
所属 人数 所属 人数
公民館職員 2 地域会議委員 4
教職員 5 推進協議会委員 2
放課後子ども教室スタッフ 1 小中学生 3
保護者 3 サクラマスパートナー 11
教育委員 2 その他 14
社会教育委員 0 未記入 7

事前アンケート

１）地域活動（地域・学校行事や公民館事業）に参加したことがありますか。

ある　５０ ない　３

２）地域のために何かしてみたいことがありますか。

はい　４７ いいえ　５

３）地域づくりに中高生の参画（計画段階からともに行うこと）がありますか。

はい　２８ いいえ　１２ わからない　１３

事後アンケート

１）今回のフォーラムで新たな気づきや発見はありましたか。

はい　４４ いいえ　２

吉賀町の今と未来を考える～サクラマスプロジェクトフォーラム２０２０～

・中高生がもっと地域の人たちと話をしたいと思っていること
・他の地域の活動を知ることができた
・中高生がしっかりと自分の考えを伝えられることが知れて良かった
・サクラマスプロジェクトのブランド化を図る
・サクラマスＰについて、ＳＮＳ等、情報発信を行う
・新しい出会いがありました
・中高生の考えていることが少しわかった
・中学生の思い
・中高生の知性、エネルギーの凄さ、町の皆さんの意識の高さとあたたかさ
・若者なりにしっかり吉賀町のことを考えていたことに驚きました
・中高生の考えを大人がしっかり受け取ってあげることが大事
・初めての参加でしたが、どの地区も吉賀町のためにみんなのためにいろいろ考えているんだなぁと思い
ました。中学生も高校生もしっかりした人が多いなと思いました
・地域、吉賀町のために活動していることを知れた。それぞれの分野で頑張っている
・学生さんが素晴らしい意見や考えをもっておられて、嬉しくありがたいことだなと感じました
・中高生が予想以上によく考えている
・子どもたちの発想がすごい
・「吉賀町の未来を考える」テーマが良かった
・吉賀町には、たくさんのみ力があると改めて感じましたか
・町民が吉賀町にとって大事
・合成洗剤
・学校と地域が一体となって取り組むこのプロジェクトは、当町の教育基本計画に位置付けられた事業で
あることを行政体は認識をすること
・学生達が自分達で考えて行動していること。自分の子育てが終わり、改めて子どもたちが何を考えてい
るか知る
・多くの方が、吉賀町を自信をもってＰＲできるものを求めている
・町民の皆さんが「一堂に会する場づくり、イベント」の必要性
・町の発展、人の成長ということについて、中学生から高齢者まで、一緒になって考える場、時間をもつこ
と、また、考えたことを発表する。それを聞くことが私にとって充実したいい時間であった
・中高生の考える力、発言する力がすごいと思った

・地域の活動、学校の活動、まだ知らないことが多かった。それをもっと発信できる手段を何か考えるべき
（町内外問わず）
・町民の意識が変わってきた
・高校生がすごいです
・吉賀町をもっと知ることで、外へ求める前に町内で何かできることがないだろうか考えてみる
・若い世代が、故郷について考えていることが判明した
・自分では感じなかった「出会い」あらめて本当だなぁ。ここ１０年で友達？がたくさんできました。やはり人
と人とのつながりだなぁと実感しました
・着眼点や視点の違いに感動した
・昔はこの様なフォーラムは無かった。大変良いことだと思います
・子どもたちが地域に求めるもの（こと）、大人に求めるもの（こと）、こういう地域を作っていきたい、そういう
ものが聞けて良かったと思う
・学生と大人との問題、疑問のやりとりが良かったと思う
・中学生、高校生が吉賀町のこと（将来も含めて）を本気で考えている。自分にできることを地域でやるた
めの勇気と、一緒にやってみたくなりました
・中高生の考えがしっかりしていたこと
・自分たちの頃とは違い、今の中学生はしっかりとした自分の考えをもっていること
・住民の皆さんも多くの想いをもっておられる
・大人と子どもが真剣に話しているのが良かった
・課題の改善ではなく、魅力を伸ばすこと
・私は島根県の「おきの島」に皆さんで行ってみたいと思います
・子どもたちともっともっとできることがある
・学生の皆さんが吉賀町のことについて考えられていること、しっかり！！



はい　４３ いいえ　０

２）吉賀町の未来のために、今回のような対話の場（話し合いの場）が必要と感じますか

・中高生がもっと地域の人たちと話をしたいと思っていること
・他の地域の活動を知ることができた
・中高生がしっかりと自分の考えを伝えられることが知れて良かった
・サクラマスプロジェクトのブランド化を図る
・サクラマスＰについて、ＳＮＳ等、情報発信を行う
・新しい出会いがありました
・中高生の考えていることが少しわかった
・中学生の思い
・中高生の知性、エネルギーの凄さ、町の皆さんの意識の高さとあたたかさ
・若者なりにしっかり吉賀町のことを考えていたことに驚きました
・中高生の考えを大人がしっかり受け取ってあげることが大事
・初めての参加でしたが、どの地区も吉賀町のためにみんなのためにいろいろ考えているんだなぁと思い
ました。中学生も高校生もしっかりした人が多いなと思いました
・地域、吉賀町のために活動していることを知れた。それぞれの分野で頑張っている
・学生さんが素晴らしい意見や考えをもっておられて、嬉しくありがたいことだなと感じました
・中高生が予想以上によく考えている
・子どもたちの発想がすごい
・「吉賀町の未来を考える」テーマが良かった
・吉賀町には、たくさんのみ力があると改めて感じましたか
・町民が吉賀町にとって大事
・合成洗剤
・学校と地域が一体となって取り組むこのプロジェクトは、当町の教育基本計画に位置付けられた事業で
あることを行政体は認識をすること
・学生達が自分達で考えて行動していること。自分の子育てが終わり、改めて子どもたちが何を考えてい
るか知る
・多くの方が、吉賀町を自信をもってＰＲできるものを求めている
・町民の皆さんが「一堂に会する場づくり、イベント」の必要性
・町の発展、人の成長ということについて、中学生から高齢者まで、一緒になって考える場、時間をもつこ
と、また、考えたことを発表する。それを聞くことが私にとって充実したいい時間であった
・中高生の考える力、発言する力がすごいと思った

・地域の活動、学校の活動、まだ知らないことが多かった。それをもっと発信できる手段を何か考えるべき
（町内外問わず）
・町民の意識が変わってきた
・高校生がすごいです
・吉賀町をもっと知ることで、外へ求める前に町内で何かできることがないだろうか考えてみる
・若い世代が、故郷について考えていることが判明した
・自分では感じなかった「出会い」あらめて本当だなぁ。ここ１０年で友達？がたくさんできました。やはり人
と人とのつながりだなぁと実感しました
・着眼点や視点の違いに感動した
・昔はこの様なフォーラムは無かった。大変良いことだと思います
・子どもたちが地域に求めるもの（こと）、大人に求めるもの（こと）、こういう地域を作っていきたい、そういう
ものが聞けて良かったと思う
・学生と大人との問題、疑問のやりとりが良かったと思う
・中学生、高校生が吉賀町のこと（将来も含めて）を本気で考えている。自分にできることを地域でやるた
めの勇気と、一緒にやってみたくなりました
・中高生の考えがしっかりしていたこと
・自分たちの頃とは違い、今の中学生はしっかりとした自分の考えをもっていること
・住民の皆さんも多くの想いをもっておられる
・大人と子どもが真剣に話しているのが良かった
・課題の改善ではなく、魅力を伸ばすこと
・私は島根県の「おきの島」に皆さんで行ってみたいと思います
・子どもたちともっともっとできることがある
・学生の皆さんが吉賀町のことについて考えられていること、しっかり！！



フォーラムの評価について
ポスターセッション
・各地区の取組がよく分かった
・自分の地域の方の感想を聞くことができた
・とても良い取組です。３つまでなので、せっかっくなのでもう少し聞きたい
・六日市中学校、すごかったです
・中高生の考え方がすばらしかった
・来年度以降朝倉地区は（公と小）２団体での発表が交互になるのでしんどいと思います
・朝倉、吉高、七日市のセッション聞きましたけど、どの地区も子どものことに地区民が参加して盛り上げ
ていることに驚きました
・時間がもう少しほしい
・発表する人の声が聞きづらかったので、もう少し考えてほしい。若い人ばかりではないので声の大きさを
考えてほしい。発表は各地区いろいろ考えられていてよかった。
・色んな視点で活動している
・しっかりまとめてあったり、はっきり発表できたり、素晴らしいと思いました
・担当の生徒が発表したのでその場にしかいることができませんでしたが、高校生達、分かりやすく楽しそ
うに発表していて良かったです
・活動報告、意見発表は新鮮でした
・各地域、グループいろんなことをしていることがわかりました
・活性化につながる新しい発想があればよかった
・吉賀町の未来についてよく考えているグループがあったが、今それをやっているなどあまり参考にならな
い点もあった
・各地区ともにポスターが良くができていました
・年々ポスターセッションが良くなったり、又、中学生とかをまきこんでいるのですごくいい。次の高校生に
いい形でつながっていくと思う
・分かりやすい説明でした
・時間は良いが声が聞き取れない
・発表者が自信を持った発表であった。質問があっても発表者の考えで答えられていた
・どの地区もよく活動している。公民館の力も大きいと思いました
・できれば全部の活動を見たい
・活動の紹介の域を出ていない。何をして、何を得たのか、何を得られなかったのかを掘り下げて
・中学生がしっかりと物事を見ている
・各地の発表がすごかったです。声が小さい
・良い
・発表時に声が小さすぎて聞き取りにくかった
・はっきりと伝えてくれ、質問にもすらすらと答えられている。今の若者を見直しました
・各々、しっかり調査され、自分の言葉で話をされることにとても感心をしました。ありがとうございました。
・中学生（六中）の発表、質問の受け答えがしっかりしておりよかったです。将来に期待を持てます。
・良かった
・良かった。大人も見習わなければ
・中学生の発表で良い内容にも関わらず、少し声が小さく思った。どこの地区も真剣にとりくみ感動！
・各地域、学校の取組を町民の皆さんに知ってもらういい機会です
・発表者と意見交換をする時間がもう少し欲しかった
・多くの実践があることを再確認しました
・年々進化しています。とても素晴らしい内容です
・中学生の発表を主に聞いたが、自分の経験を元に、自分なりの筋道を立てて伝えており、考えや思いが
良く伝わった
・子ども達が考えていることがよく分かった。よく考えている
・大変良かった
・それぞれ工夫をこらして作成してあったので良かった
・もっと他の団体も聞けたらよかった
・時間がもっとあればすべてのポスターセッションが聞けるのに・・・・と感じた



高校生講演
・とても素晴らしいお話「どうして吉賀町がいいのか」というところまで掘り下げいた。
・ステージで自分の思いを言葉にできることはすごいと思いました。
・すばらしい！大人にとって、とても良い刺激
・大変良かったです。まだまだ上を目指せ
・小中学生に聞かせるとさらに良いと思う
・未来の吉賀町を導く超逸材だと思います。吉賀町の皆さん、ぜひこの子にたくさんの場とチャンスを与
え、この素晴らしい原石を磨いてあげてほしいと思います。期待しています。
Ｔさん（高校生講演者）、この町をよく理解し、我が町をよくしていきたい、自分に何ができるのかをよく考え
ていて、大学卒業後この町になくてはならない若者です。町役場に入ってもらい、この町の発展に参画して
もらいたいですね
・上手にまとめられていて良かったです
・とっても良かったと思います。自分の意見をきちんと自分の言葉で表現できるのはすばらしいと思いまし
た
・未来のことを考えているロジックがすばらしい
・Ｔさんの高校でのチャレンジがよく分かりました。「吉賀高校に来てよかった！」と言える３年間を過ごして
もらってうれしかったです
・今後の活躍に期待しています
・すばらしい
・今後も地元思いの生徒が育ってほしい。良い講演だった
・すばらしい高校生で大人よりよほどしっかりとした意見をもっていると思う
・びっくりするくらい大人だなと感じています。積極的な発言にすごさを感じている
・将来吉賀町に帰って恩返しがしたいと思っていることを聞き、うれしく思いました。吉賀町にはすばらしい
子供が沢山いますね
・私もまねできるところはまねしたいと思いました。
・会場の大人たちを元気にしてくれる。大変良かった
・自身の気持ちの変化から考えをまとめ行動にうつす、うつしたい思いがよく聞くものに伝わり、誠実さを感
じられ、聞く者に一緒にこれからをがんばろうという気持ちにさせていただいた
・昨年に続き自分を発表する力はたいしたものです。公の場で発言する機会が増えることで、どの子もそう
いう力がつくのかなと思いました。
・１８歳とは思えないほど、自分を分析できている
・今回一番すごかったです。しっかりと自分の進む道が見えている
・吉賀町で一番強い事は、人と、４０年間続けてきた有機農業、今からも続いていく、続けていくことを知っ
てほしかった
・とてもよかった
・これから社会に出た時に、どのように変化するのか楽しみでもあるが、今の純な気持ちを忘れないでもら
いたい
・自分の考えがしっかりしていて感動しました
・今後の行動に期待しています
・良かった
・自主性をもって、前向きに、挑戦する姿に感動！
・吉賀町を愛する郷土愛がよく伝わりました。サクラマスとなって帰ってこられることを期待します
・主体を考える良い講義であった
・高校生でここまでプレゼンができ、自分事として話す力を身に付けられたことができたことは、地域の力、
サクラマスプロジェクトの効果だと思います
・驚きました。サクラマスプロジェクトの効果だと思えました
・吉賀町に魅力があるというところに終止せず、全国から見れば類似団体の１つにすぎないことを示したの
は良かった。
・すばらしい考えの持ち主ですよ。「大学合格おめでとう」
・堂々とした態度で発表で来ていてよかった
・まっすぐな高校生の講演が良かった



パネルディスカッション

・ちょっと盛り上がりに欠けていたような気が・・・・
・意見交換がもっと深くできたら良かったと思いました
・まずはこのような場を作っておられることに拍手！多様な人間が交わることで起こる相互作業こそが、町
によき循環をもたらすと思います。ぜひ継続を！
・もう少しかみ合うとよかったです
・内容はいいけど、ちょっとパネリストの人数が多くて、話が深まりにくいかも
・やはり若者に聞いて、今の吉賀町の不満を言ってもらうことは、この町を発展させていく上で大変参考に
なったと思いました
・色々な地域の大人がいた方が話が広がるのかなと思いました。あまり意見交換をしたような気がしな
かった
・大人と学生の思いがいろいろある事がわかった
・様々な世代の意見が聞けて良かった
・いろんな立場の方、生徒の声が聞けて良かった
・高津川、清流日本一に向けての活動、取り組み（野菜）（水）（有機農業）吉賀町の良いところ（人との出
会い）
・子ども達の意見を聞いたら将来が明るい気がする
・何を言いたいのか今一つわからない点があり、昨年のが良かっただけにものたりなかった
・パネラーに柿木の人がいない
・中高生の人は大変ご苦労様です。パネラーの大人は六日市ばかりですが、六日市、七日市、柿木といっ
た所でパネラーになるといいと思う
・「どんな大人になりたいか？」について、Ｔさん（中学生パネリスト）の「自分の意見を素直にいえる人」に
私もなりたいと感心し、努力していきたい。自分の考えをもつということの大切さ、むつかしさもあるなかで
「素直」に「言える」大人になりたいと言っているＴさんのこれからの成長を応援します。
・パネラーの大人がほぼ六日市の人だった。もっと他地区や職業もいろいろな人がいた方がいいと思いま
した
・ディスカッションになっていない。大人側に問題あり
・大人が少したよりない
・パネラーで大人の六日市在住の方が殆どで、柿木村で有機農業を頑張っている方も出てほしかった。
・年齢が違ったところで思いが聞けて良かった
・むつかしいと思いますが勇気をかいます。若者不満は絶対同感です。交通の便は老人においても言える
ことだと思います。老人の多いこの町で、車が必要な今日もう少し考えるべきだと
・良かった
・地域づくりの参考になった
・今年は司会進行が教育委員会でなく、サクラマスプロジェクトの委員会の方で良かった。河野校長先生
がつなぎ役に居られてよかった。効果あり。
・子ども達は率直な意見を出し合っていましたが、大人の方が今ひとつかな
・テーマを絞ってディスカッションしてほしかった
・子どもからのメッセージをきちんと受取って、大人の方が共に作る未来についての話がとても心に残りま
した
・質問の内容が難しいですね
・中高生の意見は率直で感じるものがあった
・テーマがありきたりで、応えもありきたり。もっと踏みこんだ答えを出せたら？
・若い人の考え方が良く分かった。大変良かった。
・高校生の率直な意見を聞くことができてよかった
・昨年は子どもだけでしたが、今年は大人の方も参加して、大人も吉賀町を真剣に考えていることが伝
わったのでよかった



グループトーク

・とても濃い話ができた
・時間が短かったと思いました。
・ゆっくりできるとうれしいな。とてもよい交流でした。
・大変良かったです。ぜひ柿木、七日市にも学習スペースを作ってあげてください
・中学生の思いを聞けて有意義だった。学習スペースを作ってあげてほしい→子どものやる気がＵＰする
から
・伝統、文化、祭り、続けていくにはみんなの力がいる。少しずつでも子どもたちに伝えていけたらいいなと
思いました
・中高生の声が聞けたり、話ができて良かった。ドローンで川とうろう撮影を実現させます！！
・知らない方といろいろ話ができてよかった
・同じような考え方の人が多いと感じた
・話し合いをしていくうちに、他の人の思うことがわかって良かった
・時間が足りない。これだけで３時間とってもいい
・良い意見交換ができました
・町の職員さんたちにぜひ参加を！
・自分の思っていることに賛同してもらい、そこから又発展したアイデアとなり、盛り上がった。
・良かった
・時間が短すぎる。テーマを選ぶのではなく、一つのテーマで多くのグループで話し合うと効果的なのでは
・お互いに六日市病院の存続を心配される声が多くあり、吉賀町を充分に利用する事！
・内容を理解していない人がいて、雑談が多くなりました（他ではそうではないと思いますが・・・）
・様々な世代の方との意見交換は大変有意義であった
・身近な問題があぶりだされ、解決の方向性が見えてきた
・共通のテーマで未来について話ました。今後もがんばりたいと思います
・カテゴリーがありきたり。この種のグループトークは色んな場で行っている。→サクラマスの何につなげる
のか？
・時間がたらなかった。自分の考えのまとまりができなかった。
・大変有意義だったと思います。同じ町内の方でも、初めてお話しできた人もいてよかったです
・様々な意見が聞けてよかった



サクラマスプロジェクトを推進する上での意見や課題。活動報告会の感想
・吉賀町→吉賀高校が育成すべきは「グローバル人材」よりも貧困、格差、差別等を解決していく「ローカ
ルリーダー」であり「マイノリティー・ヒーロー」だと思います。行政-民間－教育が一丸となって、世界のロー
カル/マイノリティーを救う人間を育成し、インクルーシブな社会をめざしていけたら・・・と願っています
・継続→発展につながっているフォーラムだと思う。参加させていただきありがとうございました
・報告会の内容が盛りだくさんなので、もっとしぼっても良いと思います。
・課題としては、もっとサクラマスＰについて情報発信を！！→冊子、ＨＰ、ＳＮＳ
・とても素敵な会でしたありがとうございました。色々な人と話せる機会がありうれしかったです。
・報告会も毎年、多少変化があり良かったです。試行錯誤が伺えました
・今までの文化が、高齢者が次第になくなられることによって失われていくことは勿体ない。手作りで作って
いた味噌や豆腐、芸能など、昔では当たり前にできていたことを伝承していければすばらしい！吉賀町は
自然の町で田舎の味を感じる町であって欲しい。今から古きもの、自然のものは見習されてくると思う。や
はり自然が一番。パネルディスカッションでもありましたが、高津川の水をミネラルウォーターにするとか健
康にいいし、水は都会では当たり前ではなく、買うものなので、水を売るのもあり。その売り方はわかりま
せんが・・・・水源のある清流日本一になった水なのに勿体ないです
・地域会議に参加しています。３月で交代しますが、良いリーダーなので今後も協力したいと思います
・六日市の町議委員が参加していない
・サクラマスプロジェクトが何か知らない人も多いようなので、町民に知られるように努力してほしい。また、
自分でも広めるようにする
・プロジェクトの発足から１０年ということであるが、プロジェクトの成果をまとめるという視点が必要では！
・サクラマスプロジェクトのことをもっと町民に知らせてください
・とても良い形で、話合いの場所が設けられていた。
・高校生たちがしっかりとした意見をもっていることに驚いたし、これからも楽しみだと感じた
・ご苦労様でした
・このような交流の場は非常に有意義なもので、もっと輪を広げていったらよいと思う
・皆様お疲れ様でした。できれば一緒にやってみよう！に感動しました！大人の本気が子どものやる気！
まちづくり協議会に子どもの参画
・高校の生徒さんの司会進行はとても新鮮で、とても良かったです
・地域の中で関わっていただける人、特に大人の人を増やしていくことが重要だと思います。そうすること
によって、サクラマスプロジェクトがもっと活性化すると思います
・「サクラマス」とは何かきちんと勉強して「サクラマス学」を民間でつくって、「サクラマスプロジェクト」として
ほしい
・サクラマスプロジェクトのカラーがぼやけて、何のフォーラムかわからない。まちづくりでやっているフォー
ラムと混同している感じ
・フォーラムが年々どんどん良くなっていると感じる。主催する方も大変かもしれませんが、時間にゆとりが
あるとうれしいです


