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第1号

丸子

まちづくりアンケート結果  中間報告

　丸子地域の皆さん、こんにちは、丸子まちづくり会議会長の下村晴一です。
　丸子まちづくり会議は、平成28年３月２９日の設立後、はや８か月が過ぎました。
　本会議は、人口減少時代を見据えて地域住民が身近な課題解決に向け皆で考え、地域の個性や特
色を活かして自らまちづくりを行うことを目的としています。そのため、皆さんが身近な課題をど
う考えているか、「まちづくりアンケート」を実施いたしました。そして、今回アンケート結果の中
間報告をいたしますが、この内容をもとにして、まちづくり会議として何ができるか、何をするべ
きかを皆さんとともに考えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
　丸子まちづくり会議は皆さんにはまだまだ馴染みの薄い存在だとは思いますが、これから丸子地
域を５つに区分して、より身近でより具体的な「地区会議」を立ち上げていきます。今後は、身近
な課題解決について皆さんとともに話し合い、取り組んでまいりますのでご理解ご協力よろしくお
願いいたします。

　丸子地域の全7,962戸に配布し、3,457件の回答をいただき、回収率は43.4％でした。
自治会の皆様のご協力によりまして、貴重なご意見を沢山いただくことができました。
　今回は、中間報告として選択式設問の集計結果をお知らせします。下記のグラフ、表は皆
さんが考える「課題」、「不安」の丸子地域全体の集計結果です。
　２、３ページには地区別集計も掲載しましたのでご覧ください。

全体
回答

丸子全域
〔回答者数：3,314 名〕

1 丸子地域の課題やあなたが不安に思っていることはなんですか。（３つまで）

皆様方のご協力に
感謝します。ありがとう

ございました。

▼項目 回答数▼
●防犯・防災 550
●高齢者の増加と健康 2,067
●空家・空き店舗の増加 1,315
●子育てと教育環境 412
●伝統行事の継承 163
●環境保全・街並み美化 197
●通院や日常の買物が不便 756
●近所付き合いの減少 379
●交通量の増加 466
●道路が狭い 596
●農地などの維持管理 1,007
●後継者不足 627
　　　　　計 8,535

①
②

④

③
⑤

防犯・防災 6.4%

交通量の増加 5.5%

道路が狭い 7.0%

農地などの維持管理
          11.8%

後継者不足 7.4%

伝統行事の継承 1.9%

子育てと教育環境 4.8%

環境保全・街並み美化 2.3%

近所付き合いの
減少 4.4%

高齢者の
増加と健康
24.2%

空家・空き店舗
の増加 15.4%

通院や日常の
買物が不便 8.9%

全体
回答

丸子全域
〔回答者数：3,277名〕

2 あなたが感じる丸子地域の魅力はなんですか。（３つまで）

▼項目 回答数▼

●環境に恵まれた集落 1,167 

●学校施設、図書館の充実 530 

●商業施設が充実し買い物に便利 550 

●伝統行事や文化が豊か 227 

●近所付き合いにまとまりがある 575 

●工場など雇用の充実 65 

●首都圏へのアクセスがよい 353 

●自然豊かで日照時間が長い 1,483 

●自然災害が少ない 2,611 

　　　　　計 7,561

③

⑤

④

②

①

環境に恵まれた
集落 15.4%

首都圏への
アクセスがよい 4.7% 工場など雇用の充実 0.9%

伝統行事や
文化が豊か 3.0%

近所付き合いに
まとまりがある 7.6%

自然災害が
少ない
34.5%

1ページの課題・不安では「通院・買
い物が不便」が第４位に上げられてい
る一方、本 設 問の「買い 物に便 利」
が魅力の第5位に入っており、地区に
よって差異のあることが分かります。

自然豊かで
日照時間が長い

19.6%

学校施設、図書館の
充実 7.0%

商業施設が充実し
買い物に便利 7.3%

全体
回答

丸子全域
〔回答者数：3,237名〕

3 あなたが目指す丸子地域の将来の姿は。（３つまで）

▼項目 回答数▼

●子ども、高齢者、障がい者が暮らしやすいまち 2,487 

●商業機能充実による賑わいのあるまち 742 

●通勤・通学、買い物、日常生活が便利 1,566 

●働く場所に恵まれたまち 1,182 

●災害への対策が練られたまち 832 

●豊かな自然環境に配慮したまち 1,050 

●歴史・文化資源を活用したまち 214 

●観光・交流の拠点を持つまち 297 

　　　　　計 8,370

①

②

③

⑤

④

子ども、高齢者、障がい者が
暮らしやすいまち 29.7%

災害への対策が
練られたまち 9.9%

豊かな自然環境に
配慮したまち 12.5%

働く場所に
恵まれたまち

14.1%

通勤・通学、買い物、
日常生活が便利 18.7%

商業機能充実
による賑わいの
あるまち
8.9%

「子ども、高齢者、障がい者が暮らし
やすいまち」が最多となっています。

丸子まちづくり会議

会長 下 村 晴 一

●右表の左側に付した丸数字は、回答数の多い項目、上位５つの順位を示しています。　●複数回答のため、回答者数と回答数の計は一致しません。

観光・交流の拠点を持つまち 3.6%

歴史・文化資源を
活用したまち2.6%

会　　　長 下　村　晴　一
副　会　長 久保田　和　英
　　〃　　 丸　山　かず子
理　　　事 滝　沢　清　茂
　　〃　　 桜　井　義　明
　　〃　　 倉　島　岩　喜
　　〃　　 山　岸　義　隆
　　〃　　 宮　岸　喜恵子
　　〃　　 宮　坂　静　雄
　　〃　　 金　子　健　一
　　〃　　 伊　澤　英　男

理　　　事 滝　沢　信　幸
　　〃　　 斎　藤　繁　子
　　〃　　 内　田　弘　子
　　〃　　 清　水　三　枝
　　〃　　 柳　沢　久美子
　　〃　　 斉　藤　ゆり子
監　　　事 斎　藤　重一郎
　　〃　　 村　松　正　孝

平成28年度  丸子まちづくり会議役員一覧

上記のメンバーで取り組んでいきますので、今後もよろしくお願いします。

 「まちづくりだより」第１号はいかがだったでしょ
うか？アンケートの中間報告をやっと皆さんにお知
らせできてほっとしています。今後は活動状況など
を定期的にお知らせしていきたいと考えています。
ご要望、ご意見などございましたら、「丸子まちづ
くり会議」あてにお寄せください。 

●●●●●  編集後記  ●●●●●

事　務　局    斎　藤　千比呂
地 域 担 当    中　山　準　一
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地区別
回答 西内地区

〔回答者数：142名〕

東内地区
〔回答者数：267名〕

丸子地区
〔回答者数：1,190名〕

依田地区
〔回答者数：690名〕

長瀬地区
〔回答者数：425名〕

塩川地区
〔回答者数：600名〕

▼項目 回答数 ▼
●防犯・防災 11
●高齢者の増加と健康 70
●空家・空き店舗の増加 55
●子育てと教育環境 22
●伝統行事の継承 8
●環境保全・街並み美化 3
●通院や日常の買物が不便 81
●近所付き合いの減少 8
●交通量の増加 26
●道路が狭い 19
●農地などの維持管理 53
●後継者不足 45
　　　　　計 401

②
③

①

④
⑤

▼項目 回答数 ▼
●防犯・防災 26
●高齢者の増加と健康 154
●空家・空き店舗の増加 129
●子育てと教育環境 23
●伝統行事の継承 12
●環境保全・街並み美化 7
●通院や日常の買物が不便 93
●近所付き合いの減少 14
●交通量の増加 65
●道路が狭い 39
●農地などの維持管理 97
●後継者不足 62
　　　　　計 721

①
②

④

⑤

③

▼項目 回答数 ▼
●防犯・防災 226
●高齢者の増加と健康 767
●空家・空き店舗の増加 575
●子育てと教育環境 153
●伝統行事の継承 60
●環境保全・街並み美化 93
●通院や日常の買物が不便 180
●近所付き合いの減少 188
●交通量の増加 125
●道路が狭い 229
●農地などの維持管理 239
●後継者不足 194
　　　　　計 3,029

⑤
①
②

④
③

▼項目 回答数 ▼
●防犯・防災 107
●高齢者の増加と健康 417
●空家・空き店舗の増加 222
●子育てと教育環境 80
●伝統行事の継承 34
●環境保全・街並み美化 37
●通院や日常の買物が不便 170
●近所付き合いの減少 66
●交通量の増加 92
●道路が狭い 128
●農地などの維持管理 296
●後継者不足 118
　　　　　計 1,767

①
③

④

⑤
②

▼項目 回答数 ▼
●防犯・防災 82
●高齢者の増加と健康 289
●空家・空き店舗の増加 147
●子育てと教育環境 53
●伝統行事の継承 22
●環境保全・街並み美化 29
●通院や日常の買物が不便 58
●近所付き合いの減少 35
●交通量の増加 77
●道路が狭い 69
●農地などの維持管理 123
●後継者不足 84
　　　　　計 1,068

⑤
①
②

③
④

▼項目 回答数 ▼
●防犯・防災 98
●高齢者の増加と健康 370
●空家・空き店舗の増加 187
●子育てと教育環境 81
●伝統行事の継承 27
●環境保全・街並み美化 28
●通院や日常の買物が不便 174
●近所付き合いの減少 68
●交通量の増加 81
●道路が狭い 112
●農地などの維持管理 199
●後継者不足 124
　　　　　計 1,549

①
③

④

②
⑤

…
…

…
  

丸
子
地
域
の
課
題
や
、あ
な
た
が
不
安
に
思
っ
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
？ （
３
つ
ま
で
）

防犯・防災 2.7%

子育てと
教育環境 5.5%

交通量の増加 6.5%

道路が狭い 4.7%

農地などの維持管理
          13.2%

後継者不足 11.2%

伝統行事の継承 2.0%

環境保全・
街並み美化 0.8%

近所付き合いの減少 2.0%

高齢者の
増加と健康
17.5%

空家・空き店舗
の増加 13.7%

通院や日常の
買物が不便
20.2%

防犯・防災 3.6%

子育てと
教育環境 3.2%

交通量の増加 9.0%

道路が狭い 5.4%

農地などの維持管理
         13.4%

後継者不足 8.6%

伝統行事の継承 1.7%
環境保全・
街並み美化 1.0%

近所付き合いの減少
1.9%

高齢者の
増加と健康
21.4% 空家・空き店舗

の増加 17.9%

通院や日常の
買物が不便   12.9%

防犯・防災 7.5%

子育てと
教育環境 5.0%

交通量の増加 4.1%

道路が狭い 7.6%

農地などの維持管理 7.9%

後継者不足 6.4%

伝統行事の継承 2.0%

環境保全・街並み美化
3.1%

通院や日常の
買物が不便 5.9%

高齢者の
増加と健康
25.3%

空家・空き店舗
の増加 19.0%

近所付き合いの減少
6.2%

防犯・防災 6.1%

子育てと教育環境 4.5%

交通量の増加 5.2%

道路が狭い 7.2%

農地などの
維持管理
16.8%

後継者不足 6.7%

伝統行事の継承 1.9%環境保全・街並み美化 2.1%

近所付き合いの
減少 3.7%

高齢者の
増加と健康
23.6%

空家・空き店舗
の増加 12.6%

通院や日常の買物が不便 9.6%

防犯・防災 7.7%

子育てと教育環境 5.0%

交通量の増加 7.2%

道路が狭い 6.5%

農地などの維持管理
         11.5%

後継者不足 7.9%

伝統行事の継承 2.0%
環境保全・街並み美化 2.7%

近所付き合いの
減少 3.3%

高齢者の
増加と健康
27.0%

空家・空き店舗
の増加 13.8%

通院や日常の
買物が不便 5.4%

防犯・防災 6.3%

子育てと教育環境 5.2%

交通量の増加 5.2%

道路が狭い 7.2%

農地などの維持管理
         12.9%

後継者不足 8.0%

伝統行事の継承 1.8%環境保全・街並み美化 1.8%

近所付き合いの
減少 4.4%

高齢者の
増加と健康
23.9%

空家・空き店舗
の増加 12.1%

通院や日常の
買物が不便 11.2%

各地区は概ね全体と同様の傾向にありますが、地区によって若干の差異・特徴が見られます。 

西内地区では、「通院や日常の買い物が不便」
が最多でした。 

東内地区では、「交通量の増加」が５番目に
入っており、「道路が狭い」も続いています。

丸子地区では、「道路が狭い」、「防犯・防災」
が上位に入っています。

依田地区では、「農地等の維持管理」が
他地区より高い割合を占めています。

長瀬地区では、「後継者不足」が４位に
はいり、「防犯・防災」が続いています。 

塩川地区では、「農地などの維持管理」
が上位に入っています。
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地区別
回答 西内地区

〔回答者数：142名〕

東内地区
〔回答者数：267名〕

丸子地区
〔回答者数：1,190名〕

依田地区
〔回答者数：690名〕

長瀬地区
〔回答者数：425名〕

塩川地区
〔回答者数：600名〕

▼項目 回答数 ▼
●防犯・防災 11
●高齢者の増加と健康 70
●空家・空き店舗の増加 55
●子育てと教育環境 22
●伝統行事の継承 8
●環境保全・街並み美化 3
●通院や日常の買物が不便 81
●近所付き合いの減少 8
●交通量の増加 26
●道路が狭い 19
●農地などの維持管理 53
●後継者不足 45
　　　　　計 401

②
③

①

④
⑤

▼項目 回答数 ▼
●防犯・防災 26
●高齢者の増加と健康 154
●空家・空き店舗の増加 129
●子育てと教育環境 23
●伝統行事の継承 12
●環境保全・街並み美化 7
●通院や日常の買物が不便 93
●近所付き合いの減少 14
●交通量の増加 65
●道路が狭い 39
●農地などの維持管理 97
●後継者不足 62
　　　　　計 721

①
②

④

⑤

③

▼項目 回答数 ▼
●防犯・防災 226
●高齢者の増加と健康 767
●空家・空き店舗の増加 575
●子育てと教育環境 153
●伝統行事の継承 60
●環境保全・街並み美化 93
●通院や日常の買物が不便 180
●近所付き合いの減少 188
●交通量の増加 125
●道路が狭い 229
●農地などの維持管理 239
●後継者不足 194
　　　　　計 3,029

⑤
①
②

④
③

▼項目 回答数 ▼
●防犯・防災 107
●高齢者の増加と健康 417
●空家・空き店舗の増加 222
●子育てと教育環境 80
●伝統行事の継承 34
●環境保全・街並み美化 37
●通院や日常の買物が不便 170
●近所付き合いの減少 66
●交通量の増加 92
●道路が狭い 128
●農地などの維持管理 296
●後継者不足 118
　　　　　計 1,767

①
③

④

⑤
②

▼項目 回答数 ▼
●防犯・防災 82
●高齢者の増加と健康 289
●空家・空き店舗の増加 147
●子育てと教育環境 53
●伝統行事の継承 22
●環境保全・街並み美化 29
●通院や日常の買物が不便 58
●近所付き合いの減少 35
●交通量の増加 77
●道路が狭い 69
●農地などの維持管理 123
●後継者不足 84
　　　　　計 1,068

⑤
①
②

③
④

▼項目 回答数 ▼
●防犯・防災 98
●高齢者の増加と健康 370
●空家・空き店舗の増加 187
●子育てと教育環境 81
●伝統行事の継承 27
●環境保全・街並み美化 28
●通院や日常の買物が不便 174
●近所付き合いの減少 68
●交通量の増加 81
●道路が狭い 112
●農地などの維持管理 199
●後継者不足 124
　　　　　計 1,549

①
③

④

②
⑤

…
…

…
  

丸
子
地
域
の
課
題
や
、あ
な
た
が
不
安
に
思
っ
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
？ （
３
つ
ま
で
）

防犯・防災 2.7%

子育てと
教育環境 5.5%

交通量の増加 6.5%

道路が狭い 4.7%

農地などの維持管理
          13.2%

後継者不足 11.2%

伝統行事の継承 2.0%

環境保全・
街並み美化 0.8%

近所付き合いの減少 2.0%

高齢者の
増加と健康
17.5%

空家・空き店舗
の増加 13.7%

通院や日常の
買物が不便
20.2%

防犯・防災 3.6%

子育てと
教育環境 3.2%

交通量の増加 9.0%

道路が狭い 5.4%

農地などの維持管理
         13.4%

後継者不足 8.6%

伝統行事の継承 1.7%
環境保全・
街並み美化 1.0%

近所付き合いの減少
1.9%

高齢者の
増加と健康
21.4% 空家・空き店舗

の増加 17.9%

通院や日常の
買物が不便   12.9%

防犯・防災 7.5%

子育てと
教育環境 5.0%

交通量の増加 4.1%

道路が狭い 7.6%

農地などの維持管理 7.9%

後継者不足 6.4%

伝統行事の継承 2.0%

環境保全・街並み美化
3.1%

通院や日常の
買物が不便 5.9%

高齢者の
増加と健康
25.3%

空家・空き店舗
の増加 19.0%

近所付き合いの減少
6.2%

防犯・防災 6.1%

子育てと教育環境 4.5%

交通量の増加 5.2%

道路が狭い 7.2%

農地などの
維持管理
16.8%

後継者不足 6.7%

伝統行事の継承 1.9%環境保全・街並み美化 2.1%

近所付き合いの
減少 3.7%

高齢者の
増加と健康
23.6%

空家・空き店舗
の増加 12.6%

通院や日常の買物が不便 9.6%

防犯・防災 7.7%

子育てと教育環境 5.0%

交通量の増加 7.2%

道路が狭い 6.5%

農地などの維持管理
         11.5%

後継者不足 7.9%

伝統行事の継承 2.0%
環境保全・街並み美化 2.7%

近所付き合いの
減少 3.3%

高齢者の
増加と健康
27.0%

空家・空き店舗
の増加 13.8%

通院や日常の
買物が不便 5.4%

防犯・防災 6.3%

子育てと教育環境 5.2%

交通量の増加 5.2%

道路が狭い 7.2%

農地などの維持管理
         12.9%

後継者不足 8.0%

伝統行事の継承 1.8%環境保全・街並み美化 1.8%

近所付き合いの
減少 4.4%

高齢者の
増加と健康
23.9%

空家・空き店舗
の増加 12.1%

通院や日常の
買物が不便 11.2%

各地区は概ね全体と同様の傾向にありますが、地区によって若干の差異・特徴が見られます。 

西内地区では、「通院や日常の買い物が不便」
が最多でした。 

東内地区では、「交通量の増加」が５番目に
入っており、「道路が狭い」も続いています。

丸子地区では、「道路が狭い」、「防犯・防災」
が上位に入っています。

依田地区では、「農地等の維持管理」が
他地区より高い割合を占めています。

長瀬地区では、「後継者不足」が４位に
はいり、「防犯・防災」が続いています。 

塩川地区では、「農地などの維持管理」
が上位に入っています。
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第1号

丸子

まちづくりアンケート結果  中間報告

　丸子地域の皆さん、こんにちは、丸子まちづくり会議会長の下村晴一です。
　丸子まちづくり会議は、平成28年３月２９日の設立後、はや８か月が過ぎました。
　本会議は、人口減少時代を見据えて地域住民が身近な課題解決に向け皆で考え、地域の個性や特
色を活かして自らまちづくりを行うことを目的としています。そのため、皆さんが身近な課題をど
う考えているか、「まちづくりアンケート」を実施いたしました。そして、今回アンケート結果の中
間報告をいたしますが、この内容をもとにして、まちづくり会議として何ができるか、何をするべ
きかを皆さんとともに考えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
　丸子まちづくり会議は皆さんにはまだまだ馴染みの薄い存在だとは思いますが、これから丸子地
域を５つに区分して、より身近でより具体的な「地区会議」を立ち上げていきます。今後は、身近
な課題解決について皆さんとともに話し合い、取り組んでまいりますのでご理解ご協力よろしくお
願いいたします。

　丸子地域の全7,962戸に配布し、3,457件の回答をいただき、回収率は43.4％でした。
自治会の皆様のご協力によりまして、貴重なご意見を沢山いただくことができました。
　今回は、中間報告として選択式設問の集計結果をお知らせします。下記のグラフ、表は皆
さんが考える「課題」、「不安」の丸子地域全体の集計結果です。
　２、３ページには地区別集計も掲載しましたのでご覧ください。

全体
回答

丸子全域
〔回答者数：3,314 名〕

1 丸子地域の課題やあなたが不安に思っていることはなんですか。（３つまで）

皆様方のご協力に
感謝します。ありがとう

ございました。

▼項目 回答数▼
●防犯・防災 550
●高齢者の増加と健康 2,067
●空家・空き店舗の増加 1,315
●子育てと教育環境 412
●伝統行事の継承 163
●環境保全・街並み美化 197
●通院や日常の買物が不便 756
●近所付き合いの減少 379
●交通量の増加 466
●道路が狭い 596
●農地などの維持管理 1,007
●後継者不足 627
　　　　　計 8,535

①
②

④

③
⑤

防犯・防災 6.4%

交通量の増加 5.5%

道路が狭い 7.0%

農地などの維持管理
          11.8%

後継者不足 7.4%

伝統行事の継承 1.9%

子育てと教育環境 4.8%

環境保全・街並み美化 2.3%

近所付き合いの
減少 4.4%

高齢者の
増加と健康
24.2%

空家・空き店舗
の増加 15.4%

通院や日常の
買物が不便 8.9%

全体
回答

丸子全域
〔回答者数：3,277名〕

2 あなたが感じる丸子地域の魅力はなんですか。（３つまで）

▼項目 回答数▼

●環境に恵まれた集落 1,167 

●学校施設、図書館の充実 530 

●商業施設が充実し買い物に便利 550 

●伝統行事や文化が豊か 227 

●近所付き合いにまとまりがある 575 

●工場など雇用の充実 65 

●首都圏へのアクセスがよい 353 

●自然豊かで日照時間が長い 1,483 

●自然災害が少ない 2,611 

　　　　　計 7,561

③

⑤

④

②

①

環境に恵まれた
集落 15.4%

首都圏への
アクセスがよい 4.7% 工場など雇用の充実 0.9%

伝統行事や
文化が豊か 3.0%

近所付き合いに
まとまりがある 7.6%

自然災害が
少ない
34.5%

1ページの課題・不安では「通院・買
い物が不便」が第４位に上げられてい
る一方、本 設 問の「買い 物に便 利」
が魅力の第5位に入っており、地区に
よって差異のあることが分かります。

自然豊かで
日照時間が長い

19.6%

学校施設、図書館の
充実 7.0%

商業施設が充実し
買い物に便利 7.3%

全体
回答

丸子全域
〔回答者数：3,237名〕

3 あなたが目指す丸子地域の将来の姿は。（３つまで）

▼項目 回答数▼

●子ども、高齢者、障がい者が暮らしやすいまち 2,487 

●商業機能充実による賑わいのあるまち 742 

●通勤・通学、買い物、日常生活が便利 1,566 

●働く場所に恵まれたまち 1,182 

●災害への対策が練られたまち 832 

●豊かな自然環境に配慮したまち 1,050 

●歴史・文化資源を活用したまち 214 

●観光・交流の拠点を持つまち 297 

　　　　　計 8,370

①

②

③

⑤

④

子ども、高齢者、障がい者が
暮らしやすいまち 29.7%

災害への対策が
練られたまち 9.9%

豊かな自然環境に
配慮したまち 12.5%

働く場所に
恵まれたまち

14.1%

通勤・通学、買い物、
日常生活が便利 18.7%

商業機能充実
による賑わいの
あるまち
8.9%

「子ども、高齢者、障がい者が暮らし
やすいまち」が最多となっています。

丸子まちづくり会議

会長 下 村 晴 一

●右表の左側に付した丸数字は、回答数の多い項目、上位５つの順位を示しています。　●複数回答のため、回答者数と回答数の計は一致しません。

観光・交流の拠点を持つまち 3.6%

歴史・文化資源を
活用したまち2.6%

会　　　長 下　村　晴　一
副　会　長 久保田　和　英
　　〃　　 丸　山　かず子
理　　　事 滝　沢　清　茂
　　〃　　 桜　井　義　明
　　〃　　 倉　島　岩　喜
　　〃　　 山　岸　義　隆
　　〃　　 宮　岸　喜恵子
　　〃　　 宮　坂　静　雄
　　〃　　 金　子　健　一
　　〃　　 伊　澤　英　男

理　　　事 滝　沢　信　幸
　　〃　　 斎　藤　繁　子
　　〃　　 内　田　弘　子
　　〃　　 清　水　三　枝
　　〃　　 柳　沢　久美子
　　〃　　 斉　藤　ゆり子
監　　　事 斎　藤　重一郎
　　〃　　 村　松　正　孝

平成28年度  丸子まちづくり会議役員一覧

上記のメンバーで取り組んでいきますので、今後もよろしくお願いします。

 「まちづくりだより」第１号はいかがだったでしょ
うか？アンケートの中間報告をやっと皆さんにお知
らせできてほっとしています。今後は活動状況など
を定期的にお知らせしていきたいと考えています。
ご要望、ご意見などございましたら、「丸子まちづ
くり会議」あてにお寄せください。 

●●●●●  編集後記  ●●●●●

事　務　局    斎　藤　千比呂
地 域 担 当    中　山　準　一


