地域協議会の権限を持たせるべき。今まで個性ある地域づくりをより発展、推進
する上では、自治区予算を配分し、それを協議会で充分検討する上で地域振興へ
の道も開けるものと思う。
地域協議会では中央の報告は語るが、地域住民の話を聞くことを知らない。皆の
委員だから話を本庁なり支所なりに通してほしい。
地域協議会が頻繁にあるから困る。回数を少なくしてほしい。
同じ浜田市なのに自治区の違いで補助金の違いがあるのは不公平。（ビニールハ
ウスの補助事業など）
入札制度に思いがある。自治区制度があるため合併したら旧郡部への入札制度は
変わると聞いていたが、やはり何年待っても入札参加（指名式）には参加できず
問題があるのではないかと思う。本庁で決定しているのだと思うが、業者への固
定の贔屓があるのではないかと思う。考え直すべき。入札に自治区制度は無しと
言われるけど絶対ある。おかしい。偏見だと考える。
自治区制度と言っても今は浜田市全体で考えるべきで自治区長も名ばかりで人
件費の無駄であると思うので見直すか廃止すべきである。
合併に伴う時期に無駄な制度で費用を使い反省すべき。もっと県西部のあり方、
将来について本気になってほしい。
自治区制度は廃止し、行政の一本化、リズム化を図る。人口減少、高齢化社会、
財政収入の悪化に対し、人件費やその他の削減を図る必要がある。支所を時々利
用するが職員が余っている感じがする。多忙を極めて働いている様子はまったく
感じられない。夕方 4 時半以降に行くと机の上はなにもなく、定時の退所を待っ
ているような状態。
自治区制度を廃止し、人件費など合理化し財政状況を健全化に取り組むべき。
約 10 年経過してもう一体的になっている。財政の厳しい中でこのまま自治区制
度を続ける必要はないと思う。ただし支所に機能は必要最低限の範囲（住民生活
に関するもの）は残して支所長がいれば自治区長は 28 年度以降は必要なしと考
える。その理由は市全体が既に一体となっているため。そして今後の財政重視の
ため。
将来も自治区制度のままでは合併した意味がないと思うが、基金の残高管理や活
用については区長や協議会が自治区ごとではなく、市全体で話し合いができれば
良い。議員も区ごとの選出ではなくなったので、区ごとの行政サービスで必要な
ことが違うと思う（除雪、道路修理など）し、区の中でも違うと思う。一市民の
声をどこへ相談したらいいのか分かりやすい方がいい。
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33

現在の地域協議会委員はあと何年浜田市で生活されるのか？このような人たち
に将来の浜田市の姿を語られるのは無意味。もっと若い人たちに浜田市の将来像
を意見していただきたい。現状も大事だろうが 20 年 30 年もっと先の浜田市を考
えていくことが早急に必要なことだと感じる。浜田市としてまとまったのだから
各自治区に同じ施設がある必要はない。

34

予算の無駄遣いだと思う。必要性を感じない。

35

このアンケートに回答するのは、とても難しかった。
質問の意味が分からない。何を答えさせようとしているのか。自分達が必要ない
と思っているんでしょ?
合併したことにより何が良くなったのか逆に教えてほしいほど何も変わってい
ないと思う。
5 年前に出雲市から浜田市(金城)へ来て全体的にすごく遅れを感じている。何も
かも『自治区制度』自体よくわからないので存続も廃止も考えられない。具体的
に（浜田市内で生活していた時も）自治会が何をしてくれたのか分からなかった。
民生委員も必要あるのか？

36
37

38

39
40
41
42
43

44

45

46
47
48

49

2 年前に転入してきたばかりなのでほとんどの質問には分からないと答えるし
かないのが残念。今後は積極的に自治活動など知る機会に参加していきたい。
合併後に金城町に転居したため合併以前のことは分からない。
支所に行っても寂しい（明るさがない）感じで、パソコンにくぎ付けでほとんど
客の方は見ることがない。
本庁税務課の人はやくざか？子供のような人だ。
窓口対応に個人差あり。対応された方によっては分からなかったことについて後
日返事をいただけるシステムがあればと思う。『何回か訪問すると説明しまし
た。』と上からの物言いで気分を害する。分からないので聞きに行くので何度で
も教えてほしい。
予算には無関係かもしれないがイベントなど何年も同じである（金城のさざんか
祭りなど）。女性職員は制服を着用せずにいるのでどうにも自覚が生まれず上か
ら目線だったり、チャラチャラして見える。労組など給料を上げることばかり（他
よりもいいし、恵まれているから）で職員の意識を変えないと自治区も変わらな
いと思う。
合併前より悪くなったところは金城町の時は子育てに手厚かったが浜田市にな
ってそれがなくなった。子育てに手厚い金城で子育てをしたかったが叶わなかっ
た。
認識不足で自分の住む｢自治区｣について知らないことばかり。ただ人口減少に歯
止めをかける施策は、市全体としても、各自治区においても非常に重要なことだ
というのは誰もが思うところ。将来がとても不安。
いい意見を御上の一声でつぶすのはよくないと思う。
燃えないごみについてスプレー缶は五寸釘をさして穴をあけておくべきだと思
う。こういうことは守るべき。
浜田市は店が少ない（デパート、詳しく書けばユニクロやしまむら、吉野家、ケ
ンタッキーなど）。地域活性化もいいが全国チェーンの店などを入れないと活性
化しない。県立大学があるのに若い年代をターゲットにしたお店もない。はっき
り言って浜田市は面白くないので他県へ出たい。地元の店が全国チェーンなどの
他県からの店を市内に入れない地元の根深い鎖国化的な噂も聞いた。あと石央ホ
ールでチケットが売れない。「神楽」と「無料」には浜田市民は群がるのに、金
を払えと言うとチケットが売れなくなる。
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50

使用していない市の建物を利用して無駄なく使った方がよい。

51

病院や医療サービスについて良くなったようで高齢の方には無理なようなこと
があるのでは。

52

親子が同居しなくなった現在、高齢者だけで浜田市内に出かけられず自治区の役
割も理解できなくなっていく。格差が生まれる。
県大生が金城でアルバイトしているが、交通などの不便性がある。優遇できるよ
うにして、学生専用アパート、雇用者アパートなどあるといい。若者、若い夫婦、
子供に的をおいた支援が必要。どうすれば子供が増加するかなど。
浜田那賀方式で、交流できるようお互いアイディアを交換していい物をアピール
し合っていく。
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（3）旭自治区

（回答者 42 件／有効回収 192 件）

1

これからも自治区制度は絶対に残して欲しい。自治区制度がなくなると、元気な
まちづくりもできなくなるし、住民も不安になると思う。

2

自治区がなくなれば過疎地になり、田舎に行く程落ちていくのが淋しい。

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15

16

ある程度自治区というものを大切にしながら、自治区間の交流を進めていくべき
だと思う。各自治区の特色を保ちながら「浜田市民」としての意識が高まってい
く方向へ進んでいけるのが理想。
「合併に対する住民の声」、全くそのとおりで自治区制度が導入されなくなるこ
とがないようにと思う。
支所・本庁とも現在でも仕事量と職員数が合致していない。その中で職員はがん
ばっているのがよく分かる。これ以上職員数を減らしてはいけないと思う。財政
困難はわかるが職員削減は絶対に良くない。支所には７割は地元の地域の方の顔
の分かる職員配置が今後も必要と感じる。
自治区制度はこれからも永遠に続けてほしいと強く願う。
旭町では市内で唯一人口も増加し、地域振興基金残高も多い。その割には住民サ
ービスがまだ充分活用されているとはいえない部分もあるので、自治区制度を継
続して魅力ある地域づくりをしていただきたい。今後ますます高齢化も進んでい
くので、自治区制度を存続して、子育てしやすい町、活力ある町にしていってい
ただきたい。
無知無能な老人の私ですが、浜田市という大圏の中に存する地区住民として自治
区を廃止されなき様、そして地区の隅々までゆきとどく町政を行ってもらいた
い。そのためにはやはり自治区制度はいつまでも必要と思う。特に老人子供弱者
のために。
自治区制度は合併の根幹をなすもので、一体的なまちづくりと個性あるまちづく
りを進めるためには、自治区制度は非常に大きな役割を果すべきもので、むしろ、
自治区制度から後退することは、浜田市全体のまちづくりから後退していくこと
を意味する。
書面を読んでも自治区制度を理解するのは難しいが、自治区制度が無くなれば、
自治区はいよいよ衰退すると思う。ぜひ、永年自治区制度を続けて頂きたい。
生活圏域を大切にしたまちづくりを推進していくためにも支所は必要だと考え
る。浜田の職員はその地域にあった暮らしと生活を守るために、住民の意見を聞
き、地域に必要な施策の推進とコーディネート役も必要。そのためにも自治区制
度は何らかの形で残すべきだと考える。
本所から一番遠くになる市木が忘れられてしまう気がするので、自治区はなくさ
ないでほしい。
除雪なども本所の感覚でされたら、なかなか雪がとってもらえず、救急車なども
来るのに大変になると考えると怖い。
今のままでいいと思う。
他自治区の事が分からないので、各地区を知っている自治区長は要ると思う。
旧浜田市民にもこの制度を理解してもらえる様、なんらかの方法をとっていただ
きたい。旧郡部住民もお互いに立場を理解してもらえる様、必要な改善について
「いたみ」を共有すべきではないかと思う。
合併して浜田へ出て行く事は大変。支所で対応して貰いたい。今は運転して浜田
へも行けるけど心配。
小学校がどんどん統合されて地域から子供の声が聞かれなくなる事は淋しい。そ
んな時自治区制度がなくなると益々過疎化が進む気がする。その自治区の事をよ
く理解して自治区発展のためには必ず必要な制度だと思う。また支所職員が地元
の職員でないのも住民として少し不安。職員が浜田全体の事を知る為には他の町
村の支所勤務をする事は理解できるが、少し見直しもしてほしい。
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17

18

19
20

21
22
23
24

制度を廃止すれば決して良くないと思うが、ただ役員、区長、見ていて大変似通
って見かねている。住民がもっと動くように役所から出行なり？
自治区制度はいいとしても本庁の考えが色濃くきめ細かな行政がなされている
とは思えない。
少し話が違うかもしないが、公民館のあり方、進め方に疑問がある。地区の住民
だけでは荷が重すぎるところがあるように思う。
自治区制度の一部見直し程度までは良いが、廃止するようであれば、浜田市から
分離し別の合併を考えるべきである。
自治区制度は見直して実施すべきで、なくしてはならない。自治区長の評価はど
うやって評価しているか疑問である。
自治区は残し、区長を改めて決めるのではなく、支所長が仕事のまとめ役（自治
区長）をされるのではだめか。
自治区独自の特徴ある事業があればよい。地域性は（生活環境はそれぞれ違うた
め）温泉をいかせるものや交通の便など。
自治区長に支払う賃金を見直し、そのお金を住民の為に使ってほしい。
自治区制度がなくなったら、旧町村は廃墟になると思う。
末端への気くばり等がなくなるので、自治区制度は存続してほしいが、財政状況
が厳しいのなら自治区長か支所長か 1 人でいいのではないかと思う。

29

支所に職員が多すぎる。
人事交流は市役所にとっては良い事だと思っておられるでしょうが、さてさて職
員の方の目線は自治区に本当におありなのか。顔、姿を感じた事がない。ＪＡの
方は良く見受けられるが、言いたい事はノウハウも結構だが、真に地域に溶け込
める職員をお願いする。そうでなければ、本庁に出ている優秀な職員を支所に戻
してほしい。
職員交流は必要ないのではないか。
地域の実情をよく知る必要とされる職員は支所においてほしい。
自治区制度以前の問題で、合併する事に問題があったと思う。
財政状況が厳しいという理由で行政サービスの質を下げるべきではない。努力す
べき。
関心が薄くて大変申し訳ない。

30

合併後に戻って来たので前後など分からない為、アンケートに答えられない。

31

人が離れ、空き屋が目立ち、寂しくなっていく故郷を見るのは残念な思いでいっ
ぱい。人が帰ろうと思う場所、住んでみようと思う場所を目ざしてもっと全国的
にアピールしてほしい。

32

私たちは広域行政を欲して合併に賛同したのではない。振興（地域）を画して手
段として賛成した。しかし、本庁にはその求心力（指導力）と財政主導が強すぎ
る。これは地方の一極集中圏となって地域力がなくなる。
財政が厳しいほど地方、地域に主体性を持たせて、自ら行政に参画している意識
を持たせてこそ地域主体の行政指導を実現させて欲しいと願う。

33

役場や地域等に以前のような旭町としての活気が見られない。唯本所の方針で動
いているだけのよう。集まりも無い。大きな波に流されている気がする。

34

行政に頼るだけでなく、高齢化の進む地域でも活性化のために手をつなぐべきだ
と思う。できる所からやりたいが、住民の声も、細やかな面まで見守って助言し
てほしい。

35

本当に住民の意見が尊重された行政なのか？

36

旭が不利にならない様、宜しくお願いする。

25

26
27
28

- 26 -

37

旭自治区の職員の皆様。おまかせするので、旭が良くなります様、宜しくお願い
する。

38

財政が大変だと思う。今は人間性が変わり、補助に頼って又もや補助でこれで良
いのかなと思う。でも、私も後期高齢者で医療や色々お世話になるので感謝する。
今は働け働けの時代じゃなくて遊べ遊べのような気がする。私は元気な限り現役
で頑張りたい。

39

香典返しをなくすと言うのも悪くはないかも知れないが、それも各自家の問題も
あるので是が非でもとさせるのはどうかと思う。自由にさせるべき。
和田は桃を作っているが、その作り方など各自考えて頂きたい。例として通行に
じゃまになる木の植え方、消毒、収穫。

40

浜田市の火葬場の統合案には失望した。べき論が先行では、まちづくり（心豊か
な住みよい）はできない。

41

大きくなり不便な地域がますます不便になってきている。行政は地域の人全てに
公平でなくてはいけないはずだが、浜田中心主義ではおかしい。きちんと住民が
公平に生活するように考えた行政を行なって欲しい。

42

野球場が近くにない施設で旭町の青少年は健全な夢を興えて大いに未来に発展
するのを願っていたが、近年施設が老朽化してめったに使用されなくなり淋しく
思う。折角ナイターも出来るので、施設を補修して若い人や子供に夢のある公園
にして頂けないか。公園が昔のように賑やかに活気ある公園になる事を願ってい
る。若い人が町内に残って欲しい。
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（4）弥栄自治区
1

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19

（回答者 19 件／有効回収 77 件）

自治区制度は続けるべきだし、続けて欲しい。自治区の声を反映すべき。上手く
言葉で表せないのが残念。
自治区制度があっても弥栄地区には不便なことが多くなっている。タクシーなど
がなくなったり…。これで自治区制度がなくなってしまったら、もっと弥栄自治
区は住みにくくなると思う。浜田市内に便利なことを集中させても、弥栄に住む
人には不便なことが増えるだけ。各自治区がそれぞれ住みやすい環境になるよう
に考えて欲しい。
この先、道州制にと考えた時に置き換えて、この島根の意見、浜田市の気持ち、
意見が届くか？これを今の浜田市に置き換えると旧郡部の声を届ける場所がな
いと困る。自治区制度は残すべき！ 他府県に無い事を続ければ良いと思う。小
さな自治で出来る事は自治に任せる！
自治区制度は必要。何故なら当初の思いが実行されていない。特色ある自治区は
現在の市の方針では困難である。このアンケートは何に使用されるのか。どちら
にしても自治区廃止を前提にしている様な感が強い。
区域が広くなると自分のこととして捉えにくくなる。少なくとも弥栄地区につい
ては、このまま自治区として残した方が良いし、浜田地区についてはむしろ小さ
く区分した方が、住民の自治意識は高まるのでは？
地域協議会は傍聴できるが、意見を述べることができない。形にとらわれず、も
っと自由に気楽に地域のことを話し、自分達で決められる場やシステムが必要だ
と思う。ただ、弥栄地区のみを考えるのではなく、浜田広域という視点も大切な
ことだとも思う。
自治区事業では意味のない物にお金を使いすぎ!! もう少し魅力のあるまちづくり
のために、そして人が戻って来られるような制度にする事を真剣に考えて欲しい。
別に無いが、財政がひっ迫しているのなら、区長、職員さん、 1 ヶ月 22 日出勤
なので、給料も減額の方の検討は？
自治区長を見直しが必要か？支所長の役目をもっと見直しが必要？
自治区制度は必要。区長は必要なし。各支所長で対応すべき。
地域性のあるまちづくりへのビジョンが見えない。必要な所に手が差し伸べられ
ず、不必要なハコ物作りに予算が使われている感じがする。人を育てることに自
治区予算を使って欲しい。
地元に精通した職員が減っている。支所には精神的に病んだ職員が来ていると聞
くが大丈夫か。
職員の方々はどの自治区に移動されても、まずはその区の地理なり住民の顔、声
を通し、出向き回って、少しでも早く区の様子を知って、住民と共にをモットー
にし身近にを望む。区事務所、また、本事務所にしても対応悪し。本所と区の連
携をもっとしっかり。そしてもっとスムーズに。住民はそれぞれの伝言や行動に
振り回され困る事があまりにも多い。
これからは人口もどんどん減少する。納税者も減少する。有効な税金の使い方を
検討してほしい。
自治区制度を設けたことを深く考えてほしい。
自治区だよりといった広報を発行して自治区民にもっと自治区内の情報を伝え
て欲しい。
限界集落に対して限界自治区が出ないよう、人口が少ないなりに、その自治区の
良い点が生かされるよう、切にお願いしたい。
若い者は殆ど話をしてくれませんので分からない。
若い者の働き場所が必要だと思う。高齢化するので地区が寂しくなる。若い者が
地元に帰る事。
素晴らしい浜田市を外に発信する為、よその人の力を借りて若者を巻き込んで複
数のイベントを実施していただきたい。
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（5）三隅自治区
1
2

（回答者 62 件／有効回収 367 件）

人口の少ない地区を見捨てないで欲しい。予算がないといって切らないで欲し
い。
自治区制度は絶対に残してほしい。

3

厳しい財政状況は分かるが、特に福祉サービス等、自治区がなくなることで、質
の低下となると思われる。自治区があることで安心感がある。

4

自治区制度を廃止すれば各地域の意見や特情にあった改善等が反映されにくく
なり、人口の多い所だけに金と物が集中されてくる。自治区制度を存続すべきで
ある。少子高齢化を迎えている現状で存在意義があると考える。

5

浜田市と合併した事で、行政施策や「役場」としての役割が薄まって来ている。
これでは旧那賀郡は没するのみ。自治区にもっとウエートを置くべき。自治区制
度を充実させるべき。

6

行政組織のスリム化が進むに従って、末端は目も手も届かなくなるのは道理。為
に自治区制度が何がしかの防波堤と考えるのは自然。この国の最大事は「少子高
齢化」。地方政治の場から能動的に動かねば･･･。

7
8
9

自治区が廃止されれば「支所」という名称になると思われる。それでは良い意味
での独立性が失われる恐れがある。
自治区制度を廃止すれば行政の主な行事が中心部に片寄りやすいので今のまま
で良い。
自治区制度は行政を身近に感じることができるため必要だと思う。しかし、事業
の内容等はあまり認知されていないように思う。もう少し、広く市民を巻きこむ
ような事業を行い、もっと興味が持てるようになると良いと思う。

10

自治区制度は継続すべきと思う。

11

合併後、行政職員が一生懸命取組んでおられることはとても理解できる。一方、
住民側からは、合併（5 市町村）後、まだ住民の一体感を感じるところまで至っ
ていないように感じる。もう少し自治区制度を残す必要があると思う。聞くとこ
ろによると、支所の職員数が同数になるということのようですが、住民の数に応
じて配置してもらわないと住民サービス面で不利益が発生することを職員の負
担面でも疑問がある。

12

13

浜田市の西の片隅の地域では自治区制度がなければ寂れる。浜田市に合併しなく
ても益田でも良かったと思う。
H28 以降の自治区制度の存廃をアンケートの多数決で決するのはやめていただ
きたい。自治区制度などの必要な地域、声がある限りその要素を見逃さず、浜田
市全体の将来展望を描く中で、きっちり考慮した制度として位置づけることが大
切だと考える。

14

旧浜田市以外の町村は、何かが残らなければ、本当に寂れていくばかりだと思う。
本庁だけでは見えない事も自治区制度により見える事も多く、皆ががんばってい
けるように、自治区制度を残して欲しい。

14

旧浜田市以外の町村は、何かが残らなければ、本当に寂れていくばかりだと思う。
本庁だけでは見えない事も自治区制度により見える事も多く、皆ががんばってい
けるように、自治区制度を残して欲しい。

15

自治区制度は重要です。

16

人口が減るからこそ、必要だと思います。
現在、支所が有ることによるメリットは維持してほしい。支所としての機能は重
要。

17
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18

19

20

21
22
23

24

25

26

合併してよかった事は、ゴミ袋が安くなったことしか思い浮かばない。それでも
自治区制度があったお陰で旧三隅町時代からの保健福祉サービスやコミュニテ
ィー整備事業の補助等を継続して頂き、有難いと思っている。合併して 20 年位
経過すると、色々な場面で世代交代も進み、落ち着いてくるのではないか。従っ
てあと 10 年自治区制度を継続してくださるよう要望する。
自治区制度は必要だが、合併そのものが必要だったのか疑問に思う。
① 自治区制度に限った費用対効果を検証する必要がある。
② 人口規模に応じた職員定数へ削減すべき。
③ 人口規模に応じた公共施設数にすべき。
④ 合併して効率性が良くなった部分について交付税が減らされるのは止むを
得ないが、逆に悪くなった部分もあるので、交付税を補正増額してもらえる
よう国に働きかける必要がある。
⑤ 市の財政状況や今後の見通しを分かりやすく市民へ説明し、市が破綻するこ
とのないよう市民へ痛みを求めることも必要。
自治区制度を続行していかないと田舎は今以上に寂れていくと思い、少なくとも
以前の三隅町時代の行政サービスに戻ってもらいたい。
自治区事業の統廃合を進める必要を感じる。
良い点：地域の要望等の意見が行政の施策に反映されやすい。
悪い点：浜田市全体として大局的な観点からの地域開発ができにくいのではない
か。自治区まかせの行政運営。
・自治区長と支所長の役割を市民に説明すべき。
・浜田自治区の人が優遇（住基カード）。差別とも考えられる。
・すべて市長決裁ではなく、自治区の主体性を大切に。
・合併時のように、議員の選出方法にすべき。
・少なくとも 3,000 人くらいのアンケートでないと信用性がないと思うが、もう
少し詳細なことまでの質問が必要。
自治区長について
権限：委譲と明記する。
選任：地域協議会で決定する。少なくともこれで自治区に大将が出来る支所も
町も元気が出てくると思う。
自治区長、地域協議会の権限を強化するとともに、地域振興基金の使途について
は、各自地区で自由に使えるようにする。
全国に例のない自治区制度を継続することで、地方分権等の推進を図るとともに
個性ある地域を確立する事ができる。

27

合併後に引っ越してきたため比較としては分からないが、自治区長が副市長級と
いう点など手厚く、制度がしっかりしすぎている印象が少しある。市議会議員の
数などで調整できる部分もあると思った。（議会の機能として）

28

浜田市の財政状況は年々厳しくなっているので、各自治区の予算はある程度見直
さなければならないと思う。

29

旧三隅町の職員にこだわらず全市の職員として、それなりに優秀な職員を配置し
て欲しい。昔から三隅に勤務していても三隅に精通しているとは限らないので定
年まで余すこと１～３年の職員でも旧浜田市の職員と交換する等して新しい風
を吹き込むべきである。特に係長級の異動が必要である。

30
31

人事異動は必要とは思うが、半分以上の人事異動はその地域の事が分からない人
ばかりになるので、それだけはやめてほしい。
・支所、本所共に人が多すぎる。
・支所の車がよく動いている。無駄な動きが多いのではないか。
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31

・市部中心の施策先行で合併に対する地域住民の声が反映されていない。
・市長が各地域の催物等行事に出向くことは公務の一環と思うが過度と思う。
・自治区事業（仕事）が見えてこない。支所長がリーダーとしての役割を果たせ
ば、必要ないのではないか。
・合併後、支所の職員数が減少傾向で、サービス低下に影響を及ぼしていないか。

33

今後、少子高齢化が急速に来るため行政のあり方についても再検討の必要がある
のでは？若者の定住対策、雇用増進対策。

34

自治区制度は必要無いと思う。廃止してください。ふるさと交流館整備事業、コ
ミュニティ助成事業、必要ない事業だと思う。やめてください。三隅自治区は住
みにくいので、他市への転居を考えている。

35

合併したのだから（自治区制度は 10 年間である程度の効果はあったと思うが）
浜田市全体で行政を考えて行く方が良いと思う。

36

人口が減少するので自治区自体の存続が難しくなる。その時になって「さあどう
しよう？」では遅い。今のうちから全市が一つになって人口増加の方策を考える
べき。新たな職場の開拓、あるいは企業誘致など、また浜田にある土地、田畑、
家、親等は決して都会の生活（都会にあるもの）に比べて劣るものではないはず。
これらの良さをうまくアピールして若者の定住に繋げられれば、高齢化問題、地
域の活性化の問題、荒れた田畑の問題等、少しずつ良くなっていくと思う。 20
年 30 年先を見据えて。

37

勉強不足で今回のアンケートによる概要版で知った。厳しい現実を少しでも安心
して暮らせるよう、自治区制度にも市民一人一人の気持ちや想いが伝わる方法も
必要だと思う。今回のアンケートは住みやすいまちづくりの見直しにとっても大
切なものだと思った。

38

訳の分からない年寄りにアンケートを送付してきた理由が分からない。

39

自治区制度を分かりやすく知りたい。
お年寄りばかりで若者がいない。働くところがないから都会へ出てしまう。計画
されている名目が不十分かと思う。「自治区制度」の名前を大体の人が知らない
と思う。私も初めて知った。
故郷にＵターン後の年数が浅く、合併前の事情が分からない為、整合性に欠ける
回答もある。

40
41
42

自治区制度というものがあまりよく分からない。

43

自治区というラインを引くことによって、それぞれの管理区内での政治的指示系
統はスムーズになったと思うが、地域が（浜田だけでなく、旧那賀郡も）協力し
ている姿が余り見られない。旭町出身で今は三隅にいるが、山あり、海ありのグ
ルメがもっと活用されると広島や福岡からもっと人が訪れてくると思う。スキー
場に温泉、海産物に農産物があるのに、それぞれがそれぞれにアピールしすぎ。
日本一田舎を売りにしてゆっくり落ち着く街を目指したらどうか。若輩者の意見
で申し訳ない。

44

地域に個性が失われつつある様に思う。活気が少なくなった。

45

自治会の意見を良く聞いて何事にも前向きに考えてほしい。

46

現在、自治会について高齢者の増加に伴い、役員事業が困難になってきているの
で、自治会役員の負担を減らすように考慮してほしい。

47

集落の減少により小組の組替が必要に思う。
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48
49

自治区制度で合併して、今から子育てが大変な時に子育てをしている若者に何も
変わらない気がする。
合併前は女性用検診が充実していた。

50

コミュニティ助成に関しては若者向けのコミュニティ活動への積極的な支援を
すべきと思う。少子高齢化に歯止めを少しでもかけるためにも重要な事だと思
う。空き家バンクや空きアパートの大々的な告知を官民で協力して行くべき。

51

二重の行政の感じがする。

52

1
2

53

とにかく住みやすい、明るい町にして欲しい。環境整備も地区の皆で協力し合っ
てやってもらいたい。健康なまちづくりを目指しましょう。

54

買い物、交通の便を良くして欲しい。

55

まちづくり推進委員会の交付金（補助金）等、少々バラマキの感がある。
補助金等は地域活性化、自立化を目指すのが目的と思われるも単に自治会におい
ては活かせれてない様に感じる。ハード面の強化のみに終わっている。

56

会合に出席するにしても交通の便が今一つ。公民館に小さくても良いが送り迎え
の出来る様な便利性はないものかと思う。

57

そもそも郡部であり、奥部に住まいをもつ住民は更なる不便さしか残らず、潤い
も感じない浜田市に住民を大切に思う気持ちがあるならば、これ以上の住民減少
を防ぎ、出て行く若者たちが働きやすく住みやすい浜田市にするべきであり、市
職員である仕事の出来ない、口ばかりの職員は私達市民からしたら首にすべき。
職員のつまらない残業代に税金を支払って住民の思いを考えてほしい。行き届い
た配慮の出来る市職員を役に立つ人材を市役所の職員であると、ほこらしい職員
をおいてほしい。先日、浜田市に伺った際に感じた。私は浜田市内で働きたい。

58

ソフト事業は存続し、ハード事業は国費でしてはどうか。今回の参議選で自公が
圧勝したことにより公共事業は増える。いわゆる「ハコモノ」の整備や耐震化は
今後予算の増加がみこめるので国の補助（予算）で対応するのが良いと思う。

59

自治区による格差があるようだが、詳しいことは分からない。年齢層の変化によ
り色々な事業が必要になのは理解できても、自分の生活に関連することしか分か
らない。高齢者が安心して生活できることが他の年齢層にとっても最も必要な事
だと思う。公的な援助で住み良い地域になれば幸い。

60

住みにくい町

61

地区まちづくり委員として報告を受け、以前に増して状況を良く知る事が出来
る。

62

三隅は那賀郡に戻してください。そうするとすごく良い町になります。この事は
絶対忘れないで下さい。三保三隅駅から町づくりをして下さい。「駅」を大切に
して下さい。駅前の道路を作り直してください。とっても大切なことです。

住民の細やかな意見が届くようなシステムづくりを願いたい。
若者が定住出来る地域づくりを考えてほしい。
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