
「協働によるまちづくり川柳」受賞作品一覧表

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

まちづくり 一人ひとりの じぶん事
まちづくりは住民を中心とする関係者すべてが他人事ではなく、自分ごととして活動することが肝
心なのだと思います。

カジ

【協働銀賞】
川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

協働と 気負わず僕の できること
協働と聞くと少し難しく感じますが、自分のできること、得意なことをアピールして実践していく
ことがおのずと協働へと繋がっていくということを表現しました。

ルーキー

【協働銅賞】
川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

未来へと つなぐ絆の まちづくり
自分本位になりつつある現在。現在がよければでなく、孫子の代まで続くよい組織を造ろうという
意味です。

ツル・藤田

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

まちづくり やる気があれば 知恵も出る まちづくり一人一人がやる気出せば良いアイデアも出て来る ノブさん

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

地域の和 お互い様の 思いやり
災害等のアクシデントがあった時、共助が絶対必要となります。その為には地域の方々がお互い様
の気持ちが大切と思われます。

山本・正

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

児童から 横断歩道で ありがとう
通学時に横断歩道を誘導してくれているボランティアや、一時停止してくれたドライバーに対し
て、小学生のお礼を何度も見かけました。交通事故の無いこのような町であってほしいと願ってい
ます。

つがる ヤサブ
ロー

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

今日はどう？ みんな寄り合う まちづくり
（協働【きょう(は)どう】に掛けて、声を掛け合うことで、みんなでまちづくりを行っていけばよ
いという思い。）

もふもふ

【協働金賞】

　市民協働課長賞

　市民協働課長補佐賞

　市民生活部長賞

　協働推進係長賞



「協働によるまちづくり川柳」応募作品一覧表（受賞作品を除く）

【応募作品】
川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

誰ひとり とりこぼさない まちづくり 支え合い、協力し合いがまちづくりには大切だと思います。

協働で もっと輝く まちになる 各機関や、ひとりひとりの思いと行動が、まちを光らせると思います。

協働に 三つチカラも 入ってる 3者が助け合う協働の意義と大切さをイメージしました。 春爺

まちづくり みなが主体の 夢咲かそ 皆が主体となりまちづくりの夢を咲かそう ノブさん 

まちづくり 挑戦せよ 町変わる 一人一人の熱意があれば、町の未来は変えられる ノブさん 

見守り隊 孫の笑顔で 生き甲斐に 毎日の見守り、孫の笑顔で今や生き甲斐になっている ノブさん 

積雪をエネルギー転換できたらノーベル賞！？ 忘れな荘 

弘前を 繋ぐ絆の 1％ 弘前市民参加型まちづくり1％システムで市民が強い絆でますます強く結ばれて行きますように ろんちゃん

地球から 「いいね！」弘前 まちづくり サステナブルでSDGｓな協働による弘前まちづくりは地球も「いいね！」を押します。 ろんちゃん

協働に 「いいね！」弘前 まちづくり 協働によるまちづくり、とてもいいシステム 私たちも応援したくなります。 ろんちゃん

身近から　 始める協働 ボランティア
協働のボランティアと言っても難しいことではなくて 近所のゴミ拾いから始めるのもボランティア
です

ろんちゃん

少しずつ 増えて賑やか Iターン 
転勤で、空き家になっていた家に、4人の親子が引っ越してきました。今では孫が ３人生まれて、
賑やかになりました。自治会の行事には積極的に協力してくれます。

大和の雨蛙 

不便でも 田舎が良いと いう夫婦 都会で暮らしていた夫婦にとっては、静かでいいと越してきました。 大和の雨蛙 

ボランティア いい夢いい汗 いい笑顔 まちづくりに夢を抱いて、ボランティアに集う人々。いい汗をかいて、いい笑顔が輝いています。 夢追い人

家の前 掃いた道路で おはようと すっきりとした道理で交わす挨拶で人との結びつきが輝く。 ちずちゃん

あなたから 住み良い街へ 広げる輪 １人１人地域での公共的活動を通じて支え合いまちづくりの輪を広げることが大切である。 １刀両断

私です 輝やく街へ 変えるのは 地域１人１人の力でまちづくりを支え輝やく街に変える力となることから １刀両断

和の心 つなげてひろげて まちづくり
近所付き合いが希薄になりつつある現状。気負うことないご近所さんの気持でお付き合いがあれば
連帯感がうまれ、町会活動等の輪がひろがるのではと思います。

山本・正

自助公助 進んで出来る ことをする 協働のどの立場の人々でも進んでまずは一歩出来ることからはじめたいという思いから。 福多あられ

まちづくり 住みたい町の 弘前市 弘前城、弘前公園の桜の思い出があります！ 時間持

ボランティア 初めの一歩 勇気いる
少子高齢化と言われているなか、居住地域の老若男女が町内等の清掃を和気あいあいに実行してい
るところを詠んでみました。

榊夢

挨拶が 力に変わる 活性化 居住地での挨拶、その一言が町を活性化に繋がることを願い詠む。 榊夢

フォロワーに 桜祭りを 自慢する 
弘前市を活性化するためには沢山の人に弘前の良さを知ってもらい、観光に来てもらいたいです。
だから、まずは弘前の自慢できることを広める（拡散）するために誰でもできそうなこと…と考え
てTwitterやInstagramで発信すれば、もしかしてトレンドになるかもしれないと考えました。

よっぴー

協働で 新たな出会い まちづくり 市民の皆さんが新たな出会いの中でまちづくりを広げていく 三河の空

心から 住んで安心 ふるさと弘前 住んでよかったと心から思えるような弘前にしていきたい。 三河の空

協議して 協力しあう 協働に 協議する中で協力しあうまちづくりが一番！ 三河の空

お菓子でも 小さな税金 まちづくり
あいさつが 愛あるまちの 第一歩 あいさつには愛と言う言葉が含まれる。まちづくりはあいさつから始まる。 レディ馬場

まちづくり 共同、共働 協働で 同じ志しでの頑張りを三つの「きょうどう」で表しました。 レディ馬場

積雪エネ化いぐ！述ーべる笑 



「協働によるまちづくり川柳」応募作品一覧表（受賞作品を除く）

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

孫、子、老（まごころ）の 笑顔あふれる まちづくり 全ての世代が輝くまちづくりを。 アントニオ馬場 

力を三つ プラスし人が 動く協働 協働の漢字を分解して、意味を提示しました。 アントニオ馬場 

見る気付く そして行動 ボランティア まずは行動しないと始まらない！！ たこばあ

自助共助 皆のちからで まちづくり 助け合う、町民の結束力があればと願う ミコチャン

ねぷたから ゴミ拾いまで 助け合い 協働の精神を大きなことから小さなことまで網羅しました。 澄海 

「おはよう」と 笑顔で通学　 見守って 
昔から子供は、地域の宝物です。地域の大人が地域の小学生・中学生の成長と安全を暖かく見守り
ましょう。

寒暁 

ゴミ出しで 今朝も元気か 一人住まい 
高齢者・一人住まいの方々が病気や怪我で不自由しないように、みんなで暖かく、元気かどうかを
確認しながら地域全体で見守りましょう。

寒暁 

町つくり 原動力は 郷土愛 弘前は弘前城の桜をはじめ何度も行きましたがとても素晴らしい所大好きなところです。

町が好き この町が好き 弘前が 弘前は弘前城の桜をはじめ何度も行きましたがとても素晴らしい所大好きなところです。

弘前に 広がる夢を 育てたい 弘前は弘前城の桜をはじめ何度も行きましたがとても素晴らしい所大好きなところです。

ウォーキング 兼ねて登校 指導する 健康維持にもなります 正司

清掃で 雪捨場への 恩返し 冬の間はお世話になりました 正司

引越しで 町内会に よろしくと 引越して来たらいずれお世話になるから 正司

町会で 手とり足とり 教え合う 引越して来た人の不安をとり除こう 正司

子や孫が 世話になったと ボランテア せめて学校に恩返し 正司

年寄りに 常に声掛け どしてらば 最近一人住まいの高令者が多くなりました 正司

ごみ拾う これも立派な ボランテア ささいなことだが 正司

ボランテア 支える人へ 恩返し 年金制度の大黒柱にありがとう 正司

これ自体 良い企画だと 思ってる ボランテアが増えるでしょう 正司

川柳に 応募するのも ボランテア 身体不自由でも参加できます 正司

ねぷた会 寄付のお礼の 雪下ろし
「かわりねが」 元気置いてく 民生委

おみくじは 凶だが帰路で ゴミ拾い
草むしり 老年元気団 集合
泣く赤子 「ベロベロバー」 小っちゃなボランテア

公民館 回覧板で 知る行事
最近、近くに救急車が来た数日後、近所の人の訃報と公民館で葬儀が行われる旨を知りました。町
内の清掃活動や学校行事、地域で行われるお祭り情報などは、決してＴＶやラジオ、新聞などでは
知ることが出来ずやはり回覧板の情報が重要だと改めて思いました。

よされ甚句

ごみひろい ひろう数ほど 楽しめた ごみひろいも楽しくやろう。町会活動に参加しましょう。 はたけ耕安

また来たい そんな気になる まちづくり 素敵で又来たい、住みたいと思わせる、町作り よし得

協働で まちの絆が 太くなる 皆でスクラム組んで、町作り、当然絆は太くなる よし得

まちづくり 目をかけ声かけ 愛をかけ 目をかけて、声をかけ、愛も入れて素敵な町に よし得

協働で 輝く町と 人未来 協働で、人も街も輝く素敵なまちづくり よし得

協働で いつも心に 郷土愛 郷土愛を確り持ってることが大切、素敵になる よし得

協働で 全員参加で 光るまち 待つ作りは全員参加で、素敵なまちをつくりたい よし得

まちづくり 協働で進める 郷土愛 協働でまちづくりを進める原動力は深い郷土愛にあるとの思いを協働と郷土にかけて謳いました よかにせ



「協働によるまちづくり川柳」応募作品一覧表（受賞作品を除く）

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

ひらめいた アイデア直ぐに 実行へ 先ずは実行だ 木村隆夫

独りより 皆の力で まちづくり 三人寄れば文殊の知恵 木村隆夫

夢のある 希望の言葉 まちづくり 「まちづくり」には夢がある 木村隆夫

まちづくり 困難もある 夢もある 困難を乗り越え夢のあるまちづくりを 木村隆夫

弘前市 市民参加の まちづくり 弘前市は「市民参加型」を重視 木村隆夫

ポリ袋 あつめたごみより 多かった
「ゴミ拾いはスポーツだ」に参加しましたが、意外に路上ゴミが少なくポリ袋が目立つ結果でし
た。

さすらいの
セールスマン

定年後 経験活かし まちづくり 長い勤務経験を活かし地域のまちづくりに参加する。 まご命

まちづくり 未来へ繋ぐ SDGs 世界中でSDGｓに対する取り組みが行われている。 一人一人ができるまちづくりを継続していく。 まご命 

こつこつと できることから まちづくり 個人個人ができることから、こつこつ焦らずぬにまちづくりに参加する。 まご命 

協働で 暮らしと命 支え合う 
住みよいまちづくりを進めるためには、日々の暮らしや命を大切にする人々の支え合いが不可欠で
す。

かばくんのかば 

まちづくり 一人ひとりが プランナー 住みよいまちづくりにとって、一人ひとりが計画に参画することが大切です。 かばくんのかば 

まちづくり 暮らしに根づく コミュニティー まちづくりにとって、人々の暮らしに根づいた地域社会の形成が必要です。 かばくんのかば 

協働で 支え「愛」する まちづくり 住みよいまちづくりを進めるためには、人々が支えあうことが大切です。 かばくんのかば 

まちづくり 公助を担う 意思表示 自助・共助に加え、公助に対する市民の意識向上がまちづくりに欠かせません。 かばくんのかば 

寄り添って 助け「愛」する まちづくり 地域住民が、互いに寄り添い支え、助け合いすることがまちづくりに欠かせません。 かばくんのかば 

愛し街 我らで作り 未来も創る
私達が愛する街は、私達自身で作っていき、それによって街の未来も創られていくのだと感じたた
めこのような川柳をつくりました。

和田一真

全市民 みんなでしよう よいまちに キャンペーン標語ふうに真面目に どっこいしょ 

全市民 一人残らず まちづくり キャンペーン標語ふうに真面目に どっこいしょ 

注目度 「きつねダンス」に 負けないぞ 市民に知ってもらい参加してもらうため、今年の流行語を使ってみました。 どっこいしょ 

「知らんけど」 そんな市民は おらんけど 市民に知ってもらい参加してもらうため、今年の流行語を使ってみました。 どっこいしょ 

まちづくり 得意不得意 補って 
自分の力を発揮しつつ、苦手なことは助けてもらう。それが協働の強みのひとつだと思います。そ
んな得意不得意を補いながら素敵なまちを作っていきたいという思いを込めました。

ルーキー

こうしたい こう変えたいが 第一歩 こんな町にしたいという気持ちが、まちづくりを進める原動力となります。 ルーキー

今日はどう？ みんな寄り合う まちづくり
（協働【きょう(は)どう】に掛けて、声を掛け合うことで、みんなでまちづくりを行っていけばよ
いという思い。）

もふもふ

大勢の 人が立ち寄る まちづくり （多くの人たちに立ち寄ってもらえるような、まちづくりを推進していこうという思い。） もふもふ 

今できる ことから始める まちづくり （今できることから少しずつまちづくりに参画していけばよいですよという思い。） もふもふ 

まだ出来る それが生きがい ボランティア 男女とも幾つになってもボランティア活動ができるのが生き甲斐になる やーくん 

つけまつげ とって雪かき みな笑顔 つけまつげをとって街の雪かきをしたら皆の笑顔に出会えた やーくん 

街じゅうに 笑顔感染 ボランティア ボランティア活動は街じゅうを笑顔が感染する やーくん 

この街で 生まれて生きて 老いて逝く このまちで一生を終える　そのためのまちづくりをしていく やーくん 

ボランティア 笑顔と感謝の 貯金箱 ボランティア活動は笑顔と感謝を浴びて貯金箱にも保存される やーくん 

「ありがとう」 街じゅう響く まちづくり まちづくりをすると「ありがとう」の言葉が街じゅう響く やーくん 



「協働によるまちづくり川柳」応募作品一覧表（受賞作品を除く）

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

市と市民 顔突き合わせ まちづくり
協働による街づくりは、これまで市が作り上げた市の向かうべきビジョン等と市民の思いを掛け合
わせ市(役所・議会)と市民の欲する姿にするのがその狙いだと思います。そのことを川柳としまし
た。

一歩二歩 

まちづくり 市よし民よし 未来よし 
街づくりは、市(役所・議会)、そして市民が満足し、子供たちの未来に相応しいものとする必要が
あります。そのことを川柳としました。

一歩二歩 

まちづくり 十人十色の 想い乗せ 
意見はひとつではなく、色々な意見の方がおられます。
方向を同じにして、「まちづくり」の想いの元に活動できたら素晴らしいと思います。

アカエタカ

手と心 つないで確かな まちづくり 皆が心をひとつにしてまちづくりの主役になることが大切だと思いました。 雪うさぎ

協働で 未来につなぐ 市民力 
市民、議会、市役所が協力しながら弘前市を盛り上げ、次世代へつなぐことが大切だと思いまし
た。

雪うさぎ

やさしさを 皆で持ち寄り まちづくり ボランティアやごみ拾いなどの公共活動も、多くの人が参加することで大きな力となります。 雪うさぎ

ブラボーな まちを作ろう 協働で W杯で生まれた流行語を用いて、協働により素晴らしいまちづくりを目指すことを表しました。 むーむー

睨まずに ねぶたが唸る ボランティア 地元の観光資源「ねぶた祭」を用いて、ボランティアの素晴らしさを表しました。 むーむー

生きる町 みんなの力で 生かす町 みんなが生きていく町を、みんなの力で生かしていく大切さを伝えたい。 むーむー

まちづくり 進めば減るね 犯罪は 
しっかりまちづくりができている地域には、犯罪は起こりにくいでしょう。そうなって欲しいもの
です。

瑠珂（るか） 

三本の 矢だ市役所と 市民・議会 この三者が協力し合ってこそ、まちづくりは進みます。 瑠珂（るか） 

協働に 不要不急や 排除なし あったら大変な事になります。まちづくりが進まなくなるのですから。 瑠珂（るか） 

協力し 老人笑顔の 雪おろし 
今年も大雪が予想されるが、一人暮らしのお年寄りなどの住宅の雪おろしがよくニュースなどで紹
介される。 みんなで協力し、雪おろしや除雪などを行い、笑顔あふれる素敵な街にしたいものであ
る。

関　柳人 

まちづくり 市民の一歩 気持ちから
どんなことでも気持ちが大切であり、市民一人一人の方々の心から盛り上げることが大切であり、
まちづくりはまず一歩から

配り屋一歩から

皆さんが力と心を合わせて協力すれば ヨッシー

ちょっとした気持ちでも広がればすばらしい ヨッシー

安心なまちづくりのお助けマン ヨッシー

協働で 皆んなが住み良い 桜のまち りんごと桜の弘前が一番ステキなまちでありますように ヨッシー

視点変え 外から見たい 街づくり
街づくりに於いて最も大切にしたいのはその町の風土であり歴史である。その土地の良さ魅力は何
か。伸ばせる点は何か。 長年住んできた人達には気付かない資源や魅力の活用である。このことを
念頭に置き、外部の目で見た街を十分把握する方法も必要かと思います。

カワセミ君 

人海の 波で爪痕 消して行く 災害に痛手を受けた地域に対して、人海戦術(ボランティア)でその爪痕を修復していく様子 チュン子すずめ

ゴミ拾い 持続可能な まちづくり
ゴミの落ちていないきれいな町並みが子供達にも街への愛着を感じさせ根付くきっかけにもなるの
ではないかと思いました。

くろにゃん 

花いっぱい みんなで創る 美しい街 
我が街にも、町民で花を植える活動があります。花はまちづくりには欠かせないものだと思いま
す。

くろにゃん 

人集い 笑む街並に 花が咲く
人々が協力しあうことで生まれる笑顔。その笑顔が生まれるさまを、花が咲くとを言う言葉で表現
しました。

くろにゃん 

ご近所で 笑顔で挨拶 絆づくり まちづくりはご近所のつきあいから 雪ぎらい

よそ者を 快く受け入れ まちの力に 外部の人と助けあおう！ 雪ぎらい

防災は 近所で支え 助け合う 津軽も災害が増えて大変です 雪ぎらい

共同と協同で協働しようよ
少しのゴミ拾いでもきれいなまちづくり
防犯カメラは頼れるガードマン



「協働によるまちづくり川柳」応募作品一覧表（受賞作品を除く）

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

じゃわめぐよ ねぷた囃子は まちの華 ねぷた祭りを後生に！ はつね本名

ボランティア 小さな行動 大きな力 みんなでボランティアをしようよ。 はつね本名

好きなまち みんなの力で 大好きに もっと自分のまちを好きになってください はつね本名

老の智と 若のパワーで まち　藹々 
老若男女が力を合わせることで和気藹々の雰囲気が生まれ 活性化をもたらせる　そんなまちにして
いきたい

きくきよ 

口を出す やることやるよ 街づくり ボランティアだけでなく、計画段階から参加して言う子とは言う。だから動く。 イデアル環 

ゴミ1つ 拾えば笑顔も 1つ増え ゴミ拾いも、笑顔を拾うと思えば楽しいと思っただけです こうちゃん

いいまちに 一人ひとりの いいマナー
ゴミを出さないこと、迷惑をかけないこと、子供の見守りなど、一人ひとりの気遣いがいいまちを
つくると考えます。

糖質無制限

住民の パワーひとつに まちづくり みんなで考えをまとめてまちづくりに活かしましょう。 まちつくろう 

防災の 掛け声響く 両隣り 防犯活動に参加して、両隣りの方に防犯訓練の声掛けをしている状況 小桜ナチュちゃん

安全の 願いを込めて 黄色旗 
昨今、子どもが交通事故の犠牲になることが多い。車を運転する際、子どもたちの登下校を見守る
方がいるととても安心する。子どもたちが通学する際、見守りをしてくれる地域のおじいさんおば
あさんの貢献は大きいし、子どもたちの元気な姿はまた、おじいさんおばあさんの活力にもなる。

すぎちゃん

子どもらの 笑顔と安全 得る日課 
昨今、子どもが交通事故の犠牲になることが多い。車を運転する際、子どもたちの登下校を見守る
方がいるととても安心する。子どもたちが通学する際、見守りをしてくれる地域のおじいさんおば
あさんの貢献は大きいし、子どもたちの元気な姿はまた、おじいさんおばあさんの活力にもなる。

すぎちゃん

助け合う 気持ちがまちの 住みやすさ あなたのできることでよりよいまちづくりに参加しよう。 水仙月 

それぞれが できることから まちづくり あなたのできることでよりよいまちづくりに参加しよう。 水仙月 

できること 得意なことで 助け合い あなたのできることでよりよいまちづくりに参加しよう。 水仙月 

できること 得意なことで 参加する あなたのできることでよりよいまちづくりに参加しよう。 水仙月 

それぞれの 弘前愛が たからもの あなたのできることでよりよいまちづくりに参加しよう。 水仙月 

それぞれが 参加・活動 まちづくり あなたのできることでよりよいまちづくりに参加しよう。 水仙月 

一歩前に 手を挙げ参画 まちづくり あなたのできることでよりよいまちづくりに参加しよう。 水仙月 

声かける 気持ち受け取る 助け合い あなたのできることでよりよいまちづくりに参加しよう。 水仙月 

待っている あなたの参加で まちづくり あなたのできることでよりよいまちづくりに参加しよう。 水仙月 

協働は 民・議会・役所の 三輪車
協働は市民・議会・市役所の三者が互いに助け合って住みよいまちづくりを目指す構図を三輪車、
トリニティ、三位一体、の言葉で表した。

水仙月 

協働は 三位一体の まちづくり
協働は市民・議会・市役所の三者が互いに助け合って住みよいまちづくりを目指す構図を三輪車、
トリニティ、三位一体、の言葉で表した。

水仙月 

協働は 正三角形 助け合い
協働は市民・議会・市役所の三者が互いに助け合って住みよいまちづくりを目指す構図を三輪車、
トリニティ、三位一体、の言葉で表した。

水仙月 

協働は 市民議会市役所の トリニティ 
協働は市民・議会・市役所の三者が互いに助け合って住みよいまちづくりを目指す構図を三輪車、
トリニティ、三位一体、の言葉で表した。

水仙月 

協働は 市民議会市役所の 三位一体
協働は市民・議会・市役所の三者が互いに助け合って住みよいまちづくりを目指す構図を三輪車、
トリニティ、三位一体、の言葉で表した。

水仙月 

前輪は民 後輪二つは 議会と役所 
協働は市民・議会・市役所の三者が互いに助け合って住みよいまちづくりを目指す構図を三輪車、
トリニティ、三位一体、の言葉で表した。

水仙月 



「協働によるまちづくり川柳」応募作品一覧表（受賞作品を除く）

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

前輪は市民 議会・市役所の 三輪車
協働は市民・議会・市役所の三者が互いに助け合って住みよいまちづくりを目指す構図を三輪車、
トリニティ、三位一体、の言葉で表した。

水仙月 

弘前は 孫　子に誇れる まちづくり 弘前の辿るイメージ。 水仙月 

まちづくり 地域の魅力 探す事 
地域にはたくさんの魅力がある。新しいものを作るのではなく、地域の魅力を再発見する事が、ま
ちづくりにつながる。

梅津晧童 

昔から そこにあるもの 魅力あり 
地域にはたくさんの魅力がある。新しいものを作るのではなく、地域の魅力を再発見する事が、ま
ちづくりにつながる。

梅津晧童 

まちづくり 参加する事 根付く事 
行政だけが動いてもまちづくりはうまくいかない、住民たちが自分たちの事だと認識し、積極的に
参加する事、それが根付く事でまちが継続する。

梅津晧童

一人では 出来ないことが 出来るまち 支えあい、励ましあい、自然に関わりあえるまちを願って。 バーバラ

まちづくり ひとり一人が 主人公 その地域の住むすべての方が主人公のごとく振る舞うものでなければならないと思う。 そんちく 

ひとりより 一緒に桜 見に行こう そろそろ誰かを誘ってみてもよくなってきたように思います 貯虎 

ゴミ拾い ポイ捨てさせぬ まちづくり 
子どもも大人もいっしょになってゴミを拾う姿を見ていると、ポイ捨てをしようという気持ちにも
ならないだろう。また、まちもきれいになる。

のりのり 

協働で 目指す住みよい まちづくり 三者が協働して目指したいですね またあ

市と市民 議会一体 まちづくり この三者の一体化が大事ですね またあ

繋ぐ手に ぬくもりのまち 感じてる 三者が手を繋ぐことが大事ですね またあ

安心と 安全めざす まちづくり 安心安全がまちづくりには欠かせないです またあ

子育てと 老後を保障 まちづくり 両方の政策が欲しいですよね またあ

災害に 地域で備える まちづくり 理想的な災害対策ですね またあ

まちで観る 地域の子ども 登下校 我が地域でもやってますね またあ

連絡を 密で守ろう お年寄り 密な連絡が大事ですね またあ

弘前から 発信理想の まちづくり そういう市でありたいですね またあ


