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第２期上山市都市マスタープラン 

 

 

（１）住民懇談会開催概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料Ⅰ 住民懇談会「かみのやまの未来のまちづくりについて話す会」 

日時 区分 主なワークテーマ 

H30.7.19（木） 
エリア別懇談会（1） 

・中部エリア １ エリアの主要な課題の整理 

２ 課題解決の方向性 

３ グループごとのキャッチコピー H30.7.21（土） 

エリア別懇談会（2） 

・北部エリア 

・南部エリア 

H30.10.18（木） エリア合同懇談会 
４ エリアにおける重要・優先的な取組の共有 

５ エリアの将来像の共有 
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（２）主な意見と計画への反映状況 

◼ 北部エリア（  着色：懇談会参加者から重要・優先的な取組として多く選ばれたもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な意見の概要 

都市マスタープランへの反映 
魅力・課題 

（〇：魅力、●：課題） 
魅力・課題に対する必要な取組 

土地利用／工業系 

●工業団地に地元の働き手が少ない ・企業誘致 

【第４章エリア別構想 １北部エリア 都
市づくりの方針に記載】 
・各工業団地の既存企業については、増
設などによる高度利用を促します。 
・山形上山 IC周辺については、工業系土
地利用の今後の需要を踏まえながら、企
業誘致や基盤整備のあり方について検
討を進めます。 

土地利用／自然系 

●既存のコミュニティを活かす仕組みが必
要 

●地区会の担い手確保、負担軽減 
●地区の高齢化、若者の定住 
●周辺地域のコミュニティ維持 

― 

【第３章全体構想（１）土地利用／ウ
工業系土地利用／これからの方針へ記
載】 
・市街化調整区域内の住宅については、
引き続き優良田園住宅制度の活用を促
し、周辺地域のコミュニティ維持に努めま
す。 

 

交通体系／道路網 

●中心市街地の北側で鉄道の東西を連
絡する道路網が未整備 

●（都）長清水湯町線が未整備のた
め、長生橋は道幅を広くすることもなく
補修を繰り返している。 

○長生橋の木製の欄干は趣がある 

― 

【第４章エリア別構想 １北部エリア 都
市づくりの方針に記載】 
・長期的に未着手となっている都市計画
道路については、その必要性を総合的に
判断し、計画の見直しを検討します。 

 ・（都）高松四ツ谷線 
 ・（都）長清水湯町線 

●幅員が狭い、ガードレールが無い区間 
●踏切・通学路の照明が暗い 
●融雪歩道必要 

・安全確保を最優先に必要な補修を実
施 
・無電柱化や側溝の整備など、既存道路
空間内での歩行空間確保を検討 
・通学やシニアカー利用時の安全確保 

【第４章エリア別構想 １北部エリア 都
市づくりの方針に記載】 
・生活道路の交通安全対策について、特
に中学校などへの通学路となっている旭
町踏切周辺は、（主）白石上山線への
歩道設置・歩行空間確保などを検討し
ていきます。 
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緑と水／身近な緑 

○山形市に接する地理的優位性 
●子育て世代が暮らしやすい福祉サービ
スの充実（医療費、保育料など） 

・人を集めやすい、目立つようなもの、回遊
性 
・温泉健康施設周辺の整備 
・茂吉記念館前駅の駐車場の整備 
・農業高校跡地を含めた一体的な開発 
・茂吉記念館との一体的な開発・観光 

【第４章エリア別構想 １北部エリア 都
市づくりの方針に記載】 
・温泉健康施設の整備を推進するととも
に、周辺土地と一体的な活用を検討しま
す。 

○温泉街から近いところに自然がある ― 

【第３章全体構想（５）緑と水の方針
／ア身近な緑／これからの方針へ記載】 
・上山型温泉クアオルト構想における 
 健康ウォーキング認定コースにもなってい
る西山や葉山、三吉山については、利用
環境の維持に取り組みます。 

●未利用地が荒れている 
●宅地と農地をセットで利用 
●地区ごとの活用 

― 

【第３章全体構想（５）緑と水の方針
／ウ都市における農地／これからの方針
へ記載】 
・農地の多面的機能の保全及び農地 
 の機能低下防止のため、担い手など 
 への農地集約を図るとともに、小規 
 模な農地については周辺の空き家 
 と併せて取引できる仕組みを検討 
 します。 

緑と水／水辺環境 

○旅館が個別にホタルツアーなどを実施し
ている。 

●前川の遊歩道が活用されていない 

・ホタルの保全や PR には地区で活発に取
り組んでいるため今後も継続する 

【第４章エリア別構想 １北部エリア 都
市づくりの方針に記載】 
・市民による河川の維持管理やホタル な
どの保全活動 PR を継続し、水 辺に親
しむ環境づくりに努めます。 

 ・須川 ・八幡堂川 
【第４章エリア別構想 ２中部エリア都市
づくりの方針に記載】 
・市民による河川の維持管理やホタル な
どの保全活動 PR を継続し、水 辺に親
しむ環境づくりに努めます。 

 ・前川 ・荒町川 

 

市街地整備／住環境 

●空き家が放置されている 
●個人や業者がバラバラに管理 

― 

【第３章全体構想（３）市街地整備の
方針／ア住環境／これからの方針へ記
載】 
・空き家については上山市空家等対策計
画に基づき、民間事業者と連携し空き家
バンクなどで利活用を進めます。また、空
き家の発生抑制のため、未然防止策を
検討していくとともに、空き家のリノベーショ
ンにより住宅の性能を向上させ市場への
流通を図っていきます。 

市街地整備／都市機能 

●スーパーが歩いて行ける範囲にない 
●高齢者の足が無い 
○コストコ 

・地域で日頃から利用して商業施設を支
え、維持する 
・宅配サービスの支援・充実 
・移動販売の支援・充実 
・介護事業者の送迎サービスと併せて買い
物送迎 
・コストコ周辺についでに立ち寄れる施設を
整備する 

【第３章全体構想（３）市街地整備の
方針／イ都市機能／（イ）商業・観光
／これからの方針へ記載】 
・まちなかへの外出が困難な方への対応と
して、民間事業者との連携による新たな
商業サービスの活用について、必要な取
組や検討を進めます。 
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防災／防災対策 

●避難時に河川を渡るため他地区へ避
難しにくい 

・河川対策 
・今ある施設の耐震化 
・下水道のポンプ能力を上げる 
・地区だけではなく市全体で国に整備を要
望 

【第４章エリア別構想 １北部エリア 都
市づくりの方針に記載】 
・河川未改修区間や水害発生のおそれの
ある箇所について、市全体の課題としてと
らえ、引き続き早期改修の要望をしてい
きます。 

 ・須川 ・前川  ・蔵王川 ・八幡堂川 

防災／災害への備え 

●避難経路上で河川を横断しなければな
らない区間があり、安全な避難の面で
心配がある 

― 

【第３章全体構想（６）防災の方針／
ア災害への備え／これからの方針へ記
載】 
・自主防災組織での共助のもとで、高齢
者などの災害時要援護者にも配慮した
避難誘導体制の整備を進めます。また、
人口減少高齢化や近年激甚化する自
然災害を想定した避難所及び避難誘導
を検討します。 

 

その他 

・中山小学校は高い教育水準や学区内居住者も増えており、残したい 
・新しいアパートなどへの入居者が地区会などの既存コミュニティになじむよう、空き家などを集合住宅に建て替える際は地区会などへの 
 相談をしてほしい 
・地域の連帯感を大事にしたい 
・1 つの方向に特化したまちづくり 
・事業の柱を作りたい 
・働き手となる外国人に来てもらいたい 
・定住移住のサポート体制を整えたい                                           など 
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◼ 中部エリア（  着色：懇談会参加者から重要・優先的な取組として多く選ばれたもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見概要 

都市マスタープランへの反映 魅力・課題 
（〇：魅力、●：課題） 

魅力・課題に対する必要な取組 

土地利用／住居系 

●昔は中心市街地に公共施設があった
（市街地拡大） 

●公民館として充実した設備が必要 

・小学校を核に多世代が交流できる施設 
・上山小を中心として、子育て世代と高齢
者、子供が集うえる場所を中心部につく
る 
・高齢者が利用しやすく公共施設などが集
まったまちづくり 

【第４章エリア別構想 ２中部エリア 都
市づくりの方針に記載】 
・都市生活拠点における民間事業者によ
る宅地開発を支援していきます。さらに、
かみのやま温泉駅、二日町プラザ、上山
城を中心に、生活利便施設等を集約
し、便利で魅力的な都市中心拠点を形
成していきます。 

 

交通体系／道路網 

●長期未着手の都市計画道路が存在す
る 

・必要性があってつくるべき道はつくる、計
画が存在することでまちづくりを邪魔してい
る路線は廃止する 

【第４章エリア別構想 ２中部エリア 都
市づくりの方針に記載】 
・長期的に未着手となっている都市計画
道路については、その必要性を総合的に
判断し、計画の見直しを検討します。 

 ・（都）高松四ツ谷線 
 ・（都）かみのやま温泉駅松山線 
 ・（都）矢来南町線 
 ・（都）湯町松山線 
 ・（都）かみのやま温泉駅新湯線 

交通体系／交通 

●旅館送迎車両の停車位置が観光客か
らわかりにくい 

・停車場所については中活事業で対応中 
・駅東の土地を旅館の送迎バスや観光バ
スの乗降場に利用する 

【第４章エリア別構想 ２中部エリア 都
市づくりの方針に記載】 
・かみのやま温泉駅西口駅前広場に 
 ついては、駅前整備活用方針に基づ 
 き、市民の通勤通学利便性向上と観 
 光客も含めた安全な利用に向け、必 
 要な機能の整備を進めます。 

●循環バスの利用が進んでいない 
・循環バスは手を挙げたら停まるなど、利
便性を向上させる 

【第３章全体構想（２）交通体系の方
針／イ交通／これからの方針へ記載】 
・市営バス及び市営予約制乗合タクシー
については、引き続き利用者ニーズの把
握に努め、より使いやすい運行サービスの
実現を目指します。 
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市街地整備／都市機能 

●飲食店がない 
・空き店舗リノベーション 
・空き店舗等へ出店しやすい環境づくり 

【第４章エリア別構想 ２中部エリア 都
市づくりの方針に記載】 
・空き店舗を活用したチャレンジショップ、ギ
ャラリー及び工房などのスペースづくりにつ
いて検討を進めるとともに、若い世代にニ
ーズの高い飲食店などの新規出店を誘 

 導します。 
・中心市街地で定住や起業を希望する若
い世代などをターゲットとして、持家住宅
の取得又は新築、既存住宅リフォームに
係る経費を一部補助し、定住促進と空
き家の発生抑制の取組を推進します。併
せて、不動産業者や建築業者などと連
携しながら、空き店舗と出店希望者との
マッチングやリノベーションを促し、出店に
向けたバックアップに取り組みます。 

●商店街に賑わいが足りない 

・飲食店とデイサービス等の併設で賑わい
創出 

 
・銀行等と商業店舗の併設による利便性
向上 
・まちなかの公共施設空間の活用による
歩いて行ける場所へのお店づくり 

【第４章エリア別構想 ２中部エリア 都
市づくりの方針に記載】 
・中心市街地活性化基本計画に基づき、
関係団体と連携を図りながら、既存店舗
の魅力向上、商店街マップの活用やツア
ーの実施及び駐車場の周知・誘導などに
より、二日町プラザ、かみのやま温泉観光
案内所及び上山城などの集客をまちなか
に波及させ、中心市街地の賑わい創出 

 に努めていきます。 

●クアオルトだけではない健康増進の取り
組みが必要 

●クアオルトは健康な人の為。健康はクア
オルトだけで足りない。 

●市は健康都市を目指していて観光振
興に税金を使わなくなっているため旅館
が廃業している 

・市民を巻き込んだ健康づくりプラン 
・実際に医療費の大半を占める高齢者の
健康増進、寝たきり予防が医療費削減
には重要。 
・商店街で高齢者の職場づくり 
・世の中全体が人口減少社会であることを
念頭に置いて対策を考える必要がある。 

【第４章エリア別構想 ２中部エリア 都
市づくりの方針に記載】 
・空き店舗を活用したチャレンジショップ、ギ
ャラリー及び工房などのスペースづくりにつ
いて検討を進めるとともに、若い世代にニ
ーズの高い飲食店などの新規出店を誘
導します。 

●空き家が有効に活用されていない 
●空き家の除雪がされない 

・周辺住民のフォローによるスムーズに利用
できる体制づくり 
・空き家バンクの活性化・担い手づくり 
・小規模区画整理で使いやすい区画へ変
更 
・地区での協力 
・除雪機の貸出を住民同士で情報共有し
事前に体制チェック 

【第３章全体構想（３）市街地整備の
方針／ア住環境／これからの方針に記
載】 
・空き家については上山市空家等対策計
画に基づき、民間事業者と連携し空き家
バンクなどで利活用を進めます。また、空
き家の発生抑制のため、未然防止策を
検討していくとともに、空き家のリノベーショ
ンにより住宅の性能を向上させ市場への
流通を図っていきます。 

 
【第４章エリア別構想 ２中部エリア 都
市づくりの方針に記載】 
・あい路が多い中部エリアを中心に、ランド
バンク（小規模連鎖型区画再編事
業）によるあい路解消の取組を進めま
す。 

●まちなかにコンビニが少ない 
●高齢者など買物難民がいる 
●買物できる場所へ歩いていけない 
●買い物難民への対応で宅配があればよ
い 

・銀行等と商業店舗の併設による利便性
向上 
・まちなかの公共施設空間の活用による
歩いて行ける場所へのお店づくり 
・地元店による宅配サービスの実施 

【第３章全体構想（３）市街地整備の
方針／イ都市機能／（イ）商業・観光
／これからの方針へ記載】 
・まちなかへの外出が困難な方への対応と
して、民間事業者との連携による新たな
商業サービスの活用について、必要な取
組や検討を進めます。 
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防災／防災対策 

●河川の整備が足りない ・河川の掘削や雨量の情報提供 

【第４章エリア別構想 ２中部エリア 都
市づくりの方針に記載】 
・河川未改修区間や水害発生のおそれの
ある箇所について、市全体の課題としてと
らえ、引き続き早期改修の要望をしてい
きます。 

 ・前川 ・荒町川 

防災／災害への備え 

●道路が狭く、緊急車両が通れない 

・緊急車両が通れる幅の道路整備 
・長期的な移転 
・安全な地域への移住に向けて移住先の
準備など支援が必要 

【第４章エリア別構想 ２中部エリア 都
市づくりの方針に記載】 
・あい路が多い中部エリアを中心に、ランド
バンク（小規模連鎖型区画再編事
業）によるあい路解消の取組を進めま
す。 

●避難ルートが危ない 
●手助けが必要な方への配慮が足りない 
●中小河川の情報が不足している 

・地区避難計画の充実 
・危険箇所の意見収集やルートの見直し 

【第３章全体構想（６）防災の方針／
ア災害への備え／これからの方針へ記
載】 
・自主防災組織での共助のもとで、高齢
者などの災害時要援護者にも配慮した
避難誘導体制の整備を進めます。また、
人口減少高齢化や近年激甚化する自
然災害を想定した避難所及び避難誘導
を検討します。 

 

景観／歴史・文化を活かした都市景観 

●商店街に電柱が多くて歩きにくく、 魅力
がない 

・景観向上のため電柱を埋設 
・時間帯による車両通行止め（歩行者 
専用）など運用による空間の使い方を
検討 

【第４章エリア別構想 ２中部エリア 都
市づくりの方針に記載】 
・歴史的なまちなみを活かし、上山城を中
心としたファサードの改修、裏配線による
無電柱化の検討及び統一デザインの案
内サイン整備などによる景観形成の取組
を進めます。また、上山城周辺の景観形
成を図るため、景観ガイドラインの策定を
検討します。 
・歴史的な建物などが残る中部エリアを中
心に、その保存及び活用について検討し
ます。 

○古い構造物の価値がある古い構造物
や蔵王の眺望など、資源を保存する。 

○古いものは観光資源として保存活用す
る 

●上山市には景観条例がない 
●観光協会の三角屋根が上山城の眺 
望を阻害しているのではないか 

●見た目や維持管理など道路の舗装が
必要 

・市が一体的に資源の歴史的背景を調
査・整理する必要がある。景観条例の制
定など行政側での対応が必要 
・個々の取組ではなく街全体を見渡して、
担当部署や官民を越えた連携で検討す
る体制づくり 
・足湯などをつくる 
・温泉街、城下町の風情を感じられるよう
な舗装 

 

緑と水／水辺環境 

○旅館が個別にホタルツアーなどを実施し
ている。 

●前川の遊歩道が活用されていない 

・ホタルの保全や PR には地区で活発に取
り組んでいるため今後も継続する 

【第４章エリア別構想 ２中部エリア 都
市づくりの方針に記載】 
・市民による河川の維持管理やホタルなど
の保全活動 PR を継続し、水辺に親しむ
環境づくりに努めます。 

 ・前川 ・荒町川 

 

その他 

・しっかりしたデイサービスや魅力ある集合住宅を建てたい、住みたい 
・他市の取り組みで良いものは取り入れる 
・東根市のような中高一貫校があると良い 
・新しい人や新しいアイディアで持続的にやれることを取り込みたい 
・「何かしてます！」の情報発信が必要                                              など 
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◼ 南部エリア（  着色：懇談会参加者から重要・優先的な取組として多く選ばれたもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通体系／道路網 

○新規 IC を上手に活用して上山に人を
降ろしたい 

●現状では高速夜行バスの早朝到着 
時に観光案内所等が開いていない. 

・温泉を利用して IC付近で街の顔づくり 
・新規 IC から城への誘導路をつくる 
・どこでどのように誘導するか考える 

【第４章エリア別構想 3南部エリア 都市
づくりの方針に記載】 
・かみのやま温泉 IC周辺については、本市
の新たな玄関口として道路案内標識など
の整備や市の情報発信を行うことで、ハ
ード・ソフト両面から市内への案内誘導を
行います。 

 

意見概要 

都市マスタープランへの反映 
魅力・課題 

（〇：魅力、●：課題） 
魅力・課題に対する必要な取組 

土地利用／住居系、商業系 

○温泉はすばらしいので残したい 
○新幹線駅直結、首都圏とつながる利便
性、山、温泉を有効活用したい 

●いこいの場がない 
●老人福祉施設は郊外ではなく駅周辺
で検討した方が良い 

・本格的な温泉を利用した施設 
・くつろげる場所の整備 
・駅周辺など利便性が高い場所に老人ホ
ームを整備 
・温泉やクアオルトの付加価値を付けたサ
ービス付高齢者住宅を整備 
・本格的な温泉を利用した施設として、人
間ドックに温泉宿泊サービスの提供 
・二地域居住など、首都圏の元気な高 
齢者をターゲットにした施設 
・地元住民も自由にたまれる空間 
・保育園など複合的に配置して、多世代
交流を実現 

【第４章エリア別構想 3南部エリア 都市
づくりの方針に記載】 
・都市生活拠点における民間事業者によ
る宅地開発を支援していきます。 
・かみのやま温泉駅東側については、未利
用地の活用について検討します。 

土地利用／工業系 

○若い世代のために新規 ICを活かした雇
用創出 

・企業誘致 

【第４章エリア別構想 3南部エリア 都市
づくりの方針に記載】 
・かみのやま温泉インター産業団地に必要
な基盤整備を進め、新たな産業拠点を
形成します。 

○駅東側は活用可能な未利用地が多 
く、これらを活用してより利便性の高い
住宅地を創出できる 

（日通スーパー跡地、大泉工業跡地） 

・未利用地を活用して、住宅地に近い 
場所に雇用の場を創出 

【第４章エリア別構想 3南部エリア 都市
づくりの方針に記載】 
・石堂地区の工業地域について、土地 
利用の現況及び動向を踏まえた適切な
用途地域への見直しを検討します。 
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市街地整備／都市機能 

●市役所南側の農地を有効に活用する
（市街地拡大） 

●将来なくならないものから考える 

・土地利用の見直し検討 
・市役所を中心として都市機能を集約 

基本方針１に掲げる〈まちなかへあつま
る暮らし〉を実現するため、今後市街地を
拡大する考えはなく、農村・里山ゾーンとし
ての土地利用を図っていきます。 
 
【第４章エリア別構想 3南部エリア 都市
づくりの方針に記載】 
・市役所周辺については、公共サービス拠
点として、公共施設等の適正な配置を
検討していきます。 

○ヤマザワ、ヨーク、おーばん、コストコがあ
り比較的不便がない 

○循環バスによってより利便性が向上して
いる 

●車を運転できない高齢者が増えている 

・循環バスを PR し利用者を増やし、市内
店舗の利用を促す 
・周辺集落についてはこれまでの地区内の
乗り合いを継続しながら、年配者用やワ
ンコインなどの定額タクシーを検討する 

【第３章全体構想（２）交通体系の方
針／ア道路網／これからの方針へ記載】 
・市営バス及び市営予約制乗合タクシー
については、引き続き利用者ニーズの把
握に努め、より使いやすい運行サービスの
実現を目指します。 

市街地整備／住環境 

●空き家問題 
・月 1・2回だけの利用が増えている 
・所要者が分からない問題をどうにかしたい 
・解体の費用を軽くしたい 
・動物が棲み着く 

・空き家を借家にする 
・第二のふるさととして空き家を利用しても
らう 
・空き家バンクや呼びかけを行う 
・空き家対策で大学と連携する 

【第３章全体構想（１）土地利用の方
針／ア住居系土地利用／これからの方
針へ記載】 
・民間事業者の宅地供給を支援していくと
ともに、産学官の連携によるランドバンク
（小規模連鎖型区画再編事業）を推
進します。 

 
【第３章全体構想（３）市街地整備の
方針／ア住環境／これからの方針へ記
載】 
・空き家については上山市空家等対策 
 計画に基づき、民間事業者と連携し空
き家バンクなどで利活用を進めます。ま
た、空き家の発生抑制のため、未然防止
策を検討していくとともに、空き家のリノベ
ーションにより住宅の性能を向上させ市場
への流通を図っていきます。 

 

景観／田園風景や里山の自然景観 

○自然が当たり前にある、窓の外はすべて
自然 

●当たり前の自然に気が付いていない 
― 

【第３章全体構想（４）景観の方針／
イ田園風景や里山の自然景観／これか
らの方針へ記載】 
・良好な田園風景の保全に向けて、耕作
放棄地の発生防止と解消に取り組みま
す。 
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緑と水／身近な緑 

○市民公園は市民のシンボルとして使い
やすい 

●子供が思いきり遊べる公園が不足 

・子供からお年寄りが自由に行き来する施
設 

【第４章エリア別構想 3南部エリア 都市
づくりの方針に記載】 
・市民公園などについては、社会情勢に合
わせた再整備や公園施設長寿命化計
画に基づいた更新・維持管理を進めま
す。また、公園・緑地については、地区会
などと協力しながら適切な維持管理を進
めます。 

緑と水／都市における農地 

●農振地域や調整区域といった営農 
 継続のための土地利用規制が有効に機
能していない 

（耕作放棄地、休耕田の増加） 

・本来の目的に合った規制への見直し 
・就農を望む若い移住者の受入など、農
地活用を兼ねた新たな取組の検討 

【第３章全体構想（５）緑と水の方針
／ウ都市における農地／これからの方針
へ記載】 
・農地の多面的機能の保全及び農地の 
機能低下防止のため、担い手などへの農
地集約を図るとともに、小規模な農地に
ついては周辺の空き家と併せて取引でき
る仕組みを検討します。 

 

防災／防災対策 

●河川のハード整備が必要 ・河川整備 

【第４章エリア別構想 3南部エリア 都市
づくりの方針に記載】 
・河川未改修区間や水害発生のおそれの
ある箇所について、市全体の課題としてと
らえ、引き続き早期改修の要望をしてい
きます。 

 ・須川 ・思川 ・河原期川 

防災／災害への備え 

●住民の防災意識が低い 
●私道や坂道が多い 
●冬は除雪車が入ってこられない 
●山際を安全にしたい 

・土砂災害区域内の人の移転 
・災害時に使える大型車両が通れる道路
の整備 

【第３章全体構想（６）防災の方針／
ア災害への備え／これからの方針へ記
載】 
・土砂災害に対しての意識づけと警戒区
域からの移転促進に引き続き取り組みま
す。 
・緊急車両の進入が困難なエリアでは、ラ
ンドバンク（小規模連鎖型区画再編事
業）によるあい路解消の取組を進めま
す。 

●道路が狭く、緊急車両が通れない 

・緊急車両が通れる幅の道路整備 
・長期的な移転 
・安全な地域への移住に向けて移住先の
準備など支援が必要 

 

その他 

・各地区の祭りはきちんと継承されており、特に金生地区盆踊りは残したい 
・地区のつながりはしっかりしている 
・地区以上のまとまりをつくる・工業、農業、街の人をつなげる 
・世界とつながる街にする 
・個人で行きやすい安らげる場所をつくる 
・ベッドタウンとして日本一の老人ホームをつくる 
・外だけでなく内の交流も作る 
・公民館での老人の集まりに住民のリーダー役が必要                                     など 
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（３）ニュースレター（第１回・エリア別開催） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

参考資料Ⅰ-12 



  
  

 

 

参考資料Ⅰ-13 

（４）ニュースレター（第２回・エリア合同開催） 
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