
ワークショップアンケート 大山田 8月4日

参加者 15 アンケート 13 回収率 86.7%

1 あなたのお住まいは？
上野 いがまち 島ヶ原 阿山 大山田 青山
2 1 0 0 10 0

2 あなたのお年は？
３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代

1 0 3 8 1 0

3 本日の感想について
満足した ある程度満足した 満足していない

3 6 4

4 今後、どんな内容を期待しますか？

5 ご意見を自由にお書きください。

自由にいろんな課題の話が出来たのがよかった。

地域の課題は地域で解決。伊賀市全体にはムリがあるのでは。

テーマにそっての討論を出来る時間を多くとっていただけるとありがたいと思ってます。

この事業全体、枠組みをおろすなら内容が把握でき、参加意思のある人々で進めるべき。

他の地域での地域づくりに参加しない人にどのように出てきてもらう工夫をしているか知りたい

地域の色々な行事など

フリートークを何回もすると自然と問題点が見えてくるのではないだろうか？

目的を持って活動できる組織づくりのノウハウを学びたい

わからない

テーマをしぼる必要がある（・地域がまとまるとき…。・若者が集まる時）



ワークショップアンケート 阿山 8月26日

参加者 9 アンケート 8 回収率 88.9%

1 あなたのお住まいは？
上野 いがまち 島ヶ原 阿山 大山田 青山
3 0 0 3 1 0

2 あなたのお年は？
３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代

0 0 5 1 2 0

3 本日の感想について
満足した ある程度満足した 満足していない

1 6 0

4 今後、どんな内容を期待しますか？

5 ご意見を自由にお書きください。

せっかく講師さんをまねいているのに参加人数が余りにも少なすぎる。自治協の会長、役員さん
たちに是非聞いてもらい、意見を交わしてもらいたい会合であると思う。なぜ参加なかったのか。

町づくりのためにどういう事を企画したら良いかがわからず悩んでいます。企画をしても参加して
くれるのは少数で、顔ぶれも決まった人ばかりになっています。又、祭り等に来てくれても観客に
なってしまって、参加する＝手伝う　方向へ関心がないように思います。

自治協をはじめ参加者が少なすぎる。

若い世代、青少年が集まる企画がわかりません。都会から戻って来たい町になればいいのです
が…。

地域の存続を担うリーダー養成

リーダーの養成

地域での伝承文化等の文化活動的な内容

やはり意見交換

地域を考えると高齢、少子、その中でこの地域をほこれる心を育てる、伝えるには自分自身が
もっと学習していかなくては、と感じました。



ワークショップアンケート いがまち 9月1日

参加者 21 アンケート 18 回収率 85.7%

1 あなたのお住まいは？
上野 いがまち 島ヶ原 阿山 大山田 青山
3 13 1 1 0 0

2 あなたのお年は？
３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代

0 1 5 11 1 0

3 本日の感想について
満足した ある程度満足した 満足していない

6 11 1

4 今後、どんな内容を期待しますか？

5 ご意見を自由にお書きください。

他の地域も同じ悩み、問題をかかえていることがわかった。

地域にこりかたまるのではなくハイトピアに出向くという案はすごくいいと思いました。～したい、
～してみようと思う気持ちは郷土を愛するところから生まれるのでしょう。

私自身があまりまちづくりについての意見を言えることもなく、皆様の様子を聞かせていただけた
事がよかったです。

地域での特徴やいがまちのこと、まちづくりについて話し合うことで交流でき、考えることができて
よかったです。

・地域づくりと活性化。・後継者作り

多くの人の意見を聞きたい

いろいろな事例を聞かせてもらいたい

まちづくり活動活発化するアイデア

今日の研修で、生涯学習で地域づくりへのつながりがまだ、見えません。

今後、依那古交流のようなものを作っていきたいと思いますので、取り組み方や助成等も含めて
教えてください。

他地区の事を聞かせていただいたので良かったと思います。自分たちの地域も同じような問題が
あると感じた。先生のお話で成人→高齢者は他の人の世話をするという話にもっともだと思った。

自分も楽しんでできるまちづくり

考え方、すすめかたの手法や議論の仕方の勉強ができるものを期待する。ぐちだけでおわりそ
う。

地域の課題を少しでも解決できるような事例の研究

地域自慢の発表



地域における学びのワークショップアンケート

参加者 34 アンケート 30 回収率 88.2%

1 あなたのお住まいは？

上野 いがまち 島ヶ原 阿山 大山田 青山

11 6 1 3 3 6

2 あなたのお年は？

３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代

0 0 8 14 8 0

3 本日の感想について
大変有意義
だった

有意義だっ
た

まあまあ
だった

もの足りな
い

良くなかっ
た

1 22 5 2 0

（自由記載欄）

2017年9月29日

伊賀市の広さを感じた。掘り出せればキリがないと思います。グループ討議の時間が短いと感じ
た。

普段、何気なく接している事柄のことを言葉にして表現することでその価値を認識することができ
るのだということを経験しました。こういう経験をたくさんの方がすることで地域を大切にし、未来
へつなげようとする思いが強くなると思います。若い人の地域離れといいますが、やり方によって
は魅力ある居場所にできると思いました。

地区代表の方がいらして話を聞かせていただきました。

他地区の活動がわかったが、時間が少なかった。

・話が盛り上がって時間が不足気味でした。
・他地区の話を聞けておもしろかった。

グループの皆さんたちが皆さん初めてお会いしたとは思えないくらい沢山の話をする事ができま
した。様々の地域の方との情報交換はとても勉強になります。有難うございました。

・公民館活動など上野と阿山、いがまち、大山田とでは随分違うことを初めて知った。地域の中
心、要として公民館は大切だと思うのだが…。
・はじめは、そんなに書くことがないように思っていたが、やはり話し合っていると色々自分の気づ
きや他の人からの学びが出てくるので改めてこういうワークショップも大切と思った。

ふだん気付かなかった事に気付かされた。二人で話しをしたので深い話が出来た。

・班のメンバー紹介の時間がほしかった。
・発表の仕方について、2人ペアでしか話していなかった。どんな風につなげて発表するか理解出
来ていなかった。皆で出し合ったものを見合ったり、集めて発表につなげられたら、よりよかった
と思います。

地域の祭は、多くあると思いますが。先生も他地区へも見に来てください。（比自岐地区と）

・出席された方々には、多かれ少なかれ、まちづくりに意欲を持たれていると思います。
・これからのまちづくり、公民館活動でのヒントをご指導いただけたらと思います。

3% 

73% 

17% 

7% 0% 

本日の感想 
大変有意義だった 

有意義だった 

まあまあだった 

もの足りない 

良くなかった 



グループで他の地域の特色を聞かせていただき、伊賀を知ることができた。となり同士、2～3人
で話し合う時間が多かったのでグループでまとめて発表はむずかしいと思った。

生まれ育ったところ、転居したところ、すべてがふるさと　どちらにもイイこと　イイところ　いっぱい
あって　なにを中心にすえたらよいのか。

他地区の方のお話を聞く時間が足りないくらいいろいろなお話が出てきました。自分自身の知識
があまりなく、勉強させてもらう機会があり、よかったと思いました。

ペアでのお話はとてもよかった。「地域を越えないと文化は残らない」との意見があったが、これ
は賛否両論あると思う。

他地区の事が分かり、自分たちも出来ることがあればやっていきたいと思っております。世代間
交流として小学3年を毎年いきいきサロンへ招いて老人の方たちと勉強会やゲームをして楽しん
でおります。（3年生は昔の道具の事を勉強しておりますので、昔の使った道具を持ってきていた
だき使い方など老人から説明してもらっております）

いろんな地区、地域の方と話が出来た。いがまちの出前講座と内容が似ていたが人が変わると
違った意見も聞けた。

自公民館の抱えている問題が他地区も共通問題があることが判った。他地区の自慢の行事（文
化等）のPRが聞けてよかった。

伊賀の文化を知る事が少しできたかな？

地域の行事等マスコミにもっと告知してもらってください。例えば中日新聞三重版、伊賀版、ユー
新聞、
マスコミの利用、活用、協力してもらったらどうでしょうか。

各地域で初対面ながらいろいろな地域の行事や食べ物など話し合いでき、発見ができてよかっ
た。年代とわず人と人とのコミュニケーションが大事だと実感しました。もっと、いろんな方々が自
主的に参加し、交流がもてれたらよいと思いました。

・伊賀の歴史の中で地区のつながりが広がる様な事ができればいいなと思います。
※生涯学習を進め。振興していこうという中で来年度交付金が少なくなります。市の状況は解り
ますが、他の手段なども含めて行政として考えてほしい。

・本人の参加者も少し仲よくなれてやっと話し合いが出来るようになった。次回同じ仲間で話し合
えたらもっと話し合えるのかな。はじめてでは少しシャイな感じ。
・自分の地域のことをあまり知らない自分を認識した。

・一口に伊賀といってもいろんな地区の活動があることを学び、大変勉強になりました。

各地域の現状がよくわかり、皆さん大変苦労されている実態が判明できたのが有意義でした。若
者の参加者が少ない。高齢化で出会いの参加少ない。（多数意見）

・地区に持って帰ってやってみたい。

①住まいについて　上野、阿山、伊賀…の区切りはいいかげんにやめたほうが良い。人の交わり
を目的とするなら○○地区が良い。
②公民館職員を主体に集めるのではなく、自治協代表、役員を対象に集めると地域が活性する
と考える。



4 今後のワークショップでの要望等があればお書きください。

別件ですが、次回の「ライフサイクル」（テーマ）は面白そうですね。

今後の公民館活動の運営に当たり、多いに参考にしたいと考えています。今後紙ベースにまと
めたものがほしいと思う。

時間を決めて発表してほしい。

ワークショップには時間が少ないと思った。

若い世代をまちづくりに関心を持たせるための成功例など。

伊賀以外の地域での活動を知りたい。リーダーの育て方について若い人もいれて考えてみた
い。

参加者の男女比率を出来るだけ50：50にしては？かたよりがないように。

「リーダーの育成について」をテーマにしてほしい。

まつり、行事、歴史とかテーマをしぼって掘下げ→どう活性化に生かせるかを講習してほしい

各地区、地域の行事、内容を発表して（写真）など見せてもらいたい

今後はどんな問題があるのか聞きたい

進め方として、グループ内で進行係やまとめ役の役付けがあらかじめ必要に思う。



地域における学びのワークショップアンケート

参加者 42 アンケート 31 回収率 73.8%

1 あなたのお住まいは？
上野 いがまち 島ヶ原 阿山 大山田 青山
16 5 0 2 3 5

2 あなたのお年は？
３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代

1 0 6 17 7 0

3 本日の感想について
大変有意義
だった

有意義だっ
た

まあまあ
だった

もの足りな
い

良くなかっ
た

4 19 6 1 0

（感想・自由記載欄）

他地区の話が聞けました。

2017年12月22日

3地区が寄ったグループだったので、何を残すかのまとまった話はできなかったが、つながりの希
薄化等現状での共通点も多かった。思いつきを話合っている中で、地区の中に子どもたちや神
仏をからめたイベントなどを企画し、楽しいたまり場をつくる（例えばカルタ作り、マップ作り、しめ
縄作り等）のが、大切だとうなづき合った。

グループワークは自分で気付かないこと、知らないことに気付けて良かった。今後、もう少し深め
ていきたい課題と思いました。

分館同士の情報交換、事業への協力要請、コラボが今後必要であると思います。行事の衰退、
人口の減少への対抗策として。

各地域での文化、歴史的もの、多いことに気づかされました。ありがとうございました。

各地域の若い人もゲスト参加してもらったらどうか。（学生とか30才代～40才代）

他地区の方々との交流、話を聞く機会があり、よかったです。

地元の文化、良いところ…風景など見直すことが出来ました。

テーマを決めて話をすると普段と違う話ができた。

民話、教育など自身が子どものころに教わったものがあったとは思うが、記憶がなく、既に引き継
いでいくことが困難な状況になっていると思った。グループ内で話合ったことがいろいろあったの
だが、うまく言葉が出てこず皆さんに全然伝えられず申し訳なかった。

農業地域、住宅地域、商業地域、学校、図書館が集まる6地域での統一した結論にまとめるのは
困難なところがあります。6地域の連動した協議が重要と思います。

私たちの町も今から「街づくり」を作る途中で、今日の勉強会に参加出来ることで、プラスになれ
ばと思っています。

子どもたちに地域の歴史を知らせていくことが重要と考えた。米のブランドに取り組むことが必要
と感じた。

13% 

64% 

20% 

3% 

0% 本日の感想 

大変有意義だった 

有意義だった 

まあまあだった 

もの足りない 

良くなかった 



話合いがなかなかはっきりとしなかった。

各地区の取組に差異が有り、良いところを今後どう地区で展開するか参考になった。

当地域は活性化目的で元よりの資源（産物）活用した事業を活発に行っています。不足する資源
は人であり、主に関西の大学生を地域に来て頂き食文化を通してつなぎ止め交流を盛んに行っ
ています。

短い時間でしたが、改めて古里について発見が出来ました。（出席者間で話が出来たので）

各地域での色々な意見が聞けて大変有意義であった。

1つの地区だけだともっとまとめられたと思いますが、他地区の話も勉強になりました。

自分の住んでいる地域にはすばらしい風景、文化があるにもかかわらず、実際知らない、行った
事がない、体験した事もないといったことがたくさんありました。このような場を設けていただいて
気付いた所が沢山あります。こういったグループワークが伊賀市ワークになるようになればよい
なと思いました。

当地区は山林を開発して住宅地がつくられている為、ほとんどが市外からの移住者で、産業も文
化も歴史的なものもなにもないという話をした。しかし、調べてみると歴史的なものにまつわる地
区にかかっているかもとアドバイスを頂いた。近隣の歴史等を調べてみると意外なつながりがあ
るかもしれない。見つけられるかもしれないと思うようになった。

柿のビデオ内容が参考になりました。

・地元のことは、地元の者より、他地区の人に聞く方が新しい発見があると感じた。
・公民館と自治協といっしょになっているところはいいが、いっしょでない地区は自治協の方にも
参加してほしい。

各地の発表を集中して発表してもいいのではないでしょうか。

他の班の発表に興味がわいた。自分たちの地域にはないものを参考にさせていただいた。

（今後のワークショップでの要望など）

丁度、地区で地域おこしのプロジェクトチームが立ち上がったところなので、参考にさせていただ
きたい。

テーマを1個にしぼってやっていかないと時間が短すぎるように思います。

地域興しの対策、人口減少に対する方策を提供してください。

各地域の歴史、文化をよく知っている先生にも声をかけてほしい。（歴史研究家たち）

事例のVD等をもう少し見てみたいです。

事前に「資料」があればより内容が充実するのではないか

地区住民の多数が参加する様な取組みをもっと紹介してほしい。

ワークショップにての論議の中で近隣地区との連携事業を取り組むことで双方ともに活性化を計
りたいと考える。合わせて自治防災面も考えたい。

開催月日は12月以外でお願いします。



地域における学びのワークショップ全体講習会参加者のアンケート

参加者 46 アンケート 37 回収率 80.4%

1.あなたの住まいは？
上野 いがまち 島ヶ原 阿山 大山田 青山 回答なし

20 5 1 0 1 9 1

2.あなたのお年は？
30代 40代 50代 60代 70代 80代 回答なし

0 0 9 19 7 1 1

3.本日の感想についてお答えください。
大変有意義だった 有意義だった まあまあだった もの足りない よくなかった 回答なし

11 23 2 0 0 1

（自由記載欄）

「上野生涯学習」も「依那古探検隊」共に素晴らしい活動をされていてとても感心しました。これまで

2018年2月23日

他地域の活動を聞いて、学ぶことが多かった。
公民館活動をしっかり続けておられる事、敬服します。
実践報告は具体的で説得力がある報告でした。各団体にはポリシー哲学があるように感じた。上野
上野生涯学習、上出さんのお話、依那古公民館長西さん、博要公民館坂野さんのお話を聞き、た

それぞれ熱心な取組みの内容を聞かせていただきまして参考になりましたが、自分の地域で出来る

子どもの体験→大人もまきこんでの活動方法
特、2、3番目の発表は参考になった。
３人の人の発表大変よかった。大変、勉強になりました。
発表の依那古地区の事例の中身をくわしく聞けて参考になった。
活発な活動で感心した。しかし後継者の問題等での悩みも聞かせていただきたい。
各地区の活動情報を頂き、大変参考になりました。（初回参加）
ふるさとと思い出作りが子どもたちを育む事が地域では大切な事と今日の事例から学ぶ事が出来ま
他地区での活動を聞かせて頂き、地区に子どもが少ないので、その子ども達が自分達の地区の素
子どもをみつめて、大人は自分の体験を活かして子どもに体験を、２件とも非常によかった。
すばらしい事を多く知ってよかった。ただよすぎて後発では見劣りするような感があり、まねからはじめ
取組みの事例、発表は刺激があり、よかった。

人づくり、地域づくりの実践活動を聞かせて頂き、今後の地域づくりの参考にしていきたいと思いま

公民館職員が多いと思う。まちづくり協議会の関係の人と公民館関係の人と地域の住民との関わり
子どもたちの育成を核とした体験プログラムの実践が大変参考となりました。
子ども中心活動が中心と思われるが、高齢者を対象とした催事（例えば高齢者のつどいの場、及び
２回までとは異なって実際の実践の報告が具体的に発表されたので理解しやすかった。ただ子ども
他地区の取組みを聞けて参考になった。
１０年、２０年の地道な活動が地域に根付いていく様子がよくわかって感動した。テーマ、人集めなど
・社会教育ボランティア団体さんの実践報告
３つの発表の位置づけや立場が違い、また、公民館としての活動、立場との違いがありました。
それぞれの発表をきかせてもらって具体的な活動の内容や思いを知れたことはよかったが、3つのと
報告内容よかった。上野、依那古地区は子どもの取組みが目だち参考になった。
依那古体験隊の紹介は興味深く、大変参考になりました。世代間交流で有意義な活動を発案、行
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4、受講して得られた成果や今後活用できることがあればお書きください。

5、今後交流を続けたいと思われますか
思う 思わない 分からない
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6、今後の進め方などご要望があればお書きください。

トモダの大豆作りは参考になりました。Eグループ。作り方はJAの協力を得る。道の駅での販売は知り

・公民館での活動から自治協への活動へ移っているので自治協各部会間で連動した開催に向けら
依那古地区発表の「次世代につながる人作りを」活用したい
ワークショップの意味が今一つ理解出来ない。
公民館、自治協のつながりが必要だと思いました。
自分の会にしないということばが心にのこりました。
私の地区での町づくりには地区の将来をになう子ども達が主役となる行事やイベントが少ないと強く
自治協議会の取組が年寄り対象でいい、それが大事やという発想は参考になった。
取組の大小にかかわらず発表事例を多く聞きたかった。
新しくスタートさせるのは困難と思うが過去の地域の伝統行事をいかに行うかが課題となっている。
今日、お聞きした活動のポイントを参考にしたい。（生涯学習推進会議での運用ポイント）
地域の歴史や生活を掘り出してかるた作りに今、手がけております。

平日夜希望

人のつながりができたこと。
地域づくりのための組織づくりの大切さを感じました。
合併して以来、他地域の取り組みが見えない状態だったがこのような交流を持つことは大変良かっ
「伊賀富士」尼ヶ岳を認識して頂いている地域の公民館としてうれしく思いました。「別件ですが」今、
今回、初参加をさせて頂きました。今後につなげて行ければと思います。ありがとうございました。
活動内容の活用や積極的に今後のことを考えた活動を考えていくことの大切さや機会をもらえたと
全体的に子ども教育。
地道な活動が必要であることを感じました。思った通りの効果が得られるのはなかなか難しいと思い

目差すベクトルの方向性がよく理解出来ない。
もう少し地区の取り組みを聞きたい
それぞれの取り組まれている行事等で悩みがあったり困っている事などを出し合い、助言をいただけ

地域として取り組めるような事例を数多く収集し、実践に移していきたいと思います。

取り組みの大小にかかわらず発表事例を多く聞きたかった
人、物、金の重要性。
本日のような具体的な実践を聞かせていただくとよりわかりやすくお互いの地域が理解でき、親しみ
交流の機会がないと他地区の取り組みが解らない。意外に地区に訪ねていてくれたことが嬉しかっ
地域連携をより一層深めて取り組んで行きたいと思います。
子ども関係の進め方を参考にしたい。
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