
ワーク①１０年後ありたい姿

キーワード１ キーワード２ 意見（付せん）

福祉 障がい 障害児の対応にもっと力を入れるべき

福祉 豊か 福祉を充実させ心の豊かな町に

福祉 人材 福祉関係の待遇改善＆好待遇を他のまちと差別化して人材を確保

福祉 障がい 障がい者も住みやすい福祉の町に

福祉 人材 働く人にも易しい福祉の町に

福祉 介護 介護・福祉に力を入れていく事が必要！！

自転車 自転車に乗る人を増やし、氷見＝自転車の町に！！

自転車 健康 健康増進の為に自転車を利用する

自転車 健康 みんな自転車に乗ろう　健康長寿の町

自転車 健康 自転車を日常に　体力UP、健康維持、そして環境にも良い！！

健康 健康長寿の町に（休憩施設、運動するインフラ等）

自動運転 不便 自動運転で不便さ解消！

チャレンジ 創業者を呼ぶ町に　チャレンジできる仕組み作り

新しいこと 氷見を好きな人が”新しいこと”をみんなでやっている

何か 何かを始められそうな空気が感じられる

新しいこと 全国どこもやっていないことをやる

チャレンジ インターン インターン→氷見への興味UP　新しいことにチャレンジしやすい

チャレンジ 誰もがチャレンジできるまち

循環型社会 効率の良い循環型社会

消費 循環 ひみでとれたものをひみで消費できる循環

商品 自社商品全国シェアナンバーワン

価値観 女性 自治会に女性半数　古い価値観を変えたい

多様性 多様性を受容しあうまちになっている

価値観 いろんな価値観を楽しめる氷見

受け入れる ヨソ者 楽で寛容な氷見→ヨソ者を受けれる環境、雰囲気

移住 フレンドリー 移住してきた人にフレンドリーなまち

受け入れる 誰でも受け入れてくれる氷見であってほしい

受け入れる 誰でも受け入れてくれる社会

価値観 多様性 多様な価値観を認める社会

森 子ども 森で育ち、子供たちが大きく成長できる環境のある氷見

森 森、木工系のクラブチームみたいなものができて沢山の人が山・木工を楽しむ

森 子ども 子どもたちが森の幼稚園にいける

森 暮らし 森の中で、色んな人が集まるごはん会を自主的にできる生活

森 子ども 子どもが、森との関わりが当たり前になっている

子ども 子どもが多くの人と関われる社会

子ども 子供が外で遊べる

農業 スマート農業 山間部で地理を生かしたスマート農業が始まっている

農業 大規模化 農業も”氷見らしく”大規模化

一次産業 一次産業が盛り上がっている

文化 文化的な活動もある氷見

文化 クラブ 総合型文化系クラブができて、子どもたち（文化系）が放課後めっちゃはじけている

文化 クラブ 西の杜学園は部活を廃止して総合型スポーツ、文化系クラブに委託。先生は授業に集中できる。

教育 家庭 家庭教育を見直そう

若者 自然 今ある自然にあこがれる若者

若者 若い人たちが街中を平日でもたくさん歩いている

若者 駅を中心に、若い人が住める商店街エリアになる

若者 共助 お年寄り×若者　助け合える

若者 仕事 「若い人々」が働きたくなる仕事が沢山ある

若者 仕事 若い人、ビジネスが増える（目に見えて）

仕事 職種 色んな職種があって氷見に戻ってきやすい方がいい

仕事 職種 働き先を選べるような氷見

仕事 職種 様々な仕事が存在するまち

仕事 暮らし 帰ってきたときにがっかりしない氷見市に　雇用、人、暮らし方

都会 都会の友人に気軽においでよ！と言える街

氷見に来て１週間過ごせる街に

ベッドタウン ベッドタウンでいいので氷見市に住んで！

都会 都会的な良さと氷見の良さは比べるものじゃない

幸せ 暮らし 自分たちが楽しそう、幸せそうに暮らしている姿が伝わるといい

幸せ 暮らし 住んでいる人の幸福度を上げる

幸せ 幸せな家庭を持つ。お金、住む場所、働き場所

安心 暮らし みんなが安心して暮らせたらいいな～

元気 みんな元気な氷見

交通 交通ルール（路駐）にゆるい氷見

地元愛 思い出 住民が皆地元を愛せる。地元での思い出の量。

不自由 （手があれば）不自由じゃない社会



ワーク①１０年後ありたい姿

キーワード１ キーワード２ 意見（付せん）

情報発信 不自由 不自由じゃない氷見。インターネットが普及すればどこに住んでもあまり変わらない。

情報発信 観光 Youtuber、インフルエンサーによって観光客増

情報発信 認知度 広報の工夫で認知度の上がった氷見市

情報発信 暮らし 氷見市での暮らしを発信できている

通勤 氷見⇔都市の通勤が可能

通勤 高速料金 もし遠くから通うなら高速料金も手当して欲しい

通勤 高速料金 通勤費（高速料金）を市が出してくれるといい

結婚 結婚年齢で傾向ある

結婚 住まい 結婚するときに住まいとして選ばれる

Iot 人材 AI、ロボットで人手不足、担い手不足解消！

観光 朝市 市、氷見高、漁協（特に小規模漁業者）で朝市をやる。「朝ごはんのまち氷見」をJR氷見線、高速バス業者と一緒に作る。

元気 美しい 美しい本町、元気な中央町。



ワーク②自分の立場で実現したいこと

キーワード１ キーワード２ キーワード３ 意見（付せん）

環境 受け入れる 誰でも受け入れる環境があれば

尊重 色んな考え方に触れることができる、尊重できる社会

価値観 慣習 田舎の価値観、慣習を変える

価値観 認める 色んな価値観を認め合いたい

豊かな心 認める 豊かな心を持つ。同性、障がい者、誰でも人を認められる氷見に

様々な人 雇用 環境 様々な人（外国人、障がい者、LGBT）が働きやすい環境を整える

様々な人 雇用 障がい者、高齢者、外国人、「引きこもり者」も雇用したい

雇用 雇用あるのは大事

地域通貨のシステムを提案したい

新規事業 今の商売の事業化→氷見にない仕事に

新規事業 若者 氷見に今ない仕事をつくりたい。→若い人がやりたい仕事

新規事業 応援 新しいビジネスを応援する

新規事業 応援 新規事業を手助けしたい

新規事業 応援 創業者をサポートする仕事、仕組みづくりをしている

夢 応援 何か自分の夢をやってみる人を応援したいな

夢 応援 地域の皆さんの”夢”を聞き、引き出したい！

物々交換 アプリ 物々交換経済を復活させる、アプリをつくる

物々交換 ポイント 物々交換によるポイントシステムを構築したい

物々交換 「かいことマーケット」利用したいな

物々交換 幸せ 物々交換マーケットを主催。同じものが採れすぎて困る生産者、助けが欲しい人、不要品を友好活用したい人を幸せにする

物々交換 氷見の海と山を結ぶかいことマーケット（物々交換、わらしべ長者）をコーディネートしたい

朝市 様々な人 朝市など色々な人が参加できる行事を！（漁業、農業etc.）

朝市 雇用 朝市による誘客と新規雇用

朝市 氷見の朝市

副業 副業で移動レストラン

副業 なんでもできるようにならなければ（副業OK）

副業 仕事 副業で働ける仕事を増やす

副業 好きなこと 暮らし 自分の好きなことで副業をしてひみぐらしを楽しみたい

空間 ゆっくりと過ごせる空間（フリースペース）を作る。

廃校 リノベーション 廃校リノベ

文化 文化的なことを楽しめるのが当たり前

文化 子どもたち 子どもたちに色々な考え方や文化を見せられる

子どもたち 豊かな心 子どもたちが心豊かに育ってほしい

子どもたち 教育 デザイン 子どもたちに次世代の教育を！（プログラミング、デザイン、感性）

子どもたち 教育 子どもに氷見のいいところを教えたい

子どもたち 教育 デザイン デザイン教育で子どもの頃からおしゃれに！

子どもたち 教育 おしゃれ おしゃれ感覚を磨く教育（物にこだわる、価値が生まれる）

おしゃれ おしゃれなまちにしたい

プロダクト デザイン 氷見のプロダクトデザイン（ステキな雑貨…）

おしゃれ 個々の感性が育つおしゃれな氷見

自然 自然と関われる場所を増やしたい

山 健全な山を管理して開かれた場所に

森 森に関わりたい

自然 山 氷見の山や自然に人が普通に入っていける、遊んでいる風景を作る。

森 自然 森で自然の中で遊べる

氷見が好き 市職員 氷見市で生まれた人が氷見を好きになるように（特に市の職員）

氷見が好き 市職員 氷見市職員が氷見市を好きになる

紹介 氷見市の紹介をネガティブな話からしない

氷見が好き 「氷見が好きだから氷見に住む」という人を増やす

氷見が好き 今現在、氷見に住んでいる人、働いている人が氷見をもっと好きになる事が必要！！

幸せ 暮らし みんな一人一人が幸せに暮らせる社会

氷見を知る もっと氷見のことを知ることが大切！

市外出身者 応援 市外出身者を応援する

子ども お店 気軽 子どもと気軽に入れるお店

気軽 お店 安くて気軽にごはんを食べるお店の開店

若者 お年寄り かけはし 若い人をお年寄りのかけはしになりたいな

野菜づくり 美味しい野菜をつくっている

久目のカフェに行ってブルーベリーを食べる

モデル 否か 久目地区で楽しい田舎のモデルをつくる。（空き家、福祉、コミュニティビジネス）

通勤 通勤時間をかけても氷見に住むことの大切さ！

趣味 山登り三昧（趣味）

「政治の話はタブー」と言わない空気（無駄だから）

パーティ 持ちよりパーティーを主催

長男 長男家族が氷見に住んでいる（Uターン）



ワーク③他の人と協働して実現したいこと

キーワード１ キーワード２ キーワード３ 意見（付せん）

教育 自然 地元の特色を活かした教育（自然、漁業、農業など）

体験 子どもたち 自然 子どもたちに氷見だからこそできる体験をさせてあげたい（田植え、釣り、川遊びなど）

教育 氷見学 週２回、授業に「氷見学」を入れ、外の人が先生をする、その間担任はテストの丸付けをする。

教育 みんなで教育（学校の外でできることがあるはず！）

体験 自然 子どもたち 子どもに自然を体験させる仕組みづくり（都会にはできない）

教育 自然 環境 幼稚園～高校まで一貫の自然学習、環境教育の仕組みづくり

教育 自然 子どもたち 子どもが学校で自然文化を必ず体験できるしっかりとした仕組みをつくる（氷見学）

教育 豊かな心 心を豊かにする家庭教育を氷見全体でできればいい！

森 クラブ 森づくり、木工など木に関わりたい人のクラブチームをつくる。（市役所、林業事業体、森林組合、森の番屋）

放課後 西の杜学園校下は、放課後がめっちゃたのしい場所にする。学校・地域・ポリフォナジー

文化 クラブ 総合型文化系クラブをつくる（市×公民館×まんが館×他）

出来ること システム 自分が出来ることを申請するシステムづくり

物々交換 かいことマーケット提供者になりたい

物々交換 たくすちゃーの超拡大版

物々交換 朝市 地域ポイント 物々交換マーケットとしての「朝市」の創設、地域ポイント制

出来ること システム 出来ることを持ち寄るシステムがあればいい！

物々交換 物を大事に 今あるものを大事にする社会→かいこと

物々交換 子ども食堂 食材交換　かいことマーケット→余剰分は子ども食堂へ

インスタ映え インスタ映え箇所を増やす

メディア おもしろさ 氷見のおもしろさを広く知ってもらう（メディア向けのスキーム作り）

メディア おもしろさ HIMIメディアをつくる　オモローな人が持ちまわりでブログ

メディア 情報発信 おもしろさ 氷見のおもしろいネタや人をいきいきと発信するメディアがあるといい（市内外向け、体験ネタも）

情報発信 市民 市民自ら情報発信（こっちの方が早い！）

まちづくり 市民 市民自ら（地域づくり、街づくり）ができるまち

リノベーション 移住者 移住者向けまち家のリノベーション

ライフスタイル まちなか 氷見流 氷見流のまちなかライフスタイルの実現

モデルハウス 氷見流 氷見流のモデルハウス作り

ライフスタイル 氷見流 氷見流のライフモデル作り

若者 若い人がいるまちを取り戻す

若者 ライフスタイル 情報発信 まちに若者が暮らす新しいライフスタイルの確立、発信

いのしし 輸出 いのしし輸出をプロデュース

いのしし ブランド 輸出 猪を焼却せずにおいしく処理して国内外に高く売る（氷見のビッグブランドに）

いのしし 輸出 加工品 氷見の良さ（強み）を市外とマッチングさせる。猪肉→フランスで人気、加工品で売り出すチャンス

仕事 暮らし 楽しむ 仕事も暮らしもみんなが楽しめる

趣味 大人の遊び場（趣味を共有できる交流の場）

高齢者 ポイント 高齢者にボランティアポイントを（市、介護施設、老人会など）

高齢者 福祉 独居 独居老人問題…氷見らしい高齢者福祉

副業 公務員 公務員の副業を可能に

副業 公務員 人手不足 人手不足であれば公務員の副業も考えては

副業 環境 副業しやすい環境

副業 副業をもっとしやすい社会にしたい

副業 域内 域内に利のある副業をつくりたい（教育、一次産業）

チャレンジ チャレンジしやすいまちにする

色々な人 地域 生活 色々な人が地域で生活していける仕組み作り

認める お互いがお互いを認め合う

認める 色んな考え方、生き方があっていいと思える街

外国人 働きやすい 外国人が働きやすい仕組みを作る。（地域の受け皿）

外国人 地域 外国人と地域の人とコミュニケーションをとっていける場作り

外国人 永住 教育 外国人が永住できるように（語学学習支援）

若者 場作り 若い人たちが集まる魅力ある「場」をつくる（学校の先生、学生、若者等）

認める 新しいこと ”人と違う”を当たり前に。”新しいこと”おもしろいといえる街　変な押さえつけをしない。

ダイバーシティ ダイバーシティを受容する（制度、仕組みを）外国人労働者など

LGBT やさしい LGBTにやさしいまちにする

LGBT LGBTQについて理解を深めてほしい（偏見なくしたい）

地域 地域の人たちがみんな参加する

地域 地域の風とおしをよくする

市民 愛する 氷見市民が氷見を愛することができるように…

ポジティブ ポジティブな紹介の練習

自転車道 自然 山、海、川、自然を感じることのできるサイクリングロード氷見

自転車大会 自転車道 商店街の裏の道を１本自転車専用にして自転車のまちに（警察、市、自治会）

自転車大会 朝市 氷見市内を回るコースの自転車大会＆氷見朝市

グランピング 県外からも人が来るような素敵なグランピングの場所を整備（すでにあるものを活かして）

グランピング 天狗林 グランピングをプロデュース（天狗林？）

保育 人材 給料 保育など必要だがけど給料が低い→給料を高くしたい

つながり 横のつながり


