
さわやかグループ（５名）[１いいね] 

 

＜こんなまちなら、住み続けたい＞ 

 

・坂道がないこと 

・景色がいいこと 

・私が健康で、みなさんが役立てる生き方 

・地域の学生と交流ができればいい 

 

・夏が暑くない 

・雪が多いため、雪かきがなければいい！ 

・ネコがたいへん多いので、少なくなればいい 

 

・認知症になっても住みやすいまち 

・年老いたとき、ちょっとした手伝いをしてもらえること[１いいね］ 

・それぞれが、できることを教え合ったり、つくったりができる場があること[２いいね] 

・遠くまで行かなくても集えるところがあること（町会など近すぎると噂話になる）[１いいね] 

・交通アクセスがいい[１いいね] 

・スーパーが近くにある[１いいね] 

・雪がない[１いいね] 

 

・ちょっとしたお話しができるサロン風な場所があること。近所に交流があること。 

 

＜今の地域に足りないと思う活動＞ 

 

・どこでどんな活動をしているか、知らされていない（できることがあれば、手伝いたいのに）[１いいね] 

・地域活動のための予算が足りない（活動の補助金等）[１いいね] 

・ボランティアをする人がいない 

・図書館でいろんなイベントがあるのに、ボランティアも含め知らされていない。もっと楽しめるのに。 

 

・地域の町会会員が少なくなってきています 

・町会（場所）がない。交流する場がない。 

・町会の冬行事に対しての参加が欲しい 

・若い人が多くいてほしい。活動範囲が限られる。（若者が少ないため） 

・役員自体が高齢者が多いので、大変 

・現役員への理解が足りない！ 

 

・いつまでも元気で居られるための場が、どこにあるか知らされていない 

・ロードヒーティングが設置されている所が少ない 

・町会の役員になる人が少ないので、増えるといい 

・公共交通網が足りない（営業時間が短い） 

 

 

 

 



＜実現のために、私が地域でできること＞ 

 

・自分から活動できそうな場所をアンテナを張って出向いてみる。行動を起こす。[４いいね] 

・各地の取り組みを情報共有できるような体制づくり[３いいね] 

・リーダーになってくれる人の発掘[４いいね] 

・学校などと連携して場所を確保する[２いいね] 

・一人暮らしで、最期まで自宅で生を終えられることは出来るのか[１いいね] 

 

・会長はサロン希望を促す！ 

・これまでの活動内容を変えていくしかない 

 

・町会で七夕祭りをする。子ども達を集める。 

・これまでの町会活動を変えていくしかない 

・七夕の飾りをして町会に来てもらう 

・節分の豆まき 

・ボランティアをしてくれる人の発掘 

・子どもを行事に呼び親世代に町会に興味を持ってもらう[１いいね] 

 

・地域の声をより届かせるような仕組みづくり（予算等） 

・地域の足となる乗り合いタクシーのような交通網の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



支え合いグループ（６名） 

 

＜こんなまちなら、住み続けたい＞ 

 

◆ 人とのつながり 

・となり近所仲が良い。声のかけあい。→地域づくりの支え合い＝地域づくり 

・近所同志で交流できる場があれば、いざという時頼れる。→隣近所仲良く 

・向こう三軒両隣のつながり。 

・困ったときにすぐにＳＯＳが発信できる 

・様々な世代が関われるまち→少額の料金で楽しく遊べるところ（サロン） 

 

◆あったらいいな 

・道路の除雪がされているまち[１いいね] 

・雪かきの心配がない[１いいね] 

 

◆こんな環境なら[１いいね] 

・歩ける範囲で、銀行・買い物・病院に行ける。車が運転できなくても良い。[１いいね] 

・食料や生活雑貨が買いに行ける（歩行）※住んでいる地域によっては車がなくては難しい 

 

＜そうなるには○○が足りない＞ 

 

・・若いリーダー（まとめ役）が必要[５いいね] 

 ・若い人は関心があまりない。距離感が変化してきている。 

・・人との関わりの距離感が難しい。 

 

・きっかけを作る（地域交流）[１いいね] 

   ※最初は公的介入であっても 

・地域情報を知る 

   ※住民の困っていることなどを調べる 

 

＜実現のためにできること＞ 

 

「人との関わりの距離感が難しい」 

・近隣の方の雪かき（身近なところから）[２いいね] 

 ・できることはやるけど、無理はしない。 ※長続きするために [４いいね] 

 《どうしたら無理なくできますか？ → てきとうに！！ 自分にやさしく》 

「若いリーダー（まとめ役）が必要」 

     ・若い人が参加しやすい行事を企画 

     ・集える場所がある（ない所←補助） 

     ・学生等が地域を考える機会をつくる。若い頃から関心を持つ。[１４いいね] 

      （親も関心もてる）[１いいね] 

      《専門学校など、どんどん人が減っている》 

     ・地域交流が上手くいっている所の学習・見学（自分たちでもできるかも・・・） 

  

 地域との関係づくり！ （ボトムアップで） 



○○グループ（６名）※個人名に関わるグループ名のため○○で伏せています 

 

＜こんなまちに、住み続けたい＞ 

 

・資源がたくさんあるまちなら住み続けたい（サークル、興味のある活動など） 

・若い人が住みやすい職場が多くあるまち[８いいね] 

・コンパクトで見守りが行き届き、安心して住めるまち 

・昭和時代のような、隣近所もみんな家族！！つながりがあるようなまち[２いいね] 

 

＜今の地域に足りないと思う活動は？＞ 

 

・すぐに参加できる場がない 

・「誰もが」気軽に参加できるサークル（スポーツなど） 

・隣近所の雪かきなどの支え合いがない（個人の意識改革が必要！！） 

・地域ごとに連携できるシステムが足りない 

 （活発な町会の活動に他町会の方も気軽に参加できるなど） 

・若い人に魅力のある仕事がない 

 

＜実現のためにできること＞ 

 

・個人への意識改革は時間がかかるので、普段の仕事の中で根気よく説明していく[１いいね] 

・誰とでも挨拶することから初めて、つながりをもつ[１いいね] 

 

◎サークルを作りたい人が参加募集するなどのノウハウを相談できる窓口[１４いいね] 

◎活動の情報を発信する窓口[５いいね] 

◎行政からの市民に向けた情報発信の更なる強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



チームあつあつ道南（７名） 

 

＜住み続けたい町＞ 

 

・車に乗らずに生活できるまち[１いいね] 

・足が確保されるまち（買い物・病院）[２いいね] 

 

・近隣同士の声かけを大切にするまち、声かけあうまち 

・笑顔で挨拶の多いまち 

・気軽に話ができる人が近くにいる 

 

・参加できるまち（ボランティア、行政、サークルなど）[２いいね] 

・手助けのまち 

・１人でも安心して生活できる。経済的にも生活面でも。（福祉） 

 

・地産地消での食文化[２いいね] 

・おいしい物のあるまち（特に魚） 

 

＜☆あったらいいなぁ・・・・＞ 

 

・集客のバスがあればいい（スーパー、病院）[３いいね] 

・移動販売 

 

・サロン（気軽に集える） 

・町内に活動のリーダー的な人がほしい 

・有償ボランティアシステムの充実[１いいね] 

 

・生きがい、やりがいのある活動 

・活動予算[３いいね] → 指導者[１いいね]、土台づくり、講師 

   《どうすれば予算を確保できると思いますか？》 

・自農自作の食堂[１いいね] 

 

＜できること！！＞ 

 

・町会行事で集まった人のつながりを利用して、特技を持っている人を発掘していく[１いいね] 

  → 町会の行事や活動などで、その特技を活用していく → 新たなつながり[１いいね] 

・住民１人１人が、地域を意識し挨拶！ 声がけ！ 

            ↑ 

 

     今こうして集まっている私たちが仕掛け人になる（声がけ運動とか）[３いいね] 

 

     サロンは町会でできるかも そこで色々なことができる 予算の問題もある 

 

 

 



☆考えの行程 ここが大事 

  ・１つの特技から付随した何かができる[２いいね] 

  ・特技の発掘 → ふれ合い 

  ・食べ物を通して人と人とのつながり[１いいね] 

  ・年を老いても通える場 → ゆくゆくは閉じこもりの人も来られる場につながる 

  ・自分たちの特技を出せる場所[９いいね] 

 

・ボランティアがどこまでできるのか[２いいね] 

・経済面の問題 

・どこまでがボランティアなのか 

・まちの行政に意識をもつこと！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８Ｇ種の会（５名） 

 

＜こんな町なら、住み続けたい！＞ 

 

◆交通の便のいいまち 

 ・交通システムの良いまち[５いいね] 

 ・交通アクセスがよくなる 

 

◆便利のいいまち 

 ・コンパクトなまち（近所に必要な施設などがある） 

 

◆動物・水族館などの充実 

 ・図書館、体育館など公共施設の充実 

 ・動物園、水族館、公共の場 

 

◆助け合いのできる町 

 ・お隣同士仲良く助け合うことでありたい 

 ・サロン、地域食堂がいっぱい 

 

◆風光明媚なまち 

 ・風光明媚 

 ・緑の多いまち 公園 

 ・函館の街 おしゃれな街づくり 

 

◆（若者）子どもの多いまち 

 ・若者が定着できる 

 ・一次産業の充実 

 ・赤ちゃんや子どもに会える 

 ・昔は子どもが多かったが、今は子どもの声がなく静かです。 

 ・子どもが多い 

 

◆医療の充実 

 ・医療の充実 

 ・医療設備が充実している 

 

◆商業施設の充実 

 ・スーパーがたくさんある 

 ・買い物が便利 

 ・商業施設の充実 

 

◆安全なまち 

 ・防災や防犯がしっかりしていて、安全なまち 

 

 

 



◆公的サービスの充実  

 ・公的サービスが充実している 

 ・税金が安い 

 

＜今の地域に足りないと思う活動
・ ・

は？＞ 

 

◆交通網の整備 

 ・交通量、利用者のデータ 情報 

 ・交通アクセスが良くなるような対策 電車につなぐバス （バスの１区間など短く） 

  

◆若者・高齢者の雇用の場[１いいね]  

 ・年金者の働くところがほしい。経験を活かせるといいと思う。[２いいね] 

 ・経済の活性化を行う 

 ・若い方の働く工場が必要である 

 ・現在の産業の発展 

 ・新しい産業をつくる 

 ・若者が働く場 産業 

 ・ベンチャー企業を支援する（若い起業家へ） 

 ・企業がまちのために貢献できるようなボランティア活動 

 

◆産業の活性 

   ↓ 

  福祉に循環させてほしい 

 

◆高齢者の交流の場づくり 

 ・サロン活動 

 ・サロンや集まる場を知らせる活動 広報 

 ・元気な高齢者同士の交流 

 ・町会やまちづくりの宣伝 

 ・地域のために考える活動が不足（個々人の発想） 

◆広報 

 

◆街の顔（イカ） 交流 → 人と人をつなげるシステム 

 ・顔！ 街の交流！ 

 ・人と人とをつなげるシステム（あまっている物を、足りない人へつなげるシステム） 

 

◆地域のことを考える教育 

 ・地域のことを考える教育（小・中・高）[３いいね] 

 ・子育てのできる環境！ 

 

◆街の修繕 

 ・函館のよいところを生かす活動  

   → ロシア領事館とか、古い建造物とか 

 

 

 



＜実現のために、私や地域の人にできること（支え合い・助け合い）＞ 

 

◆近隣との助け合い（除雪・掃除） 

 ・隣の人の雪かきを続ける 

 ・家の周りの掃除 

 ・雪かき 

 

◆見守り・あいさつ[３いいね] 

 ・あいさつする 

 ・自宅周囲にあいさつ声かけ 

 ・隣人にあいさつする 

 

◆町会活動への参加 

 ・町会活動への参加（平日参加がなかなか難しい） 

 ・町会活動になるべく参加（もちつきとか夏祭りくらいなので） 

 

◆函館で買い物をする 

 ・函館で買い物をする 

 

◆学校とのつながり[２いいね] 

 ・学校行事の参加！ 

 

◆娯楽施設の充実[１いいね] 

 ・動物園をつくりなさい[２いいね] 

 ・函館港内にカジノをつくりなさい[１いいね]  

 ・オートレースをつくりましょう 

 

◆情報発信 

 ・サロン活動情報を集めて知らせる[１０いいね] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ももちゃんグループ（５名） 

 

＜こんなまちなら、住み続けたい＞ 

 

・気軽に集える場所がある[２いいね] 

・近所に興味のある集いの場がある 

・隣近所の家にふらりと立ち寄れるまち 

・居場所のあるまち 

 

・近所で買い物ができる 

・つまらないことで怒ることが少ないまち 

・交通の便が良い（本数増やす） 

・市電が走るまち（交通網が良いまち） 

・交通の便がよい[４いいね] 

・浴場が多いまち[３いいね] 

 

◆人 

・悩みを聞いて解決してくれるまち 

・近所の人などに（家族ではなく人々でも、という意味）悩みを相談できるまち 

・信頼できる友人がいる 

・あたりまえに挨拶を交わせる 

・なじみのひとが傍らにいる 

      

 

・困った時に子どもを預けられる所が充実 

・子どもの声が聞ける 

・近所の顔が見える 

 

・認知症になっても優しくしてくれるまち[１いいね] 

・近くに緑がある 

・雪かきの心配をしなくてよい 

・税金が上がらない 

 

＜今の地域に足りないと思う活動は？＞ 

 

・スーパー（近所の）自宅への配達があれば・・・（昔ながらの） 

・銭湯をまわる送迎車 

・バス路線が少ない 

 

・地域貢献企業が少ない  

・若い人が働ける所 

・仕事 

 

 

 



◆場所 

・子どもが遊べる所が少ない 

・子どもや高齢者も行けるコミュニティ食堂[１いいね] 

・徒歩圏内に集える場所がない 

・教育機関との連携 

・空き家の活用[１いいね] 

・多世代間交流の場がない 

・空き教室（学校）の活用[１いいね] 

・コミュニケーションを楽しめる場所 

・ふらーっと寄れる場所 

・昔ながらの近所のつながり[１いいね] 

・ボランティア活動する場所 → 情報提供[１いいね] 

・児童館を活発に（イベント） 

 

＜実現のために、私や地域の人にできること（支え合い・助け合い）＞ 

 

・それぞれの分野でキーパーソンを探す、アイデアマンを探す（出す）[１いいね] 

・通いの場となるような場所や、提供してくれる人を探す 

 

サロンをたくさんつくる[２いいね] 

 

◎１品持ち寄りパーティー [１３いいね] 《気軽に参加できそう（敷居低い）》 

 

◎南無の会紹介 [２いいね] 

 

場所があれば何でもできる！！     人と人もつながる！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



生き活きグループ（６名） 

 

＜こんなまちなら、住み続けたい＞ 

 

・安心 

・いい
・ ・

まち 

・想いを形にできるまち    《良くまとめている》 

・おせっかいのあるまち 

 

 

・デートはしたいケド結婚はしたくないまち[７いいね] 

     

    ・おせっかいバアサンになる勇気が必要[４いいね]  

 

＜今の地域に足りないと思う活動は？＞ 

 

◆集いつながり 

・多世代交流の機会 

・地域のつながりが少なくてさみしい思いがします 

・まわりの付き合いがない 

・高齢者が集う場が少ない 

・開かれた場所がない 

・つながり、町民、民生委員、ボランティアをさせていただこうと考えている人、包括、市 

・若い人の交流、退職後の日常 

・子どもが少ない（集う） 

・町内会の活動を利用してまちの活性化 

・気軽に出向いていける所がほしい[１いいね] 

・活動の場 

・自身が町会活動に参加なし 

・交通がまち全体をまわれるようにしてほしい 

・車がない場合の交通手段 

・近所の人をあまり知らない 

・町会の活動を知らない 

 

◆コミュニケーション 

 

◆支えが必要な人の支援 

・要支援になる前の取り組み。これは自分自身のこと。心がまえ。 

・今、高齢者が望んでいることをキャッチする 

・信頼関係をどうつくっていくか 

・本当のその人を中心としたセンター・パーソンズケアどうしたら 

・「助けてください」と言える雰囲気づくり 

 

 

 



◆想い 

・仕事以外の時間がほしい[２いいね] 

・観光客がウルサイ（元町） 

 

◆買い物 

・近くにコンビニ、ストアーが無い 

 

◆お金[１いいね] 

・資金を得るための方法[１いいね] 

・サロン等、活動費は？ 運営費 

 

＜実現のために、私や地域の人にできること（支え合い・助け合い）＞ 

 

◆講話・広報 

・自分の団体についての講演 

・活動の広報 

 

◆集いの場 食事会 

・友達とサロンを開設していますので、地域の人に遊びに来てほしいです[２いいね] 

・どなたでも参加できる手芸、手仕事グループを週に１度ボランティア 

・マンションの住民交流をするため月に１度食事会 一品持ち寄りで（一人暮らしの方）[３いいね] 

 

 

◆参加 

・地域活動への参加 

・子どもが集う場があれば、遊びを教えられる 

 

 

◆お金（行政） 

・補助金 

 

◆おせっかい 想い[３いいね] 

・させてもらえる 

・まだ、だれかのためになにかができる。 

・雪かきのお手伝い 

・自分の職務でガンバル 

・ちょっとした事から一歩前進 

・定年後は積極的に[１いいね] 

 

 

 

 

 

 

 



仲良しグループ（チーム“藤”）（６名） 

 

＜こんなまちなら、住み続けたい！！＞ 

 

◆環境 

・犯罪が少ない 

・治安が良いまち 

・働く場所がある 

・子どもがいても働ける[２いいね] 

・子育てしやすい、サポートが整っている 

・近くに買い物できる場所がある 

・お店がたくさんある 

・皆で入れるお風呂がある、大きな洗い場があれば良い 

・行政のサービスが整っている 

・お金がかからない助成がある 

・税金が安い 

・交通の便がよい（２枚） 

・雪が少ない 

 

◆人・感情 

・笑顔がたえないまち[１いいね] 

・支援があるまち 

・友達のような仲間とか、お年寄りと一緒に話しする 

・親切な人が多い 

・ちょっと困ったときに助けてくれる人がいる 

・困ってたら相談できる人・場所がある 

・生まれも育ちも万代町で、これからも住み続けたい[１いいね] 

 

＜今の地域に足りないと思う活動は？＞ 

 

◆災害 

・防犯活動 

・緊急の対応や取り組み[１いいね] 

・町内会活動 

・一人暮らしの高齢者への声かけ 

 

◆人 

・近所づきあい 

・住民どうしの交流[１いいね] 

・人との交流 

・世代間交流できる場 

・ボランティア 

・一人暮らしの高齢者への声かけ 

 

 



◆お店 

・一人暮らしなので、お風呂があればいい 

お風呂が広く掃除するのが大変であるので、近くにあってほしい 

・薬やがないので、お店を増やしてほしい 

・銭湯がない[１いいね] 

・手づくり店がない 

・お店（スーパー）が少なく買い物が大変 

 

◆その他 

・高齢化、少子化 

・婚活の場[５いいね] 

・公共交通（免許がない人のため） 

 

＜実現のために、私や地域の人にできること（支え合い・助け合い）＞ 

 

◆環境 

・地域を知るためのきっかけづくり 

・ちょっと立ち話できる場所、時間 

・すぐに地域の情報が入ってくる環境 

・何かあったときに、近所が共通認識で課題に取り組める。助けること 

・明るいまちにする 

・一週間に一回、安否確認をしています 

 
 

◆人                 ボランティア（見守り・除雪） 

・もっと交流を深めること（近所の人） 

・交流の場づくり（会館を安く開放） 

・若い世代を巻き込む[３いいね] 

・声のかけあい、支え合う[２いいね] 

・声をかけ合って、元気を確認すること[２いいね] 

 

 

◆思い 

・お金持ちは地域に寄付を[５いいね] 

・気がつける人になる 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



都会的田舎グループ（５名） 

 

＜こんなまちなら、住み続けたい！！＞ 

 

・交通の便が良い（２枚）[１いいね] 

・（娯楽）楽しみのあるまち[１いいね] 

・テーマパークがあるまち[１いいね] 

・自分の趣味に合う場所が多くあるまち 

・除雪体制の充実を！[１いいね] 

・若い人の仕事がある 

・若者が活動できる場がある（あそび） 

・高収入の仕事 

・都会よりも田舎 海川山に囲まれて 

 

  食べ物がおいしい 

☆                      だから住んでる 

  景色がきれい 四季を感じる 

 

 

＜今の地域に足りないとおもう活動は＞ 

 

・社会全体に人情味がなくなった 

・あいさつ 

・隣近所のつきあい            世代・経済・福祉など 

・子どもと大人との関わり         分けずに 交流つながる機会がない 

            

働く場[２いいね] 

     学校（大学）            いつでも楽しめる ＜娯楽・場＞ 

      （北大・未来大・教育大・函大        ↑ 

       大谷短大・函短・高専・極東大）   大人も子どもも 

       とのつながり           

  起業家育成[１いいね]       自分でカフェ（何でも屋さん）[３いいね] 

 

       コーディネーター      《どうやって集めるか？》 

 

 セミナーに参加 

・声かけ（あいさつ） 子ども達の見守り[９いいね] 

・除雪の手伝い（ボランティア部隊） ← 有償ボランティア[３いいね] 

                     （高齢者自身が行う） 

 

 

 

 

 



魅力的なまちにしたいグループ（５名） 

 

＜こんな街がいいな・・・・＞ 

 

①  

・近所と話しやすい 

・あいさつができる[３いいね] 

・近所同士であいさつができる[１いいね] 

・近所同士で飲みに行く 

・公園に子どもがいる（にぎやか）[４いいね] 

・回覧板を玄関まで届けてくれるまち 

・でも、なれなれしくない。プライバシーは守る！ 

・高齢者に優しい 若者と交流できる[１いいね] 

・静か。防災・防犯がしっかりしている。 

 

②  

・食べ物がおいしい 

・資源回収 

・交通の便がよい 

・スーパーが近くにある 

・病院がある[１いいね] 

・病院、スーパーなどが近い 

 

③  

・函館の街を誇れる市民がたくさんいる[２いいね] 

・魅力的な街第１位であり続けてほしい（仕事で来るのは３回目。いつも良い街だなと思います） 

・行きたくなるイベントがある[３いいね] 

・一人一人のアイデアが活かされるまち（日本初がたくさん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜何がたりないのか＞ 

 

①  

・もう一歩、近所と関わりをもつ勇気[３いいね] 

・おせっかいの心[５いいね] 

・子育て支援（お金）[１いいね] 

・町会加入の工夫 

・地域の活性担っている気持ち[２いいね] 

・他人の子どもを叱る勇気 

・子どもに挨拶をしつけても、親が挨拶をしないと（相手）自分がどう子どもに言っていいのか分からな 

 い時がある 

・多くの人が集まる行事 

・町会活動 

・子どものしつけ（教育？）[３いいね] 

・子育て世代の意識 

・子ども達への教育 高いものとふれあう機会 

・交流の場 学校空き教室とか福祉施設の活用をもっと！[２いいね] 

 

②  

・町会からのアピール（何が欲しい！ 足りない！） 

・でも、なぜ人口が減っていくのでしょう？ ⇒ 転出しない・転入してくれる活動 

・仕事がない？ （スーパーや病院が欲しいなら、それが仕事になるはずなのに）[１いいね] 

・息苦しい？（冷たい？） 

・子育てしにくい？ 

・教育資源が足りない？[１いいね] 

・家賃が高い？ （物価が高い？）[１いいね] 

 

③  

・観光につながりますが・・・お店の方一人一人の接客が気になる所を感じる 

・地域を学ぶこと（特に課題を）家庭も 親も 学校も [３いいね] 

・土地の開拓・・・。 自然いっぱいで魅力的！！ 

 

＜自分・地域でできること＞  

・親世代も地域のことを学んでいない。その親が子を育てる。代々・・・[１いいね] 

・函館検定！！ 以前よりは学校で函館のことを学ぶ機会はあるようだ。[１いいね] 

・福祉職へのイメージ改善[１いいね] 

・インフォーマルサービスやサロンなどの広報！！                      


