
問７．より良い中筋地区をつくるためのご意見やご提案など、ご自由にお書きください。

※赤字は、文化祭・文化まつり関係

年代 意　見　や　提　案　な　ど

中学生㊚ ・店を一つくらい作ることがとても大切！（ファミマなど）
中学生㊚ ・公共の場や施設を増やす。
中学生㊚ ・中学生には難しすぎる内容だと思いました。
中学生㊚ ・元気！が一番。
中学生㊚ ・伏の子供会が面白くない。他の地区の行事は色々やっているのに、伏はどんどん時間が短くなったり、七夕をやらなくなったり、映画鑑賞でスクリーンで見ていたのがテレビで見るようになったりと面白くなくなってきている。

中学生㊚
・高層マンション、ビル、ショッピングセンターを田んぼのところにつくる。
・道路を広くする。

中学生㊚ ・広いグラウンドをつくる。（野球場）
中学生㊚ ・文化祭みたいに多少の中途半端は面白くないので、やるのならしっかりやるアイデアを求めたい。
中学生㊛ ・もっと便利になってほしい
中学生㊛ ・家の周りに生えている草とかを、その家の人がちゃんと管理してほしいです。
高校生㊚ ・伝統の文化祭に戻せ！
高校生㊛ ・少子高齢化が進んでいるから、店とかをもっと増やしたらいいなと思います。
高校生㊚ ・あまり目立つものがない気がする。
高校生㊛ ・アンケートが分かりづらい
高校生㊛ ・お店増やして

18歳～29歳㊚ ・コンビニの1つや２つあってもいいと思う。

18歳～29歳㊚
・コンビニを設置。
・宣伝看板をもっと増やすべき。

18歳～29歳㊛ ・アンケートが分かりづらいアンケートの趣旨が分かりません
18歳～29歳㊛ ・考えたことがないので分かりません。

30代㊚ ・小さい子から高齢者まで気楽に集まれ、何か遊べる、または交流ができる場所等があれば、もっと良くなると思います。

30代㊚

・スポーツと福祉活動　⇒　介護予防の視点から、今後若年層からの予防も大切（玄さん教室など）。体育祭は子供（小学校）と同時開催でも良いのでは？（子供と高齢者）
・現在30代、若い世代が戻ってきやすい環境を整えておくべき（子育て相談所や集いの場）。
・お見合いイベント等、中筋に住みたい人、中筋に住んでいる人との出会いつながりを。
・文化まつり　⇒　今年のスタイルでよいと思うが、1週間前に加陽湿地まつりも行っている。同時開催（スタンプラリー等）でスリムにまとめてみる。
・イベントの一部を統合して、各自の家でもゆっくり過ごしてもらう時間が必要。

30代㊚ ・昔から続いている良いところもあると思うが、時代に合わせて変化が必要だと思う。

30代㊚
・様々な事業を展開されており、ありがたく感じています。そして毎年新しいことや工夫も少しづつなされていると思います。どれもが中筋のための取り組みであるので、私たち区民がそれに応えていくことが大事だと思います。今
後も活動に参加していきたいと思います。

30代㊚ ・特産品をつくる
30代㊚ ・子どもを見守り、子どもに失敗を踏まえた経験をさせてあげる地区づくりをしたい。

30代㊛
・人口減少が一番不安。日役や村の当番や会合を見直さないと、村として運営や費用の負担が多すぎると思う。
・農地を宅地に変え、若い世代が家を建てられるような土地を増やして、他地区から呼び込めるようにしてほしい。

30代㊛
・PTAの球技大会と地区の球技大会は一つにしても良いのではないかと思います。
・小学校の運動会と地区の運動会も一つに出来たらと思います。

30代㊛ ・昔から続いてきた行事等を継続するのは良いことやと思いますが、スポーツ等開催するにあたって人が少ないと思います。（体育部等）

30代㊛
・子どもや老人の人達が住みやすいような地区にしてほしい
・子どもがもっと集まりやすい、子どもが増えるような地区にしてほしいと思う

30代㊛ ・昔のコスモスロードが好きだった
30代㊛ ・体育祭については、なくしても良いと考えるが、やるなら半日にして無理に一日かけるような行事にすべきではない。
30代㊛ ・安全で住みやすい地区づくり。
30代㊛ ・元JAの建物を利用した長時間保育施設。（朝７時から夜９時とか）

40代㊚
・区民の声が通らない。
・区民のための活動になっていない。
・ボランティアの範囲を超えている活動が多い。　→　強制になってしまっている。

40代㊚
・街では作れない大きな公園や道の駅など人が集まる所の充実をはかってもらいたい。
・高齢者と子供たちが集まれるところ、グランドゴルフ場と公園などが一緒にあれば地域の交流も増えると思います。

40代㊚ ・行事を少なくしてほしい。
40代㊚ ・問6の満足度が、物足りない見方か、もっとやるべきか、どちら向きに表現されているかを分かるようにしたほうが、答えやすいのでは？



40代㊚ ・様々な世代の幅広い意見を集めて生かして行くべき。

40代㊚

・大きなコミュニティでなく、小さなコミュニティになってほしい。
・強制っぽい人の選任でなく、有志の集まりのような動きをしてほしい。
・村を廃止して中筋村として動いてほしい。村を廃止して中筋地区は全て隣保単位としてほしい。村はあってほしくない。
・働く世代に負担が重すぎる。

40代㊚
・コミュニティの行っている事は大変ですが、大事なことだと思いますので続けていくべきです。
・最近、地域の行事が忙しさにかまけて、めんどくさいなどの声が良く出るが、行事などにより区民が顔を合わせて地域コミュニケーションとなり、情報交換や相互理解につながりますので、あまり簡素化しないほうが良いかと思い
ます。

40代㊚ ・住民に参加を強要する行事は止めていください。高齢化と人口減で人手が足らず、負担が増える一方です。

40代㊚
・空き家問題が深刻になっています。近所に空き家があるだけで、不審火やシロアリ等の害虫が増える可能性や倒壊等により両隣や前の道路等の通行の妨げになったり、近隣住宅への被害が考えられるため、早急に部落から
地区または市や県の方にも陳情して頂き、早々の対応処置を考えてもらいたい。
・今年の文化祭は少し志向を変えられたみたいですが、ステージがさみしいような…。文化祭の主旨が少し違う気がします。

40代㊚
・今年の文化まつりは、子どもたちも楽しめて各地区に負担の少ない、とても良い内容だったと喜んでおります。
・子供たちの交通安全、通学路の整備など地区内でもっと積極的に取り組んでいければと望んでおります。
・より良い中筋地区のための様々なご活動、いつもありがとうございます。

40代㊚ ・分譲地の働きかけ（農振地ばかりで、いつまでたっても宅地化できない。）⇒　南インターが開通すると中筋地区は大変便利な地域になると思われる。

40代㊚
・強制的な参加事業でなく、自由でスローな活動や事業を求めています。土日はそれぞれ多様なライフスタイルがあり充実した時間を個々が過ごしたらいいと思っています。良い事も負担になると。どの様に皆さんが感じているの
か、バランスが大切と思っています。

40代㊚
・スーパー、コンビニ等誘致。
・休耕田などを有効活用する。

40代㊚
・子供からお年寄りまで情報発信を広めるため、アミューズメントや何かお店、複合施設等建設していただいて、農業から建設その他の生活のため、楽に住みやすくなるため、何か寄り所を計画していくべきだと思います。地域公
民館や区の情報等、世代によっては分かりにくいし興味がわかないと思います。
・車がないと生活できない面があるので、考えて改善していくべきだと思います。（お年寄りはネットが使えません。不便）

40代㊚
・体育祭、文化祭は決まった一部の人間に負担がかかり、見直してもよい。
・特に体育祭は無理やり一日やるのではなく、半日でよいのではないか。競技を無理やりして一部の人間に負担をかけている。なくしてもよいと思うがやるなら半日でよい。

40代㊚ ・そんなに頑張らず、ゆとりを持った運営をお願いします。
40代㊚ ・市道、県道に泥を落とさないようにしてほしい。
40代㊚ ・文化まつりの強制参加を何とかしてほしい。
40代㊚ ・「各自が他人事ではなく、自分達の問題なんだ」という意識をもって、行事などに取り組む必要があると思う。
40代㊚ ・実施諸活動の集中と選択が必要と思われる。
40代㊚ ・文化まつりは、外行事に従事する人が増えたのか。芸能大会がすごく寂しくなっていた。参加者に失礼だと思う。
40代㊚ ・人口減少対策は、重要な課題だと思います。
40代㊛ ・今回のこのアンケートについて子ども（中学生）には少し難しい内容ではなかったでしょうか。もっと分かりやすくした子ども向けのアンケートがあっても良かったかも。お年寄りの方にもあまり理解されていないようでした。

40代㊛

・重要なことも多くあるけど、特定の人に負担がかかっている。
・今後、全てをコミュニティに任せるより、家族・親戚・近所で対処できることは対処をすべきである。
・高齢者は元気！全てを若者に依存するのでなく、元気のいい高齢者はもっと地域に協力してほしい。（役員なども積極的に！文句、口を出すなら行動を！）
・コミュニティの事業も人口減少、高齢化に伴って見直す必要がある。文化祭、文化まつりを一年交代でしてもいいと思う。

40代㊛
・風水害対策ができていない。景観を損ねてもかまわないので防波堤などつくるべきだと思う。
・ボランティア活動でケガなどをして（運動会）、病院通院しているようでは、ミイラとりがミイラになっている状態。不要だと思う。リスクの少ないウォーキングなどに変更してほしい。

40代㊛ ・もっと誰でもできるスポーツであれば参加しやすい。球技が苦手だから苦痛。

40代㊛
・祭りなどの地区行事の運営はそれぞれの隣保で行いますが、やり方を分かっていない方もいるみたいで、やり方を統一したマニュアルみたいなものを作ってはどうでしょうか？（お金関係も、どっちがどれくらい出すかはっきりさ
せて！村、隣保、子供会）

40代㊛
・年配者がいつまでも上に立たずに、上手に若者に引き継いでいくこと。
・必要な意見は分かりやすく伝えていき、ほめて育てること。
・年配者から若者まで一緒に集まれること。

40代㊛
・水辺公園に飾ってある三輪車に乗っている子供を夜見かけた人が、こんなに遅くなってから子供が遊んでいるのかとびっくりされたようです。上手に作られていたからでしょうね。
・中筋の方言を教えてほしいです。

40代㊛ ・段々子供の数が減っているので、若い世代の人が帰ってきたり、住んだりしやすい環境が維持できればいいなと思います。
40代㊛ ・やった方が良い事はたくさんあるが、全てをやっていたら生活に支障が出てきてしまう。ここに生活スタイルも違うので、行事など厳選してもっといろんな職業の人が住みやすい環境を整えたら、魅力のある村になると思う。
40代㊛ ・時代に合わせて成長すべき。何でも昔のままではことが回らない。村の人が生活スタイルが昔と今では違っているのに昔のままだと生活しにくい。
40代㊛ ・回覧が日を過ぎて回って来ることが多い。

40代㊛
・ホームセンターや何か複合施設等、何か１～２個あれば便利です。国道沿いに。
・外部からの情報も必要。

40代㊛ ・日頃義父母が地域との関りを持ってくれているので、ほとんど分からずすみません。
40代㊛ ・工場建設などで雇用を増やす。



40代㊛

・各区単位では対応できない事業については、中筋地区全体で補うことになると思うが、各区ごとにしっかり成り立たせることも重要なことだと思う。
・体育祭や文化祭など各区での単位で行っているが、地区対抗ではなく、力を合わせて…という意識を持つことが将来に向けて大切なのでは？○〇区には負けたくないとか、他の区を助ける意識が持てない…気がする。
・伝統文化って何だろう？…文化祭のステージ？　年配の方々は物事をみんなで作り上げていく過程に価値と楽しさを感じているかもしれないが、若い人たちはクオリティの高い出来上がったものに興味を示し、いかに自分が楽
しめるかを考えている気がする。若い人たちをどう誘い込むか難しい。
・子供向け事業は、子どもたちが忙しくて企画しても人が集まりにくい。
・若い人のアイデアを先輩方（年配者）がサポートし、成功させることが出来れば…。昔が良いとは言い切れないかも…。
・中筋は農業が盛んだと言っても、農業についての問題はどこの団体が受け皿なのか？コミュニティではない気がする。

50代㊚
・放置されて荒れた家や土地があると荒廃してくるので、有効活用したい。草の整理や木の伐採とかでもよい。
・不要な物（例えば農機具なんかも）を有効に活かせるよう、譲ったりできるような制度や体制があれば良いと思う。
・一時的な作業（例えば農業の繁忙期など）に手伝いできる活動ができると、コミュニケーションつくりになると思う。

50代㊚ ・毎年何らかの役に選ばれるので、もう少し役職をスリム化できれば良いですが。
50代㊚ ・文化まつりの地区参加は任意にしてほしい。
50代㊚ ・コミュニティ主催の運動会、文化祭等、即廃止すべき。廃止して残念がる人は少数であり、大多数は喜ぶことは明らか。この様な行事をすることが田舎の住みにくさの元凶であることを認識すべき。
50代㊚ ・中筋地区にはスーパーやコンビニがなく不便、人口減少の対策のため必要。

50代㊚
・年配者の地区への取り組み姿勢があまりに後ろ向き。限界集落が目の前にあるというのに、隠居気分で不平、不満ばかり口にする諸氏が目に付く。（近年ひどくなっているように思う）現状を理解し、問題意識を持つためには、
何かショック療法が必要か？（現状否定する体力がまだ残っているか？）

50代㊚
・特に文化祭に思うことがあり、毎年ステージ演目の観覧客の少なさに問題を感じる。どうするべきかは難しいですが、ステージ興行ありきの文化祭に限界を感じます。今年のように、飲食、販売、ゲームコーナー、展示コーナーを
中心にお祭り感覚で集客し、ステージは水族館のイルカショーのように時間帯を設けて行ってみるのもよいかと…。

50代㊚
・文化まつり、文化祭はやめた方がいい！地区の当番隣保にあたった場合は大変だし、負担が大きいし何のメリットもないし、意見がないと思う他地区の交流も数時間の事。役員さんが大変だけだから今後継続されることは反対
です！

50代㊚ ・自己中心的な考えになっている傾向が見受けられるため、区の事、地区の事が考えることができるような施策（工夫）が必要ではないでしょうか。
50代㊚ ・頑張りましょう。
50代㊚ ・各地区で温泉に行こう。
50代㊚ ・人口減少に歯止めをかけることも重要だが、減ったなりの活動の仕方を考えることも必要
50代㊛ ・地域やコミュニティに関わることが大切だと思います。
50代㊛ ・中筋地区を巡回して他地区を見て回るようなウォークラリーのようなことをして、中筋地区をもっと知ってもらうような取り組みを実施してはどうでしょうか。
50代㊛ ・人それぞれがコミュケーション作りをする。その為にはまず弱者の立場になり話し合いをし、解決策を出すようにしてはどうでしょう。
50代㊛ ・文化まつりをなくしてほしい。強制的にやらされる。
50代㊛ ・してもらう事が当たり前ではなく、自ら積極的に地区や区の取り組みに参加するという意識を持つことが必要。

50代㊛
・どんどん高齢化していくので、自動車で移動しなくても生活が成り立つよう生鮮食品などが購入しやすいシステム作りを。
・高齢で自動車免許を返してしまうと、バスの便も少なくて困る。

50代㊛

・「コミュニティなかすじ」と変わっただけで、旧公民館活動を維持継続されている中、再検討、縮小化又は中止等も考える時期ではないか。
　体育祭　⇒　半日に縮小するとか
　文化祭　⇒　今年は出店形式で各店を見ていないのでわからないが、食べ物を提供するのも文化祭の意味が読めない。旧式の踊りや劇なども高齢化の中、有志のグループに依頼するにしても、補助金などの手当てを渡され
ているかはしらないが、ボランティアされているのなら検討して予算計上して謝礼を渡して、気持ちよく参加してもらえることも大事だと思う。

50代㊛
・まずは地区ごとに更なる防災活動や訓練など皆で顔を合わせて行ていき、災害時に協力しあえる体制を整えることが必要と思われます。
・お世話になっています。よろしくお願いします。

50代㊛ ・岩城さん、毎日雨の日も雪の日も本当にありがとうございます
60代㊚ ・「課題と対策」内容を地域区民全体が共有し、全体の理解と協力の基に推進していけば、地域の協調性が高まり少しは解決に近づいていけるのでは？

60代㊚
・更なる新しい活動取り組みとPR、全員参加型の働きかけが必要だと思う。
・区内はマンネリ化で現状維持状態。

60代㊚ ・文化まつりをなくしてほしい。強制的にやらされる。

60代㊚
・顔が見える、ふれあえる機会をより多く持つ。
・マンネリ化するので、他地域との交流も必要である。
・各々活動があり多すぎるので、統合できるところはして時間や共有することも大切かと思われる。

60代㊚
・活動事業については、どれも重要だと思います。区をあげて、地域をあげていく必要があるが、区内のばらつき、参加している人は限られている。もっと全体が理解し、全世帯が区をあげて参加しないといけないと思います。役
員だけが忙しいことになっている。

60代㊚ ・若い人が中筋地区で暮らしやすい地区づくりを考えていかないと、高齢化が進み若い人が都会に出て行き、中筋の人口が減少してしまう。地元で働きやすい企業が必要ではないか。
60代㊚ ・アンケート調査（現中身は別として）もっと早くすべきです。

60代㊚ ・コミュニティの各部の名称が一般住民に解りにくく、ダジャレにしか思えない。タカの目は何？て感じ。助けあい部でよいのでは？まちづくり部は村づくり部か村おこし部じゃないのかな？まごころ部って、まったく何？って感じ。

60代㊚ ・高齢者問題を話題にする際には、コーホート要因法に基づき5年後（又は10年毎）の中筋人口推移、高齢化率を提示していかないと地元民には実感が得られないのではないか。
60代㊚ ・少子高齢化が進んでいくことが、全ての活動に問題を投げかけている。
60代㊚ ・これからは文化祭、スポーツなどをしている場合ではない。高齢者だらけになる。交通、日役、人もいないのにどうするのか。村に一つ老人ホーム時代がやってくる。よろしく良い考えをお願いします。
60代㊚ ・対話の充実　⇒　集う場を設ける（老人カフェ、子育て支援）
60代㊚ ・元気で明るい地区をつくる。イベントをどんどん増やす。
60代㊚ ・農地（農振）の規制を柔軟にし、適正な土地利用ができるようにする。
60代㊚ ・コミュニティに参加されている役員、部員の皆様ご苦労様です。役等を引き受ける方が限られてきているようで残念です。



60代㊚
・コミュニティ組織の充実、発展が大切だと考えます。
・後継者を育てる仕組みがもっと大切だと考えます

60代㊚
・将来を担う子供が少なく不安だ。
・空き家が増え、行政が率先して対策を講じてほしい。
・人口減少率で村祭り等の行事が出来なくなってきている。

60代㊚ ・体育祭は必要であるが、スポ少、野球と子どもの送り迎え等、親も忙しく体育祭の選手も集まらない。学校の運動会とコミュニティ運動会を同じ日にして、軽減等も検討必要。（午前中は小学校、午後はコミュニティ）

60代㊚
・自然を相手にとり、食材がいっぱいあり、いろいろなことを開発、中筋から日本中に向けて発信してはといつも思っています。青野菜を、苺加工品、ぶどう加工品、トマト、ショウガなどコウノトリとのとりあわせで外にアピール出来
ます。

60代㊚
・こだわりを持ちそれが実践できる中筋が出来ればいいと思う。
・中筋ができた頃からの歴史を明らかにして、自分たちの住んでいる地区の事を知ることは、地区を大切にする気持ちを持つことにつながり、好きになることにつながると思う。

60代㊛ ・提案は思いつきませんが、行事には極力参加したいと思います。
60代㊛ ・今後20年後には高齢者世帯です。車を手放した後が心配です。

60代㊛
・妙案が浮かびません。若い人が少なく、働くことが重要で、コミュニティに協力してもらうには忙しく負担が出てくる。かといって高齢者は、身体的、能力的なことが出てくる（困難）。その中間のパワーをうまく生かすには、その方に
対してどうしたらいいのか。能力をただ使うだけではなく、生き甲斐とか、有難い感謝をどう形にするか。なんでも順送りとはいえ、難しい。

60代㊛ ・スポーツ教室、料理教室、手芸教室等もっと充実してほしい。
60代㊛ ・人間性を磨く、理性ある人づくりが重要。
60代㊛ ・種々な役が多く、束縛感がある。
60代㊛ ・人が集まるような所にしたい。
60代㊛ ・小学校の運動会と地区の運動会はいっしょに出来ないのかな？
60代㊛ ・幸いにも中筋には、県会議員、市会議員がいらっしゃいます。もっともっと働いていただき、高齢者が安心して住みやすい発展した地区にしていただきたいです。まずはコバスの充実からお願いしたいです。

60代㊛
・体育祭は競技ばかりでなく、一緒に楽しめる様なものも入れる。人口が減っているので、競技数も減らし短時間で。
・文化まつりは無理なく参加できた。今後も舞台でなくこんな方向が良い。

60代㊛ ・核家族、一人家族、高齢化、多様な働き方等、社会情勢が大きく変化しています。価値観、ニーズも様々ですのでまとめるのも大変だろうと思います。行事や組織を見直し、精選すべきところは思い切って精選してほしい。
60代㊛ ・今後はとにかく高老者しか動けない。子どもがいればよいが、他人様にお願いする時代。雪かきなど本当に心配です。文化祭や運動会もなしにして、生きることに重点を置くべきです。
60代㊛ ・特になし、現状で！

60代㊛
・行事の精選
・高齢者が安心して集うことのできる場の設定

60代㊛
・子どもの数が減り心配しています。
・中筋出身の方がこの地に住めない状況がある。⇒　「住宅を建てるのが難しい」と耳にします。住宅地を増やせないのでしょうか。

60代㊛
・試行錯誤して色々やってほしい。
・もっと若い人を呼び込んで、若い人が多く住む村になってほしい。

60代㊛ ・文化まつりは良かったと思うが、やはり地区の関心は薄い。

70代㊚
・高齢化が急速に進み中、寝たきり老人にならないための地域的な効果的な取り組みを要望します。
・高齢化により山間部の農地の維持管理が難しくなってきた。国の補助金の農地・水の活動も後継者不足から一集落では活動が難しい状況です。中筋地域あるいはもっと広域的な活動組織にできる指導援助をお願いしたい。

70代㊚ ・数年に一度といわれていた災害、今や毎年のことのように心配事となり，更なる対策を求む。
70代㊚ 文化まつりはしたほうが良いが、強制的にではなく参加したいグループだけ参加するようにしたらどうかな？若者中心で！若者の人口減少対策になると思う。若者が喜ぶ文化まつり。
70代㊚ ・人口減が気がかりだ。

70代㊚
・高齢者対象の人材育成。
・体育祭及び各種スポーツの人材育成

70代㊚ ・中郷から片間までの道路の早期改修（バイパス化）。
70代㊚ ・コミュニティが中心になり、新しい動き、活発化を図り、元気な住み良い中筋を目指すべきだ。

70代㊚
・市役所の出前講座を利用してほしい
・災害（水害、地震）の訓練をもう少し多くしてほしい。（台風23号、北但大震災、発生から約100年近くなる、明日は我が身、他人事ではない。）

70代㊚ ・楽しみながらの事業活動に参加できるよう内容を変更する。人により参加の楽しみの考え方は色々あり大変難しいですが、対象年齢に応じて考えていくとよいではないか。参加する喜びを持たせること。
70代㊚ ・水のつかない道路が必要希望です。

70代㊚
・交流人口を増やす対応　⇒　中筋農業と消費者の交流拡大策（野菜も和牛もぶどう園もある）
・田畑を生かす体験菜園つくり　⇒　ビニールハウスを活用した菜園つくり、体験農業
・観光アピール（中筋の良さ）　⇒　歩キング、サイクリング等の観光マップつくり

70代㊚
・子どもの人数を増やす。（何をするにも人がいないと出来ない。）
・内水の処理をどうするのか。
・老人世帯とどう関わるのか。

70代㊚
・良い地区をつくるため、また人口を増やすため、安心して住める地区にすること。
・最近は大雨、台風が大型化し、今後ますます気候が不安定になるようです。大学の先生や専門家たちが警告しています。堤防の嵩上げ、補強していただくよう、市、県、国に強く陳情して頂きたい。当地区（加陽）は、堤防が低い
ように防災マップに書いてあります。

70代㊚ ・楽しい暮らしを求めるために、他人や社会にそれを要求することより、自分で考え行動すること！

70代㊚
・今の催しもの等の事を若い人たちに伝承する事が大変大切と思う。良い方法はないものか。
・３年後、５年後の地域はどうなっているかに対しての話し合いが大切と思う。（空き家で一人暮らし、限界集落になる）



70代㊚
・中筋の伝統文化を子供達に伝へ、将来できるだけ中筋に定住してもらうように努める。（例：昔の言葉、物の名前、言い伝え等記録して残す。）
・体育祭、文化祭等人の多く集まる行事は継続し、中筋地区民の融和を図る。但し、内容は検討の必要がある。
・コニュニティー各組織の名前を簡略に分かりやすく…。

70代㊚ ・出石川を挟んで、上、中地区と下地区の環境が違いすぎ。中筋全体で統一した事業が難しい。３分割事業も考えてみては？

70代㊛
・少子化が進み限界集落になりつつある現状の中で、普段とおりの行事（体育祭）など行われるが、体力的にも精神的にも大きな負担になりつつある。時代に合わせて、行事や催し物も変えていっても良いのではないでしょう
か？

70代㊛ ・これ以上人口が減らない方法。何とか増やせないでしょうか。

70歳㊛
・行事のための行事であるように感じる。
・役にあたった人に責任がかかっているように感じる。

70代㊛ ・高齢のため参加することができない

70代㊛
・これだけの少子化、高齢化になると将来が不安です。
・個人の守りでなく、田、畑、景観…相続（未婚者…）早めに対処の方法を考えねばと思います。

70代㊛ ・老人福祉にもう少し取り組みがあってはと思います。

70代㊛
・空き家が多くなっていくので、何かを考えて利用する方法。
・中筋にコンビニがあればよい。
・若い人が増えるように婚活とか？（老人ばかりになるから）

70代㊛ ・高齢の為、社会活動から遠ざかり自分の事で精一杯です。健康を維持し家族に迷惑をかけないよう静かに暮らしています。

70代㊛
・社会の多様化で、土日曜日の休みの人ばかりはでなく、地区の活動もなかなか参加しにくい時代になっている。昔ながらの活動では、発展しないのではないだろうか！もっと簡素化する必要もあるのでは…。地区内でも高齢者
が多くなってきて、活動になかなか協力できないのではないか…。

70代㊛ ・11/11の文化まつりは、今までのマンネリ化を変えてもらい良い試みだと思いました。でも、今年は良い天候に恵まれたからよかったですが、雨の日も多いと思います。そんな時はどうなるのでしょうか？

80歳以上㊚

・子供の数が減り、部落全体に活気がない。
・老人が増え、福祉施設等の設置が欲しい
・部落内での老若の交流の場を設けてほしい。
・福祉、病気にお金がかかり、医者病院に行けず辛抱している。

80歳以上㊚
・内水外の処理
・堤外からの漏水対策

80歳以上㊚
・中筋回りの小型バス（豊岡駅行き）を往復で走ってもらいたい。（各地区の公民館あたりで乗り降りできるようなシステムで。）
・台風や地震などの災害に強い地域づくりを皆で考えていくべきだと感じている。

80歳以上㊚ ・中筋農業の変革について、5年、10年先はどうなるのか案じています。これは私一人かもしれませんが、早く先を見こして手をうっていただければと思います。

80歳以上㊚
・中筋地区には大阪の金沢さんより寄付を受け、公民館等をはじめ（問6の13以外は全てあり）、地区全体で先人が積み上げたものであり、コミュニティになってから名称は変えられましたが、もっと風通しが良かったと思う。何が
変化したのか。中筋地区の勉強されては？

80歳以上㊚
・中筋を良くする事どうなっているか。頑張ってください。
・青年の育成にあたるべき
・公民館活動は運動会だけですか？

80歳以上㊚
・会館の開放がほとんどない。
・シルバー会が月１回のみある

80歳以上㊚ ・自然環境を重視し、住み良い中筋を。
80歳以上㊚ ・公共施設の誘致
80歳以上㊚ ・中筋村史的なものが無いですね。和田清氏の個別のものはありますが、中筋小学校誌以前のものがあればなぁと思います。こんなことを探求するのも、地域づくりになりませんかな。

80歳以上㊛

・老人のための防犯対策に力を入れてほしい。
・子供の親や子供の声もほとんど聞けない。
・昔からの行事を続けていける環境を作ってほしい。
・老人会等ができる環境ができない。
・時代の進化か、テレビの関係か、隣近所の付き合いも薄れた。

80歳以上㊛ ・色々な行事をすることは、いいことかもしれませんが、その為には若い人は用意、参加に忙しく、家の周りの草刈りも出来ない。そんなことを思う老人。
80歳以上㊛ ・中筋文化祭や体育祭の時、土渕の道路に多く駐車されるが、マナーの悪い車があり村に入れない時がある。

80歳以上㊛
・色々な集いは欠席ばかりですが、加陽の人達から様子を聞き、婦人会や学校の親の方々（父兄会）との思い出が思い出されて嬉しい限りです。村の人々、若い方達からも声をかけていただきますし。色々の集いがあってみんな
が協力的に動いておられる仲間意識があってこそと思います。中筋の発展を心より願っています。

80歳以上㊛
・若い方は何年も出来ますが、年齢に合わせて参加できないことも多いです。一年の中に、1回、2回くらい参加できることがあればよいと思います。運動でもよい、集合して話題が多いですが、幸い公民館もあり話し合いやよい話
をして、聞かせて頂くのも良いと思います。

80歳以上㊛

・地区公民館や学校の利用が出来たらいい。（週に１回でも…お話会、読書会、うたごえ会、座ってできるスポーツ）
・地区の高齢者の交通の便を図れたらいいな。（運転する人がごく少ない）
・移動する店があると町まで出かけられない人に便利。
・出張する医者が定期的にある村がいい。
・現在している事…地蔵掃除、道路花うえ会、花火、盆踊り、小さな遠足


