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（１）調査の設計

①　調査地域：糸魚川市全域

②　調査対象：糸魚川市在住の１５歳以上の男女

④　調査方法：調査票の配布・回収とも郵送による自記式アンケート

⑤　調査期間：平成27年9月10日(木)～9月30日(水）

（２）調査項目

◇回答者の属性

・性別

・年齢（平成27年4月1日現在）

・配偶者の有無

・18歳以下のこどもとの同居

・居住地

・職業

・出身地

◇設問項目

問１ 地域の感じ方について

問２ 住みやすさについて

問３ 定住意向について

問４ ジオパークの認知度について

問５ 主要施策について

①現状の満足度

②今後の重要度

問６ 行政サービスと市民の負担のあり方について

問７ 行政と市民の役割分担のあり方について

問８ 交流人口拡大に対する意見、提案（自由記述）

問９ まちづくりに対する意見、提案（自由記述）

問10 人口減少対策に関する意見、提案（自由記述）

＜国土利用計画＞

問11 現在の土地利用においての問題点について

問12 これからの土地利用の規制のあり方について

問13 土地利用についての重要点

問14 これからの住宅地域の整備について

問15 これからの商業地域の整備について

問16 これからの工業用地の整備について

問17 これからの農地のあり方について

問18 これからの山林のあり方について

１．調査概要

③　抽出方法：平成27年4月1日現在の住民基本台帳から地域ごとに年齢階層別、男女別の抽出率が
　　 等しくなるよう無作為に抽出した（地域ごとの抽出数は人口比で按分した）。
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（３）回収結果

３，０００件

１，４１２件

47.10%

（４）注意事項

①

② 　本報告書では、マイナス値についての標記に「－」を用いている。

③

④ 　図の一部において、構成比の少ない項目はその値を省略している場合がある。

（５）前回調査との比較

比較を行った設問一覧

【問６】行政サービスと市民の負担のあり方に
ついて

調査方法

調査期間 平成22年8月19日～9月18日

47.9%

前々回調査（平成17年度）

【問１】 【問１】

【問２】 【問１】

【問７】 【問１１】

【問３】 【問３】

【問４】 －

【問１１】

【問７】行政と市民の役割分担のあり方につい
て

有効回答数

有効回答数

1,384件

今回調査（平成27年度）

【問１】地域の感じ方について

【問２】住みやすさについて

【問３】定住意向について

【問４】ジオパークの認知度について

前回調査（平成22年度）

【問６】

2,157件

46.1%

【問５】主要施策に対する満足度・重要度 － －

　調査結果の数値は、原則として「％」で表した。％値の分母は原則として、その質問に対する回答
者数であり、図表では、「ｎ」と表示している。図表に「ｎ」の表示がない場合は、複数回答にて回答者
数と総計が一致しないものである。

　％値は、小数点以下第２位を四捨五入し、小数点第１位までを表示している。したがって、比率の
合計は必ずしも100％ではない場合（99.9％または100.1％など）がある。また、「0.0」は±0.05未満の
数値を示している。
　また、複数項目においては分母を全体値とし、平均スコアにおいて未回答は計算に含めず分母か
らも除外した。

3,000人 4,500人対象数

前回調査（平成22年度） 前々回調査（平成17年度）

調査地域

調査対象
糸魚川市在住の１５歳以上の男女

③有効回収率：

② 回 収 数 ：

① 発 送 数 ：

平成17年4月1日現在

今回同様 今回同様

平成22年4月1日現在

平成17年7月20日から8月2日

今回同様 今回同様

　経年変化の比較対象となる、前回（平成22年度）及び前々回（平成17年度）に実施した「市民アンケー
ト」結果の概要は、次のとおりである。

糸魚川市在住の１５歳以上の男女
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（６）回答者の構成
発送数 3000 件
回収数 1412 件
回収率 47.1 ％

【性別】
度数 ％

男性 639 45.3%
女性 715 50.6%
不明 58 4.1%
合計 1,412 100.0%

【年齢】
度数 ％

15歳～19歳 46 3.3%
20歳～29歳 70 5.0%
30歳～39歳 130 9.2%
40歳～49歳 183 13.0%
50歳～59歳 222 15.7%
60歳～69歳 322 22.8%
70歳以上 407 28.8%
不明 32 2.3%
合計 1,412 100.0%

【配偶者の有無】
度数 ％

既婚 984 69.7%
未婚 203 14.4%
死別 121 8.6%
離別 60 4.2%
不明 44 3.1%
合計 1,412 100.0%

【18歳以下のこどもとの同居】
度数 ％

同居している 373 26.4%
同居していない 957 67.8%
不明 82 5.8%

合計 1,411 100.0%

※H17、H22調査では、10代の区分
による集計をおこなっていないため、
本報告書では、20代に含めた形で
表示している。

男性

45.3%

女性

50.6%

不明

4.1%

全体（n=1,412）

15歳～19歳
3.3%

20歳～29歳
5.0%

30歳～39歳
9.2%

40歳～49歳
13.0%

50歳～59歳
15.7%

60歳～69歳
22.8%

70歳以上
28.8%

不明 2.3%

全体（n=1,412）

既婚

69.7%

未婚

14.4%

死別

8.6%

離別

4.2%
不明

3.1%

全体（n=1,412）

同居し

ている

26.4%

同居し

ていな

い
67.8%

不明

5.8%

全体（n=1,412）
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【居住地（地域別）】
度数 ％

能生地域 262 18.6%
糸魚川地域 842 59.6%
青海地域 271 19.2%
不明 37 2.6%

合計 1,412 100.0%

【居住地（地区別）】
度数 ％

磯部 55 3.9%
能生 85 6.0%
小泊 10 0.7%
西能生 26 1.8%
中能生 40 2.8%
上南 23 1.6%
木浦 23 1.6%
浦本 28 2.0%
下早川 71 5.0%
上早川 20 1.4%
大和川 124 8.8%
西海 58 4.1%
大野 46 3.3%
根知 33 2.3%
小滝 8 0.6%
今井 17 1.2%
糸魚川 437 30.9%
田沢 163 11.5%
青海 88 6.2%
歌外波 11 0.8%
市振 9 0.6%
不明 37 2.6%

合計 1,412 100.0%

能生地

域

18.6%

糸魚川

地域

59.6%

青海地

域

19.2%

不明

2.6%

全体（n=1,412）

磯部

3.9%

能生

6.0%

小泊

0.7%

西能生

1.8%

中能生

2.8%

上南

1.6%

木浦

1.6%

<能生地域> 全体（n=262）

浦本 2.0% 下早川

5.0% 上早川

1.4%

大和川

8.8%

西海 4.1%

大野 3.3%

根知 2.3%
小滝 0.6%

今井

1.2%

糸魚川

30.9%

<糸魚川地域> 全体（n=842）

田沢

11.5%

青海

6.2%

歌外波

0.8%

市振
0.6%

<青海地域> 全体（n=271）
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【職業】
度数 ％

第一次産業 66 4.7%
第二次産業 192 13.6%
第三次産業 398 28.2%
家事 189 13.4%
無職 373 26.4%
学生 50 3.6%
その他 90 6.4%
不明 54 3.8%

合計 1,412 100.0%

【出身地】
度数 ％

糸魚川市 1,149 81.4%
糸魚川市外 214 15.2%
不明 49 3.5%

合計 1,412 100.0%

全体（n=1,412）
第一次産

業 4.7%

第二次産

業 13.6%

第三次産

業 28.2%

家事

13.4%

無職

26.4%

学生 3.6%

その他

6.4%
不明 3.8%

全体（n=1,412）

糸魚川市
81.4%

糸魚川

市外

15.2%

不明

3.5%
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（○はひとつだけ）

選択肢

項目
( 1) 自然が豊かである
( 2) 地域が清潔できれいである
( 3) 高齢者が安心して暮らしやすい
( 4) 子どもが暮らしやすい
( 5) 成人が暮らしやすい
( 6) 子どもの教育環境がよい
( 7) 子育てがしやすい
( 8) 健康づくりが活発である
( 9) 医療体制が整備されている
(10) ふるさととして愛着を感じる
(11) 地域の活動が積極的に行われている
(12) 慣習にとらわれず自由な意見が言える
(13) 文化芸術活動が活発である
(14) スポーツ・レクリエーション活動が活発である
(15) 防災体制が整い災害に強い
(16) 道路や鉄道など交通の便がよい
(17) 観光施設が整備されている
(18) 働く場に恵まれている
(19) 買い物が便利である
(20) 物価が安い

【結果】

そう思う／少し思う／どちらともいえない／あまり思わない／そう思わない

問１　あなたは、糸魚川市に関する次の項目についてどのように感じていますか。

２．調査結果

＜(1)自然が豊かである＞の問いに対して唯一過半数を大きく超えて「そう思う」が77.4%となって

いる。対して、「そう思わない」が僅か0.5%であり、糸魚川市の自然環境については恵まれていると

感じている傾向が高いことが見て取れる結果となった。同様に「そう思う」が目立つのは、＜(2)地

域が清潔できれいである＞、＜(10)ふるさととして愛着を感じる＞であり、どちらも「少し思う」と合

わせて7割以上の高い数値となった。一方、「あまり思わない」「そう思わない」の割合が特に大き

いものとして＜(18)働く場に恵まれている＞が70.1%と過半数を大きく超えている。また、＜(9)医療

体制が整備されている＞、＜(16)道路や鉄道など交通の便がよい＞、＜(19)買い物が便利である

＞、＜(20)物価が安い＞、も軒並み過半数を超えている。このことから、「自然が豊かで、地域も

清潔できれいであるが、働く場に乏しく、医療体制が不十分で、物価も高く、買い物も不便であ

る。」と感じているようである。

自然は糸魚川市にとって誇れる要素であり、それを市民も実感していることが分かる。しかし、

日々の暮らしや働く環境など、より生活に身近な項目については「そう思わない」「あまり思わな

い」が多く見られ、より具体的な対策と取り組みが必要であるといえる。
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問１　全体／項目別

77.4%

29.0%

10.0%

12.7%

5.6%

11.8%

10.6%

11.5%

4.5%

37.9%

13.0%

5.0%

7.4%

8.7%

4.8%

6.3%

3.5%

2.3%

4.3%

2.0%

15.4%

40.6%

23.6%

26.4%

14.7%

27.5%

26.8%

30.5%

12.9%

35.6%

35.5%

16.0%

26.8%

31.3%

19.2%

16.7%

13.5%

4.5%

12.5%

6.2%

3.3%

20.9%

36.2%

33.5%

35.8%

36.8%

38.2%

37.2%

22.4%

16.0%

34.1%

43.1%

37.1%

37.5%

43.9%

22.6%

32.6%

20.8%

23.4%

31.4%

1.1%

6.9%

19.8%

17.8%

29.2%

15.9%

15.9%

14.3%

29.7%

5.3%

11.6%

22.0%

19.8%

17.1%

20.7%

29.2%

28.3%

35.0%

29.9%

31.3%

0.5%

0.6%

8.4%

7.2%

12.2%

5.6%

5.3%

3.8%

28.5%

3.0%

3.7%

11.5%

6.4%

3.5%

8.8%

22.7%

19.8%

35.6%

28.2%

27.1%

2.3%

2.1%

2.0%

2.5%

2.5%

2.5%

3.3%

2.6%

2.0%

2.2%

2.2%

2.5%

2.5%

1.9%

2.6%

2.5%

2.4%

1.8%

1.7%

2.1%

0% 50% 100%

( 1) 自然が豊かである

( 2) 地域が清潔できれいである

( 3) 高齢者が安心して暮らしやすい

( 4) 子どもが暮らしやすい

( 5) 成人が暮らしやすい

( 6) 子どもの教育環境がよい

( 7) 子育てがしやすい

( 8) 健康づくりが活発である

( 9) 医療体制が整備されている

(10) ふるさととして愛着を感じる

(11) 地域の活動が積極的に行われている

(12) 慣習にとらわれず自由な意見が言える

(13) 文化芸術活動が活発である

(14) スポーツ・レクリエーション活動が活発である

(15) 防災体制が整い災害に強い

(16) 道路や鉄道など交通の便がよい

(17) 観光施設が整備されている

(18) 働く場に恵まれている

(19) 買い物が便利である

(20) 物価が安い

問１

各項目

（n=1,412）

そう思う 少し思う どちらともいえない あまり思わない そう思わない 未回答

- 7 -



単純集計

問１　(1) 自然が豊かである

○全体では、「思う」割合は、92.8％であり、前回と比較して3.1ポイント高くなり、9割を超えてい
る。「思わない」割合は、1.6％であり、前回と比較して0.8ポイント低くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、僅差であるが男性のほうが女性より0.3ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、糸魚川地域が一番高く、青海地域、能生地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、70代を除いて90％を越えており、世代を問わず、自然が豊かであ

そう思う 77.4%

少し思う 15.4%

どちらともいえない
3.3%

あまり思わない
1.1%

そう思わない 0.5%

未回答 2.3%

そう思う
65.7%

少し思う
20.9%

どちらとも

いえない
6.3%

あまり思

わない
2.6%

そう思わ

ない 1.6%
未回答

2.9%

そう思う
71.6%

少し思う
18.1%

どちらとも

いえない
5.3%

あまり思

わない
2.0%

そう思わ

ない 0.4% 未回答
2.5%

H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 92.8％
「思わない」計 ･･･ 1.6％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 89.7％
「思わない」計 ･･･ 2.5％

「思う」計 ･･･ 86.6％
「思わない」計 ･･･ 4.2％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈自然が豊かである〉と感じている市民の割合

88.4%

89.6%

88.2%

89.0%

84.7%

93.2%

91.5%

90.0%

89.8%

89.2%

81.7%

90.7%

91.3%

88.2%

90.8%

92.8%

92.2%

96.4%

93.9%

93.0%

89.2%

84.4%

93.4%

93.1%

91.2%

93.5%

93.0%

95.7%

95.7%

95.4%

98.9%

96.8%

94.4%

86.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

男性

女性

能生

糸魚川

青海

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７

○前回との比較では、「思う」割合は、男性・女性とも増加している。

［男性 2.7ポイント増、女性 1.8ポイント増］

○前回との比較では、「思う」割合は、３地域とも増加している。

［能生地域 3.0ポイント増、糸魚川地域 2.7ポイント増、青海地域 0.2ポイント増］

○前回との比較では、「思う」の割合は、30代を除いて、いずれの年代も増加している。
［20代 3.5ポイント増、30代 1.0ポイント減、40代 5.0ポイント増、50代 3.8ポイント
増、60代 5.2ポイント増、70代 1.6ポイント増］
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単純集計

問１　(2) 地域が清潔できれいである

○全体では、「思う」割合は、69.5％であり、前回と比較して5.0ポイント高くなっている。「思わな
い」割合は、7.5％であり、前回と比較して3.0ポイント低くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、女性のほうが男性より3.7ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、糸魚川地域が一番高く、能生地域・青海地域が同数となってい

る。

そう思う 29.0%

少し思う 40.6%

どちらともいえない
20.9%

あまり思わない
6.9%

そう思わない 0.6%

未回答 2.1%

そう思う
16.9%

少し思う
33.6%

どちらとも

いえない
28.8%

あまり思

わない
13.2%

そう思わ

ない 3.9%
未回答

3.6%

そう思う
25.7%

少し思う
38.7%

どちらとも

いえない
23.2%

あまり思

わない
7.9%

そう思わ

ない 2.6% 未回答
1.8%

H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 69.5％
「思わない」計 ･･･ 7.5％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 64.5％
「思わない」計 ･･･ 10.5％

「思う」計 ･･･ 50.5％
「思わない」計 ･･･ 17.1％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈地域が清潔できれいである〉と感じている市民の割合

51.0%

51.3%

58.2%

49.3%

49.2%

52.9%

44.3%

44.6%

46.4%

53.5%

58.1%

65.2%

66.6%

69.1%

62.9%

67.0%

66.7%

64.9%

64.6%

66.3%

64.2%

64.9%

67.9%

71.6%

64.9%

72.9%

64.9%

82.6%

72.9%

75.4%

73.2%

69.4%

66.8%

67.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

男性

女性

能生

糸魚川

青海

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７

○前回との比較では、「思う」割合は、男性・女性とも増加している。

［男性 2.7ポイント増、女性 5.0ポイント増］

○前回との比較では、「思う」割合は、糸魚川地域が増加し、能生地域・青海地域が減

少している。

［能生地域 4.2ポイント減、糸魚川地域 10.0ポイント増、青海地域 2.1ポイント増］

○前回との比較では、「思う」の割合は、全ての年代で増加している。

［20代 6.2ポイント増、30代 10.5ポイント減、40代 8.6ポイント増、50代 3.1ポイント
増、60代 2.6ポイント増、70代 2.9ポイント増］
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単純集計

問１　(3) 高齢者が安心して暮らしやすい

○全体では、「思う」割合は、33.6％であり、前回と比較して3.4ポイント高くなっている。「思わな
い」割合は、28.2％であり、前回と比較して6.3ポイント低くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、女性のほうが男性より6.7ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、糸魚川地域が一番高く、能生地域、青海地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、60代を除いて前回より増加している。

そう思う 10.1%

少し思う 23.6%

どちらともいえない
36.2%

あまり思わない
19.8%

そう思わない 8.4% 未回答 2.0%

そう思う
11.2%

少し思う
21.3%

どちらとも

いえない
31.1%

あまり思

わない
22.8%

そう思わ

ない
10.9%

未回答
2.8%

そう思う
8.2%

少し思う
22.0%

どちらとも

いえない
33.9%

あまり思

わない
21.7%

そう思わ

ない
12.8%

未回答
1.4%

H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 33.6％
「思わない」計 ･･･ 28.2％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 30.2％
「思わない」計 ･･･ 34.5％

「思う」計 ･･･ 32.5％
「思わない」計 ･･･ 33.7％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈高齢者が安心して暮らしやすい〉と感じている市民の割合

32.5%

32.8%

33.8%

30.2%

39.4%

41.6%

28.8%

30.7%

25.7%

27.9%

42.0%

25.2%

34.0%

33.3%

29.0%

32.4%

31.9%

27.4%

27.2%

26.4%

30.5%

38.2%

30.2%

36.9%

33.2%

35.0%

31.0%

54.3%

40.0%

36.2%

30.6%

29.7%

25.2%

41.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

男性

女性

能生

糸魚川

青海

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７

○前回との比較では、「思う」割合は、男性・女性とも増加している。

［男性 5.0ポイント増、女性 2.9ポイント増］

○前回との比較では、「思う」割合は、糸魚川地域が増加し、能生地域・青海地域が減

少している。

［能生地域 0.1ポイント減、糸魚川地域 6.0ポイント増、青海地域 1.4ポイント減］

○前回との比較では、「思う」の割合は、60代を除いて、いずれの年代も増加している。
［20代 8.1ポイント増、30代 8.8ポイント減、40代 3.4ポイント増、50代 3.3ポイント
増、60代 5.3ポイント減、70代 2.8ポイント増］
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単純集計

問１　(4) 子どもが暮らしやすい

○全体では、「思う」割合は、39.1％であり、前回と比較して3.4ポイント高くなっている。「思わな
い」割合は、25.0％であり、前回と比較して2.8ポイント低くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、女性のほうが男性より4.0ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、青海地域が一番高く、糸魚川地域、能生地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、10代の50％を除いては、いずれの年代も40％前後の数値となっ

そう思う 12.7%

少し思う 26.4%
どちらともいえない

33.4%

あまり思わない
17.8%

そう思わない 7.2% 未回答 2.5%

そう思う
11.5%

少し思う
21.0%

どちらとも

いえない
31.8%

あまり思

わない
20.8%

そう思わ

ない
10.8%

未回答
4.0%

そう思う
12.8%

少し思う
22.9%

どちらとも

いえない
34.1%

あまり思

わない
18.7%

そう思わ

ない 9.1%
未回答

2.4%

H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 39.1％
「思わない」計 ･･･ 25.0％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 35.7％
「思わない」計 ･･･ 27.8％

「思う」計 ･･･ 32.5％
「思わない」計 ･･･ 31.6％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈子どもが暮らしやすい〉と感じている市民の割合

32.6%

33.1%

34.3%

31.0%

37.5%

36.7%

30.7%

33.9%

25.7%

31.3%

39.1%

34.6%

38.4%

33.3%

35.4%

40.5%

41.8%

37.5%

37.4%

34.1%

37.8%

31.3%

37.4%

41.4%

33.2%

40.0%

43.5%

50.0%

44.3%

40.8%

38.8%

37.4%

36.3%

40.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

男性

女性

能生

糸魚川

青海

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７

○前回との比較では、「思う」割合は、男性・女性とも増加している。

［男性 2.8ポイント増、女性 3.0ポイント増］

○前回との比較では、「思う」割合は、糸魚川地域・青海地域が増加しているのに対し

て、能生地域のみ微減している。

［能生地域 0.1ポイント減、糸魚川地域 4.6ポイント増、青海地域 3.5ポイント増］

○前回との比較では、「思う」の割合は、50代を除いて、いずれの年代も40％前後であ
る。 ［20代 2.5ポイント増、30代 3.3ポイント増、40代 1.4ポイント増、50代 3.3ポイン
ト増、60代 1.5ポイント減、70代 9.2ポイント増］
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単純集計

問１　(5) 成人が暮らしやすい

○全体では、「思う」割合は、20.3％であり、前回と比較して6.5ポイント高くなっている。「思わな
い」割合は、41.4％であり、前回と比較して7.7ポイント低くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、僅差であるが女性のほうが男性より0.2ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、青海地域が一番高く、糸魚川地域、能生地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、10代を除いて20％前後の割合となっている。

そう思う 5.6%

少し思う 14.7%

どちらともいえない
35.8%

あまり思わない
29.2%

そう思わない
12.2%

未回答 2.5%

そう思う
3.8% 少し思う

9.7%

どちらと

もいえ

ない
28.6%

あまり思

わない
30.9%

そう思わ

ない
23.2%

未回答
3.8%

そう思う
3.5% 少し思う

10.3%

どちらとも

いえない
35.1%

あまり思

わない
32.5%

そう思わ

ない
16.5%

未回答
2.0%

H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 20.3％
「思わない」計 ･･･ 41.4％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 13.8％
「思わない」計 ･･･ 49.1％

「思う」計 ･･･ 13.5％
「思わない」計 ･･･ 54.1％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈成人が暮らしやすい〉と感じている市民の割合

14.4%

12.9%

14.1%

12.4%

16.9%

11.8%

9.0%

10.0%

9.8%

12.7%

21.9%

14.5%

14.2%

14.2%

13.2%

15.7%

18.4%

14.3%

17.0%

11.2%

14.2%

12.2%

20.2%

20.4%

19.1%

20.1%

22.9%

30.4%

22.9%

18.5%

23.0%

19.8%

18.0%

20.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

男性

女性

能生

糸魚川

青海

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７

○前回との比較では、「思う」割合は、男性・女性とも増加している。

［男性 5.7ポイント増、女性 6.2ポイント増］

○前回との比較では、「思う」割合は、３地域とも増加している。

［能生地域 4.9ポイント増、糸魚川地域 6.9ポイント増、青海地域 7.2ポイント増］

○前回との比較では、「思う」の割合は、全ての年代で増加している。

［20代 4.5ポイント増、30代 4.2ポイント増、40代 6.0ポイント増、50代 8.6ポイント
増、60代 3.8ポイント増、70代 8.2ポイント増］
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単純集計

問１　(6) 子どもの教育環境がよい

○全体では、「思う」割合は、39.2％であり、前回と比較して8.9ポイント高くなっている。「思わな
い」割合は、21.5％であり、前回と比較して4.6ポイント低くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、女性のほうが男性より2.5ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、青海地域が一番高く、糸魚川地域、能生地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、10代を除いて40％前後の数値となっている。

そう思う 11.8%

少し思う 27.5%

どちらともいえない
36.8%

あまり思わない
15.9%

そう思わない 5.6%
未回答 2.5%

そう思う
7.5%

少し思う
19.9%

どちらとも

いえない
38.7%

あまり思

わない
18.6%

そう思わ

ない
11.4%

未回答
4.0%

そう思う
6.9% 少し思う

23.4%

どちらとも

いえない
40.8%

あまり思

わない
16.1%

そう思わ

ない
10.0%

未回答
2.8%

H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 39.2％
「思わない」計 ･･･ 21.5％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 30.3％
「思わない」計 ･･･ 26.1％

「思う」計 ･･･ 27.4％
「思わない」計 ･･･ 29.9％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈子どもの教育環境がよい〉と感じている市民の割合

26.4%

27.4%

25.9%

25.3%

36.8%

27.6%

24.5%

21.5%

22.4%

28.1%

35.6%

29.9%

31.1%

28.9%

30.5%

31.7%

31.9%

31.0%

32.7%

26.0%

28.2%

34.4%

37.9%

40.4%

37.0%

39.7%

40.6%

58.7%

47.1%

39.2%

33.9%

38.3%

33.9%

42.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

男性

女性

能生

糸魚川

青海

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７

○前回との比較では、「思う」割合は、男性・女性とも増加している。

［男性 8.0ポイント増、女性 9.3ポイント増］

○前回との比較では、「思う」割合は、３地域とも増加している。

［能生地域 8.1ポイント増、糸魚川地域 9.2ポイント増、青海地域 8.9ポイント増］

○前回との比較では、「思う」の割合は、10代を除いて、いずれの年代も40％前後となっ
ている。 ［20代 15.2ポイント増、30代 8.2ポイント増、40代 1.2ポイント増、50代 12.3
ポイント増、60代 5.7ポイント増、70代 8.4ポイント増］
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単純集計

問１　(7) 子育てがしやすい

○今回調査で新規追加した項目である。

○全体では、「思う」割合は、37.3％であり、「思わない」割合は、21.2％となっている。
○男女別では、「思う」割合は、女性のほうが男性より7.5ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、青海地域が一番高く、糸魚川地域、能生地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、全ての年代で40％前後の数値となっている。

そう思う 10.6%

少し思う 26.8%

どちらともいえない
38.2%

あまり思わない
15.9%

そう思わない 5.3% 未回答 3.3%H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 37.3％
「思わない」計 ･･･ 21.2％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

H22調査項目なし

H17調査項目なし
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈子育てがしやすい〉と感じている市民の割合

33.3%

40.8%

32.8%

36.8%

43.5%

41.3%

38.6%

42.3%

35.0%

41.0%

32.3%

38.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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糸魚川

青海
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20代

30代

40代

50代

60代

70代

Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７

○「思う」割合は、男性で33.3％、女性で40.8％であり、女性が7.5ポイント高い。

○前回との比較では、「思う」割合は、青海地域が43.5％で一番高く、次いで糸魚川地
域の36.8％、能生地域の32.8％となっている。

○前回との比較では、「思う」の割合は、全ての年代で40%前後の数値となっている。
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単純集計

問１　(8) 健康づくりが活発である

○全体では、「思う」割合は、42.1％であり、前回と比較して1.6ポイント高くなっている。「思わな
い」割合は、18.1％であり、前回と比較して4.4ポイント低くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、女性のほうが男性より12.3ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、青海地域が一番高く、糸魚川地域、能生地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、10代、70代の両端が高く、30代が低く谷型となっている。
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H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 42.1％
「思わない」計 ･･･ 18.1％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 40.5％
「思わない」計 ･･･ 22.5％

「思う」計 ･･･ 31.8％
「思わない」計 ･･･ 28.0％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈健康づくりが活発である〉と感じている市民の割合
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○前回との比較では、「思う」割合は、男性が減少し、女性が増加している。

［男性 1.9ポイント減、女性 2.7ポイント増］

○前回との比較では、「思う」割合は、青海地域を除いて、増加している。

［能生地域 5.1ポイント増、糸魚川地域 2.9ポイント増、青海地域 3.1ポイント減］

○前回との比較では、「思う」の割合は、両端の10代、70代が高く、30代が低い。
［20代 4.5ポイント増、30代 14.7ポイント減、40代 0.8ポイント減、50代 5.5ポイント
増、60代 0.7ポイント増、70代 4.7ポイント増］
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単純集計

問１　(9) 医療体制が整備されている

○全体では、「思う」割合は、17.4％であり、前回と比較して1.1ポイント低くなっている。「思わな
い」割合は、58.2％であり、前回と比較して1.3ポイント高くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、男性のほうが女性より1.2ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、能生地域が一番高く、青海地域、糸魚川地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、両端の10代、70代が高く20％を越えており、真ん中の40代が一
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H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 17.4％
「思わない」計 ･･･ 58.2％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 18.5％
「思わない」計 ･･･ 56.9％

「思う」計 ･･･ 25.9％
「思わない」計 ･･･ 45.1％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈医療体制が整備されている〉と感じている市民の割合
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○前回との比較では、「思う」割合は、男性は増加し、女性は減少している。

［男性 1.9ポイント増、女性 3.0ポイント減］

○前回との比較では、「思う」割合は、能生地域が増加しているのに対し、糸魚川地域・

青海地域で減少している。

［能生地域 1.1ポイント増、糸魚川地域 1.8ポイント減、青海地域 1.6ポイント減］

○前回との比較では、「思う」の割合は、両端の10代、70代が高く、真ん中の40代が低
い。 ［20代 5.6ポイント減、30代 2.3ポイント減、40代 1.1ポイント増、50代 0.7ポイン
ト増、60代 5.8ポイント増、70代 2.3ポイント減］
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単純集計

問１　(10) ふるさととして愛着を感じる

○全体では、「思う」割合は、73.4％であり、前回と比較して2.2ポイント高くなっている。「思わな
い」割合は、8.4％であり、前回と比較して1.9ポイント低くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、男性のほうが女性より1.5ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、糸魚川地域が一番高く、青海地域、能生地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、全ての年代で概ね60～70％台となっている。
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H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 73.4％
「思わない」計 ･･･ 8.4％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 71.2％
「思わない」計 ･･･ 10.3％

「思う」計 ･･･ 63.4％
「思わない」計 ･･･ 12.6％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈ふるさととして愛着を感じる〉と感じている市民の割合

65.9%

63.1%

69.0%

62.3%

65.2%

63.3%

60.8%

59.8%

62.4%

66.1%

68.6%

71.0%

72.6%

69.5%

71.6%

73.5%

73.8%

64.3%

70.1%

69.4%

75.0%

75.3%

74.2%

72.7%

69.8%

75.1%

72.7%

76.1%

75.7%

71.5%

60.1%

73.0%

77.0%

77.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

男性

女性

能生

糸魚川

青海

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７

○前回との比較では、「思う」割合は、男性・女性とも増加している。

［男性 3.2ポイント増、女性 0.1ポイント増］

○前回との比較では、「思う」割合は、青海地域を除いて増加している。

［能生地域 0.3ポイント増、糸魚川地域 3.5ポイント増、青海地域 0.8ポイント減］

○前回との比較では、「思う」の割合は、概ね60～70％である。
［20代 1.9ポイント増、30代 7.2ポイント増、40代 10.0ポイント減、50代 3.6ポイント
増、60代 2.0ポイント増、70代 2.1ポイント増］
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単純集計

問１　(11) 地域の活動が積極的に行われている

○全体では、「思う」割合は、48.4％であり、前回と比較して8.9ポイント高くなっている。「思わな
い」割合は、15.3％であり、前回と比較して6.2ポイント低くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、女性のほうが男性より2.6ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、能生地域が一番高く、糸魚川地域、青海地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、10代の67.4％を最高に年代が上がるごとに数値が下がる傾向と
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H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 48.4％
「思わない」計 ･･･ 15.3％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 39.5％
「思わない」計 ･･･ 21.5％

「思う」計 ･･･ 33.1％
「思わない」計 ･･･ 27.7％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈地域の活動が積極的に行われている〉と感じている市民の割合
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○前回との比較では、「思う」割合は、男性・女性とも増加している。

［男性 3.3ポイント増、女性 10.7ポイント増］

○前回との比較では、「思う」割合は、３地域とも増加している。

［能生地域 8.0ポイント増、糸魚川地域 9.8ポイント増、青海地域 7.7ポイント増］

○前回との比較では、「思う」の割合は、10代を最高に年代が上がるごとに数値が下
がっている。 ［20代 12.4ポイント増、30代 5.4ポイント増、40代 4.8ポイント増、50代
10.6ポイント増、60代 7.9ポイント増、70代 11.5ポイント増］
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単純集計

問１　(12) 慣習にとらわれず自由に意見が言える

○全体では、「思う」割合は、21.0％であり、前回と比較して0.5ポイント低くなっている。「思わな
い」割合は、33.4％であり、前回と比較して3.6ポイント低くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、男性のほうが女性より7.7ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、能生地域が一番高く、糸魚川地域、青海地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、10代から40代にかけて減少し、以後70代まで増加している。
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H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 21.0％
「思わない」計 ･･･ 33.4％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 21.5％
「思わない」計 ･･･ 37.0％

「思う」計 ･･･ 16.9％
「思わない」計 ･･･ 46.7％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈慣習にとらわれず自由に意見が言える〉と感じている市民の割合
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○前回との比較では、「思う」割合は、男性が増加し、女性が減少している。

［男性 5.3ポイント増、女性 4.2ポイント減］

○前回との比較では、「思う」割合は、糸魚川地域が微増のほか、能生地域・青海地域

は減少している。

［能生地域 3.1ポイント減、糸魚川地域 0.1ポイント増、青海地域 1.4ポイント減］

○前回との比較では、「思う」の割合は、10代から40代にかけて減少し、以後70代まで
増加している。 ［20代 7.0ポイント減、30代 1.7ポイント増、40代 2.4ポイント増、50代
4.7ポイント増、60代 1.7ポイント減、70代 6.1ポイント減］

- 31 -



単純集計

問１　(13) 文化芸術活動が活発である

○全体では、「思う」割合は、34.2％であり、前回と比較して14.6ポイント高くなっている。「思わな
い」割合は、26.2％であり、前回と比較して13.5ポイント低くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、女性のほうが男性より6.4ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、青海地域が一番高く、能生地域、糸魚川地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、70代が一番高く70％を超え、30代が一番低く26.2％となってい

そう思う 7.4%

少し思う 26.8%

どちらともいえない
37.1%

あまり思わない
19.8%

そう思わない 6.4% 未回答 2.5%

そう思う
3.2%

少し思う
14.6%

どちらとも

いえない
35.6%

あまり思

わない
26.6%

そう思わ

ない
16.2%

未回答
3.8%

そう思う
3.6%

少し思う
16.0%

どちらとも

いえない
39.2%

あまり思

わない
25.1%

そう思わ

ない
14.6%

未回答
1.6%

H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 34.2％
「思わない」計 ･･･ 26.2％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 19.6％
「思わない」計 ･･･ 39.7％

「思う」計 ･･･ 17.8％
「思わない」計 ･･･ 42.8％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈文化芸術活動が活発である〉と感じている市民の割合
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○前回との比較では、「思う」割合は、男性・女性とも大きく増加している。

［男性 13.7ポイント増、女性 14.3ポイント増］

○前回との比較では、「思う」割合は、３地域とも大きく増加している。

［能生地域 15.3ポイント増、糸魚川地域 15.5ポイント増、青海地域 13.1ポイント増］

○前回との比較では、「思う」の割合は、全ての年代で大きく増加している。

［20代 9.4ポイント増、30代 6.6ポイント増、40代 14.3ポイント増、50代 11.1ポイント
増、60代 16.0ポイント増、70代 18.1ポイント増］
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単純集計

問１　(14) スポーツ・レクリエーション活動が活発である

○全体では、「思う」割合は、40.0％であり、前回と比較して11.5ポイント高くなっている。「思わな
い」割合は、20.6％であり、前回と比較して8.9ポイント低くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、女性のほうが男性より5.8ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、能生地域が一番高く、糸魚川地域、青海地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、10代、40代、60代、70代で40％を超えている。
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H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 40.0％
「思わない」計 ･･･ 20.6％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 28.5％
「思わない」計 ･･･ 29.5％

「思う」計 ･･･ 27.4％
「思わない」計 ･･･ 31.3％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈スポーツ・レクリエーション活動が活発である〉と感じている市民の割合
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○前回との比較では、「思う」割合は、男性・女性とも増加している。

［男性 7.2ポイント増、女性 12.4ポイント増］

○前回との比較では、「思う」割合は、３地域とも増加している。

［能生地域 16.9ポイント増、糸魚川地域 11.5ポイント増、青海地域 7.2ポイント増］

○前回との比較では、「思う」の割合は、全ての年代で増加している。

［20代 0.2ポイント増、30代 4.2ポイント増、40代 16.4ポイント増、50代 13.5ポイント
増、60代 7.8ポイント増、70代 15.7ポイント増］
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単純集計

問１　(15) 防災体制が整い災害に強い

○全体では、「思う」割合は、24.0％であり、前回と比較して5.2ポイント高くなっている。「思わな
い」割合は、29.5％であり、前回と比較して7.9ポイント低くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、男性のほうが女性より2.3ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、青海地域が一番高く、糸魚川地域、能生地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、70代が一番高く30％を超え、その他は20％前後となっている。
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H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 24.0％
「思わない」計 ･･･ 29.5％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 18.8％
「思わない」計 ･･･ 37.4％

「思う」計 ･･･ 17.4％
「思わない」計 ･･･ 39.5％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈防災体制が整い災害に強い〉と感じている市民の割合
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○前回との比較では、「思う」割合は、男性・女性とも増加している。

［男性 7.9ポイント増、女性 3.3ポイント増］

○前回との比較では、「思う」割合は、３地域とも増加している。

［能生地域 2.3ポイント増、糸魚川地域 5.6ポイント増、青海地域 6.6ポイント増］

○前回との比較では、「思う」の割合は、70代が唯一30％を超え、その他は20％前後で
ある。 ［20代 6.6ポイント増、30代 7.5ポイント増、40代 3.2ポイント増、50代 5.1ポイ
ント増、60代 1.6ポイント増、70代 2.6ポイント増］
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単純集計

問１　(16) 道路や鉄道など交通の便がよい

○全体では、「思う」割合は、23.0％であり、前回と比較して6.4ポイント高くなっている。「思わな
い」割合は、51.8％であり、前回と比較して10.4ポイント低くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、男性のほうが女性より4.5ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、糸魚川地域が一番高く、青海地域、能生地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、60代・70代で20％を超えるものの、その他の年代では20％以下と
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H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 23.0％
「思わない」計 ･･･ 51.8％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 16.6％
「思わない」計 ･･･ 62.2％

「思う」計 ･･･ 18.6％
「思わない」計 ･･･ 58.0％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈道路や鉄道など交通の便がよい〉と感じている市民の割合
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○前回との比較では、「思う」割合は、男性・女性とも増加している。

［男性 9.5ポイント増、女性 4.4ポイント増］

○前回との比較では、「思う」割合は、糸魚川地域・青海地域で増加しているが、能生地

域では微減となっている。

［能生地域 0.3ポイント減、糸魚川地域 8.0ポイント増、青海地域 7.0ポイント増］

○前回との比較では、「思う」の割合は、全ての年代で増加している。

［20代 2.3ポイント増、30代 10.9ポイント増、40代 1.3ポイント増、50代 2.8ポイント
増、60代 4.1ポイント増、70代 7.7ポイント増］
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単純集計

問１　(17) 観光施設が整備されている

○全体では、「思う」割合は、16.9％であり、前回と比較して1.8ポイント高くなっている。「思わな
い」割合は、48.1％であり、前回と比較して7.2ポイント低くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、男性のほうが女性より1.0ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、能生地域が一番高く、糸魚川地域、青海地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、70代で20％を超えているほかは、20％以下となっている。
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H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 16.9％
「思わない」計 ･･･ 48.1％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 15.1％
「思わない」計 ･･･ 55.3％

「思う」計 ･･･ 18.4％
「思わない」計 ･･･ 50.7％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈観光施設が整備されている〉と感じている市民の割合
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○前回との比較では、「思う」割合は、男性・女性とも増加している。

［男性 0.2ポイント増、女性 1.3ポイント増］

○前回との比較では、「思う」割合は、能生地域が減少し、糸魚川地域・青海地域が増

加している。

［能生地域 2.0ポイント減、糸魚川地域 2.9ポイント増、青海地域 2.8ポイント増］

○前回との比較では、「思う」の割合は、70代を除いて20％以下となっている。
［20代 6.5ポイント増、30代 5.3ポイント減、40代 2.6ポイント減、50代 1.0ポイント
減、60代 3.2ポイント増、70代 4.5ポイント増］
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単純集計

問１　(18) 働く場に恵まれている

○全体では、「思う」割合は、6.7％であり、前回と比較して1.6ポイント高くなったが、依然として低
調な数値となっている。「思わない」割合は、70.6％であり、前回と比較して5.1ポイント低くなって
いる。

○男女別では、「思う」割合は、男性のほうが女性より1.1ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、青海地域が一番高く、能生地域、糸魚川地域の順となっている。

そう思う 2.3%

少し思う 4.5%

どちらともいえない
20.8%

あまり思わない
35.0%

そう思わない
35.6%

未回答 1.8%

そう思う
1.4%

少し思う
3.5%

どちらとも

いえない
12.8%

あまり思

わない
29.6%

そう思わ

ない
49.2%

未回答
3.5%

そう思う
0.9%

少し思う
4.1% どちらとも

いえない
17.3%

あまり思

わない
29.3%

そう思わ

ない
46.5%

未回答
1.9%

H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 6.7％
「思わない」計 ･･･ 70.6％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 5.1％
「思わない」計 ･･･ 75.7％

「思う」計 ･･･ 4.9％
「思わない」計 ･･･ 78.8％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈働く場に恵まれている〉と感じている市民の割合
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○前回との比較では、「思う」割合は、男性・女性とも増加している。

［男性 2.7ポイント増、女性 1.3ポイント増］

○前回との比較では、「思う」割合は、３地域とも増加している。

［能生地域 2.8ポイント増、糸魚川地域 1.2ポイント増、青海地域 2.3ポイント増］

○前回との比較では、「思う」の割合は、10代・20代を除いては、10％以下となってい
る。 ［20代 4.3ポイント増、30代 増減なし、40代 0.3ポイント減、50代 1.5ポイント減、
60代 0.4ポイント減、70代 4.8ポイント増］
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単純集計

問１　(19) 買い物が便利である

○全体では、「思う」割合は、16.8％であり、前回と比較して4.2ポイント低くなってている。「思わな
い」割合は、58.1％であり、前回と比較して0.6ポイント高くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、男性のほうが女性より4.3ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、糸魚川地域が一番高く、能生地域、青海地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、10代・60代・70代で20％を超えるほかは、20％以下となっている。
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H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 16.8％
「思わない」計 ･･･ 58.1％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 21.0％
「思わない」計 ･･･ 57.5％

「思う」計 ･･･ 16.4％
「思わない」計 ･･･ 64.9％

- 44 -



【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈買い物が便利である〉と感じている市民の割合
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○前回との比較では、「思う」割合は、男性・女性とも減少している。

［男性 0.3ポイント増、女性 6.4ポイント増］

○前回との比較では、「思う」割合は、３地域とも減少している。

［能生地域 3.4ポイント減、糸魚川地域 5.6ポイント減、青海地域 1.1ポイント減］

○前回との比較では、「思う」の割合は、10代・60代・70代以外は20％以下となってい
る。 ［20代 1.5ポイント増、30代 1.8ポイント増、40代 4.9ポイント減、50代 1.7ポイン
ト減、60代 5.2ポイント6.5、70代 11.7ポイント減］
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単純集計

問１　(20) 物価が安い

○全体では、「思う」割合は、8.2％であり、前回と比較して1.1ポイント低くなっている。「思わない」
割合は、58.4％であり、前回と比較して1.5ポイント高くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、僅差であるが男性のほうが女性より0.8ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、青海地域が一番高く、能生地域、糸魚川地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、10代・30代で10％を超えるほかは、10％以下と低い数値である。

そう思う 2.0%

少し思う 6.2%

どちらともいえない
31.4%

あまり思わない
31.3%

そう思わない
27.1%

未回答 2.1%

そう思う
2.3%

少し思う
6.0% どちらとも

いえない
24.0%

あまり思

わない
26.0%

そう思わ

ない
38.3%

未回答
3.4%

そう思う
2.2%

少し思う
7.1%

どちらとも

いえない
32.3%

あまり思

わない
27.2%

そう思わ

ない
29.6%

未回答
1.5%

H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 8.2％
「思わない」計 ･･･ 58.4％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 9.3％
「思わない」計 ･･･ 56.9％

「思う」計 ･･･ 8.3％
「思わない」計 ･･･ 64.3％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈物価が安い〉と感じている市民の割合

7.2%

9.2%

9.2%

7.9%

8.8%

10.4%

6.1%

9.2%

5.5%

6.9%

11.2%

9.3%

10.1%

12.2%

9.0%

7.8%

19.9%

8.9%

8.2%

8.5%

7.8%

8.0%

8.9%

8.1%

8.4%

8.2%

8.5%

15.2%

7.1%

13.1%

8.7%

8.1%

7.1%

7.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

男性

女性

能生

糸魚川

青海

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７

○前回との比較では、「思う」割合は、男性・女性とも減少している。

［男性 0.4ポイント減、女性 2.0ポイント減］

○前回との比較では、「思う」割合は、青海地域で増加しているものの、能生地域・糸魚

川地域は減少している。

［能生地域 3.8ポイント減、糸魚川地域 0.8ポイント減、青海地域 0.7ポイント増］

○前回との比較では、「思う」の割合は、10代・30代を除いて10％以下となっている。
［20代 12.8ポイント減、30代 4.2ポイント増、40代 0.5ポイント増、50代 0.4ポイント
減、60代 0.7ポイント増、70代 0.9ポイント減］
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単純集計

問２　糸魚川市が住みよいまちだと思いますか。

○全体では、「思う」割合は、47.7％であり、前回と比較して1.4ポイント低くなっている。「思わな
い」割合は、22.4％であり、前回と比較して0.4ポイント低くなっている。
○男女別では、「思う」割合は、僅差であるが男性のほうが女性より0.4ポイント高い。
○地域別では、「思う」割合は、糸魚川地域が一番高く、青海地域、能生地域の順となっている。

○年齢別では、「思う」割合は、10代・30代・70代で50％を超えているが、その他の年代は40％台

そう思う 13.9%

少し思う 33.8%
どちらともいえない

26.9%

あまり思わない
16.2%

そう思わない 6.2%

未回答 3.0%

そう思う
13.0%

少し思う
28.8%どちらとも

いえない
28.7%

あまり思

わない
17.5%

そう思わ

ない 9.9%
未回答

2.1%

そう思う
14.2%

少し思う
34.8%

どちらとも

いえない
26.4%

あまり思

わない
16.0%

そう思わ

ない 6.7%
未回答

1.7%

H27
全体（n＝1,412）

「思う」計 ･･･ 47.7％
「思わない」計 ･･･ 22.4％

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「思う」計 ･･･ 49.1％
「思わない」計 ･･･ 41.8％

「思う」計 ･･･ 41.8％
「思わない」計 ･･･ 27.4％
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【性別】

【地域別】

【年齢別】

〈糸魚川市が住みよいまちだと思う〉と感じている市民の割合

39.2%

42.5%

39.0%

44.6%

37.0%

34.8%

29.2%

33.9%

37.4%

44.5%

54.3%

45.8%

53.0%

47.2%

49.4%

51.6%

53.2%

44.6%

40.1%

38.4%

57.8%

56.3%

48.5%

48.1%

46.2%

49.6%

46.9%

54.3%

44.3%

50.8%

40.4%

42.8%

48.1%

54.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

男性

女性

能生

糸魚川

青海

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７

○前回との比較では、「思う」割合は、男性は増加し、女性は減少している。

［男性 2.7ポイント増、女性 4.9ポイント減］

○前回との比較では、「思う」割合は、糸魚川地域が微増で、能生地域・青海地域は減

少している。

［能生地域 1.0ポイント減、糸魚川地域 0.2ポイント増、青海地域 4.7ポイント減］

○前回との比較では、「思う」の割合は、30代・40代・50代で増加しているが、その他
の年代では減少している。 ［20代 8.9ポイント減、30代 6.2ポイント増、40代 0.3
ポイント増、50代 4.4ポイント増、60代 9.7ポイント減、70代 2.2ポイント減］
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単純集計

問３　将来も糸魚川市に住み続けたいと思いますか

○全体では、「住み続けたい」が66.6％であり、「移りたい」が10.7％となっている。前回との比較では、「住
み続けたい」が2.2ポイント増加し、「移りたい」が1.5ポイント減少している。
○男女別では、男性のほうが「住み続けたい」の割合が5.6ポイント高くなっている。
○地域別では、「住み続けたい」の割合が、能生地域で一番高く69.5％、次いで糸魚川地域、青海地域の
順になっている。

○年齢別では、年代が高くなるにつれて、「住み続けたい」割合が高くなっているが、その中にあって30代
は前後の年代に比べて、その割合が高くなっている。

これから糸魚川市

に住み続けたい

66.6%

糸魚川市の近隣

市町村に移りたい

4.5%

糸魚川市・近隣市

町村以外に移りた

い 6.2%

わからない 19.3% 未回答 3.4%

これから

糸魚川市

に住み続

けたい
63.1%

糸魚川市

の近隣市

町村に移り

たい 3.9%

糸魚川市・

近隣市町

村以外に

移りたい
7.2%

わからな

い 23.3%
未回答

2.4%

これから

糸魚川市

に住み続

けたい
64.2%

糸魚川市

の近隣市

町村に移

りたい
4.6%

糸魚川市・

近隣市町

村以外に

移りたい
7.6%

わからな

い 21.5%
未回答

2.1%

H27
全体（n＝1,412）

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

「住み続けたい」 ･･･ 64.2％
「移りたい」 ･･･ 12.2％

「住み続けたい」 ･･･ 63.1％
「移りたい」 ･･･ 11.1％

「住み続けたい」 ･･･ 66.6％
「移りたい」 ･･･ 10.7％
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【性別】
【男性】

【女性】

【地域別】
【能生地域】

【糸魚川地域】

【青海地域】

○いずれの地域も、「住み続けたい」割合が増加し、能生地域で69.5％、糸魚川地域で
67.0％、青海地域で66.1％となっている。
○一方、「移りたい」割合も、３地域で減少し、糸魚川地域で10.2％、能生地域で11.0％、青
海地域で11.8％となっている。

○前回調査では、「住み続けたい」の割合は、男性で減少し、女性で増加していたが、今回
調査では、男性で増加し、女性で減少という結果となっている。
○一方、「移りたい」割合は、男性で微増、女性で微減となっており、前回調査とは逆の結果
となっている。

66.1%

63.3%

70.4%

4.1%

3.7%

4.4%

6.8%

6.8%

6.9%

21.1%

24.5%

16.4%

1.9%

1.6%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

将来も糸魚川市に住み続けたい 近隣市町村に住みたい 近隣市町村以外に住みたい わからない 未回答

60.1%

65.6%

64.8%

4.0%

5.0%

4.5%

7.2%

7.8%

5.5%

26.4%

19.6%

22.2%

2.3%

1.9%

3.1%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

61.7%

65.9%

69.5%

4.7%

4.9%

5.7%

4.7%

7.7%

5.3%

26.3%

20.7%

16.8%

2.6%

0.8%

2.7%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

65.1%

63.9%

67.0%

3.8%

4.0%

3.9%

7.8%

7.3%

6.3%

21.1%

22.3%

19.8%

2.1%

2.5%

3.0%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

58.9%

65.4%

66.1%

3.1%

5.6%

5.5%

9.1%

8.2%

6.3%

26.7%

19.9%

19.9%

2.1%

1.0%

2.2%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７
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【年齢別】
【10代】

【20代】

【30代】

【40代】

【50代】

【60代】

【70代】

○全体的に、年代が高くなるにつれて、「住み続けたい」割合が増加している。その中でも、
30代は前後の年代と比べて特にその割合が高くなっている。
○前回との比較では、「住み続けたい」割合は、60代と70代でわずかに減少しているが、そ
の他の年代では増加している。
○一方「移りたい」割合は、年代が高くなるにつれて、減少している。
○前回調査との比較では、「移りたい」割合は、50代と60代でわずかに増加しているが、そ
の他の年代では減少している。

32.6% 2.2% 19.6% 45.7% 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

将来も糸魚川市に住み続けたい 近隣市町村に住みたい 近隣市町村以外に住みたい わからない 未回答

31.2%

38.3%

41.4%

5.4%

7.1%

0.0%

18.1%

14.9%

15.7%

43.0%

39.7%

41.4%

2.3%

0.0%

1.4%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

49.1%

50.0%

66.9%

8.0%

8.3%

6.2%

8.5%

11.3%

7.7%

34.0%

29.2%

18.5%

0.5%

1.2%

0.8%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

55.4%

54.4%

54.6%

6.0%

6.1%

7.7%

12.0%

8.2%

6.0%

25.9%

29.9%

31.1%

0.8%

1.4%

0.5%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

65.5%

64.0%

65.3%

2.9%

1.6%

5.9%

7.4%

8.1%

7.2%

23.3%

23.3%

21.2%

1.0%

3.1%

0.5%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

72.6%

74.4%

73.6%

4.4%

2.9%

4.3%

4.4%

5.5%

4.3%

16.4%

15.4%

16.1%

2.3%

1.7%

1.6%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

76.1%

80.2%

77.1%

1.5%

4.2%

2.9%

2.9%

3.5%

3.4%

15.5%

9.4%

9.6%

4.0%

2.8%

6.9%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７
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単純集計

問４　ジオパークについて、どの程度知っていますか

※比較のため、前回調査項目の「わ
からない」は、「全く知らない」に加え
て集計した。

○全体では、「よく知っている」割合は、7.6％と低い数値ではあるが、「少し知っている」割合を合
わせた認知度は63.0％となっている。また、「名前程度は聞いたことがある」割合を含めると
93.6％と高い割合になり、大半の市民に認知されている。
○男女別では、「名前程度は聞いたことがある」を含めた認知度では、男性が95.3％、女性が
93.4％であり、女性のほうが男性より1.9ポイント高くなっている。
○地域別では、「名前程度は聞いたことがある」を含めた認知度では、青海地域が95.2％と一番
高く、次いで能生地域の94.7％、糸魚川地域の93.7％となっている。

よく知っている
7.6%

少し知っている
55.3%

名前程度はきいた

がことがある
30.6%

全く知らない 3.5% 未回答 3.0%

よく知って

いる 7.7%

少し知っ

ている
56.7%

名前程度

はきいた

がことが

ある
28.5%

全く知らな

い 5.6%
未回答

1.5%

H27
全体（n＝1,412）

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）

H17調査項目なし
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【性別】
【男性】

【女性】

【地域別】
【能生地域】

【糸魚川地域】

【青海地域】

○「知っている」「よく知っている」を合わせた認知度では、男性が67.9％、女性が59.0％であり、男性
のほうが女性より認知度が高い。
○「知っている」「よく知っている」に「名前程度は聞いたことがある」を加えた認知度では、男性が
95.3％、女性が93.4％となっている。
○前回との比較では、男性では1.4ポイント増加し、女性では1.2ポイント減少している。
○「全く知らない」割合は、男性で3.3％、女性で3.8％であり、前回より男性で1.6ポイント、女性で0.7ポ
イント減少している。

○「知っている」「よく知っている」を合わせた割合では、能生地域が60.3％、糸魚川地域が63.8％、青
海地域65.4％であり、青海地域が一番高く、次いで糸魚川地域、能生地域の順となっている。
○「知っている」「よく知っている」に「名前程度は聞いたことがある」を加えた認知度では、能生地域が
94.7％、糸魚川地域が93.7％、青海地域が95.2％となっており、青海地域が最も高く、次いで能生地
域、糸魚川域の順となっているが、いずれも90％を上回る高い数値となっている。
○「全く知らない」割合は、能生地域で3.4％、糸魚川地域3.7％、青海地域で2.6％となっており、前回
との比較では、能生地域で5.5ポイント、糸魚川地域で1.2ポイント、青海地域で1.0ポイントの減少と
なっている。

5.2%

5.9%

58.6%

53.1%

30.7%

34.4%

4.5%

3.8%

1.0%

2.8%

Ｈ２２

Ｈ２７

10.5%

10.2%

58.2%

57.7%

25.2%

27.4%

4.9%

3.3%

1.2%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ２２

Ｈ２７

よく知っている 少し知っている 名前程度はきいたがことがある 全く知らない 未回答

4.5%

7.6%

55.3%

52.7%

30.9%

34.4%

8.9%

3.4%

0.4%

1.9%

Ｈ２２

Ｈ２７

8.6%

7.5%

57.1%

56.3%

27.9%

29.9%

4.9%

3.7%

1.6%

2.6%

Ｈ２２

Ｈ２７

8.2%

8.9%

58.8%

56.5%

28.4%

29.9%

3.6%

2.6%

1.0%

2.2%

Ｈ２２

Ｈ２７
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【年齢別】
【10代】

【20代】

【30代】

【40代】

【50代】

【60代】

【70代】

○「よく知っている」と「少し知っている」を合わせた認知度は、20代と70代で増加しているものの、他
の年代では減少傾向となっている。
○「よく知っている」と「少し知っている」を合わせた認知度では、60代の69.6％が最も高く、次いで50代
の67.6％であり、20代の52.9％が一番低い。
○「名前程度は聞いたことがある」を合わせた認知度では、全ての年代で90％前後と高い割合となっ
ている。
○「全く知らない」割合は、60代で微増しているが、他の年代では減少している。

2.2% 78.3% 17.4% 0.0% 2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ２２

Ｈ２７

よく知っている 少し知っている 名前程度は聞いたがことがある 全く知らない 未回答

4.3%

4.3%

40.4%

48.6%

47.5%

41.4%

7.1%

5.7%

0.7%

0.0%

Ｈ２２

Ｈ２７

5.4%

6.2%

56.5%

49.2%

29.8%

36.9%

8.3%

6.9%

0.0%

0.8%

Ｈ２２

Ｈ２７

8.2%

4.9%

56.5%

49.7%

29.3%

41.0%

4.8%

4.4%

1.4%

0.0%

Ｈ２２

Ｈ２７

6.2%

13.1%

63.6%

54.5%

25.6%

30.6%

3.5%

1.8%

1.2%

0.0%

Ｈ２２

Ｈ２７

10.8%

8.1%

64.5%

61.5%

22.1%

27.0%

1.5%

2.2%

1.2%

1.2%

Ｈ２２

Ｈ２７

8.7%

7.6%

51.4%

54.5%

28.5%

27.5%

8.7%

3.7%

2.8%

6.6%

Ｈ２２

Ｈ２７
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現状の満足度　選択肢

今後の重要度　選択肢

( 1) 寝たきりや一人暮らしの高齢者に対する訪問福祉サービスの充実

( 2) 特別養護老人ホームなどの入所施設の充実

( 3) デイサービスやショートステイなどの在宅支援サービスの充実

( 4) 高齢者の社会参加など、いきがいづくり対策の推進

( 5) 地域福祉を支える市民のボランティア活動への支援

( 6) 障害のある人の自立・社会参加の支援と施設整備

( 7) 障害のある人、高齢者などが安全・安心に生活できるバリアフリー整備

( 8) 疾病予防及び各種健診事業の充実

( 9) 健康づくり・介護予防の充実

(10) 自殺予防対策の推進

(11) 地域医療体制の維持・充実

(12) 救急医療体制の維持・充実

(13) ３歳未満児保育、延長保育、学童保育など保育サービスの充実

(14) 保育料の軽減

(15) 育児休業など、家庭と両立できる職場環境づくりの促進

(16) 保育園、幼稚園施設の整備・充実

(17) 保育園、幼稚園などの保育・教育内容の充実

(18) 小学校、中学校、高等学校の教育内容の充実

(19) 学校教育施設の整備・充実

(20) 地域学習や教養を高める生涯学習の推進

(21) 生涯学習施設の整備・充実

(22) 芸術・文化活動の振興

(23) 芸術・文化活動の拠点施設の整備

(24) 文化財の保存活用と継承

(25) スポーツ、レクリエーション活動の振興

(26) スポーツ施設の整備・充実

(27) 国道・県道・地域高規格道路などの幹線道路の整備

(28) 市道など身近な生活道路の整備

(29) 鉄道やバスなどの利便性の向上

(30) 新幹線の利便性の向上

(31) インターネットやケーブルテレビなどの情報通信基盤の整備

(32) 土地区画整理事業などによる優良な市街地の形成

(33) 公営住宅の整備や持家支援など住環境の整備

(34) 地区公園・緑地・子どもの遊び場の整備

問５　あなたは次の項目について、現状の満足度や今後の重要度についてどのように感じています
か。あなたの考えに近いものをそれぞれ１つ選び、○をつけてください。

教

育

分

野

健

康

福

祉

分

野

重要である／ある程度重要である／あまり重要ではない／重要ではない／わからない

項目

生

活

基

盤

分

野

満足している／やや満足している／やや不満である／不満である／わからない
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(35) 安全で安定した水道水の供給

(36) 下水道などの生活排水処理施設の整備

(37) 安全な都市ガスの供給

(38) 災害に強い河川整備、治山・治水対策の推進

(39) きれいな海岸の保全と海辺の活用

(40) 働きやすい雇用環境の整備

(41) 地元就職促進や職業能力開発などの人材の確保と育成

(42) 既存企業の振興

(43) 新規企業の誘致

(44) 既存商店街の振興

(45) 起業や事業継承への支援

(46) ジオパークを活用した観光資源の連携と魅力づくり

(47) 誘客宣伝活動やイベントの実施

(48) 観光客の受け入れ体制の充実

(49) 農業・林業・漁業の担い手の確保や育成、販売力の強化

(50) 中山間地域の農業の振興

(51) 農業用水や農道など農村地域の基盤整備

(52) 森林整備と林業の活性化

(53) 水産業の振興

(54) 特産物の開発と地産地消の推進

(55) 自然環境に配慮したまちづくりの推進

(56) 清潔な地域環境の維持

(57) ゴミの減量化とリサイクルの推進

(58) 太陽光発電など新エネルギーの推進

(59) 大気や水質・騒音などの公害対策の推進

(60) 道路除排雪などを中心とする雪に強いまちづくりの推進

(61) 美しい街並みや景観の形成

(62) 火災、水害、地震、火山災害などへの防災・危機管理の充実

(63) 消防・救急体制の充実

(64) 防犯対策の充実

(65) 空き家安全管理の推進

(66) 交通安全対策の充実

(67) 消費者保護対策の充実

(68) 多文化共生社会の推進（国籍を問わず、全ての人が地域の一員として共に生きていくこと）

(69) 広報紙やホームページなど市民にわかりやすい行政情報の提供

(70) 市民参画のまちづくりの推進（各種委員会への公募市民の登用やパブリックコメントの実施など）

(71) 人権教育・人権啓発の推進

(72) 男女共同参画社会の推進

(73) 各地区自治会やコミュニティ団体等への活動支援

(74) 出会いの創出などの結婚支援

(75) 行政改革による効率的・効果的な行財政運営

(76) 移住やＵターン、地元定着の促進

(77) 空き家の利活用の推進

(78) 産業団体、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体などの各種団体との連携・協働による事業推進

地

域

づ

く

り

・

自

治

分

野

生

活

環

境

分

野

産

業

分

野

生
活
基
盤
分

野
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問５　健康福祉分野　満足度

3.1%

2.3%

5.8%

2.6%

2.5%

1.9%

1.8%

8.9%

4.7%

1.6%

2.6%

6.6%

5.9%

3.4%

1.9%

26.6%

13.6%

29.8%

20.2%

19.7%

15.7%

16.7%

36.4%

30.9%

10.3%

15.2%

21.7%

21.7%

14.0%

9.8%

18.0%

22.9%

17.6%

21.1%

17.3%

21.5%

27.8%

18.4%

20.8%

12.8%

24.7%

23.2%

14.1%

13.3%

19.8%

9.6%

26.3%

9.7%

10.3%

5.9%

10.0%

13.5%

7.4%

6.4%

8.5%

41.3%

28.8%

8.4%

9.7%

18.2%

38.6%

30.4%

32.6%

41.0%

51.4%

47.5%

36.8%

25.6%

33.7%

63.5%

13.2%

15.9%

46.5%

55.9%

46.1%

4.1%

4.5%

4.5%

4.8%

3.3%

3.5%

3.5%

3.3%

3.5%

3.3%

3.0%

3.8%

3.4%

3.7%

4.2%

0% 50% 100%

( 1) 寝たきりや一人暮らしの高齢者に対する訪問福
祉サービスの充実

( 2) 特別養護老人ホームなどの入所施設の充実

( 3) デイサービスやショートステイなどの在宅支援
サービスの充実

( 4) 高齢者の社会参加など、いきがいづくり対策の
推進

( 5) 地域福祉を支える市民のボランティア活動への
支援

( 6) 障害のある人の自立・社会参加の支援と施設整
備

( 7) 障害のある人、高齢者などが安全・安心に生活
できるバリアフリー整備

( 8) 疾病予防及び各種健診事業の充実

( 9) 健康づくり・介護予防の充実

(10) 自殺予防対策の推進

(11) 地域医療体制の維持・充実

(12) 救急医療体制の維持・充実

(13) ３歳未満児保育、延長保育、学童保育など保育
サービスの充実

(14) 保育料の軽減

(15) 育児休業など、家庭と両立できる職場環境づく
りの促進

健康福祉分野（全体）

満足している やや満足している やや不満である 不満である わからない 未回答

各項目

【健康福祉分野の満足度】

全体的な傾向としては満足度は低く、特に＜(6)障害のある人の自立・社会参加の支援と施設整備

＞、＜(7)障害のある人、高齢者などが安全・安心に生活できるバリアフリー整備＞、＜(10)自殺予防対

策の推進＞、＜(15)育児休業など家庭と両立できる職場環境づくりの促進＞の「満足している」が2%を

切っている。また、＜(3)デイサービスやショートステイなどの在宅支援サービスの充実＞、＜(8)疾病予

防及び各種検診事業の充実＞、＜(9)健康づくり・介護予防の充実＞が「満足している」「やや満足して

いる」の割合が3割超となっており、各種取り組みの成果が出つつあるものと思われる。
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問５　健康福祉分野　重要度

59.0%

62.5%

58.9%

41.5%

27.8%

36.8%

43.6%

44.3%

42.8%

41.1%

72.8%

73.3%

44.1%

35.8%

47.9%

28.5%

23.9%

27.6%

38.8%

49.3%

42.4%

40.7%

39.9%

41.5%

32.1%

17.8%

17.4%

34.3%

33.8%

31.2%

3.6%

4.1%

4.0%

4.8%

2.9%

5.0%

5.7%

5.6%

8.5%

13.0%

12.2%

7.9%

7.4%

7.2%

17.0%

3.9%

3.2%

12.9%

18.9%

12.0%

6.7%

6.7%

6.6%

6.7%

5.0%

5.6%

5.1%

5.5%

5.0%

4.9%

4.8%

5.2%

5.9%

5.3%

5.2%

0% 50% 100%

( 1) 寝たきりや一人暮らしの高齢者に対する訪問福
祉サービスの充実

( 2) 特別養護老人ホームなどの入所施設の充実

( 3) デイサービスやショートステイなどの在宅支援
サービスの充実

( 4) 高齢者の社会参加など、いきがいづくり対策の
推進

( 5) 地域福祉を支える市民のボランティア活動への
支援

( 6) 障害のある人の自立・社会参加の支援と施設整
備

( 7) 障害のある人、高齢者などが安全・安心に生活
できるバリアフリー整備

( 8) 疾病予防及び各種健診事業の充実

( 9) 健康づくり・介護予防の充実

(10) 自殺予防対策の推進

(11) 地域医療体制の維持・充実

(12) 救急医療体制の維持・充実

(13) ３歳未満児保育、延長保育、学童保育など保育
サービスの充実

(14) 保育料の軽減

(15) 育児休業など、家庭と両立できる職場環境づく
りの促進

健康福祉分野（全体）

重要である ある程度重要である あまり重要ではない 重要ではない わからない 未回答

各項目

【健康福祉分野の重要度】

全体的な傾向としてはどの項目も重要度が大変高く、一番低い＜（14）保育料の軽減＞でも69.6%と

なっている。特に＜(11)地域医療体制の維持・充実＞、＜(12)救急医療体制の維持・充実＞の「大変重

要である」割合が7割以上、＜( 1) 寝たきりや一人暮らしの高齢者に対する訪問福祉サービスの充実

＞、＜( 2) 特別養護老人ホームなどの入所施設の充実＞、＜( 3) デイサービスやショートステイなどの

在宅支援サービスの充実＞は6割前後と高く、生命に関わる介護・医療体制について重要視している

傾向があり、また満足度も低いことから、さらなる充実に向けた取り組みが求められていると思われる。
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問５　教育分野　満足度

8.4%

6.7%

5.2%

6.9%

3.8%

3.7%

3.7%

4.5%

6.6%

5.2%

5.6%

26.9%

24.7%

22.5%

26.0%

25.1%

23.5%

26.1%

22.6%

28.8%

31.1%

27.7%

14.5%

10.1%

16.6%

15.5%

16.4%

15.2%

14.4%

15.2%

12.3%

14.2%

18.3%

6.8%

4.6%

6.9%

6.4%

5.2%

6.2%

7.2%

7.4%

2.7%

4.4%

9.3%

39.3%

49.4%

44.8%

41.0%

45.5%

47.1%

44.9%

46.4%

44.4%

39.4%

33.4%

4.0%

4.4%

4.0%

4.2%

4.0%

4.4%

3.8%

3.8%

5.2%

5.7%

5.7%

0% 50% 100%

(16) 保育園、幼稚園施設の整備・充実

(17) 保育園、幼稚園などの保育・教育内容の充実

(18) 小学校、中学校、高等学校の教育内容の充実

(19) 学校教育施設の整備・充実

(20) 地域学習や教養を高める生涯学習の推進

(21) 生涯学習施設の整備・充実

(22) 芸術・文化活動の振興

(23) 芸術・文化活動の拠点施設の整備

(24) 文化財の保存活用と継承

(25) スポーツ、レクリエーション活動の振興

(26) スポーツ施設の整備・充実

教育分野（全体）

満足している やや満足している やや不満である 不満である わからない 未回答

各項目

【教育分野の満足度】

全ての項目において、「満足」の割合が「不満」より若干上回っているものの、その内訳としては「やや

満足している」の割合が高く、「満足している」の割合は1割にも満たない。また、多くの項目においても

「分からない」の割合が4割以上を占めており、この数値をどのように見るかが重要である。回答者に直

接関係のない項目については現状が分からず回答できなかったのではないかと思われる。
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問５　教育分野　重要度

39.5%

38.8%

49.3%

40.9%

26.1%

22.6%

17.5%

18.1%

25.7%

16.5%

19.3%

36.8%

35.8%

29.5%

35.6%

43.8%

44.3%

44.1%

41.4%

43.2%

50.6%

51.0%

3.8%

3.9%

2.3%

4.3%

8.5%

9.8%

13.0%

14.0%

8.1%

10.6%

9.4%

13.2%

15.3%

13.2%

12.7%

14.3%

15.7%

17.6%

17.7%

14.9%

13.0%

11.5%

5.9%

6.0%

5.6%

5.8%

5.7%

5.8%

5.2%

5.2%

6.8%

7.3%

7.2%

0% 50% 100%

(16) 保育園、幼稚園施設の整備・充実

(17) 保育園、幼稚園などの保育・教育内容の充実

(18) 小学校、中学校、高等学校の教育内容の充実

(19) 学校教育施設の整備・充実

(20) 地域学習や教養を高める生涯学習の推進

(21) 生涯学習施設の整備・充実

(22) 芸術・文化活動の振興

(23) 芸術・文化活動の拠点施設の整備

(24) 文化財の保存活用と継承

(25) スポーツ、レクリエーション活動の振興

(26) スポーツ施設の整備・充実

教育分野（全体）

重要である ある程度重要である あまり重要ではない 重要ではない わからない 未回答

各項目

【教育分野の重要度】

全体的な傾向としては、どの項目においても「重要」とする割合が6割以上となっており、特に＜（18）

小学校、中学校、高等学校の教育内容の充実＞、＜（19）学校教育施設の整備・充実＞の「大変重要

である」割合が約4割と高く、また＜（17）保育園、幼稚園などの保育・教育内容の充実＞の割合も38.8%

と高い。このことから、子どもが小さいうちからより良い教育を受けられる環境作りを求められているので

はないかと思われる。
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問５　生活基盤分野　満足度

9.6%

9.5%

3.6%

15.9%

10.4%

3.5%

3.1%

4.7%

35.8%

33.6%

37.2%

8.1%

6.7%

36.9%

37.6%

17.5%

31.9%

27.7%

18.0%

21.2%

23.2%

36.4%

36.8%

30.3%

30.7%

29.1%

23.5%

25.6%

27.8%

15.3%

14.0%

16.0%

19.0%

27.7%

10.6%

7.5%

4.7%

19.5%

23.9%

16.1%

15.8%

33.9%

11.8%

8.1%

8.5%

9.4%

16.1%

4.8%

4.5%

4.8%

10.0%

14.8%

8.3%

6.5%

12.4%

19.8%

34.6%

47.9%

41.1%

22.5%

7.4%

12.7%

17.6%

26.4%

20.0%

5.7%

5.0%

4.8%

5.2%

5.2%

6.0%

6.1%

5.8%

5.0%

5.0%

5.4%

5.2%

5.5%

0% 50% 100%

(27) 国道・県道・地域高規格道路などの幹線道路の
整備

(28) 市道など身近な生活道路の整備

(29) 鉄道やバスなどの利便性の向上

(30) 新幹線の利便性の向上

(31) インターネットやケーブルテレビなどの情報通信
基盤の整備

(32) 土地区画整理事業などによる優良な市街地の
形成

(33) 公営住宅の整備や持家支援など住環境の整備

(34) 地区公園・緑地・子どもの遊び場の整備

(35) 安全で安定した水道水の供給

(36) 下水道などの生活排水処理施設の整備

(37) 安全な都市ガスの供給

(38) 災害に強い河川整備、治山・治水対策の推進

(39) きれいな海岸の保全と海辺の活用

生活基盤分野（全体）

満足している やや満足している やや不満である 不満である わからない 未回答

各項目

【生活基盤分野の満足度】

（35）から（37）の上下水道と都市ガスの供給についての「満足している」割合が35%前後と高く、「やや

満足している」との合計では7割以上と大変高い。一方、＜（27）国道・県道・地域高規格道路などの幹

線道路の整備＞、＜（28）市道など身近な生活道路の整備＞の満足度のうち「やや満足している」の割

合が高く、不満も同程度の数値であることから、引き続き道路整備に注力していくべきかと思われる。

また、＜（29）鉄道やバスなどの利便性の向上＞の不満の割合が61.7%と高く、運行本数の減少などに

よる日常生活への影響があるものと思われる。
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問５　生活基盤分野　重要度

45.1%

45.2%

45.8%

33.6%

25.2%

18.5%

20.8%

29.7%

65.2%

59.1%

55.2%

64.5%

44.1%

38.9%

41.0%

38.5%

39.1%

38.2%

36.5%

44.1%

46.0%

21.6%

26.1%

24.3%

22.1%

36.3%

4.9%

4.7%

4.9%

9.6%

10.6%

11.5%

7.9%

7.6%

3.7%

5.8%

4.0%

8.2%

16.5%

24.2%

18.3%

8.9%

3.5%

5.0%

9.2%

5.7%

6.5%

6.5%

6.1%

6.1%

6.4%

6.3%

6.4%

6.9%

6.5%

6.4%

6.2%

6.8%

6.1%

6.7%

0% 50% 100%

(27) 国道・県道・地域高規格道路などの幹線道路の
整備

(28) 市道など身近な生活道路の整備

(29) 鉄道やバスなどの利便性の向上

(30) 新幹線の利便性の向上

(31) インターネットやケーブルテレビなどの情報通信
基盤の整備

(32) 土地区画整理事業などによる優良な市街地の
形成

(33) 公営住宅の整備や持家支援など住環境の整備

(34) 地区公園・緑地・子どもの遊び場の整備

(35) 安全で安定した水道水の供給

(36) 下水道などの生活排水処理施設の整備

(37) 安全な都市ガスの供給

(38) 災害に強い河川整備、治山・治水対策の推進

(39) きれいな海岸の保全と海辺の活用

生活基盤分野（全体）

重要である ある程度重要である あまり重要ではない 重要ではない わからない 未回答

各項目

【生活基盤分野の重要度】

全体的な傾向としてはどの項目も重要度が大変高く、一番低い＜(32) 土地区画整理事業などによる

優良な市街地の形成＞でも55%となっている。特に（35）から（37）の上下水道と都市ガスの供給につい

て重要視する割合が高く、次いで道路や交通機関、災害対策の割合も高い。

満足度との関係からは、特に＜（29）鉄道やバスなどの利便性の向上＞は重要度が84.3%と高いにも

かかわらず、満足度が20.1%と低くなっており、日常生活の足の確保が求められていると思われる。
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問５　産業分野　満足度

2.0%

1.6%

1.7%

0.6%

1.1%

0.5%

3.2%

2.8%

1.8%

1.3%

1.1%

3.0%

1.3%

2.4%

2.1%

11.8%

10.7%

14.1%

5.6%

5.5%

6.2%

18.1%

22.2%

12.5%

7.8%

8.0%

18.8%

8.6%

12.4%

17.1%

30.2%

28.6%

24.9%

20.7%

28.0%

20.0%

23.2%

24.4%

27.8%

26.1%

21.0%

15.4%

18.1%

17.4%

23.5%

30.9%

27.0%

16.5%

29.5%

36.0%

15.9%

18.7%

15.9%

24.0%

25.3%

18.0%

10.1%

13.9%

9.7%

14.5%

19.8%

27.1%

37.7%

38.5%

24.0%

51.6%

31.7%

29.3%

29.0%

34.6%

46.9%

47.8%

53.0%

52.8%

37.1%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.5%

5.8%

5.1%

5.3%

4.8%

4.9%

5.0%

4.8%

5.1%

5.3%

5.6%

0% 50% 100%

(40) 働きやすい雇用環境の整備

(41) 地元就職促進や職業能力開発などの人材の確
保と育成

(42) 既存企業の振興

(43) 新規企業の誘致

(44) 既存商店街の振興

(45) 起業や事業継承への支援

(46) ジオパークを活用した観光資源の連携と魅力づ
くり

(47) 誘客宣伝活動やイベントの実施

(48) 観光客の受け入れ体制の充実

(49) 農業・林業・漁業の担い手の確保や育成、販売
力の強化

(50) 中山間地域の農業の振興

(51) 農業用水や農道など農村地域の基盤整備

(52) 森林整備と林業の活性化

(53) 水産業の振興

(54) 特産物の開発と地産地消の推進

産業分野（全体）

満足している やや満足している やや不満である 不満である わからない 未回答

各項目

【産業分野の満足度】

他の分野と比較しても非常に低い満足度となっており、「満足している」の回答は全ての項目において

3.2%以下となっている。「やや満足している」の割合と合わせても一番高い＜（47）誘客宣伝活動やイベ

ントの実施＞が25%である。一方、不満の割合は軒並み高いものの、「わからない」の回答も多い。

（43）～（45）の満足度が6%前後と低いことから、働く場所の拡充や、商店街の活性化、新規事業への

取り組みなどが求められていると思われる。
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問５　産業分野　重要度

63.2%

58.7%

45.6%

41.4%

36.0%

28.9%

32.4%

31.9%

38.6%

42.9%

29.7%

25.0%

24.4%

26.1%

37.2%

22.9%

25.1%

30.2%

32.2%

37.3%

38.9%

37.8%

41.2%

39.2%

35.5%

36.3%

39.4%

37.0%

39.1%

36.6%

3.8%

4.1%

6.7%

4.7%

7.4%

6.4%

3.9%

2.3%

6.2%

6.5%

6.5%

4.8%

4.1%

6.2%

8.1%

13.7%

14.7%

10.3%

18.6%

12.2%

11.3%

10.0%

12.3%

19.3%

21.2%

24.2%

22.0%

14.4%

6.2%

5.9%

6.2%

6.6%

7.0%

7.6%

6.5%

6.7%

6.5%

6.4%

6.9%

6.7%

6.7%

7.0%

6.7%

0% 50% 100%

(40) 働きやすい雇用環境の整備

(41) 地元就職促進や職業能力開発などの人材の確
保と育成

(42) 既存企業の振興

(43) 新規企業の誘致

(44) 既存商店街の振興

(45) 起業や事業継承への支援

(46) ジオパークを活用した観光資源の連携と魅力づ
くり

(47) 誘客宣伝活動やイベントの実施

(48) 観光客の受け入れ体制の充実

(49) 農業・林業・漁業の担い手の確保や育成、販売
力の強化

(50) 中山間地域の農業の振興

(51) 農業用水や農道など農村地域の基盤整備

(52) 森林整備と林業の活性化

(53) 水産業の振興

(54) 特産物の開発と地産地消の推進

産業分野（全体）

重要である ある程度重要である あまり重要ではない 重要ではない わからない 未回答

各項目

【産業分野の重要度】

全体的な傾向としてはどの項目も重要度が大変高い。特に（40）～（41）の重要度の割合が高く、80%

を超えている。一方で、（50）～（53）の第一次産業に関わる分野で「わからない」の回答が2割近くあり、

自身に関係ない分野への関心が低いものと思われる。

産業分野の全ての項目について、満足度が低く重要度が高いことから、今以上の取り組みを進める

必要がある。
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問５　生活環境分野　満足度

4.4%

6.9%

10.6%

2.2%

4.7%

6.7%

5.0%

4.3%

13.2%

5.4%

1.2%

6.9%

2.5%

4.7%

23.3%

38.1%

40.6%

10.6%

23.4%

28.2%

28.0%

29.2%

42.1%

29.2%

7.2%

38.0%

17.7%

20.5%

24.6%

22.0%

19.1%

20.0%

21.0%

27.5%

26.1%

26.1%

14.4%

22.3%

26.3%

19.2%

20.8%

13.7%

11.2%

7.9%

6.9%

11.7%

11.1%

21.8%

13.2%

10.5%

7.2%

6.8%

21.4%

6.7%

9.3%

4.0%

30.7%

18.8%

17.7%

50.1%

34.2%

10.7%

22.4%

23.7%

16.9%

29.5%

38.0%

22.9%

43.0%

51.0%

5.9%

6.2%

5.2%

5.5%

5.5%

5.2%

5.3%

6.2%

6.3%

6.8%

5.9%

6.2%

6.7%

6.2%

0% 50% 100%

(55) 自然環境に配慮したまちづくりの推進

(56) 清潔な地域環境の維持

(57) ゴミの減量化とリサイクルの推進

(58) 太陽光発電など新エネルギーの推進

(59) 大気や水質・騒音などの公害対策の推進

(60) 道路除排雪などを中心とする雪に強いまちづく
りの推進

(61) 美しい街並みや景観の形成

(62) 火災、水害、地震、火山災害などへの防災・危
機管理の充実

(63) 消防・救急体制の充実

(64) 防犯対策の充実

(65) 空き家安全管理の推進

(66) 交通安全対策の充実

(67) 消費者保護対策の充実

(68) 多文化共生社会の推進（国籍を問わず、全ての
人が地域の一員として共に生きていくこと）

生活環境分野（全体）

満足している やや満足している やや不満である 不満である わからない 未回答

各項目

【生活環境分野の満足度】

＜（63）消防・救急体制の充実＞の満足度が55.3%と一番高く、次いで＜（57）ゴミの減量化とリサイク

ルの推進＞（51.2%）、＜（56）清潔な地域環境の維持＞（45.0%）、＜（66）交通安全対策の充実＞

（44.9%）も高い傾向にある。

一方、＜(60)道路除排雪などを中心とする雪に強いまちづくりの推進＞の不満度が49.3%と非常に高

く、満足度の34.9%を大きく上回っている。

また、＜(68) 多文化共生社会の推進（国籍を問わず、全ての人が地域の一員として共に生きていくこ

と）＞の「わからない」の割合が半数を超えており、これをどう捉えるか慎重に判断する必要がある。
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問５　生活環境分野　重要度

35.3%

43.1%

44.8%

31.3%

41.5%

58.6%

33.9%

66.1%

68.8%

56.7%

34.5%

47.7%

34.1%

25.0%

39.9%

39.9%

39.9%

33.3%

35.8%

30.0%

43.2%

21.7%

20.4%

28.9%

42.4%

37.0%

38.3%

39.9%

5.4%

8.9%

5.2%

7.9%

0.8%

4.2%

5.9%

9.3%

10.7%

5.9%

5.3%

16.7%

9.9%

3.5%

6.9%

4.7%

3.1%

5.5%

10.4%

5.0%

14.0%

17.2%

7.3%

7.0%

6.2%

6.2%

6.4%

5.4%

6.0%

6.5%

6.6%

7.1%

6.9%

7.2%

6.9%

6.7%

0% 50% 100%

(55) 自然環境に配慮したまちづくりの推進

(56) 清潔な地域環境の維持

(57) ゴミの減量化とリサイクルの推進

(58) 太陽光発電など新エネルギーの推進

(59) 大気や水質・騒音などの公害対策の推進

(60) 道路除排雪などを中心とする雪に強いまちづく
りの推進

(61) 美しい街並みや景観の形成

(62) 火災、水害、地震、火山災害などへの防災・危
機管理の充実

(63) 消防・救急体制の充実

(64) 防犯対策の充実

(65) 空き家安全管理の推進

(66) 交通安全対策の充実

(67) 消費者保護対策の充実

(68) 多文化共生社会の推進（国籍を問わず、全ての
人が地域の一員として共に生きていくこと）

生活環境分野（全体）

重要である ある程度重要である あまり重要ではない 重要ではない わからない 未回答

各項目

【生活環境分野の重要度】

全体的な傾向としてはどの項目も重要度が大変高い。特に、＜(60)道路除排雪などを中心とする雪に

強いまちづくりの推進＞の満足度が34.9%と低く、重要度が88.6%と非常に高いことから、冬場の快適な

生活が送れるよう雪に強いまちづくりが求められていると思われる。

また、（62）～（64）の防災・救急・防犯に関する重要度がいずれも80%以上となっており、（63）を除く2

項目の満足度がそれほど高くないことから、より一層の対応が求められていると思われる。

- 69 -



問５　地域づくり・自治分野　満足度

13.5%

5.0%

3.5%

2.8%

3.8%

2.3%

1.7%

1.6%

0.9%

1.6%

43.2%

23.2%

21.1%

20.6%

26.8%

11.8%

12.3%

11.2%

7.2%

12.1%

17.0%

15.0%

13.5%

17.7%

16.4%

17.9%

21.1%

25.2%

22.8%

17.1%

5.0%

3.6%

4.7%

5.9%

5.8%

12.5%

11.8%

17.7%

20.4%

8.0%

15.2%

46.8%

50.6%

46.7%

40.9%

49.3%

45.8%

37.6%

42.1%

55.0%

6.0%

6.3%

6.5%

6.2%

6.4%

6.2%

7.2%

6.7%

6.6%

6.2%

0% 50% 100%

(69) 広報紙やホームページなど市民にわかりやすい
行政情報の提供

(70) 市民参画のまちづくりの推進（各種委員会への
公募市民の登用やパブリックコメントの実施など）

(71) 人権教育・人権啓発の推進

(72) 男女共同参画社会の推進

(73) 各地区自治会やコミュニティ団体等への活動支
援

(74) 出会いの創出などの結婚支援

(75) 行政改革による効率的・効果的な行財政運営

(76) 移住やＵターン、地元定着の促進

(77) 空き家の利活用の推進

(78) 産業団体、行政機関、教育機関、金融機関、労
働団体などの各種団体との連携・協働による事業推

進

地域づくり・自治分野（全体）

満足している やや満足している やや不満である 不満である わからない 未回答

各項目

【地域づくり・自治分野の満足度】

＜(69)広報紙やホームページなど市民にわかりやすい行政情報の提供＞では満足度が50%を超えて

いるものの、他項目では＜(73)各地区自治会やコミュニティ団体等への活動支援＞が30%を超えている

ほかは軒並み20%台以下となっている。一方、（75）～（77）の行政運営・移住・空き家活用の不満度が

30%を超えている。

また、（69）を除く全体的に「わからない」の回答数が高く、低いものでも37.6%、高いものでは55%となっ

ている。回答者に関係のない項目については、現状が分からず回答できなかったものと思われる。
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問５　地域づくり・自治分野　重要度

34.6%

17.6%

23.7%

23.4%

20.8%

28.0%

36.4%

41.3%

29.0%

26.2%

43.8%

41.5%

38.2%

39.6%

44.4%

33.9%

31.2%

36.0%

40.1%

36.3%

6.8%

10.1%

7.5%

9.1%

9.1%

10.3%

3.7%

3.4%

7.2%

5.4%

0.9%

2.1%

1.9%

2.2%

1.6%

3.6%

0.5%

0.7%

1.8%

0.8%

7.2%

21.4%

21.1%

18.5%

16.8%

17.4%

20.1%

11.7%

15.0%

24.3%

6.7%

7.3%

7.4%

7.2%

7.4%

6.9%

8.2%

6.9%

6.9%

7.0%

0% 50% 100%

(69) 広報紙やホームページなど市民にわかりやすい
行政情報の提供

(70) 市民参画のまちづくりの推進（各種委員会への
公募市民の登用やパブリックコメントの実施など）

(71) 人権教育・人権啓発の推進

(72) 男女共同参画社会の推進

(73) 各地区自治会やコミュニティ団体等への活動支
援

(74) 出会いの創出などの結婚支援

(75) 行政改革による効率的・効果的な行財政運営

(76) 移住やＵターン、地元定着の促進

(77) 空き家の利活用の推進

(78) 産業団体、行政機関、教育機関、金融機関、労
働団体などの各種団体との連携・協働による事業推

進

地域づくり・自治分野（全体）

重要である ある程度重要である あまり重要ではない 重要ではない わからない 未回答

各項目

【地域づくり・自治分野の重要度】

どの項目も重要度が半数を超えているが、特に＜(69)広報紙やホームページなど市民にわかりやす

い行政情報の提供＞については78.4%と高い数値となっている。

また、＜(76)移住やＵターン、地元定着の促進＞が77.3%と高く、不満度も42.9%と高い割合であること

から、市外への転出を減らす、卒業後に帰省・就職できる環境づくりが求められていると思われる。
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分野の区分（６分野）及び取組項目（78項目）を設定した。

満足度、重要度の評価を点数化した「平均スコア」により各項目の比較を行った。

満足度の平均スコアは、
「満足している」に＋２
「やや満足している」に＋１
「わからない」に０
「やや不満である」に－１
「不満である」に－２

を与え、その平均点について、小数点以下第３位を四捨五入し、小数点第2位までを表示している。
無回答については計算から除外した。

※　重要度の平均スコアも満足度と同様の方法で算出した。

【問５】　平均値スコアの考え方

分野の調査との区分及び取組項目の設定

比較の方法・・・平均スコア

平均スコアの算出方法
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■「平均スコア」の高い取り組み
１位 (37) 安全な都市ガスの供給（0.96）
２位 (35) 安全で安定した水道水の供給（0.92）
２位 (36) 下水道などの生活排水処理施設の整備（0.92）
４位 (69) 広報紙やホームページなど市民にわかりやすい行政情報の提供（0.46）
５位 (63) 消防・救急体制の充実（0.42）

■「平均スコア」の低い取り組み
１位 (44) 既存商店街の振興（-0.98）
２位 (11) 地域医療体制の維持・充実（-0.90）
３位 (40) 働きやすい雇用環境の整備（-0.80）
４位 (43) 新規企業の誘致（-0.77）
５位 (29) 鉄道やバスなどの利便性の向上（-0.74）

【問５】　平均スコア　全体　満足度

-0.21

0.10
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-0.51

-0.05
-0.12

-0.60
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-0.30

-0.20

-0.10
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づ
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り
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分
野

満足度

満足度の平均スコアは、教育分野と生活基盤分野がプラス方向に伸びているが、それ以外の分野に

おいては、「不満である」「やや不満である」の回答が多く、特に産業分野においては大きなマイナスと

なっている。

＜平均スコアの高い取り組み＞は、１～３位を生活基盤分野が占めており、上下水道や都市ガスの供

給などのライフラインについては、満足度が比較的高いと言える。

一方、＜平均スコアの低い取り組み＞は、５件のうち３件が雇用環境の整備などの産業分野となって

いる。これらから、産業振興・雇用環境の創出が求められていると思われる。
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■「平均スコア」の高い取り組み
１位 (12) 救急医療体制の維持・充実（1.72）
２位 (11) 地域医療体制の維持・充実（1.71）
３位 (63) 消防・救急体制の充実（1.68）
４位 (62) 火災、水害、地震、火山災害などへの防災・危機管理の充実（1.63）
５位 (38) 災害に強い河川整備、治山・治水対策の推進（1.59）

■「平均スコア」の低い取り組み
１位 (23) 芸術・文化活動の拠点施設の整備（0.60）
１位 (32) 土地区画整理事業などによる優良な市街地の形成（0.60）
３位 (22) 芸術・文化活動の振興（0.64）
４位 (70) 市民参画のまちづくりの推進（0.67）
５位 (25) スポーツ、レクリエーション活動の振興（0.74）

【問５】　平均スコア　全体　重要度
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重要度

重要度は、各分野とも高いスコアとなっているが、教育分野、地域づくり・自治分野は他の分野に比較

して若干低いスコアとなっている。これは、「わからない」「未回答」との回答が多かったことにより、平均

スコアが他の分野に比較して低い結果になっていると思われる。

＜平均スコアの高い取り組み＞としては、医療関連項目2件、生活環境関連2件、生活基盤関連1件

があげられている。

＜平均スコアの低い取り組み＞としては、市民生活をより豊かにすると思われる思われる項目が複数

挙がっている。

重要度はいずれも高い結果となっていることから、特に満足度の低い健康福祉分野や産業分野に重

点をおいた対策が求められる。
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> 　／　 重要度

(21) 生涯学習施設の整備・充実

(22) 芸術・文化活動の振興

(23) 芸術・文化活動の拠点施設の整備

(24) 文化財の保存活用と継承

(25) スポーツ、レクリエーション活動の振興

(26) スポーツ施設の整備・充実

(18) 小学校、中学校、高等学校の教育内容の充実

(17) 保育園、幼稚園などの保育・教育内容の充実

(16) 保育園、幼稚園施設の整備・充実

(9) 健康づくり・介護予防の充実

【問５】　平均スコア <満足度

(8) 疾病予防及び各種健診事業の充実

(10) 自殺予防対策の推進

(20) 地域学習や教養を高める生涯学習の推進

健

康

福

祉

分

野

(11) 地域医療体制の維持・充実

(6) 障害のある人の自立・社会参加の支援と施設整備

(12) 救急医療体制の維持・充実

(19) 学校教育施設の整備・充実

教

育

分

野

(1) 寝たきりや一人暮らしの高齢者に対する訪問福祉サービスの充実

(2) 特別養護老人ホームなどの入所施設の充実

(3) デイサービスやショートステイなどの在宅支援サービスの充実

(4) 高齢者の社会参加など、いきがいづくり対策の推進

(5) 地域福祉を支える市民のボランティア活動への支援

(13) ３歳未満児保育、延長保育、学童保育など保育サービスの充実

(14) 保育料の軽減

(15) 育児休業など、家庭と両立できる職場環境づくりの促進

(7) 障害のある人、高齢者などが安全・安心に生活できるバリア
　　 フリー整備

0.02

0.20

0.26

0.02

0.05

0.04

0.06

0.12

0.03

0.20

0.16

-0.44

-0.12

0.03

-0.48

-0.90

-0.17

0.07

0.22

-0.36

-0.23

-0.04

-0.17

0.05

-0.60

-0.05

0.83

0.74

0.90

0.60

0.64

0.81

0.90

1.19

1.33

1.16

1.18

1.29

1.03

1.26

1.72

1.71

1.14

1.30

1.32

1.31

1.19

1.04

1.25

1.54

1.58

1.56
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満足度全体平均 重要度全体平均
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- 76 -



 　／　 重要度 >

(52) 森林整備と林業の活性化

(39) きれいな海岸の保全と海辺の活用

生

活

基

盤

分

野

産

業

分

野

(43) 新規企業の誘致

(44) 既存商店街の振興

(45) 起業や事業継承への支援

(46) ジオパークを活用した観光資源の連携と魅力づくり

(49) 農業・林業・漁業の担い手の確保や育成、販売力の強化

(50) 中山間地域の農業の振興

(51) 農業用水や農道など農村地域の基盤整備

(36) 下水道などの生活排水処理施設の整備

(37) 安全な都市ガスの供給

(38) 災害に強い河川整備、治山・治水対策の推進

(47) 誘客宣伝活動やイベントの実施

(48) 観光客の受け入れ体制の充実

【問５】　平均スコア <満足度

(54) 特産物の開発と地産地消の推進

(27) 国道・県道・地域高規格道路などの幹線道路の整備

(28) 市道など身近な生活道路の整備

(29) 鉄道やバスなどの利便性の向上

(40) 働きやすい雇用環境の整備

(41) 地元就職促進や職業能力開発などの人材の確保と育成

(42) 既存企業の振興

(53) 水産業の振興

(30) 新幹線の利便性の向上

(31) インターネットやケーブルテレビなどの情報通信基盤の整備

(33) 公営住宅の整備や持家支援など住環境の整備

(32) 土地区画整理事業などによる優良な市街地の形成

(34) 地区公園・緑地・子どもの遊び場の整備

(35) 安全で安定した水道水の供給
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 　／　 重要度 >【問５】　平均スコア <満足度

(58) 太陽光発電など新エネルギーの推進

(59) 大気や水質・騒音などの公害対策の推進

(60) 道路除排雪などを中心とする雪に強いまちづくりの推進

(61) 美しい街並みや景観の形成

(68) 多文化共生社会の推進（国籍を問わず、全ての人が地域の一員
　　　として共に生きていくこと）

(62) 火災、水害、地震、火山災害などへの防災・危機管理の充実

(63) 消防・救急体制の充実

(64) 防犯対策の充実

(65) 空き家安全管理の推進

(66) 交通安全対策の充実

地

域

づ

く

り

・

自

治

分

野

生

活

環

境

分

野

(69) 広報紙やホームページなど市民にわかりやすい行政情報の提供

(70) 市民参画のまちづくりの推進（各種委員会への公募市民の登用
　　　やパブリックコメントの実施など）

(71) 人権教育・人権啓発の推進

(74) 出会いの創出などの結婚支援

(75) 行政改革による効率的・効果的な行財政運営

(76) 移住やＵターン、地元定着の促進

(77) 空き家の利活用の推進

(78) 産業団体、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体などの
　　　各種団体との連携・協働による事業推進

(55) 自然環境に配慮したまちづくりの推進

(56) 清潔な地域環境の維持

(67) 消費者保護対策の充実

(72) 男女共同参画社会の推進

(73) 各地区自治会やコミュニティ団体等への活動支援

(57) ゴミの減量化とリサイクルの推進
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単純集計

問６　行政サービスと市民の負担のあり方について

○全体では、「現状くらい」の割合が一番多く57.1％であり、前回と比較すると6.4ポイント高くなっている。
「負担が増えてもよい」の割合は、12.7％であり、前回と比較すると2.1ポイント低くなっている。「減らしたほ
うがよい」の割合は、8.3％であり、前回から9.2ポイント減少している。
○男女別では、男女ともに「現状くらいがよい」が一番多く約5割を占めている。
○地域別では、３地域ともに「現状くらいがよい」が一番多くなっており、次いで「どちらともいえない」「負担

が増えてもよい」の順になっている。

○年齢別では、全ての年代において「現状くらいがよい」が一番多く、5～6割を占めている。

市民の費用負担

が多少増えてもよ

いので、行政サー

ビスを充実させる

12.7%

市民の費用負担

は現状くらいで、

現在の行政サービ

スを維持する
57.1%

市民の費用負担を

減らすため、行政

サービスが低下し

てもやむをえない
8.3%

どちらともいえない
17.1%

未回答 4.9%

行政サービスを

充実させるため

に、市民の費用

負担が少々増え

てもよい 7.5%

行政サービスと

市民の費用負担

バランスは、現在

くらいがよい
53.4%

行政サービスが

少々低下してもよ

いので、市民の

費用負担減らし

た方がよい
19.6%

わからない 14.2%
未回答 5.2%

行政サービスを

充実させるため

に、市民の費用

負担が少々増え

てもよい 14.8%

行政サービスと

市民の費用負担

バランスは、現在

くらいがよい
50.7%

行政サービスが

少々低下してもよ

いので、市民の

費用負担減らし

た方がよい
17.5%

わからない 12.9%
未回答 4.1%

H27
全体（n＝1,412）

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）
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【性別】
【男性】

【女性】

【地域別】
【能生地域】

【糸魚川地域】

【青海地域】

○「現状くらいがよい」が男女とも一番多く、男性で55.7％、女性で59.2となっている。次いで「どちらと
もいえない」「費用負担が多少増えてもよい」の順となっている。
○前回との比較では、男女ともに「現状くらいがよい」「どちらともいえない」が増加し、「費用負担が多
少増えてもよい」「費用負担を減らしたほうがよい」が現象している。「費用負担を減らしたほうがよい」
の割合が男女とも前回より半減しているのが特徴的である。

○３地域ともに「現状くらいがよい」が一番多く、青海地域が59.4％で最も多く、糸魚川地域57.5％、能
生地域55.7％となっており、いずれの地域も過半数を超えている。
○前回との比較では、３地域ともに「現状くらいがよい」「どちらともいえない」の割合が増加し、「費用
負担が多少増えてもよい」「費用負担を減らしたほうがよい」の割合が減少している。

11.3%

17.8%

16.3%

51.6%

47.9%

55.7%

22.3%

21.5%

10.3%

10.6%

10.5%

14.4%

4.3%

2.3%

3.3%
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Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

費用負担が多少増えてもよい 現状くらいがよい 費用負担を減らしたほうがよい どちらともいえない 未回答

4.9%

11.5%

9.4%

56.3%

56.7%

59.2%

17.4%

12.4%

6.7%

16.6%

14.2%

19.4%

4.7%

5.2%

5.3%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

6.9%

13.8%

11.8%

52.7%

54.9%

55.7%

21.0%

18.3%

8.8%

14.1%

10.2%

18.7%

5.4%

2.8%

5.0%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

8.2%

14.9%

12.6%

53.1%

49.8%

57.5%

19.2%

17.9%

8.3%

15.2%

13.1%

16.7%

4.4%

4.4%

4.9%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

6.7%

16.3%

13.3%

58.0%

49.3%

59.4%

19.3%

15.7%

8.1%

10.5%

15.0%

15.5%

5.5%

3.6%

3.7%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７
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【年齢別】
【10代】

【20代】

【30代】

【40代】

【50代】

【60代】

【70代】

○どの年代も「現状くらいがよい」が一番多くなっており、前回との比較では、50代を除いて全ての年代で増加し
ている。
○「どちらともいえない」の割合は、20代と70代で減少しているが、他の年代では増加している。
○「費用負担を減らしたほうがよい」の割合は、全ての年代で減少しており、他の設問と比較して特徴的な結果
として表れている。

13.0% 39.1% 10.9% 34.8% 2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

費用負担が多少増えてもよい 現状くらいがよい 費用負担を減らしたほうがよい どちらともいえない 未回答

6.3%

17.0%

15.7%

56.1%

38.3%

50.0%

21.3%

21.3%

12.9%

14.9%

22.0%

21.4%

1.4%

1.4%

0.0%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

4.2%

14.9%

15.4%

61.3%

50.0%

60.0%

17.0%

20.2%

10.0%

16.5%

12.5%

14.6%

0.9%

2.4%

0.0%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

10.0%

16.3%

11.5%

51.4%

48.3%

59.6%

19.5%

17.7%

8.2%

16.3%

12.9%

18.6%

2.8%

4.8%

2.2%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

8.8%

16.3%

16.2%

55.5%

55.0%

54.5%

18.6%

15.9%

7.2%

14.0%

10.5%

19.4%

3.1%

2.3%

2.7%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

7.4%

13.7%

13.4%

54.1%

55.2%

59.9%

19.8%

18.3%

7.1%

12.0%

9.3%

16.5%

6.7%

3.5%

3.1%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

7.5%

14.2%

8.8%

50.1%

49.7%

58.7%

20.1%

13.2%

8.1%

13.5%

15.6%

14.0%

8.8%

7.3%

10.3%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７
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単純集計

問７　行政と市民の役割分担のあり方について

○全体では、「現状の役割分担の範囲内がよい」とする割合が48.7％で一番多く、前回と比較すると0.6ポ
イントの微増となっている。「役割分担が増えてもよい」とする割合は19.3％であり、前回と比較すると1.3ポ
イント減少している。「役割分担は最小限にとどめる」とする割合は15.0％であり、前回から6.6ポイント高く
なっている。

○男女別では、男女ともに「現状の役割分担の範囲内がよい」とする割合が一番多く、男性で44.8％、女性
で52.7％となっており、女性のほうが7.9ポイント高くなっている。
○地域別では、３地域とも「現状の役割分担の範囲内がよい」とする割合が一番多く、その中でも糸魚川地

域が51.0％で最も高く、次いで能生地域の47.3％、青海地域の44.3％となっている。

市民の役割分担

が増えてもよいの

で、さらによりよい

まちづくりを進める

19.3%

今くらいの市民の

役割分担の範囲

内でまちづくりを進

める 48.7%

市民の役割分担

は最小限にとどめ

てまちづくりを進め

る 15.0%

どちらともいえない
12.3%

未回答 4.6%

よりよいまちづ

くりのため、今

以上の市民の

役割分担が増

えてもよい 7.5%

今の市民の役

割分担の範囲

内で、まちづくり

を行うべきであ

る 53.4%

行政サービス

が少し低下して

も、市民の役割

分担は最小限

にすべきである

19.6%

どちらともいえ

ない 14.2%
未回答 5.2%

よりよいまちづ

くりのため、今

以上の市民の

役割分担が増

えてもよい

20.6%

今の市民の役

割分担の範囲

内で、まちづくり

を行うべきであ

る 48.1%

行政サービス

が少し低下して

も、市民の役割

分担は最小限

にすべきである

8.4%

どちらともいえ

ない 18.5%
未回答 4.4%

H27
全体（n＝1,412）

H22
全体（n＝1,384）

H17
全体（n＝2,157）
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【性別】
【男性】

【女性】

【地域別】
【能生地域】

【糸魚川地域】

【青海地域】

○「現状の役割分担の範囲内がよい」が男女とも一番多く、次いで「役割分担が増えてもよい」となっている。
「現状の役割分担の範囲内がよい」では女性のほうが多く、「役割分担が増えてもよい」では男性が多くなって
いる。
○前回との比較では、「現状の役割分担の範囲内がよい」の割合は、男性で1.9ポイント減少し、女性で3.0ポイ
ント増加している。
○「役割分担が増えてもよい」とする割合は、男性で0.3ポイント増加し、女性で2.4ポイント減少している。
○「役割分担は最小限にとどめる」とする割合は、男性で7.0ポイント増加し、女性で5.5ポイント増加している。

○３地域ともに「現状の役割分担の範囲内がよい」が一番多く、糸魚川地域が51.0％で最も多く、能生地域
47.3％、青海地域44.3％となっている。
○前回との比較では、「現状の役割分担の範囲内がよい」の割合では、糸魚川地域で4.6ポイント増加している
のに対し、能生地域で4.7ポイント、青海地域で4.4ポイント減少している。
○「役割分担が増えてもよい」とする割合は、３地域とも大きく変化していないのに対して、「役割分担は最小限
にとどめる」とする割合は、３地域とも増加している。

11.3%

22.7%

23.0%

51.6%

46.7%

44.8%

22.3%

11.0%

18.0%

10.6%

17.3%

11.3%

4.3%

2.3%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

役割分担が増えてもよい 現状の役割分担の範囲内がよい 役割分担は最小限にとどめる どちらともいえない 未回答

4.9%

18.6%

16.2%

56.3%

49.7%

52.7%

17.4%

7.4%

12.9%

16.6%

19.8%

12.9%

4.7%

4.5%

5.3%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

6.9%

18.7%

16.8%

52.7%

52.0%

47.3%

21.0%

7.7%

18.3%

14.1%

17.5%

13.0%

5.4%

4.1%

4.6%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

8.2%

22.3%

19.8%

53.1%

46.4%

51.0%

19.2%

7.7%

13.4%

15.2%

18.7%

11.3%

4.4%

4.9%

4.5%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

6.7%

18.3%

19.2%

58.0%

48.7%

44.3%

19.3%

10.8%

18.1%

10.5%

19.0%

14.0%

5.5%

3.3%

4.4%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７
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【年齢別】
【10代】

【20代】

【30代】

【40代】

【50代】

【60代】

【70代】

○全ての年代において、「現状の役割分担の範囲内がよい」とする割合が一番多く、30代の58.5％が最も高く、
60代の45.0％が最も低い。
○「役割分担が増えてもよい」とする割合は、年代で増減にバラつきが見られるが、20代で9.4ポイント増加して
いる点が顕著である。
○「役割分担は最小限にとどめる」とする割合は、全ての年代で増加傾向であり、まちづくりにおける役割分担
はあまり増やさないことが期待されている。

15.2% 50.0% 8.7% 23.9% 2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２７

役割分担が増えてもよい 現状の役割分担の範囲内がよい 役割分担は最小限にとどめる どちらともいえない 未回答
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0.0%
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21.9%

51.4%
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19.5%
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55.5%

49.6%
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18.6%
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23.0%
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13.3%
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20.1%
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Ｈ１７
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【a.新幹線の活用（23件）】

（特徴的な意見）

新幹線とバスの接続改善。（男性・30代・青海）

北陸新幹線で糸魚川におりて観光がしてみたい(東京で言うはとバス)。（女性・60代・糸魚川）

【b.ジオパーク関係（70件）】

（特徴的な意見）

【c.糸魚川駅前、周辺エリアの拡充（65件）】

（特徴的な意見）

駅前の店の整備(日本海側)アルプス側駅口に店を配備。（男性・10代・糸魚川）

駅前（糸魚川駅日本海口）に喫茶店等のお店を作って客を増やす。（女性・20代・青海）

問８　当市に訪れる人を増やす交流人口拡大の取組について、ご意見、ご提案がありましたらご自由に
お書きください。（箇条書きでお願いいたします。）

駅中を充実させる。例えば地酒やビールが朝から晩までいつでも飲める「角打ちBar」を作る。糸魚
川の名産品やお土産物なども小分けパック（単価￥100～￥200）で販売しその場で買って帰ってく
れる「試食・試飲Bar」として。すっきりとオシャレな感じで敢えて立ち飲みか椅子を設置するとしても
高くて小さくて背もたれのないものにすることで長居・泥酔を防ぐ。ジオラマ鉄道模型などが見えると
ころならさらに良い。（女性・40代・糸魚川）

駅だけきれいにするんじゃなくて町にショッピングモールや食べ物屋さんを増やして楽しい町にす
るべき。（女性・10代・糸魚川）

ジオパークを生かし、全国的な研修施設を作る、又、糸魚川世界ジオパークの石として、親不知、
青海、糸魚川海岸の日本一、ヒスイ、石ころタウンとして全国向けに、もっと強力にアピールして、糸
魚川市に誘客を計る。（男性・70代・能生）

全国に糸魚川市をアピールしていく。TVなど（スキー場、温泉、ジオパーク、海水浴など）糸魚川に
しかないものをアピールしていく。（女性・40代・能生）

ジオパークの自然景観を活かすためにも宿泊施設のサービスが必要であり、街中散策のための商
店街の振興や駅種変の観光案内の充実が必要(経済効果がより多くなる施策の推進が必要となり
ます)。（男性・60代・糸魚川）

駅前通り商店街の活気がないように感じる。また、シャッターが下りている店が多い。開店していて
も店に入りづらい。（女性・20代・糸魚川）

イベントにお金をかけ、一時的な集客に頼っていても意味が無いように感じます。新幹線も通り、首
都圏から近くなったことを利用し、糸魚川の四季、自然、人を身近に感じられる事、他の地域ではあ
まり見られない一つの事に特化した取り組みをしてみてはどうかと思います。（女性・40代・青海）

ジオパークは広域なので、個人旅行では難しい地域だと思う。修学旅行、団体ツアー客向けに、更
に力を入れた方が良い。糸魚川の自然はすばらしいが、他の有名観光地には劣る。旅館、ホテル
を美しくきれいにする助成をし、人材教育も充実させてみては？宿泊地でのやりとりは、一番時間
の長いコミュニケーションの場。そこで気持ち良く過ごせたら、心に残る旅になるのではないか。（女
性・40代・糸魚川）
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【d.観光資源の活用・PR（150件）】

（特徴的な意見）

駅から各観光地への交通の便をもう少し良くした方がいいと思う（女性・10代・糸魚川）

【e.大型ショッピングモール・アウトレット・アミューズメント等大型施設の誘致（17件）】

（特徴的な意見）

【f.港・空港の活用（7件）】

（特徴的な意見）

姫川港の釣り人への開放（男性・40代・糸魚川）

映画やドラマの撮影なども誘致する（筒石の漁港など美しいと思います）（女性・40代・糸魚川）

自然などの観光で糸魚川に来る人が増えるのも良いが、店などがもっと良くなれば良い。大きな
ショッピングモールとか。（女性・20代・糸魚川）

駅だけきれいにするんじゃなくて町にショッピングモールや食べ物屋さんを増やして楽しい町にす
るべき。（女性・10代・糸魚川）

私の地元(関西)では北陸地方への旅行パンフレットや宣伝をよく目にするが糸魚川のものは殆どな
い。知ってもらわなければ訪れる人が増えることはないと思います。他の地域にない良さを大きくＰ
Ｒしてそれを継続させることが大切ではないだろうか。（女性・30代・能生）

コンビニが多い様な気がします。映画館や気軽に入れるスーパーや安くてサイズも沢山ある衣料
品、ファーストフード（とにかく質が良いのも）やリサイクルショップ、また、病院なども、技術のある病
院など。（女性・40代・青海）

富山空港へ降りる中国・韓国の観光客を糸魚川へ招き入れる工夫がない→高速道及び8号線のど
こにも中国語・韓国語の看板一枚もない。→8号線に大規模な「道の駅」の建設を考えたらどうです
か。（男性・70代・糸魚川）

自然を利用した観光の目玉をつくること　例6月～9月かぶと虫の里かぶと虫、くわがた虫がたくさん
とれるように整備（男性・30代・糸魚川）

新たに観光施設を作るのではなく、眠っている自然を有効に生かす（例）福ヶ口ルート、橋立金山
跡など（男性・70代・青海）

全国の大学にこのまちを知ってもらい（ジオを中心とした関心のある若者）定期的に学生を受け入
れ、観光や魅力をアピールする取り組み（女性・50代・糸魚川）

観光資源のＰＲ　富山県の方式優れている。空港に行けば全県の詳細且使い易いパンフレット入
手出来る（男性・70代・糸魚川）

駅の周辺の活気がない。ちょっと時間があったので、足を伸ばして海を見に来たのに、駅周辺には
何もなく、市内観光するのには時間が足りない。白馬に来た観光客の声でした。（女性・60代・糸魚
川）

子供がまた来たくなるようなアウトレット施設やアミューズメントやカジノや遊園地をつくれ（男性・40
代・糸魚川）

港を利用して親不知、能生等へのクルーズ海からの景観と上陸してお食事や回りを見て歩く等の
楽しみ方も有るのでは。お魚料理のおいしい所は？と質問される事もありますよ。お酒も美味だし
駅の正面壁等利用して、もっと宣伝しては、夜の駅(日本海側)壁面が薄暗く淋しい感じがします。
（女性・60代・糸魚川）

力屋観光汽船の協力を得て、姫川港から、佐渡小木間～能登珠洲間のトライアングル航路を提案
します。（男性・50代・糸魚川）
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【g.海・山・川・雪・田・畑など自然の活用（127件）】

（特徴的な意見）

【h.映画・ドラマ・テレビ番組・音楽等の誘致・芸能人の活用（15件）】

（特徴的な意見）

有名な芸能人・アーティストなどを呼ぶ（呼んでイベントやフェスなどを行う）（女性・10代・糸魚川）

野外フェスの実施　自然を利用したアトラクションで人を呼ぶ（男性・30代・糸魚川）

映画やドラマの撮影なども誘致する（筒石の漁港など美しいと思います）（女性・40代・糸魚川）

フォッサマグナでナイトシアターとかライブ特設ステージとか？（女性・50代・糸魚川）

【i.専門学校・大学等の誘致（9件）】

（特徴的な意見）

糸魚川市に水産大学を作ったらどうか（海洋高校の進学）（女性・20代・糸魚川）

大学・短大・専門学校の誘致（男性・40代・糸魚川）

冬は荒れる海、夏は静かな海を売りものに、海の見える、駅の近くにくつろげる場所など…（女性・
70代・糸魚川）

海、川、山に面し、四季も明確にあり、それぞれの食文化を生かした料理の提供にて、観光資源と
したい（山菜料理など）（男性・60代・糸魚川）

糸魚川市を舞台にしたエンタメ・メディア作品の制作または制作のサポート（小説、漫画、映画ｅｔｃ
特に糸魚川で映画を撮ってもらうとアピール度高い。国内だけで考えず海外の人に撮ってもらうと
か）（女性・30代・糸魚川）

せっかくスキー場等があるので冬以外での利用！野外ライブ等！思った以上に人が出ているので
もっと拡大を！（女性・30代・糸魚川）

海あり川あり山ありで、糸魚川は自然がいっぱい！！穴場だと思う。色々頑張ってＰＲもしています
が、もっと多くの人に知ってもらいたい。何かもう一つ足りないのか・・・！？（女性・60代・糸魚川）

この期間は残雪の塩の道を歩ける※土日休日にこだわるあまり参加者が逆に少なくなる。平日に新
幹線を利用される客をターゲットにして朝糸魚川着→バス→塩の道、半日コース日帰り→お風呂→
ごはん→夕方新？。一日コース（泊）→お風呂→泊→ジオサイト→（男性・50代・糸魚川）

せっかくキレイな海、山があるのに、あまり美しくない。都会の様にもう少しリゾート感が出たら、だれ
もがきたくなる町になると思う。お店も上越にくらべて少なすぎると思う。（女性・20代・青海）

山間地域の畑や田んぼをネットで２４ｈ中継し、小さい区画にして、作物を育てる。その区画を都会
の人に買ってもらう。（レンタル？）（男性・30代・糸魚川）

若い人（学生や結婚し子どもを産む）人達が、住み生活しやすいようにしてほしい。例えば大学や
専門学校を作る。（女性・30代・糸魚川）
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【j.合宿・留学・体験学習等（9件）】

（特徴的な意見）

学校単位の受け入れ拡大（自然学校、合宿、大会など）（女性・40代・青海）

小中学校へ田舎留学（女性・60代・糸魚川）

【k.スポーツ振興（9件）】

（特徴的な意見）

スポーツ大会の積極的受入・補助（男性・50代・糸魚川）

【l.道路・鉄道・バス・自転車・交通・通信・各種インフラの整備等（33件）】

（特徴的な意見）

公共交通機関の充実(糸魚川市に来るまでと来た後の両方)（男性・10代・糸魚川）

市内の自転車道の整備（ロードバイク等で走る場所が市内には少ない）（男性・60代・糸魚川）

【m.宣伝・PR活動（88件）】

（特徴的な意見）

イベントやホームページを活用して、ＰＲしこの町について知ってもらう（女性・10代・能生）

案内看板をよりよくする。糸魚川を旅する人のために（女性・60代・糸魚川）

四季折々のイベントを計画するも情報の発信、宣伝不足を感じることが多い（女性・50代・糸魚川）

【n.宿泊施設の充実（14件）】

（特徴的な意見）

学生さんの夏季合宿（スポーツ（テニス）、勉強等）が出来る様な施設をつくる。（糸魚川市を宣伝
し、良い所だと思って頂き移住して頂けたら良い）(女性・50代・能生)

四季ごとのスポーツに力を入れる。スノーボードやサーフィン。プロへの地域で育成。（女性・20代・
糸魚川）

オリンピック競技になっている若者が好きなスポーツ施設の充実を図る(他市にないもの)（男性・30
代・糸魚川）

糸魚川～大町までの道路が悪い。信州とのつながりが悪い。大糸線は姫川渓谷鉄道なのだから全
面ガラス張り窓に希望。（男性・60代・糸魚川）

他地域の交流をし安くする為の交通機関を整備していく（特に大糸線の整備等に力を入れる）（女
性・70代・能生）

フォトコンテストの実施など→写真が上手い人が応募する→インターネット時代なのですぐ情報が
広がる→興味を持つ人が増える（男性・30代・糸魚川）

他の地域で宿泊施設の特別（高級だったり田舎だったり）な雰囲気を目で見て、すぐ感じられる所、
その土地の古い伝承等を分かりやすく理解できる体験に満足したことがあるので、そんなものを糸
魚川にもあればと。全体的に古くさくて汚い感じがします。（女性・30代・能生）

交流人口拡大はいらない!!自然のままでよい。変な場所に「ジオ」の看板立てるな!!（男性・40代・糸
魚川）
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【o.交流人口拡大（42件）】

（特徴的な意見）

【p.イベント・体験（68件）】

（特徴的な意見）

年間を通し定期的なイベントの開催。曜日にこだわることなく。（男性・50代・糸魚川）

全国レベルのイベント（大小に関係なく）等を数多く催す。（男性・60代・糸魚川）

【q.食（44件）】

（特徴的な意見）

パンフ等の充実(中心市街地以外)(飲食店)（男性・30代・糸魚川）

農業(食)の発信（女性・50代・糸魚川）

「交流人口拡大の」意味が分からない。糸魚川市で本当に必要なのですか？（男性・40代・糸魚
川）

イベント(おまんた祭り、クラシックカー等)だけでは継続性が無いと考えます。糸魚川にしかないお
土産、お菓子、テーマパーク、宿泊施設、あったら良いと思います。たまたま昨日行って来た妙高
のイルミネーション良かったですよ。（男性・30代・糸魚川）

リーズナブルな金額で全国の青少年部をも受入れる。少なくても（60～80人）一緒に宿泊できる施
設（女性・60代・青海）

ジオパーク等、観光面で交流人口を拡大しているように思うが、一過性の事と思われる。リピーター
が増える様な面に力を入れることを望む（男性・60代・能生）

姉妹都市を増加するか密接（関係を深め）交流を深めるために互いの土地を観光ｏｒ訪問する回数
を増やす（女性・60代・青海）

各地のジオパークを見ても、ジオパークのみでは人を呼び込めていない。もっと奴奈川姫を有効に
利用すべき。具体的には、ストーリを見つけ、出雲のような関連した地域(町)と友好関係を築き、人
的交流を進めるべき（男性・50代・青海）

市街(商店街等）良くやっていると思うが、イベントの時だけ人が多いのが気にかかる（男性・70代・
青海）

転出した人に一定期間、就職情報や子育て支援情報を送る(イベント情報なども…)（女性・30代・
糸魚川）

駐車場の確保。お祭りなどのイベントがあっても駐車場がわからないことがあると思う。満車だったと
きの案内も。（女性・20代・能生）

ブラック焼きそばより、もっと風土に合ったもので、ここでしか食べられないものがよいと思う。他の市
町村や他都道府県に持ち出して売り出すと、誰も糸魚川まで来てくれません（女性・30代・能生）

市内にリピーターのある施設（例　ディズニーランドのようなもの）遊びや食べ物、お土産等で活性
化を計る（男性・40代・糸魚川）

③能生奴奈川姫行列とベニズワイ大食い大会と糸魚川魚祭り(甘エビ、フクラギ、カワハギ、アジ、
親不知モズク、岩ガキ)の同時開催（男性・60代・糸魚川）
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【r.古民家・空き家の活用（12件）】

（特徴的な意見）

空き家や古民家の活用(安く泊まれる→長く滞在できる)（女性・50代・青海）

空き家を若者が事業を起こしやすいように市でお金を負担する（男性・60代・能生）

移住体験のできる家（空家を利用）を活用する（女性・50代・能生）

【s.雇用・企業誘致（20件）】

（特徴的な意見）

【t.商店街（7件）】

（特徴的な意見）

訪れた人が商店が「お休み」？と思わせない工夫（女性・50代・糸魚川）

商店街が早く閉めすぎ(本町通りの人通りが少ない）（男性・70代・青海）

【z.その他（135件）】

女性の出産や育児を支援の立場から全国的に圧倒的なレベルの高い支援を行えば女性が増え、
結果男性の労働人口が増え、結果働き手の多い市として企業誘致ができるシステムになると良い
です。（性別・年齢・居住地不明）

糸魚川市で買物をしたくても商店がありません。期待はしていませんが魅力のある商店が一軒でも
あればと思います。（女性・60代・糸魚川）

新規企業誘致による雇用及び地学における学校誘致による若い人の定住促進（女性・70代・糸魚
川）
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【問８】　557件（箇条書き830件）

ID 答 性別 年齢 居住地 分類
2 新幹線駅舎を利用した取り組み。まず「下車」を。 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 a

6
他府県の市町村などと、もっと連けいが出来て、まとまった形でア
ピール出来る様な事が出来たら良いな、と、思います

女性 ５０歳～５９歳 青海 m

8 糸魚川―松本間の道路（準高速・高速）安全道路の確保 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l

8
ヒスイ海岸（糸魚川の砂浜）への誘致を求めている様であるにもか
かわらず、以外に砂浜が危険で狭い

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

9 必要でない行事はへらす 男性 ５０歳～５９歳 能生 z

10

ジオパークを生かし、全国的な研修施設を作る、又、糸魚川世界
ジオパークの石として、親不知、青海、糸魚川海岸の日本一、ヒス
イ、石ころタウンとして全国向けに、もっと強力にアピールして、糸
魚川市に誘客を計る

男性 ７０歳以上 能生 bg

11 バスツアーによる体験型観光 女性 ４０歳～４９歳 能生 d
11 田・畑を期間を決めてレンタルする（都市圏にアピール） 女性 ４０歳～４９歳 能生 g
14 センスがない人が、イベントを考えない 男性 ４０歳～４９歳 能生 p
14 保守的な考えをまずなくす（旧市内の人） 男性 ４０歳～４９歳 能生 z
17 糸魚川アピール 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 m
19 基幹産業の誘致 二次産業の活性化及び拡大 男性 ６０歳～６９歳 青海 z

19
駅前（日本海・アルプス）に商業施設を導入　観光案内所　明るく
イベントらしさ 人材

男性 ６０歳～６９歳 青海 cdg

19
ジオパークの定義を考えると困難と思うが、糸魚川市広範囲に及
ぶ観光施設（地）及びジオが点座している為、これらを結ぶ総合交
通体系が必要

男性 ６０歳～６９歳 青海 bcd

22

イベントにお金をかけ、一時的な集客に頼っていても意味が無い
ように感じます。新幹線も通り、首都圏から近くなったことを利用
し、糸魚川の四季、自然、人を身近に感じられる事、他の地域では
あまり見られない一つの事に特化した取り組みをしてみてはどう
かと思います。

女性 ４０歳～４９歳 青海 cg

27 好印象を与える工夫、これにつきる。 男性 ７０歳以上 能生 c
28 特産品を売りにする（米・野菜・果物） 性別不明 ７０歳以上 能生 c

29
市内には観光に適した場所が多いのに、アクセス道路、案内標識
等の整備が不足している。地域住民が訪れない場所に観光客は
来ない。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 cd

33 新幹線が通ったので駅周辺のお土産や遊べる場所などの充実 男性 ４０歳～４９歳 能生 c
35 糸魚川の自然・観光等のアピールが足りない。 男性 ５０歳～５９歳 青海 cdg

36
リピート客がくるためには、又、糸魚川にきたいという魅力がない
といけない。ジオパークの名をいかに生かすかにかかっていま
す。

女性 ５０歳～５９歳 青海 bc

46 駅弁の充実 女性 ２０歳～２９歳 青海 c

52
駅南口の通りを商店街にして市の産物や名品を売る。コンビニや
弁当屋やパン屋etcも作る

女性 ７０歳以上 糸魚川 c

52 無料の駐車場を駅周辺に作る。 女性 ７０歳以上 糸魚川 c

52
ジオパークのマイコミ平（ひすい峡も）を整備充実して、すぐ行ける
ようにする。

女性 ７０歳以上 糸魚川 bc

58
自然などの観光で糸魚川に来る人が増えるのも良いが、店などが
もっと良くなれば良い。大きなショッピングモールとか。

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 cdeg

59 イベントの情報をラジオテレビなどを利用しＰＲする 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c
60 バスツアー 女性 ６０歳～６９歳 青海 c
60 農業の体験 女性 ６０歳～６９歳 青海 c
60 イベントを増やす 女性 ６０歳～６９歳 青海 c
61 新幹線の停車駅をもっとアピールする 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c
63 都会にいる人達に宣伝してもらう 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c
64 大糸線有効運用強化 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 c

67
私も糸魚川の魅力に気づけてないので、まず市民が自信をもって
良いところだとアピールできないと、人は集まらないと思う。

女性 ３０歳～３９歳 青海 c

68
新幹線をおりた後の交通の便が悪すぎるため、来るハードルが高
い。移動ができなければ来るメリットはない。

男性 ３０歳～３９歳 能生 c

71 糸魚川駅に海水浴グッズを置き、貸し出す。 男性 ５０歳～５９歳 青海 cg
71 自然体験学習で都会の小中学生の修学旅行を誘致する 男性 ５０歳～５９歳 青海 c
78 糸魚川市に来たいと思う事は少ないと思う。 男性 ４０歳～４９歳 青海 c
78 人を呼ぶのに「目玉商品」がない店には来ないと思う 男性 ４０歳～４９歳 青海 c
79 メディアの活用（積極的なプレゼン、話題提供作り） 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c
79 各種イベントの開催 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c

80

「ビーチホールまがたま」は催しの時だけ使うので、場所的にも
もったいない。その場所に「みちの駅」を作り、休憩する場所、観光
物産等を販売し、糸魚川の魅力を伝えたら、せっかく海が見える
所なので・・・

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 dg

81
豊かな観光資源を有効に活用できる巡回バス・観光プランとかの
内容を充実させる

男性 ７０歳以上 糸魚川 d

81
駅前の店舗の整備をする　日本海が見られる歩道等を設置する
展望台も可

男性 ７０歳以上 糸魚川 cg

81 ＰＲ活動をもっとする 男性 ７０歳以上 糸魚川 m
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【問８】　557件（箇条書き830件）

ID 答 性別 年齢 居住地 分類

82
富山の様な大きな公園を造ったり、アウトレットモール、コストコの
誘致。

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 e

84 市の魅力を県内ですらアピールできていない 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 m
86 情報の発信 男性 ３０歳～３９歳 能生 mm
88 自然を生かした宿泊施設など 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 n
88 ジオパーク探検 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
88 古民家の再利用 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 r
88 田んぼ(田植え・稲かり）体験 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 g
89 糸魚川の特色を生かす 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 z
89 ミュージシャンを糸魚川での公演希望！！ 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 h
90 駅前商店街の活性化 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c

91
温泉山あり海あり、食を上口く、その上交通事情がこの上もなく、
良くなって来たのをＰＲ、それもテレビを上手くつかう

女性 ７０歳以上 青海 dg

91 現代はＰＲの時代だと思います。 女性 ７０歳以上 青海 m
92 海洋資源を利用する 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 g
102 イベントを増やす 女性 ７０歳以上 糸魚川 p
104 ジオパークの各地区ジオサイトをめぐる各種プランの作成とPR 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
104 体験滞在施設を各地区に設置 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 p

108
王国館売店の方々にも他県の人々にジオパークの場所、交通等
答えられるようにしていただきたい（27年4月に来県した人の話）

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

110 観光地の整備（道路、駐車場等も含む） 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d
110 宿泊施設充実 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 n
111 登山ブームの有効活用（百名山が2つもある） 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 g
111 姫川港の釣り人への開放 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 fg
111 キハ52の有効活用（飾っておくだけではもったいない） 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d
114 専門学校を作る 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i
114 高速バスなどでバスツアーに何ヶ所か入れる 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l
114 海・山をもっとアピールする 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g
115 当市を訪れるでなく移住する人を増やす政策をして下さい 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

116
世界ジオパークは良いのですが他市の方では1回見聞きすれば、
そうそう続けて来市するとは考えられず、もう少し思い切った観光
都市を再検討し日本一をいくつか作る事

男性 ７０歳以上 糸魚川 bd

118 知名度は低いかなと思います。人材バンクを作り活用する。 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

118
糸魚川は谷・谷に特色があります。それぞれの人々にも特出した
人がいます

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

118
地域ニュース、ドラマ、番組、歌、独自性を打ち出す。普通の糸魚
川人から。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 h

119

私の友人は冬の雪がなければ糸魚川市に住みたいと言っている
ので、やはり（除雪）もちろんがんばってやってもらっていますが、
常に雪のない道路作りにして頂きたいと思います。特に山の方に
住んでいる人たちは大変なようです。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

123
老若男女がたのしく過ごせる場所。例えば大きなひとつの場所で
衣料、食料、食堂など過ごせる場所がほしいです

男性 ７０歳以上 糸魚川 q

124 観光施設の充実（今ある施設を見直す。建て替えなど） 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d
125 大小なりとイベントを多く行うように 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 p
128 駅前通りが新装なったので商店街を活性化させる 女性 ７０歳以上 糸魚川 c
128 駅前通りの商店の税金を安くして撤退しないよう指導する 女性 ７０歳以上 糸魚川 c
133 農・漁の特産品の活用 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 q
133 各ジオパークへの道路の整備（交通アクセスの便利性） 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

138
大手旅行会社に定期的に出向き関連資料の説明、又は来場して
もらう

男性 ７０歳以上 青海 p

138 6大都市等にキャラバンを繰出しお客を誘致する 男性 ７０歳以上 青海 p
138 JR、タクシー、バス会社との連絡を密にする 男性 ７０歳以上 青海 l
143 金をかけても良い、大きな目玉となるところを作る 男性 ７０歳以上 糸魚川 z

143
PRがへたくそ。金を掛けてもネットやテレビで糸魚川を宣伝して下
さい

男性 ７０歳以上 糸魚川 m

143 中途半端なところを作ってもだれも糸魚川に来ない 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
144 ”糸魚川”という名をもっともっと広め知ってもらう 女性 ３０歳～３９歳 能生 z

145
住居費無料で若い夫婦が安心して住める住宅を確保して糸魚川
市外の市町村（60ｋｍ付近）から糸魚川に来て住んでもらい糸魚
川から職場までの通勤費用は市が援助する

男性 ７０歳以上 糸魚川 r

147 新幹線の停車を機会に新規名所を作る 男性 ４０歳～４９歳 青海 a
147 アウトレットモールなど 男性 ４０歳～４９歳 青海 e
151 移住体験のできる家（空家を利用）を活用する 女性 ５０歳～５９歳 能生 r

153
有名な芸能人・アーティストなどを呼ぶ（呼んでイベントやフェスな
どを行う）

女性 １５歳～１９歳 糸魚川 h

153 海などの自然を生かした何か 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 g
153 糸魚川にしか無いような物・施設・グルメの振興 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 d

155
イオンをつくる（イオンなどの上越にわざわざ買い物に行かなくて
いいような建物をつくる）

女性 １５歳～１９歳 糸魚川 e

156 観光地の宣伝が少ないようである 女性 ７０歳以上 糸魚川 d
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157
更に一年中松本方面から観光で来やすい施設（例えば金沢の近
江市場みたいな）を作る。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d

157
夏になると松本方面から海水浴に多く来る。その時の客を温泉な
どに利用してもらう

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 dg

159 ポスター等広告の利用 男性 ７０歳以上 能生 m
160 食物（米・魚）を生かした取組は良いのではないでしょうか 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 q
161 空き家の活用 男性 ７０歳以上 糸魚川 r

162
のどかな景観に甘えすぎ？地道に指導にたえられるほうが良いで
すね。

女性 ７０歳以上 能生 z

163 糸魚川市の名物等を訪れた人にサービスする 女性 ７０歳以上 青海 p
166 長野県の安曇野市を見習って頂きたい 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z
167 もっとイベントを打ち出してほしい 女性 ４０歳～４９歳 青海 p
167 新幹線での利便性をアピールした観光プランなど 女性 ４０歳～４９歳 青海 ad

172
海・山自然が豊かなのに、荒波（日本海）夕日を見ながら食事をし
たり宿泊できる所がもっと沢山有ったほうが良いのでは・・・パワー
スポットとか・・・

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 g

175
交流人口を拡大することは大事なことであるが定住人口の少ない
ところ交流人口の拡大はない。先ず定住人口を先に考を求めるべ
きでは

男性 ７０歳以上 糸魚川 o

177
高速道路や新幹線が通っても何も変わらない糸魚川、最近では何
も変わらない糸魚川が逆に好きになってきている。いつお穏やか
で静かな街であることが嬉しい

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 az

179 糸魚川の自然をもっとアピールしてほしい 性別不明 居住地不明 g

183
フォッサマグナミュージアムに食堂があれば良い。土日営業、予約
制でも

男性 ７０歳以上 糸魚川 b

183 甘エビをメーンにした料理などは 男性 ７０歳以上 糸魚川 q
183 海・山・川、都会にはない自然を生かす 男性 ７０歳以上 糸魚川 g

185
親不知子不知の自然と遼？の高い海とヒスイとして有名なところ
を宣伝してほしい

女性 ７０歳以上 青海 g

187 空き家で1泊するとか 女性 ７０歳以上 糸魚川 r
197 押上の浜に道の駅のような施設を作ったらどうか 女性 ７０歳以上 糸魚川 d

198
受け入れ体制が整っていない。観光地周辺の整備が不充分であ
る。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d

201 駅から各観光地への交通の便をもう少し良くした方がいいと思う 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 d
202 駅周辺にマリンドリームの様な施設 男性 ５０歳～５９歳 青海 c
203 市外の親戚、縁者、友人等の招待、おもてなし 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
203 特産物を更に開発し全国に向けてＰＲ活動 男性 ７０歳以上 糸魚川 m
203 企業誘致を進め多くの働く場を作る 男性 ７０歳以上 糸魚川 s
204 市民が一体となれる企画力が必要 男性 ５０歳～５９歳 能生 z
208 糸魚川市の魅力をＰＲする 女性 ７０歳以上 糸魚川 m

209
特定の人しか参加していない様に思うので、もっと参加をアピール
する

性別不明 ５０歳～５９歳 糸魚川 m

214 市の良い所をもっとアピールする 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 m
215 住居体験、職業体験 男性 ４０歳～４９歳 能生 p
216 町起こしの企画と実践 女性 ７０歳以上 糸魚川 p
216 大都市での当市の特産品等の展示会の増加 女性 ７０歳以上 糸魚川 p
219 都市住人のニーズに対して、自然や文化を紹介する 女性 ７０歳以上 能生 p

226
糸魚川にはたくさんの魅力があるのでメディアを使って情報を発
信する

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 p

226
交流人口を増やす前に、糸魚川市民が糸魚川の良い所をもっと
知るべき

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 o

227 糸魚川の「これ」を求めて来る売りを考案する 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z
227 宿泊施設の充実とサービス内容の向上 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 n
227 新幹線停車回数の増加 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 a
228 観光に力を入れて、ヒスイに力入れて 女性 ７０歳以上 糸魚川 d

229
ブラック焼きそばより、もっと風土に合ったもので、ここでしか食べ
られないものがよいと思う。他の市町村や他都道府県に持ち出し
て売り出すと、誰も糸魚川まで来てくれません

女性 ３０歳～３９歳 能生 q

229

他の地域で宿泊施設の特別（高級だったり田舎だったり）な雰囲
気を目で見て、すぐ感じられる所、その土地の古い伝承等を分か
りやすく理解できる体験に満足したことがあるので、そんなものを
糸魚川にもあればと。全体的に古くさくて汚い感じがします。

女性 ３０歳～３９歳 能生 n

230 駅前の商業施設を拡充する 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 c

232
２４のジオサイトをどの様に見学して廻れば良いか、タイムスケ
ジュール表（コース）案内があれば良い

男性 ６０歳～６９歳 能生 bm

232 季節の見どころがわかる様に案内する 男性 ６０歳～６９歳 能生 p

237
積極的な声がけで、人と人とのつながり、リピーターが増えたらい
いと思います

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 p

240 リピーターを増やすようなイベントを考える 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 p
241 ジオパーク 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
241 取組強化 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
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244 今まで以上に真剣に取り組んで欲しい 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

250
海あり川あり山ありで、糸魚川は自然がいっぱい！！穴場だと思
う。色々頑張ってＰＲもしていますが、もっと多くの人に知ってもら
いたい。何かもう一つ足りないのか・・・！？

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

259 交流人口拡大は良い事だが、市にどれだけお金が入るかが問題 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 o
260 食べ物系のイベント 男性 ５０歳～５９歳 青海 p
260 情報誌などで宣伝 男性 ５０歳～５９歳 青海 m
261 観光資源が豊富にあるので、施設を作るべきだと思います 男性 １５歳～１９歳 青海 d
264 市のＨＰの内容充実 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 p

264
まず県民へのアピール。下越の人は糸魚川がジオパークの町で
あることやブラック焼きそばも知らない人が多い

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b

268 体験留学 女性 ５０歳～５９歳 青海 j
269 専門学校誘致又は設立 男性 ７０歳以上 糸魚川 i

270
目先のイベント等の開催等で無くて、企業誘致などで町を元気に
する

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 p

273 今のジオパークの取組をすすめていければ良いと思います。 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
274 宝飾関係の事業は？ 男性 ３０歳～３９歳 能生 z
274 観光設備の充実・糸魚川のメイン事業の発案と徹底 男性 ３０歳～３９歳 能生 d
276 市道の整備・維持がなされていない 性別不明 居住地不明 l
276 草刈り、側こうの掃除など 性別不明 居住地不明 z
277 学校単位の受け入れ拡大（自然学校、合宿、大会など） 女性 ４０歳～４９歳 青海 j
292 市以外からの転入者に対して余り理解がない 性別不明 ６０歳～６９歳 能生 z
293 各所のいいところをＰＲする 女性 ６０歳～６９歳 能生 m

293
交通の便を良くする（例、糸魚川駅に降りてから、どこに行くにも車
がなくては

女性 ６０歳～６９歳 能生 l

300 ジオパークに関係した観光、学習する場を作る 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bd
300 海、山、平野が生み出す、自然をアピール 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g
301 長野県から海の活用を図る。海岸の整備、釣り場の設置 男性 ７０歳以上 糸魚川 g
301 ピアパークの活性化 能生のカニ売り場を参考に 男性 ７０歳以上 糸魚川 q
301 温泉の活用、日帰り入浴箇所の増設、整備 男性 ７０歳以上 糸魚川 d
301 安くて美味しいレストラン、食文化の活性化を図る 男性 ７０歳以上 糸魚川 q
303 公共交通機関の充実(糸魚川市に来るまでと来た後の両方) 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 l
303 駅周辺の施設の充実 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 c

305

イベント(おまんた祭り、クラシックカー等)だけでは継続性が無いと
考えます。糸魚川にしかないお土産、お菓子、テーマパーク、宿泊
施設、あったら良いと思います。たまたま昨日行って来た妙高のイ
ルミネーション良かったですよ。

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 n

315 糸魚川市に存在ひすい原石、セメント工場観光見学等 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d
316 ローカル線の接続が悪いので、上越、新潟方面も富山方面も不便 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 l

316
美味しいうえに安いお土産あれば良いのでは？ブラック焼きそば
とは違う食べ物も必要かな。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 q

316 新幹線を全線停車させると良いのでは？ 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 a
318 市外から入って来た人を迎える気持ちをもってほしい 女性 ５０歳～５９歳 能生 z
318 市議がいても挨拶がない 声かけがほしい 女性 ５０歳～５９歳 能生 z
319 魅力ある町づくり 女性 ４０歳～４９歳 能生 z

321
神社巡り、白山・日光寺・一の宮…最後にご当地の海の幸で 月
不見の池の藤・金子つつじ園・花めぐりとかで１日見てまわれたら
良い

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

323 糸魚川の良い所をもっとＰＲしなければいけない 男性 ７０歳以上 糸魚川 m

324
フォッサマグナミュージアムの場を増やすため蓮台寺パーキング
より専用の道路を新設する ジオサイトへの道路の整備

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

328
ここに来てこれを見たい、これを食べたいとかいうものが思いうか
ばない

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 q

329
現状でそれについて何をしているか全く不明　目に見える形にして
欲しい

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z

330
「交流人口拡大の」意味が分からない。糸魚川市で本当に必要な
のですか？

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 o

335 安心安全住みやすい所(雪は降るが) 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
335 食べ物が美味しい地域 男性 ７０歳以上 糸魚川 q

336
自然を利用した観光の目玉をつくること　例6月～9月かぶと虫の
里かぶと虫、くわがた虫がたくさんとれるように整備

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 dg

336 野外フェスの実施 自然を利用したアトラクションで人を呼ぶ 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 gh
336 都会の合コンのイベントを糸魚川の観光とかねて行う 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 d

337
ありとあらゆる媒体を利用して費用を最小限にとどめて糸魚川の
良い点悪い点をＰＲする。

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 m

341 現状維持で良い 男性 ７０歳以上 能生 z

342
しんせつ、ありがとうをモットーに接する　おもてなしの心がまだ他
の県より少ないように思う又来たいと思わない

女性 ３０歳～３９歳 能生 z

345 駅前の店の整備(日本海側)アルプス側駅口に店を配備 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 cg
346 商店街が早く閉めすぎ(本町通りの人通りが少ない） 男性 ７０歳以上 青海 t
346 メモリアル周辺は大変良くなったと思うが、若干遠いのが難点 男性 ７０歳以上 青海 c
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346
市街(商店街等）良くやっていると思うが、イベントの時だけ人が多
いのが気にかかる

男性 ７０歳以上 青海 p

347
訪れる人口拡大より地元若者が地元に留まる策が必要と思いま
すが。

男性 ５０歳～５９歳 青海 z

350
子供がまた来たくなるようなアウトレット施設やアミューズメントや
カジノや遊園地をつくれ

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 e

352

私の地元(関西)では北陸地方への旅行パンフレットや宣伝をよく
目にするが糸魚川のものは殆どない。知ってもらわなければ訪れ
る人が増えることはないと思います。他の地域にない良さを大きく
ＰＲしてそれを継続させることが大切ではないだろうか。

女性 ３０歳～３９歳 能生 d

354 ジオパークの活用 男性 ７０歳以上 青海 b

355

各種大会の推進例えば長野県大町市が実施している囲碁大会の
様に市を上げて取り組んでもらいたい、日本将棋糸魚川市支部で
創設してもらいたい。市内で囲碁大会をすると30人以上集まる。公
民館の部屋を借用できるよう配慮してもらいたい。

男性 ７０歳以上 青海 p

356 各種行事の際温泉施設とタイアップし昼食、休憩の場を提供する 女性 ７０歳以上 青海 dq
356 駅前商店街の充実した休憩所を設ける 女性 ７０歳以上 青海 c
358 大きなイベント(日本一のなにか) 男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 p

363
訪れる人を増やすより流出して行く子供達に仕事の場を作った方
がよい

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z

364
市民一人一人が観光大使のつもりで他県、地区に行ったら宣伝に
つとめる。

女性 ７０歳以上 糸魚川 d

365 農村・漁業体験をもっと積極的に提案する。 男性 ６０歳～６９歳 能生 p
365 空き家を若者が事業を起こし安いように市でお金を負担する。 男性 ６０歳～６９歳 能生 r
368 取り組みが個々でまとまった力となっていない 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
368 市民に判りやすく、協力しやすい形にしたい 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
369 歩いて観光者用に看板を増やす 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d
370 パンフ等の充実(中心市街地以外)(飲食店) 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 q
370 インバウンド分野の発展！糸魚川のコアなアクティビティの充実 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 z
371 空き家の都市人口の受け入れ 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 r
371 企業誘致と用地の確保 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 s

372
糸魚川駅から出たら外の景色の殺風景さにおどろくと言う人が多
いですね

女性 ７０歳以上 青海 c

380 農業(食)の発信 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 q

383
糸魚川駅前をシャッター街にしない為に観光スッポトをつくり空き
店舗を利用する

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 cd

384 農村体験や修学旅行生の増加を望む 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 p
384 大きなイベントの誘致、開催 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 p
384 ジオパークのアピール(他県へのメディアを通じて) 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 b
387 古い発電所多い産業遺産ツアー 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 p
387 ジオパークを生かしたイベント ジオパークをめぐるウォーキング 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
392 道の駅が地味 水産物直売場がない。 女性 ４０歳～４９歳 青海 d
393 安全で住み良い 男性 ４０歳～４９歳 居住地不明 z

394
大糸線の利用性を向上させ、北アルプスの景観と登山基地として
の位置づけ、また糸魚川の食の良さを関東関西に向かって広く広
報する。

女性 ７０歳以上 糸魚川 g

399
駅から観光地に行く交通機関の整備、レンタカーの増設 宿泊施
設の増加、ジオパーク間交流、姉妹ジオパークを増加して市民の
交流を図る

男性 ７０歳以上 糸魚川 bdo

402 観光物産館をつくる 男性 ３０歳～３９歳 青海 d
402 無料駐車場を増やす 男性 ３０歳～３９歳 青海 l
404 スポーツ大会の積極的受入・補助 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 k
409 多様なイベントの開催（ジャズやクラシック） 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 p
409 更なるＢ級グルメの開発 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 pq
409 電車オタクの取込み 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d

414
訪れる人を増やすことより１つ１つ１人１人が魅力のある街にする
ことを考えたほうが良い

男性 ７０歳以上 糸魚川 z

421 糸魚川をもっとピーアールしてほしい 性別不明 居住地不明 m
423 白馬村大町市塩尻市方面とのイベント連携をより進める 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 p
423 鉱物愛好家に呼びかける 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d
425 ひすい海岸を整備しひすい探しなどをする 女性 ７０歳以上 糸魚川 g

425
空家が多く、住んでいた人に連絡してさら地にしてもらう（今どこに
居るかわからない人が多いと思う）

女性 ７０歳以上 糸魚川 r

427
ＪＲ・3セク鉄道会社・路線バス会社等公共交通機関内の連絡など
利便性の向上、それを活用して行政側がクーポン等お得なプラン
のプロデュース

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 l

429 全市民が訪れる人を迎える意識の向上、その積み重ね 女性 ５０歳～５９歳 居住地不明 z
430 アミューズメント施設 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 e
430 ＴＶでの婚活番組への参加 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 h
430 大型デパート 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 e
433 中途半端なものじゃなく確実に人気の出る施設作り遊園地とか 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 e
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436 田舎体験型宿泊施設 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 n

437
糸魚川市で買物をしたくても商店がありません。期待はしていませ
んが魅力のある商店が一軒でもあればと思います。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 t

442 若い人を確保するために仕事を保守する 男性 ２０歳～２９歳 青海 s
442 この町にたりないものはデパートがほしい 男性 ２０歳～２９歳 青海 e

446
ジオパークにこだわるのはよくないと思う。自分が行きたくなるよう
な町を考えながらすすめたほうがよい

女性 ６０歳～６９歳 青海 b

449
ラウンドワンのような大人から子供まで遊べる場所があれば逆
に、富山や上越からも遊びに来る人が増えるのではないか

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 g

452 糸魚川市にしかない物を前面に出して全国にしらせる。 男性 ７０歳以上 糸魚川 m

453

市内全商店、事業所の接客レベルの向上（気持ちよく買い物がで
きる接客を！）地元の商店を利用するように努めているが、愛想
が良くないので閉口する。まず市民どうしの愛想（思いやり、もて
なしの心）をよくしていくことが、外からのお客様から気持よく来て
もらうための条件と思う。

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z

456 ジオパークやめる(無意味なものに金を使うな） 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
456 もっと海を活用する（レジャー） 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

459
インターネット・ＩＴアドバイザーの専門知識人の育成（公募）　「私
の知人でも沢山います」

男性 ５０歳～５９歳 能生 g

459 フォッサマグナ、アルペンルートしつこくアピールする。 男性 ５０歳～５９歳 能生 b
459 住んでみると、静かで人々がやさしいことをアピール。 男性 ５０歳～５９歳 能生 m
465 おまんた祭りなどのイベントを県外にもＰＲする 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 m
465 商店街の活性化 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 t
465 美山などでの自然体験活動の充実 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 g
466 日本人だけでなく外国人も対象にした施設作り 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 e

471

女性の出産や育児を支援の立場から全国的に圧倒的なレベルの
高い支援を行えば女性が増え、結果男性の労働人口が増え、結
果働き手の多い市として企業誘致ができるシステムになると良い
です。

性別不明 居住地不明 s

478
1・2次交通の充実（レンタカー会社を2～3社誘致する）（駅を降りた
ら大きな看板が目につくように）＊福岡空港が参考

男性 ７０歳以上 青海 f

479 国道沿い草がすごく茂っていて見苦しい 女性 ３０歳～３９歳 能生 z
479 交通の便（シャトルバス等）を充実させてはどうでしょうか 女性 ３０歳～３９歳 能生 l
482 大学・短大・専門学校の誘致 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 i
488 糸魚川の美しいところを紹介する 女性 ７０歳以上 糸魚川 m
488 特徴をおしえる。ひすいとか、心のやさしさ 女性 ７０歳以上 糸魚川 m
491 市、市民、産業、観光従事者の意識向上と連携 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d
493 スポーツなど 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 k
493 海、山の自然をうりにしたほうが良い 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 g
495 PRがたりないと思うので増やしたほうがいいと思う 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 m

498
市内の観光地は飛地であり、全部がまとまればすごく良いのだが
それぞれ一か所づつだとまったくおもしろみがない

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d

500
北陸線は関西から九州など西からの乗り継ぎが不便だと思いま
す。糸魚川までの直便がない。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l

501

駅中を充実させる。例えば地酒やビールが朝から晩までいつでも
飲める「角打ちBar」を作る。糸魚川の名産品やお土産物なども小
分けパック（単価￥100～￥200）で販売しその場で買って帰ってく
れる「試食・試飲Bar」として。すっきりとオシャレな感じで敢えて立
ち飲みか椅子を設置するとしても高くて小さくて背もたれのないも
のにすることで長居・泥酔を防ぐ。ジオラマ鉄道模型などが見える
ところならさらに良い。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bcq

501 タモリ倶楽部を誘致する 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 h

501
日本海を染める夕日、雪化粧の山々、魅力的なところをもっとア
ピールする

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 g

501
映画やドラマの撮影なども誘致する（筒石の漁港など美しいと思
います）

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 fh

503
今年は大きなイベントが沢山ありました。これからもまだ沢山有り
ます。糸魚川をもっともっと売り出すべきです。

性別不明 居住地不明 g

503 市民全員が参加して皆さんと仲良くなることです 性別不明 居住地不明 z
504 年間を通し定期的なイベントの開催。曜日にこだわることなく。 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 p

504

この期間は残雪の塩の道を歩ける※土日休日にこだわるあまり
参加者が逆に少なくなる。平日に新幹線を利用される客をター
ゲットにして朝糸魚川着→バス→塩の道、半日コース日帰り→お
風呂→ごはん→夕方新？。一日コース（泊）→お風呂→泊→ジオ
サイト→

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 abg

505 永続性のあるものとする 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
505 魅力あるイベントの開催 男性 ７０歳以上 糸魚川 p
505 市民全員参加型とする 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
508 駅前などの拠点に気軽に時間をつぶせる施設の拡充 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c
509 知名度アップ 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 m
513 呼び込むターゲットをしぼる（年代・性別・国籍・趣味などで） 男性 ２０歳～２９歳 能生 z
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514
あたりまえに食べている海産物や野菜は他県から転勤等で来た
人にとってとてもおいしく感じられているようなのでもっと糸魚川の
食材をアピールできないでしょうか

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 g

516
日本一の翡翠海岸を持ちながら、海岸へ下りることもできず。車で
来ても駐車場もなくさみしい限り。少なくてもバス20台駐車海岸に
下りて海水浴、翡翠探索。夕日を眺め食事

性別不明 ７０歳以上 糸魚川 g

518 携帯電話の不感地域を無くす 男性 ４０歳～４９歳 青海 l
518 宿泊施設の充実 男性 ４０歳～４９歳 青海 n
518 ジオパーク関連各所へのアクセスを良くする 男性 ４０歳～４９歳 青海 b

519
糸魚川市を舞台としたアニメーション、マスコットキャラクターを作
り、語る会の設立を目指すなど

男性 １５歳～１９歳 青海 m

520 宣伝が足りない 女性 ３０歳～３９歳 青海 m

520
提案ではないが「糸魚川応援隊」とか県外の方の登録をしても意
味はないと思う。そんなことで増えません。

女性 ３０歳～３９歳 青海 z

523 若人が少ないので活気をとりもどせない 女性 ７０歳以上 青海 z
529 市職員の役所での対応態度を良くする←感じの悪い人が居る 男性 ７０歳以上 青海 z
529 市職員も糸魚川JR職員の感じの良い対応を見習ったら良い 男性 ７０歳以上 青海 z

531
大型バスが観光客を乗せているにもかかわらず、フォッサマグナ
ミュージアムを見たらそのまま帰ってしまう。少しでもお金を糸魚川
に使ってもらうよう考えてほしい

女性 ６０歳～６９歳 青海 d

531
本当に糸魚川は見る所がたくさんあると思います。谷村美術館、ヒ
スイ園等観光したら糸魚川で昼食（海鮮）おみやげ等買える所が
あればといつも思います。

女性 ６０歳～６９歳 青海 dgq

531 糸魚川独自の目玉商品があればいいですね。「ブラック焼きそば」 女性 ６０歳～６９歳 青海 s

532
全国に糸魚川市をアピールしていく。TVなど（スキー場、温泉、ジ
オパーク、海水浴など）糸魚川にしかないものをアピールしていく

女性 ４０歳～４９歳 能生 dbg

534
高齢者のボランティアを増やし、温かみのある人との接触の機会
窓口を増やせたら良いと思う

男性 ６０歳～６９歳 能生 z

542 大型バス又は大人数での食事のできる場所づくりが必要 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 l
545 観光地の新規開拓及び施設の充実を計る 男性 ６０歳～６９歳 能生 d
547 観光資源のホームページで紹介する 男性 ７０歳以上 能生 d

550
県外の人にも”知ってる！”と言われるような目玉商品？！のよう
なものがあると良い

女性 ７０歳以上 青海 z

552
特産物でスイーツを作り、それをメインに売り出してほしい。女の
人が来れば口こみで広がり、もっと糸魚川へ来てもらえると思う。

女性 ３０歳～３９歳 能生 q

554
車で来る人は通り過ぎるだけ。電車でこられる人々をバスで観光
できるように。

男性 ６０歳～６９歳 青海 d

554 名所を整備し宿泊できるように 男性 ６０歳～６９歳 青海 n
557 山林の手入充実して近隣の市交流してよろこびをわかちあう 女性 ６０歳～６９歳 青海 go

558
どこにも無いような壮大な施設や景観があれば来訪者も増加する
のでは？

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d

559 ジオパークをまとめて見れる有効な企画 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
559 駅前をもう少し歓迎ムードではなやかにすること 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 c

560
メディアを活用したPR(観光・グルメ）（にじいろジーンなどで紹介さ
れていた時は県外の友人も多く見て興味も持ってくれていたので）

男性 ３０歳～３９歳 青海 d

561 温泉の活用。ジオパークの宣伝をもっと行う。 男性 １５歳～１９歳 居住地不明 bd
561 ジオパークの整備（アクセス道路をきれいに） 男性 １５歳～１９歳 居住地不明 b

561
糸魚川駅周辺の近代化。特にアルプス口は人（観光客）がいな
い。夜は暗い。食事出来ない。

男性 １５歳～１９歳 居住地不明 d

562 交流人口の拡大に力をそそぐのではなく、定住促進に重点をおく 男性 ７０歳以上 青海 o
564 新幹線の停車本数を増やす 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 a

564
糸魚川市に来る（来てもらう）ためには、何もないのでは？（海や
山だけ？）

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 g

566
新たに観光施設を作るのではなく、眠っている自然を有効に生か
す（例）福ヶ口ルート、橋立金山跡など

男性 ７０歳以上 青海 dg

569
市内にリピーターのある施設（例　ディズニーランドのようなもの）
遊びや食べ物、お土産等で活性化を計る

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 q

571 町場に広い公園（緑も多く・池も） 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 p
571 人が集まれる場所 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 p
573 案内看板をよりよくする。糸魚川を旅する人のために 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 m
574 観光が弱い（アピール力も弱い） 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d
575 目玉になる観光の発信（ヒスイ・カニなど） 性別不明 居住地不明 dq

576
ジオサイトの案内をもっと詳細にしたり、新しい名物を作ったりする
必要がある

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 m

576
フォトコンテストの実施など→写真が上手い人が応募する→イン
ターネット時代なのですぐ情報が広がる→興味を持つ人が増える

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 m

578 交流人口拡大の取組で具体的に何をやっているか不明 男性 ３０歳～３９歳 青海 o
579 働く場所の確保 男性 ７０歳以上 青海 s
579 空き家の利用促進を 男性 ７０歳以上 青海 r
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581 おもてなしのこころ。それを実現するための努力 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z

581
全国の大学にこのまちを知ってもらい（ジオを中心とした関心のあ
る若者）定期的に学生を受け入れ、観光や魅力をアピールする取
り組み

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

581 イベント的な事業だけでなく、年間を通した事業化が必要 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 p

583
訪れる人に対しての対応のしかた、あいさつのしかたとか、わざわ
ざ遠方からくるので、それに対しての対応のしかた、市役所の人
は冷たいというイメージがある

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

586 糸魚川といえばこれ！という決定的なものを作る 女性 ４０歳～４９歳 青海 z

586
”おまんたばやし”どーしちゃったの？さみしくなりましたね・・・駅前
だけもり上がっていた感じ。三波春夫の唄で聞きたい！

女性 ４０歳～４９歳 青海 c

586 イベントの宣伝をもっと大々的に 女性 ４０歳～４９歳 青海 m
588 交流人口拡大の取組をしていること自体知らない 女性 ４０歳～４９歳 能生 o
590 海の利用によって交流人口の増大を目指する 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 go
590 外国人から住んでいただけるまちづくり、人間づくりをする 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

591
今の時代インターネットで外人向けの糸魚川の食と文化（けんか
祭・おまんた祭）ゆかたプレゼントとかもっと多くの人々に知ってほ
しいです

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 m

591 フォッサマグナでナイトシアターとかライブ特設ステージとか？ 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 h

591
外人でなくてもドルコイン使えます的な店どうですか？（海外で
余ったコインありませんか？）

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 g

592 近隣地域との観光ルートの協定 男性 ５０歳～５９歳 青海 d

592
定期イベントを開催（例　国際会議、サミット、海外都市との交流
等）

男性 ５０歳～５９歳 青海 go

594
片田舎の糸魚川では観光・交流は無理では？広域的な連携が必
要と思う。

男性 ５０歳～５９歳 能生 do

598 新幹線と市内観光へのバス等を充実させる 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 ad

599

若者の地域離れを少しでも減少させるために働ける場所の向上
出来る様な町づくり。Uターンしても働ける場所がないので戻ってこ
れないのが現状です。具体的にどうすれば良いか分からないけ
ど・・・

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

601 観光施設の充実化 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

603
先日旅の人がこの町の人はどこに行っても親切で又来たいと言っ
ていました。何かを見せだけでなくもっと人とのふれ合いを作れる
場所を・人と人とのつながりを。

男性 ７０歳以上 糸魚川 z

603 リピーターを多くする為の街作りを 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
604 役所の力だけでは無理 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z

604
ジオパークをはじめとする観光要素を活かす為に、民間企業の力
を利用するべき

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bd

605
クラシックカー祭などイベントで人を集め糸魚川の良い所を紹介し
て行く

女性 ７０歳以上 糸魚川 p

606 ジオパークなど地域資源を生かした観光客誘致 男性 ３０歳～３９歳 能生 bd
606 スポーツ団体合宿環境を整備し誘致する 男性 ３０歳～３９歳 能生 k

607
後期高齢者でたいしたかいとうが出来ませんが何分よろしくお願
いします。

女性 ７０歳以上 能生 z

609
糸魚川市は山、川、海等のすばらしさとイベントを食と合わせて発
進することを望みます。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

611 仕事がない 女性 ７０歳以上 糸魚川 s
613 頭がかたい！！ 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 z
613 地元の人の意見が強く、観光客を受入れる力が弱い 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 d
614 自然を大事にする。海・山 男性 ７０歳以上 糸魚川 g

618
イベントやホームページを活用して、ＰＲしこの町について知っても
らう

女性 １５歳～１９歳 能生 m

623
観光資源のＰＲ　富山県の方式優れている。空港に行けば全県の
詳細且使い易いパンフレット入手出来る

男性 ７０歳以上 糸魚川 dfg

623 観光バスでの来客に対応できる観光資源も受入施設なし 男性 ７０歳以上 糸魚川 d

624
”何か魚のおいしいお店教えて”と聞かれてすぐに答えられない現
状をどうにかして

女性 ７０歳以上 糸魚川 q

627 地場産業のＰＲが第一！！ 男性 ５０歳～５９歳 能生 m
628 交通機関の充実と安価で宿泊できる場所の提供 女性 ６０歳～６９歳 青海 l

628
リーズナブルな金額で全国の青少年部をも受入れる。少なくても
（60～80人）一緒に宿泊できる施設

女性 ６０歳～６９歳 青海 n

628
糸魚川は本当に自然や食べ物、温泉が最高であるのにもっともっ
と他にＰ・Ｒしてほしい

女性 ６０歳～６９歳 青海 dg

631 宿泊施設が少ない 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 n

634

富山空港へ降りる中国・韓国の観光客を糸魚川へ招き入れる工
夫がない→高速道及び8号線のどこにも中国語・韓国語の看板一
枚もない。→8号線に大規模な「道の駅」の建設を考えたらどうで
すか。

男性 ７０歳以上 糸魚川 fdg
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635

計画、イベント、箱物だけが先行しても意味がない。市民一人一人
のメンタリティ、ホスピタイティの向上が人を呼び、リピーターを増
やすと思料する。このアンケートですら「計画」の為だけにあるとす
れば寂しいと感じる

男性 ４０歳～４９歳 能生 p

638 世界ジオパークを維持する意味は無いと思う 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
640 地元の商店等がサービス低下である 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 t
640 訪れた人が商店が「お休み」？と思わせない工夫 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 t

641
新幹線の開業に伴い、外国人のスキー客を呼び込めるようにア
ピールする必要がある

女性 ７０歳以上 糸魚川 ag

642 ネット等にてイベント紹介・アピール 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 m
643 ロックフェス 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 h

648
観光では海の活用！釣り、海水浴客に新しい形のレジャーを提
供。

男性 ４０歳～４９歳 能生 dg

648
ジオパーク、登山などの為の地図や楽しみ方をもっと分かりやすく
して欲しい。

男性 ４０歳～４９歳 能生 bg

651
ジオパークの町になったが市の人達はあまりわかってないように
思う もっとＰＲして下さい。

女性 ７０歳以上 糸魚川 b

655
③能生奴奈川姫行列とベニズワイ大食い大会と糸魚川魚祭り(甘
エビ、フクラギ、カワハギ、アジ、親不知モズク、岩ガキ)の同時開
催

男性 ６０歳～６９歳 青海 q

655
観光特に糸魚川にしかない直立型ドリーネ千里洞他福来口鍾乳
洞の開発。

男性 ６０歳～６９歳 青海 dg

655
年３回位のイベント開催。今開催されている催しの充実化。例、①
クラシックカー集合集合とブラック焼きそば大会と大花火の同時開
催

男性 ６０歳～６９歳 青海 p

655
②シーサイドモトクロス、マウンテンバイクと親不知バイク集合とひ
すい探しの同時開催

男性 ６０歳～６９歳 青海 l

656
近くに歩いて行ける小さくても良い日常使う物を売る店、老人家庭
一人暮らしの家大変でいろいろ意見が出ている。移動販売車もき
められた時間に近いだいたい来てほしい

女性 ７０歳以上 能生 r

669
姉妹都市との交流は重要。旅行会社にも期待したい。外国人も訪
れやすい市にしたい。(スキー場など)

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 go

670

旧７谷７村には、観光となる所が有ります。それぞれを連携させ、
バス観光の１日コースとすればどうか、地元温泉ホテルと協議し、
黒部川電力の鉄塔巡視路にはすばらしい遊歩道となるコースが
有ります。活用すべきかと思います。(机にはりついていないで)ま
ずは現場を見るべきかと。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 dg

671 リピーター、友人を誘ってでも来たくなるようなイベント企画 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 p
672 駅前に魅力のある物を増やして欲しい(アルプス口、日本海口) 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 cg

672
観光地が分かりにくい　谷村美術館に行こうとしたが(市外者)分か
らなかった

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 d

675
田舎の良さをもっとアピールした方がよい。都会と同じようにして
は糸魚川に来る意味がないと思う。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 m

676 新幹線「はくたか」の速達タイプを増便する様、ＪＲに働きかける。 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 a
684 イベント等を多く行い更にＰＲする 女性 ７０歳以上 糸魚川 m
686 観光ＰＲだけでなく受け入れ体制を整える 女性 ５０歳～５９歳 青海 d
686 空き家や古民家の活用(安く泊まれる→長く滞在できる) 女性 ５０歳～５９歳 青海 r

687

糸魚川に住んでいる市民が、糸魚川の良さを自覚する事 そんな
市民が増えれば市外の人たちの目にも良い街だと知ってもらえる
のではないでしょうか　市民が糸魚川の良さをもっともっと知る事
が大切だと思います。

女性 ６０歳～６９歳 青海 z

688 おもてなしのまちづくり あいさつの励行 男性 ７０歳以上 糸魚川 z

691
市民がＨＰ等で市外へＰＲ活動をする　市民は自身の感性でＰＲす
るものを発見する 市はＰＲ方法などのノウハウを提供する

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 m

692 首都圏各大学生の合宿等 男性 ７０歳以上 糸魚川 j
692 市文化協議会事業について市外にも働きかける 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
692 各種大会の誘致 男性 ７０歳以上 糸魚川 p
695 他県子供達の交流人口を増やす 女性 ７０歳以上 能生 o
695 四季折々の良い所をＰＲする 女性 ７０歳以上 能生 m
696 ジオパークだけではリピーターを期待しずらいのではと考えます。 男性 ６０歳～６９歳 能生 b
699 観光に力を入れる 男性 ５０歳～５９歳 青海 d
699 自然をアピールする(自然を利用した観光施設の充実を計る) 男性 ５０歳～５９歳 青海 dg

707

ジオパークの自然景観を活かすためにも宿泊施設のサービスが
必要であり、街中散策のための商店街の振興や駅種変の観光案
内の充実が必要(経済効果がより多くなる施策の推進が必要とな
ります)

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bdg

708 市内、市外へのPR活動が重要 女性 ６０歳～６９歳 青海 m

708
ジオパークについて学ぼうとしてもどこでどう学べばよいかわから
ない。開放的な学びの場が大切(市外の人に対しても)

女性 ６０歳～６９歳 青海 b

711 インターネットでの情報を充実すべき 男性 ７０歳以上 糸魚川 m
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712

現在、当市を訪れている人は、どのような目的で来られているの
か？調査した上で、そこの開発に力を注いだらいいのでは？「誰
にでも楽しい、行きたい土地」より「○○に興味がある○○に魅か
れるから行きたい」と集客のターゲットを限定するのも有効かと思
う。希少価値に注目してはどうか、あとはアピール次第！

女性 ４０歳～４９歳 能生 m

720 都会にアピールする広告等 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 m

721
サッカーグランド等を作って、スポーツ選手の合宿や練習が行える
ような場所を提供する

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 k

723
駅前通り商店街の活気がないように感じる。また、シャッターが下
りている店が多い。開店していても店に入りづらい。

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 c

732
ジオパーク面的に広大である為。①交通手段②経路の整備③ガ
イドの充実

男性 ７０歳以上 青海 b

734

各地のジオパークを見ても、ジオパークのみでは人を呼び込めて
いない。もっと奴奈川姫を有効に利用すべき。具体的には、ストー
リを見つけ、出雲のような関連した地域(町)と友好関係を築き、人
的交流を進めるべき

男性 ５０歳～５９歳 青海 bo

739
知らない人にも挨拶(声かけする)　困っていたら助けてあげる(声
かけ、笑顔で)

男性 ６０歳～６９歳 能生 z

739
権現荘あいさつない、職員教育してほしい あいそなし 権現荘支
配人8月1日？8月2日？酔っぱらって自分の部屋で休んでいたと
のこと、他に以前家から通勤今は住み込み？

男性 ６０歳～６９歳 能生 z

741 中心商店街(本町通り)の活性化 女性 ７０歳以上 糸魚川 t
742 観光 男性 ７０歳以上 青海 d
743 「糸魚川」をもっとテレビ等で宣伝する 男性 ７０歳以上 糸魚川 m

746

港を利用して親不知、能生等へのクルーズ海からの景観と上陸し
てお食事や回りを見て歩く等の楽しみ方も有るのでは。お魚料理
のおいしい所は？と質問される事もありますよ。お酒も美味だし駅
の正面壁等利用して、もっと宣伝しては、夜の駅(日本海側)壁面
が薄暗く淋しい感じがします。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 dfgq

749 釣り場の開放。安全対策をして、有料でも可 男性 ７０歳以上 糸魚川 p
756 イベントのＰＲ及び開催 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 m

758
ジオパーク自体がマニアックなので、一般にもわかりやすい広告
の仕方

男性 １５歳～１９歳 青海 b

761 全般にいきとどいた行政をつづける事 女性 ６０歳～６９歳 青海 z
764 糸魚川にしか無いものを何か考える？ 男性 ７０歳以上 能生 z

770
駅だけきれいにするんじゃなくて町にショッピングモールや食べ物
屋さんを増やして楽しい町にするべき

女性 １５歳～１９歳 糸魚川 e

772
勉強不足のせいもありますが。新鮮な野菜、魚がありながら食事
処が適当な所がみつからない

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 q

778
小さいイベントを多くするよりも規模の大きなイベント若しくは、施
設を作る(例妙高のイルミネーション的なもの)

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 p

780 糸魚川市の良い所をもっと強くアピールが良いと思う 女性 ７０歳以上 糸魚川 m
781 駅まわりの再開発 男性 ３０歳～３９歳 青海 c
781 大型ショッピングモールの誘致 男性 ３０歳～３９歳 青海 e
784 テレビ、雑誌等でどんどんＰＲする 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 m
785 市民の関心と協力が必要 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

787
交流観光イベントが定住人口になるキッカケとなる様な仕組み、
事業の考察(難しいと思いますが？)

男性 ７０歳以上 糸魚川 do

788 大学、専門学校の設立 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i

799
人と人がふれあう観光、海、釣人、海の見えるレストランやスポット
(オシャレな)

女性 ３０歳～３９歳 青海 dg

806 案内看板等の多語表記 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 m
808 地元の人がたのしめるお店の拡充（魚、米、野菜、酒、菓子） 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 q
808 いつでもおいしいものが食べる事ができる（地元の） 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 q

808
市内の自転車道の整備（ロードバイク等で走る場所が市内には少
ない）

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l

809 もっと糸魚川市をアピールして下さい。良い所たくさんあります。 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 m
810 あいさつ運動。気軽に声掛けが出来る様に 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
810 市民一人一人が種々な分野で案内出来る様な知識を増やす 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
817 各種専門学校を誘致し若い人を集める 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i

818
ジオパーク等の観光資源をもっとアピールして他の地域からの交
流人口を増やす

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bdo

818
糸魚川産の食の特性（例えばカニ・ゲンギョ、魚、甘えび等）を活
かした料理等を紹介して食の面でも糸魚川らしさを前面に出して
他の県からのお客を呼び込む（山菜等も）

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 gq

818
自然が残っている糸魚川を大事にして、いやしを求めたお客様が
きてくれる様にする

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

820
どんなまちで、行ったら誰とどこで何ができるのか？海、山、川資
源は豊かにあり、唯一無二！

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 g

820 糸魚川へ足を向ける「きっかけ」を明確に示す 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 z
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821
他県ではこんな場所になぜ？という所に沢山の人が集まっている
様子を見ることがある。「糸魚川でしかないもの」「食べられないも
の」「参加できないもの」の”これ一番”があれば良いと思う

男性 ６０歳～６９歳 青海 g

822 海の幸、山の幸を大いに推めて下さい 男性 ７０歳以上 糸魚川 g
825 目玉となる観光 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

828
関東圏への積極的な宣伝活動（新幹線利用の促進）・・・一発的で
なく持続的に

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 a

830 観光にもっと力を入れてほしい(観光看板を増やす等) 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

832
交流人口拡大はいらない!!自然のままでよい。変な場所に「ジオ」
の看板立てるな!!

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 gmo

836 無理 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z
836 体験型の観光を整備して幹線延線に広く告知 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

838
糸魚川駅以外の都市ではSuikaやPasmoを使える改札が多い。糸
魚川駅にも増やした方が良い

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z

838
観光スポットまで行くアクセス時間が長過ぎ（車で××分）早くさせ
る整備が必要

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d

838
外国人などの観光客にも読める表示がまだまだ少ないのではな
いか

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d

839
修学旅行や都会の子と田舎の子の交流授業など誘致活動をして
いく

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 o

840 働く場所の充実 男性 ７０歳以上 青海 s
841 現在ある会社に新しい仕事が増えるようにはたらきかける 男性 ７０歳以上 青海 z
841 観光するにはスケールが小さい。2日くらい観光できるようにする 男性 ７０歳以上 青海 d
847 もっとヒスイをPRする 男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 m
847 お米・お酒を知ってもらう 男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 q

850
糸魚川駅に行っても近くにいろんな建物があるのが分かりづら
い。インパクトがない（美山付近の施設が点在しているが、初めて
来訪してくる人魅力がないと思う）

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

854 駅前及び本町通りの商店街の振興が急務 女性 ７０歳以上 糸魚川 c
854 南商店街方面バス利用が不便 女性 ７０歳以上 糸魚川 l

855

旧市役所跡地（現バイパス脇）消防署跡地一帯に「道の駅」を作
る。又展望台の位置に展望と飲食コーナーを展開する→テトラ
ポットの上をテラスにし「日本海夢の道の駅」として壮大な「シー
ン」を演出していく

性別不明 ７０歳以上 糸魚川 g

860 殿様業はだめです 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

860
人を多くよせるのに、あの山にフォッサマグナ、ジオは1回行けば
終り

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

860 町中に人を集められる町づくり 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
863 特別展覧会の開催 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 p

866
糸魚川の良い所をもっともっとアピールして、ツアー客などを呼ぶ
方法をもっと考えるべきと思います

女性 ６０歳～６９歳 能生 m

870 旅行雑誌等への広告の掲載 女性 ４０歳～４９歳 能生 m
871 市内の行事を姉妹都市、近い市に呼びかける 女性 ６０歳～６９歳 青海 m
872 別に増やす事がない。いろんな人が入ってくる事あまり良くない 女性 ７０歳以上 能生 z
873 インバウント推進 男性 ５０歳～５９歳 能生 z
873 駐車場確保（宿も含む）、大型バスが入れるような環境づくり 男性 ５０歳～５９歳 能生 n

876
外国の方が増えているので、いろんな国の言語でかかれたパンフ
レット。

女性 ３０歳～３９歳 能生 m

876 分かりやすい地図 女性 ３０歳～３９歳 能生 m
880 大糸線の活用（トイレがないのは不便） 女性 ７０歳以上 糸魚川 l
881 ホームページの充実 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 m
881 イベント開催 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 p

884
新規企業誘致による雇用及び地学における学校誘致による若い
人の定住促進

女性 ７０歳以上 糸魚川 s

885 交通の充実 男性 ６０歳～６９歳 能生 l
891 観光地の整備 女性 ４０歳～４９歳 能生 d
891 市内観光マップ作成 女性 ４０歳～４９歳 能生 d
891 ショッピング施設の誘致 女性 ４０歳～４９歳 能生 e
891 特産物の開発 女性 ４０歳～４９歳 能生 q
891 温泉施設のリニューアル 女性 ４０歳～４９歳 能生 d

893
ジオパークに生かす為観光バスが運行できる道路の改良すること
が望ましい（特に明星山の近辺の高波の池から明星山の一周出
来る幅員に道路にし観光バスが通れるようにする必要あり）

男性 ７０歳以上 糸魚川 bdg

897
都市間交流を増やすために、各種イベントにおいて各地の物産展
および販売をこなう

男性 ６０歳～６９歳 青海 o

897 外国人のツアー客を増やすための条件整備 男性 ６０歳～６９歳 青海 m

898

休日になると「キハ」を見に鉄道ファンが来て写真をとっているが、
鉄道ファンの喜ぶ企画で大糸線（昔の糸魚川発新宿行等）蒸気機
関車を走らせる等。秋は紅葉がきれい!!でも夢かな？いろんな問
題があると思ういますが夢でもかなえればと思います。鉄道ファン
から集客発進良いと思います。

男性 ６０歳～６９歳 青海 gn
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901 若い人々の交流を増やす。出会いのチャンスを作る 男性 ６０歳～６９歳 能生 o

903

仙台に住んでいるときは、牛タンのこと。宇都宮にいるときはギョ
ウザのこと、全く知らなかった。そのあとに全国的に有名になった
のでしょう。糸魚川も新しい名物を全国発信すべく施策を打つべき
でしょう。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 m

903 海岸線の活用が大事だと思います 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g
904 ショッピングモールの誘致 女性 ７０歳以上 糸魚川 e

909
例としては、かがやき号の一部が新高岡駅に停車している。糸魚
川も最低限でも朝夕の時間帯だけでも停車させるべきである。

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 l

909
新幹線「かがやき号」を全列車糸魚川に停車させるべきである。今
の状態では富山金沢のみお客様が行くのでは？

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 ag

911 ジオパークなど、季節ごとの提案 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
911 観光地を「点」のままにせず「線」にして提案する 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

915
行政の真剣さが足りない！本気度がない。それから市民の意見を
求めよ！

男性 ６０歳～６９歳 青海 z

917 ジオパーク（+）地域の季節風景のＰＲ 男性 ７０歳以上 能生 b
917 自転車道の海岸ＰＲ 男性 ７０歳以上 能生 g

920
イベントの充実（例として、クラシックカーレビューなど、もっと地元
の人にもＰＲして、そこからもっともっと輪が広がる様にしていけれ
ば・・・）

女性 ５０歳～５９歳 青海 m

920 新幹線開業での観光客向け施設の充実（特に駅前が寂しすぎる） 女性 ５０歳～５９歳 青海 acd
922 雨天でも晴れでも親子が一日遊べるような施設の充実 女性 ３０歳～３９歳 能生 c

927
市内にはすばらしい各地区の祭りがある。ツアー的な感じで見て
もらいリピーターを増やす。

女性 ４０歳～４９歳 青海 p

928 ＰＲ、キカク能力の欠除 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 m

932
酒蔵等、特産品の製造施設、作業を可能なかぎり外から見学でき
るようにする。（ガラス張り等）訪れた人が次に見たいと思う所が無
い。

男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 q

933

糸魚川市を舞台にしたエンタメ・メディア作品の制作または制作の
サポート（小説、漫画、映画ｅｔｃ　特に糸魚川で映画を撮ってもらう
とアピール度高い。国内だけで考えず海外の人に撮ってもらうと
か）

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 gh

935 他地域（県）連携による観光振興 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d
935 雇用先の拡充（企業立地 大→小） 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 s
937 駐車場を多くしてほしい 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 l

937
宿泊できるところ、食事のおすすめできるところなどを明確にして
ほしいと思います

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 n

938 メディアを上手に使った宣伝をした方が良いと思う。 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 m
939 温泉、魚、野菜のおいしさをもっとＰＲする 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 dmq

947
「一度来たから次はこない」のではなく、再度来たくなる、都市作り
をお願いします

女性 ４０歳～４９歳 能生 z

950 他との差別化が出来ていない 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z
950 競争力のある、魅力ある企画（大胆な）が必要 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z
953 観光、宿泊、飲食施設の整備 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d
961 催しの開催（会） 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 p

963
若い人（学生や結婚し子どもを産む）人達が、住み生活しやすいよ
うにしてほしい。例えば大学や専門学校を作る。

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 i

967 小中学校へ田舎留学 女性 ６０歳～６９歳 青海 j
969 シャルマン・スキー場への学校単位の招致 女性 ７０歳以上 能生 g
971 糸魚川をアピールする。目玉となるものがぼやけていると思う。 女性 ６０歳～６９歳 能生 m

972
転出した人に一定期間、就職情報や子育て支援情報を送る(イベ
ント情報なども…)

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 p

975
市民と行政、民間がそれぞれ糸魚川の魅力作りに取り組み交流
人口を拡大し、活力のある町に！！

女性 ６０歳～６９歳 青海 o

977
糸魚川市は他の市町村に比べて、観光になる所がないのでイベ
ントなどで人を集めるしかないと思う

女性 ３０歳～３９歳 青海 d

978 観光への設備（道路の整備） 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d
978 特産物への宣伝 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 m
978 看板、道路の標識を見やすく設置する 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l
979 体育大会等、当市を会場とするものをやったらどうか 女性 ７０歳以上 糸魚川 p
979 空室を修理し、若い人に安く貸す 女性 ７０歳以上 糸魚川 r

981
市全体で取り組む事の出来る、定期的なイベント、行事など（＆訪
れる人も参加、可能なイベント、行事など）

女性 ６０歳～６９歳 青海 p

984 何でも継続することが大切。フラフラしない。 女性 ５０歳～５９歳 青海 z

984
ジオパークにどうしてそこまで力を入れお金をかけるのか不明。私
はどうしても興味をもてない。ジオパークがふえていく中、何かした
いかわからない。

女性 ５０歳～５９歳 青海 b

985
糸魚川には良い温泉、海の幸、山の幸、良い景色など魅力は多く
さんあると思います。それをいかせる

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 dg

986
ヒスイをアピール（駅にヒスイの足湯、手湯、設置。海岸でヒスイ探
し）

女性 ６０歳～６９歳 居住地不明 g
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986 白エビに敗けないアマエビをアピール 女性 ６０歳～６９歳 居住地不明 m
986 海岸展望台の整備、夕日 女性 ６０歳～６９歳 居住地不明 g
990 交流増＝人口流出につながっているのでは？ 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 o
992 ジオ・食べ物・温泉など、メディア、広報誌などでアピール 女性 ５０歳～５９歳 青海 dm

992
親切な町案内人、案内場を駅周辺に配置（心を動かすのには人
柄の良さがとても重要・親身が大切！！）

女性 ５０歳～５９歳 青海 z

993 駅前通りの活用（土産店他、何もない） 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c
993 ジオパークのＰＲ（どうゆうものかよくわからない） 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b

996
糸魚川～大町までの道路が悪い。信州とのつながりが悪い。大糸
線は姫川渓谷鉄道なのだから全面ガラス張り窓に希望。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l

1000
海の活用。オーナー制や年に数日泊まり込み、魚獲りのイベント、
食べ、おみやげ

男性 ７０歳以上 糸魚川 gq

1000 大学や社会人等の運動や合宿が出来る様な固定施設を作る 男性 ７０歳以上 糸魚川 j

1004
交流人口拡大にとりくむ前に、現状の人々への取組を考えてほし
い

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 o

1007

ジオパークは広域なので、個人旅行では難しい地域だと思う。修
学旅行、団体ツアー客向けに、更に力を入れた方が良い。糸魚川
の自然はすばらしいが、他の有名観光地には劣る。旅館、ホテル
を美しくきれいにする助成をし、人材教育も充実させてみては？宿
泊地でのやりとりは、一番時間の長いコミュニケーションの場。そ
こで気持ち良く過ごせたら、心に残る旅になるのではないか。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bd

1008
糸魚川駅発で日帰り、宿泊等、観光地をめぐるバスコースを増や
したらどうか？

女性 ５０歳～５９歳 青海 d

1009
大物スター歌手をまねき（サザンオールスターズ、中島みゆき、松
任谷ユーミン、小椋桂など）コンサートをひらく。

男性 ５０歳～５９歳 青海 h

1009
糸魚川産と中国産のヒスイのちがいを県市外にアピールして売
る。

男性 ５０歳～５９歳 青海 m

1009
糸魚川の名産、特産品、おいしい名物をつくり、県市外にアピール
して売る。

男性 ５０歳～５９歳 青海 m

1010
イベントの開催（上越みたいに謙信公祭りみたいに、一流芸能人
を呼び、訪れる人を増やす）

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 h

1011
若い人から、年配の人までが楽しめる様な施設があると良いと思
います。レジャーランドなど。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 e

1016 海岸線の整備 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g
1016 長野方面よりの集客 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 m
1017 これ以上は望めないと思う。 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 z
1019 宿泊施設（旅館や海を見下ろせる）を増やす 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 g

1019
四季ごとのスポーツに力を入れる。スノーボードやサーフィン。プ
ロへの地域で育成。

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 k

1019 有名になるようなイベントを毎年開催させる 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 p

1020
小中高校生に他地区の人々との交流を深め、視野を大きく持つよ
うにする、教育が必要。

女性 ７０歳以上 能生 jo

1021
ひすい、ジオと、自然に恵まれている地であるのに、きれいな海が
（海岸）がないのは、非常に残念であると思います。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 g

1023 農業、漁業を体験出来るよう、進めるべき。 女性 ６０歳～６９歳 能生 p
1023 学生の合宿等を増やせたら良いと思います。 女性 ６０歳～６９歳 能生 j
1027 自然がたくさんでとてもいいが、自然だけでは人は呼べない。 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 g

1027
ひすい、勾玉、神社、滝等、パワースポットを作り、観光客を呼び
込む。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

1028 糸魚川市広報活動を活発にする。 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 m
1029 自然以外の観光の見所作り。及び市民への周知 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 dg
1029 上越市、妙高市との交流を進めてはどうか。上越３市連携しての 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 do

1031
今ある年間イベントの他にあと二つほどイベントを計画しＰＲ、Ｐ
Ｒ、ＰＲあるのみ

男性 ７０歳以上 糸魚川 m

1031
通過観光客の観光施設（フォッサマグナミュージアム）へＩＣを降り
なくて蓮台寺ＰＡより行ってこれる様なアクセス道路があればと思
う。

男性 ７０歳以上 糸魚川 d

1033
海、川、山に面し、四季も明確にあり、それぞれの食文化を生かし
た料理の提供にて、観光資源としたい（山菜料理など）

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 dgq

1036 若い人の他県の人との出会いの場 女性 ７０歳以上 糸魚川 m

1037
速達方の新幹線の土・休日停車を上越市と共同でなんとしても実
現する。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 a

1039
新幹線が開通しても、当市だけでは無理なので、急行バス+大糸
線を利用して、白馬とつなげないとだめでは。特に関西からだと、
松本回りよりも新幹線で当駅でおりて利用してもらっては（冬は）

女性 ７０歳以上 糸魚川 a

1042 せんでん活動かっぱつにする。 女性 ７０歳以上 糸魚川 m
1044 駅前をもっと明るく活性してほしい。駅前は糸魚川の顔です。 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c
1045 市税を軽くする 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
1046 市の積極的な関与を希望します 男性 ７０歳以上 糸魚川 z

1050
「ゴルフ」と「釣り」に対して、もっと投資するべきである。ほぼ毎日
他県から人を呼ぶことができている。抜きんでた存在である。

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 k
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1051 大きいイベントを少数にする（多すぎる） 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 p

1054
Ｉターンと言うよりＵターン中心で考えて、人口増やす方が良いと思
う。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z

1054
以前糸魚川に住んでいて、帰って来られる環境をつくったら良いと
思う。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z

1054
湯沢の様に、急に人口が増えて、急に減ったりするのは良くないと
思う。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z

1055
力屋観光汽船の協力を得て、姫川港から、佐渡小木間～能登珠
洲間のトライアングル航路を提案します。

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 fd

1058 大々的にジオパークのＰＲを、フォッサマグナミュージアム 男性 ７０歳以上 糸魚川 b
1058 うまい料理を（山の物、海の物）（酒） 男性 ７０歳以上 糸魚川 gq

1059
行政はお手伝い。（表にも裏にもいてはＮＧ）農商工の方々が徹底
的に中心に据まること。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

1061
「ヒスイの原石を見に行こう１日ツアー」等、糸魚川駅他、限定した
バス停での乗り降りで、誘客をねらう。（日曜日のみとか）

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l

1061 祭りの体験（みこしかつぎ、じょうばになろう等） 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 p

1062
学生さんの夏季合宿（スポーツ（テニス）、勉強等）が出来る様な施
設をつくる。（糸魚川市を宣伝し、良い所だと思って頂き移住して
頂けたら良い）

女性 ５０歳～５９歳 能生 jk

1062
神道山をもっと宣伝する。集客出来る様な何か？（例えばカップル
で来て南京錠をかけると結ばれる）を考える。（金網設置必要）

女性 ５０歳～５９歳 能生 g

1062
糸魚川市、市民皆様全員で訪れる方を歓迎し、ボランティア精神
を持って協力する。（大いに全国に糸魚川を宣伝したい）

女性 ５０歳～５９歳 能生 m

1062
夏の間使用されていないシャルマンスキー場にＬＥＤライトのイル
ミネーションを飾る。入設料は１０００円位に安くする。（予算の足し
に市民から募金をする）

女性 ５０歳～５９歳 能生 g

1064 山、海、温泉、酒等もっと宣伝すべし 男性 ７０歳以上 糸魚川 dgq

1066
せっかくキレイな海、山があるのに、あまり美しくない。都会の様に
もう少しリゾート感が出たら、だれもがきたくなる町になると思う。
お店も上越にくらべて少なすぎると思う。

女性 ２０歳～２９歳 青海 g

1067
来糸者を迎える市民の誠実と親切心が一番と思う。（知らない土
地へ旅行した時に特に思う）

男性 ７０歳以上 能生 z

1067 準都会地へのＰＲの更なる徹底（準主要駅構内のポスター掲示） 男性 ７０歳以上 能生 m
1067 糸魚川駅より市内各観光ポイントへの交通機関の充実 男性 ７０歳以上 能生 d
1070 新幹線の開業を機に、更に交流人口の拡大を図る工夫を。 男性 ７０歳以上 能生 ao

1070
「おもてなし」→は「物」だけでなく「心」が大切、金沢市の官民一体
の「おもてなしの心」を学ぶべし

男性 ７０歳以上 能生 z

1071 ジオパークをもっとアピールするべき（もったいない） 男性 ４０歳～４９歳 能生 b

1072
姉妹都市を増加するか密接（関係を深め）交流を深めるために互
いの土地を観光ｏｒ訪問する回数を増やす

女性 ６０歳～６９歳 青海 do

1073 観光整備（糸魚川駅から海まで歩いていけるように） 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 dg

1073
ジオパークも何が目玉かわからないので、これといった所を整備
する。

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b

1077 旅行社とのタイアップ 男性 ５０歳～５９歳 能生 m
1077 はとバスツアーとのタイアップ 男性 ５０歳～５９歳 能生 l
1078 今、取組んでいることにどれくらいの効果がでているのですか。 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 z
1080 観光施設の充実と新設 性別不明 ７０歳以上 糸魚川 d

1081

はたして交流人口が増える事が良いのでしょうか？確かに知名度
を高め豊かにしていく事は大事な事と言えますが、「自然」という素
晴らしいものを何もしない、いわゆる「そのままにしておく」ことも一
考ではないでしょうか？それよりも充実することに重きを置いてい
ただきたい。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 o

1085 名所があればよいと思います 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d
1088 電車の本数を増やす。または車両を増やす。 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 l

1090
子育てしやすい環境のアピール（若い人でもなじみやすいコミュニ
ティ広場）

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 m

1090
シニア世代の受け入れ（医療、介護の充実はもちろん、スポーツ
の交流などの実践、健康維持に力を入れる）

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 ko

1090
働きやすい環境づくり（職場でのコミュニケーション、保育の充実、
雇用の拡大）

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 s

1093 交流人口の多い市などが、どうやっているか調査する 女性 ７０歳以上 青海 o

1094
産業、観光にもっと力を入れて、人の流れを糸魚川市へ向けるよ
き所が沢山ある。

女性 ６０歳～６９歳 青海 dg

1096
ショッピングモール（メーカーのテナント等が入るもの）を誘致して
ほしい。

女性 ３０歳～３９歳 能生 e

1098 大学の誘致 男性 ５０歳～５９歳 青海 i
1098 外国人観光客を増やす 男性 ５０歳～５９歳 青海 d
1100 ジオパークをもっと活かしてほしい 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b
1104 姉妹都市が可能ならどこかの市と結びながら動きがでると思う 男性 ５０歳～５９歳 能生 z
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1105
「また訪れたい！」と思えるようなまちづくりを行う。固定概念にとら
われず活力ある商店街、観光地等見学し、取り入れらえるものは
活かしていく。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d

1113 再びおとずれて見たいと思わせる様な町になればと思います 女性 ７０歳以上 能生 z

1113
都会から2時間で来れば糸魚川を美と食などでおもてなし出来れ
ば

女性 ７０歳以上 能生 q

1115 先ず、この町に魅力がない 男性 ６０歳～６９歳 青海 z
1119 飲食店を増やす 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 q
1122 企業誘致 男性 ６０歳～６９歳 青海 s

1125
大人だけでもなく、子供だけでもなく、大人も子供も楽しめる事が
あれば良い

女性 ４０歳～４９歳 青海 z

1130
地域の人達の受け入れの心構がもう少し重要な事ではないでしょ
うか。（受入の環境等）

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

1131
市会議員がプロジェクトを組んで先ずは新幹線沿線の主立った企
業にジオパーク・温泉・海・山の宣伝で慰安旅行の行き先として、
宣伝して回る。

性別不明 居住地不明 bdg

1132

ＴＶで以前みたのですが、町起こしを企画する有名の方に頼んだ
らどうでしょう。今、すごく中途半端な感じがします。市民が安心し
て勧められる場所を増やしてほしいです。とりあえずフォッサマグ
ナミュージアムは安心して勧められます。

女性 ５０歳～５９歳 青海 bd

1132
個人的には親不知がもっと整備されて見てまわれるようになれば
いいと思います。ホテルも市が買取(今はすたれた感じで訪れても
良い印象がありません）キレイにすれば良いと思います。

女性 ５０歳～５９歳 青海 n

1133 外国との交流等 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 o

1139
各地区の魅力を総合的に発信し、ニーズに合ったコースを選択で
きる→ネット上のシステム

男性 ６０歳～６９歳 能生 m

1139 糸魚川らしさとは何かを明確にしてＰＲする 男性 ６０歳～６９歳 能生 m

1139
店ではなく、線として（見る、買う、食べる体験）ルートを充実させ
る。

男性 ６０歳～６９歳 能生 q

1141
よくわかりませんが、体験型の観光でもっと手軽に楽しめるような
企画が多くあればどうですかね？例ジオパーク+果物がり（野菜と
りなど）

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bd

1142
行政と一部の人達しか考えていない。まず糸魚川市民全員が取り
組める体制が出来て居ない。

男性 ７０歳以上 糸魚川 z

1142 イベントがあるが何かばらばらで実施している様に思う 男性 ７０歳以上 糸魚川 p

1146
美山公園にある（ミュージアム）蒸気機関車とレールを敷き動かし
たらどうか（糸魚川駅と市役所間）土日祭

女性 ７０歳以上 糸魚川 g

1148 海が生かされていない 性別不明 ７０歳以上 糸魚川 g
1151 とても厳しいことだと思います。 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 z
1153 海、山のイベントが中途半端、何か１，２大規模な物を行う 性別不明 居住地不明 g
1153 ジオパークについて、観光の整備とピーアール 性別不明 居住地不明 bd
1156 土地を貸すとき、法外な値をつけて来るのをこばまないこと 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
1156 他の人の意見に耳をかすこと 男性 ７０歳以上 糸魚川 z

1156
旅の人という言葉で他の地域から来た人を色目で見るここの特長
を改めること

男性 ７０歳以上 糸魚川 z

1159
旅行社と提携をして宿泊プランをたて、その中に観光を取り入れ
る。

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 d

1159
食のイベントをした時のみ、人が集まるので、駅前以外にも展開
し、もっと大きなイベントとして扱う。

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c

1162
新幹線が停車することになったけど、駅舎内のサービス、市内に
喫茶店などほしい

女性 ７０歳以上 糸魚川 a

1162
南口アルプス駅前通りに住宅が多く、駅前全体が街作りの感がな
く、利用者もがっかり

女性 ７０歳以上 糸魚川 c

1168
若者の地元就職の意識も薄くなり、働く場所もない。就職口がなく
ては、人口を増やせないと思う。

男性 ４０歳～４９歳 青海 s

1169 ジオパークよりももっと一般の人が興味をもつ何かがほしい。 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b

1175
クラシックカーレビューのような人気の高いイベントに、まだまだ力
を入れ、１泊２日の温泉ツアーのような企画

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 dp

1175
山間地域の畑や田んぼをネットで２４ｈ中継し、小さい区画にして、
作物を育てる。その区画を都会の人に買ってもらう。（レンタル？）

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 g

1179
大糸線にトロッコ列車等のイベント列車を運行するとともに、市観
光課主催の誘客活動を推進すべきと思います。

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

1180
交流の場や観光に力を入れて、もっと企画を考えていけば良いと
思います。

女性 ５０歳～５９歳 能生 do

1184
駐車場の確保。お祭りなどのイベントがあっても駐車場がわから
ないことがあると思う。満車だったときの案内も。

女性 ２０歳～２９歳 能生 p

1185
駅北口から日本海に突き当たった海岸に海洋娯楽施設（フィッ
シャーマンズワーフ）を造る

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 g

1187 本町通りの活性化 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 t
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1188
駅の周辺の活気がない。ちょっと時間があったので、足を伸ばして
海を見に来たのに、駅周辺には何もなく、市内観光するのには時
間が足りない。白馬に来た観光客の声でした。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 dg

1189 当市に訪れる人の交流をする場所の増設と整備 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 o
1189 訪れる場所が無い 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 z
1190 目玉商品、目的地が少ない。 男性 ７０歳以上 糸魚川 d
1192 継続性のあるイベントを企画する。 男性 ７０歳以上 糸魚川 p

1192
大学生などの部活動のために施設を提供して糸魚川市に来ても
らう。

男性 ７０歳以上 糸魚川 j

1192
財源も必要であると思うが、テレビなどのメディアを活用して糸魚
川市の存在感を訴える。

男性 ７０歳以上 糸魚川 h

1194 食・山、海、川の景観・ヒスイ・奴奈川姫 男性 ６０歳～６９歳 青海 g
1194 相馬御風・祭 男性 ６０歳～６９歳 青海 p
1194 世界ジオパークの活用。ＰＲ 男性 ６０歳～６９歳 青海 b
1199 駅前（糸魚川駅日本海口）に喫茶店等のお店を作って客を増やす 女性 ２０歳～２９歳 青海 cg
1202 糸魚川駅周辺に屋台村の設置を望む。 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c
1202 訪れた人の印象は景観と食が一番。食の名物の開発を。 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 q

1202
糸魚川の魅力は何と言っても海。駅から海の上に出られる広場の
建設を。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

1204 北陸道と長野道との接続（糸魚川～安曇野） 男性 ７０歳以上 糸魚川 l
1206 結婚していない若い男女があまりにも多い行政としては？ 男性 ７０歳以上 糸魚川 z

1210
もう一度糸魚川に来たいと思ってもらえる接客、おもてなし（まだま
だ殿様商売の店が多く、マナーが悪い）

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z

1215 子どもの交流に力を入れる 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 o

1218
他地域の交流をし、安くする為の交通機関を整備していく（特に大
糸線の整備等に力を入れる）

女性 ７０歳以上 能生 lo

1219 役所の人が中心になって考えるべき 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z
1223 宿泊希望者に対し、ジオパーク巡りを実施する（タクシーで） 男性 ７０歳以上 糸魚川 b

1223
費用負担は宿・タクシー会社・市の補助金で賄う（観光客の負担は
ごく低額に）

男性 ７０歳以上 糸魚川 d

1223 ジオパークと温泉の観光広告を充実し、宿泊者を増やす。 男性 ７０歳以上 糸魚川 bd
1226 魅力的なイベント開催。観光の目玉を作る。 男性 ４０歳～４９歳 青海 d
1226 企業の誘致（働ける場を増やす） 男性 ４０歳～４９歳 青海 s
1226 都会（大都市）と協定を結び、田舎暮らしを希望する人を招く。 男性 ４０歳～４９歳 青海 z
1227 若い人達が集まるイベントやスポットがあるといいなと思います 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 p
1228 どんどん市外地との交流をはかって下さい。 性別不明 居住地不明 o
1228 もっと糸魚川を全国にアピールした方が良いと思う。 性別不明 居住地不明 m
1230 たくさんイベントを行う 男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 p
1230 TVでイベントをアピールする 男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 p

1231
何度もリピートして来たいと思える目玉を作る。国営丘陵公園のよ
うな大人も子どもも、晴雨にかかわらず季節問わず楽しめるところ

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 z

1232 いくら考えても思い浮かびません 女性 ７０歳以上 糸魚川 z
1232 企業誘致 女性 ７０歳以上 糸魚川 s
1232 観光と言いますが、魅力が弱いと思います（残念乍ら） 女性 ７０歳以上 糸魚川 d

1238
糸魚川でなければ食べられないおいしい料理、糸魚川でなければ
見れない風景等、特徴を持った旅館でアピールできないか

男性 ７０歳以上 青海 m

1241 日本海北口市内魅力が無い（ジオパーク）を活用して頂くために 女性 ７０歳以上 青海 bg

1241
他から、訪れる人が駅へ降りて一目で分る観光案内希望致しま
す。

女性 ７０歳以上 青海 d

1247
訪れる人の大きなイベントも大事だが、地区毎行事で駅前などに
集合するイベントを増やした方が地元が活気づくのでは？そこか
ら大きなイベントに移行することもあるかもしれない

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c

1248 森林公園の利用等（キノコ取り、さつまいもほり等） 女性 ７０歳以上 糸魚川 p
1248 オーナー制で体験観光（都市部の方と交流） 女性 ７０歳以上 糸魚川 do
1248 イベントを増やす（自然を体験するなど） 女性 ７０歳以上 糸魚川 g
1251 糸魚川市に水産大学を作ったらどうか（海洋高校の進学） 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 gi

1251
近隣の県（特に長野県）からの観光客増加をうながす為の道路、
鉄道の整備

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 d

1251
糸魚川にしかない観光の売り出し（フォッサマグナを中心として、
施設の整備、温泉、宿泊施設の整備等）

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 d

1252 駅から海岸、海岸に道の駅を作り、糸魚川の特産物を売る。 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 g
1252 また、夕やけを見ながら飲食のできる場所を作る 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 q
1255 ジオパークツアー 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
1255 激安ツアーから転入者への住宅支援、子育て支援 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z

1256
大型のスーパー銭湯など、上越市やあさひ町では体験できないよ
うな施設を作る

男性 ４０歳～４９歳 能生 p

1257 いろんなことをやるしかない 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z
1257 もう少し見るところがあればいい 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z
1257 ひすいを全面にだしてほしい 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d
1260 ジオパークの周知 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

- 109 -



【問８】　557件（箇条書き830件）

ID 答 性別 年齢 居住地 分類

1260
新幹線のメリットを活用する。例えば駅舎の高さや海までの近さを
もっとPRしてほしい

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 ag

1264 一人でも参加出来るもの 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z
1264 四季に合わせた楽しめるもの 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 p
1271 有効的なPR 女性 ５０歳～５９歳 青海 m

1273
四季を通して何回でも来てもらえる年間パスポートのようなイベン
トを企画する

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 p

1275
６０才過ぎても男子、女子、昼頃まで仕事が有ると、みんな喜んで
すると思います

女性 ７０歳以上 青海 s

1277
まずは県職の連中も小バカにされる「三途の川」（津川、相川、糸
魚川）の悪しきイメージから脱却しなければならない。県職も来る
のを嫌がっているんでしょ？

男性 ４０歳～４９歳 能生 z

1282 もっとジオパークを有効に利用する 女性 ３０歳～３９歳 青海 b
1284 目玉となるものがないので造る（日本一位のもの） 女性 ７０歳以上 青海 d

1287
新幹線開業後の糸魚川のキーワードは海だと思うので駅から近
い海岸の整備を強く要望したい

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 ag

1290 公共交通機関との連携 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 l
1290 NGT４８等アイドル等の活用 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 h

1293 もっとインパクトのある物に力を入れて考えて、とことんやってみる 男性 ５０歳～５９歳 青海 z

1294
送迎や各分野のメリットを連動させたパックサービスの充実と広報
による集客

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z

1296
都会から来た方にどこに行けば糸魚川らしいかというメインの所
がない

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

1296 町が横に広がり集中したところが無い（バラバラすぎる） 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

1301
集客が出来ている町などを見直しをし取り入れる工夫が必要 集
客が出来ても観光地でのゴミの始末や置き去りに対しきちんとし
た対応をして頂きたい。

女性 ６０歳～６９歳 能生 d

1302
オリンピック競技になっている若者が好きなスポーツ施設の充実
を図る(他市にないもの)

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 k

1305
当市に訪れる観光客の事を考えるのも良いが、まず市民の利便
性、すみやすさをもっと考えて欲しい。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d

1306 交通網や、車、バイク、自転車のレンタルの拡充 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l
1306 標識、看板類の整備 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 m
1307 生活しやすい環境作り、まち作り 女性 ２０歳～２９歳 青海 z

1310
現在訪れる人がいても、たいしてＰＲできたり遊ばせたりするところ
がないと思う。

女性 ５０歳～５９歳 青海 m

1312 企業の勧誘(雇用の確保) 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 s
1312 観光地の整備、ＰＲ 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

1313
当市を訪れても連れて行きたいと思う場所があまりないと思う。ピ
アパークは淋しい所のように思う。若い人が集まる場所がない。

女性 ５０歳～５９歳 青海 z

1314
おいしい食事ができるお店を増やす。他市からでも足を運んでみ
たい食事処がないように思います。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 q

1318
駅前通りにもっとデパートがあればいいなと思います。そうすれば
皆さん交通費(ガソリン)まで使って遠くまで行く事がないのでは？

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c

1318
糸魚川には、良いところがたくさん(特に食べ物、ひすい峡)などが
あります。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

1320 すぐ体験できるバタバタ茶 女性 居住地不明 p
1320 糸魚川名物、食品がそろっている飲食店 デパート 女性 居住地不明 q
1320 糸魚川におりたらすぐ行ける海の広場 女性 居住地不明 g
1326 海の役割をもっとアピールする。 女性 ７０歳以上 糸魚川 g
1326 駅前の活性化をさせる 女性 ７０歳以上 糸魚川 c
1326 駅前、本町通りに行くための駐車場をつくる 女性 ７０歳以上 糸魚川 c
1327 駅前が静か 来られた人の興味を引く物があまりなく感じます 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c
1327 観光資源とする場所への交通の便が悪い 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d
1329 又行きたいと思ってもらえるイベント(食のイベント等)定期的開催 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 p
1332 海水浴場のＰの整備 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 g
1335 ジオパーク８テーマサイトごとに独立したＰＲ担当をおく。 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
1338 ジオパークの新しい使い方 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b

1341
糸魚川市で生活している人の安全や不安に思う事のない人の流
れを行うこと今はそれがない

男性 ６０歳～６９歳 青海 z

1342
タクシーで名所、おいしい食べ所、糸魚川の良い所を案内できる
人を育成する。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l

1343
せっかく来てもらった方々にもっと足を止めて見てもらう工夫があ
れば良いと思う

女性 ７０歳以上 糸魚川 z

1343 外からのお客様に対し親切でない。 女性 ７０歳以上 糸魚川 z
1345 全ての観光資源の整備はできない(中途半端)ので数か所を集中 男性 ３０歳～３９歳 青海 d
1345 新幹線とバスの接続改善 男性 ３０歳～３９歳 青海 a
1345 各種イベントにより交流人口拡大 男性 ３０歳～３９歳 青海 o

1346
北陸新幹線で糸魚川におりて観光がしてみたい(東京で言うはと
バス)

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 ad
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【問８】　557件（箇条書き830件）

ID 答 性別 年齢 居住地 分類

1346 駅２階の広い通路、土日でも良いので出店があったら良いと思う。 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

1347
糸魚川市にしかないイベントをセンデンし駅前の昼間のシャッター
通りを改善

性別不明 居住地不明 c

1349
別途教育文化地域としての位置づけを明確化し既存の自然環境
をも活かし、自然文化総合地としての固有の地域像の構築を目指
す

男性 ７０歳以上 糸魚川 g

1349 第一次産品の加工、製造、販売の一貫体制の整備 男性 ７０歳以上 糸魚川 d

1349
第一次産業(農林漁業等)の重要産業としての位置づけとそのため
の基盤整備

男性 ７０歳以上 糸魚川 s

1349 上記産業振興を担う農林糸高校あるいは専門学校の開設 男性 ７０歳以上 糸魚川 i

1350
冬は荒れる海、夏は静かな海を売りものに、海の見える、駅の近く
にくつろげる場所など…

女性 ７０歳以上 糸魚川 g

1350 駅前に食事どころ(日祝日は休まない) 女性 ７０歳以上 糸魚川 c
1353 豊かな自然を活かした観光地の整備 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 dg

1354
ＪＲや旅行会社、雑誌などでの広告・宣伝（ＪＲの主要駅の掲示
板？(広告スペース）にポスターを貼って宣伝するなど）

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 m

1354
自然や日本酒、海の幸など、他の土地にはないものを楽しめるイ
ベントの企画（いろいろイベントがあっても、地元の店のアピール
が少ない気がする。いろいろおいしいものがあるにの）

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 gq

1357

観光の目玉？（スカイツリー）展望台（634）山の上に建設して海抜
63.4ｍでも良いか？結構広いフロアーで日本海の夕日や冬の荒
海を眺めながら食事もできる。この建物と周辺は防災施設ともなら
ないか？

男性 ６０歳～６９歳 青海 dg

1357
オーナー制度、魚介養殖（ウニ、サザエなど）、山菜の栽培（ス
キー場利用）

男性 ６０歳～６９歳 青海 gq

1359 補助金 男性 ３０歳～３９歳 能生 z
1361 市民はもとより県・市の職員の内部改革の取組み強化 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
1361 白馬→関西との関係強化 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
1361 全国レベルのイベント（大小に関係なく）等を数多く催す。 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 p
1363 先づ、他地域に足を運び交流を深める事。 男性 ７０歳以上 糸魚川 o
1363 他地域の良い所を学ぶ姿勢が大事。 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
1363 グローバルな対話の出来る人材の育成。 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
1366 広報の充実(県内・外) 女性 ６０歳～６９歳 能生 z

1366
「また来たい」と思わせる観光地、食、宿(ミュージアムは一回でＯ
Ｋ)担当者は自費、自払いで全国の観光地に行ってみる。勉強す
る。

女性 ６０歳～６９歳 能生 d

1370 会社をふやす。 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 s
1371 もっとイベントの宣伝 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 m

1371
せっかくスキー場等があるので冬以外での利用！野外ライブ等！
思った以上に人が出ているのでもっと拡大を！

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 gh

1373
インターネット配信等で市をアピールし、ゴールデンウィーク、夏休
み時期（お盆）に的を絞り観光に来て下さった方々には無料案内
バスにより各施設、観光地をめぐり最終は温泉でお泊りする

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

1379
自己中心的な考えの方々が多いので他人に対する思いやりを大
人世代にも教育が必要だと思う

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 z

1380
ジオパーク関係でかけた事業費とその効果を示してほしい（費用
対効果）

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b

1381
１つ大きな「見どころ」を作る事だと思います。１ヶ所であっても訪
れる人たちが満足する「見どころ」を作ると良いのではないでしょう
か？

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 z

1383 ジオパークの宣伝が足りない 女性 ６０歳～６９歳 青海 b
1383 観光資源が多くあるのに他県への発進がないのはもったいない 女性 ６０歳～６９歳 青海 d
1385 町づくりにもう少し力を入れなければ 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

1390
市中移動（バス）が、うまく動いてないと思う。商店街も閑散として
いて活気がなく、特に火曜日は銀行くらいしか開いておりません。
旅行者の人たちにも良い感じは与えていないと思う

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l

1395 四季のレジャーを売りに観光産業に力を入れればよいと思う 性別不明 居住地不明 d
1396 飲食店など 女性 ４０歳～４９歳 青海 q
1396 もっと職業を増やしてほしいです。 女性 ４０歳～４９歳 青海 s

1396

コンビニが多い様な気がします。映画館や気軽に入れるスーパー
や安くてサイズも沢山ある衣料品、ファーストフード（とにかく質が
良いのも）やリサイクルショップ、また、病院なども、技術のある病
院など。

女性 ４０歳～４９歳 青海 eg

1398
観るだけでなく、体験型観光を多業種協力で考案できないでしょう
か？

男性 ６０歳～６９歳 能生 d

1398
ジオパーク等、観光面で交流人口を拡大しているように思うが、一
過性の事と思われる。リピーターが増える様な面に力を入れること
を望む

男性 ６０歳～６９歳 能生 bdo

1399 イベントの重なりも結構あり、調整したほうが良いと思う。 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 p
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【問８】　557件（箇条書き830件）

ID 答 性別 年齢 居住地 分類

1399
四季折々のイベントを計画するも情報の発信、宣伝不足を感じる
ことが多い

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 m

1406 駐車場を増やす（無料の駐車場） 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 l

1407
ジオパーク認定と言えども交流人口の拡大は市民にも徹底的に
理解を高揚し前向きに市民が力を発揮できる考慮を。

女性 ７０歳以上 能生 bo

1411
ふるさと割、ふるさと納税。世の中の流れに合わせて乗り遅れな
いでほしい。

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 z

1411
他の地域との差別化。糸魚川でしかない魅力を全面に出してほし
い。

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 z
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【a.糸魚川駅前・商店街・周辺エリア開発（87件）】

（特徴的な意見）

「ヒスイ」の街、酒蔵（５社）のコラボレーション→宝石の街・酒の街（男性・30代・能生）

ヒスイ海岸があるが、駅を出て海へ行きづらい。駐車場も無く車も停めづらい（男性・30代・糸魚川）

【b.観光・特産品の活用・PR（63件）】

（特徴的な意見）

【c.ジオパーク関連の活用・PR（25件）】

（特徴的な意見）

ジオパーク等地味な事業が多いので若い人が集まる音楽祭等をもっとやった方が良いと思いま
す。（女性・70代・糸魚川）

上記２に関して→新幹線の開業半年前に金沢市を訪れた際、ＪＲ駅、バス停、観光地等で「お気を
つけて」「またどうぞ」「ありがとうございます」などいろんな方から声をかけてもらったことがある。さす
が「金沢市」だと感心した。糸魚川駅や観光施設では、このような声かけは金沢市の半分もいかな
い。また糸魚川へ来てみたい－と思わせる心のこもった愛の一声運動、気持ちの問題が大切（男
性・70代・能生）

権現荘のリフォームに伴い利用料金が上がっていくようですが、３００円前後の日帰り入浴料にしな
いと増加なんて見込めないと思います。冬期間の楽しみである温泉なので連休や年末年始以外
は心から行きたくなる温泉にして下さい（男性・40代・能生）

ジオパークも全国に乱立気味で賞味期限切れみたいな感じです。あまりジオパークに拘らず海や
山をもっと有効活用できないでしょうか。（男性・40代・糸魚川）

問９　これからのまちづくりについて、ご意見、ご提案がありましたらご自由にお書きください。（箇条書
きでお願いいたします。）

ひすい王国館の駐車場を何時間使っても５００円以内にする。（無料駐車場が少ない）（女性・70
代・糸魚川）

とにかく駅中も駅前もさみし過ぎると思います。地元の人もほとんど歩いていません。日曜日に商
店街の店がほとんど閉まっているのもいかがなものかと思いますし・・・。駅前は町の顔。何とかしな
ければ。（女性・40代・糸魚川）

旧市役所跡（現在公園）へ地場品メーンの道の駅。消防署跡地は観光客用駐車場に。8号線と148
号線の交わる付近でも良い（男性・70代・糸魚川）

ジオパークに指定されている所（月不見の池など）も実際行ってみると看板などは整っていても池
が汚れていたり・・・と少し残念に思うところもあります。観光スポットとしての場所の整備がいくつか
必要なところがあると思います。（男性・30代・青海）

新しい観光スポットを開拓していく必要があると思う。今までのヶ所では限界があるので美化してい
くのも良い。個人的意見ではあるが黒姫山のマイコミ平洞窟群の観光地化にするなどの案もある
（男性・40代・糸魚川）

ジオパークも大切なら、若者にジオパークを整備する事業会社でも作ったらどうか？ボランティア
ばかりでは続かない。賃金が発生してこそ「やる気」が生まれるのではないか？（男性・40代・青海）

- 114 -



【d.医療・福祉・介護関連施設・サービスの改善（69件）】

（特徴的な意見）

【e.公園・広場などの遊び場（17件）】

（特徴的な意見）

ドッグランを作ってほしい（男性・70代・糸魚川）

【f.ショッピング・アミューズメント施設等の誘致・買い物支援（50件）】

（特徴的な意見）

お店が少なく不便　衣料・雑貨・飲食（上越市や富山へ行くのも微妙な距離で困る）（女性・30代・
糸魚川）

ショッピングセンターなど商業施設誘致を推進してほしい。食料品以外の買い物は糸魚川ではで
きない。（女性・40代・青海）

もっと緑豊かな公園、くつろげる場所を充実させてほしい。公園はあっても何か寒々としていてゆっ
くりくつろぎたいと思わないから。（女性・40代・糸魚川）

公園の充実（我家は子供３人いて、富山県内どこの市町へ行っても公園がかなり満足できるので
遊ばせによく行きます。富山の公園を見習って遊具、駐車場を整備すれば他地域からの家族連れ
も増えると思う（男性・30代・青海）

市街地で子供が体を動かして遊べる場所を減らさないでほしい。私が子供の頃は美山公園や糸
魚川東小のわかくさ広場（アスレチック広場）は遊園地のようだった。健康で体力のある大人を形成
するためには幼い頃の運動量が重要だと思う。（女性・30代・糸魚川）

屋外で遊べる公園などはやや満足できるのですが冬期や雨天に子供達をあそばせる施設が必要
を思われます。（男性・60代・青海）

医療の充実。病院へ行っても予約や紹介状がないと見てもらえない。不調で行っても「予約して下
さい」どうすればいいの？実際上越へ行って見てもらったら「もう少し遅かったら大変だった」って！
糸魚川の医療体制では良くなるものも良くならない（不安で一杯）（女性・60代・糸魚川）

増加する高齢者をどう対応…入所施設、職員不足で困っている。福祉、介護、医療、職なら働く場
所がある→人材を育てるのも必要　高齢、共働きでも在宅で生活できるようにサービスを整える。
（女性・50代・糸魚川）

近隣の地が遠いので乗り物の便をもう少し考えてほしい、山間地の人は特に乗り物のない年寄りは
買い物、病院と大変な思いをしています！又、年寄りを残していろんな職場を求め帰れなくなって
いる若者達をＵターンが出来る様な職場の確保をしてほしい！（女性・60代・糸魚川）

ジオパークのまち、相撲のまち、輝きのまち・・・○○のまちが多すぎてわからない（男性・30代・糸
魚川）

ジオパークに認定されたから、震災に強い町などとして、特色をもったまちづくりをしてほしい。（男
性・10代・青海）

当市には、温泉があり、これを病院と療養施設を一体化して福祉の町創くりで、県外から人が集っ
てくる事に・・・。（女性・60代・青海）

病院が少ない（皮膚科・耳鼻科など）。糸病は午前だけとか予約が必要ですぐに行けない。→結局
上越に行かないといけずついでに買い物も・・・となり、なかなかまちが盛り上がらない（女性・40代・
能生）
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２０代～４０代の男女が遊べるような娯楽施設が少ないので作ってください。（女性・20代・糸魚川）

【g.海・山・川・雪・田・畑など自然の活用・景観保全・PR（79件）】

（特徴的な意見）

【h.高齢者支援・活用（62件）】

（特徴的な意見）

【i.行政施設・サービス・施策・地域コミュニティへの意見・提案（206件）】

（特徴的な意見）

雪に強いまち作り、冬の除雪をもっと充実してほしい。高齢者に住みよいまちにしてほしいです。
（女性・60代・能生）

埼玉県から嫁いできましたが、「温泉」とか「日本海の海の幸」とか「地酒」とか関東にはないものが
たくさんあるのに、アピールが下手だと感じます。市内に温泉があって、酒蔵があってなど、糸魚川
の魅力となるところを中心としたまちづくりをするとよいと思います。（女性・40代・糸魚川）

新しい観光スポットを開拓していく必要があると思う。今までのヶ所では限界があるので美化してい
くのも良い。個人的意見ではあるが黒姫山のマイコミ平洞窟群の観光地化にするなどの案もある
（男性・40代・糸魚川）

あれもこれもに手を出すのではなく、特化した街づくりが必要。例えばスーパードクターを赴任さ
せ、胃がんを治すなら糸魚川、最後を迎える方にホスピタル施設、海を見て、おいしい物を食べて
もらうっていいと思います。（女性・40代・青海）

高齢化により車を運転できなくなる人が増えるから、自動車以外の交通手段を発達させる（男性・
50代・青海）

生活必需品が買える店は歩いて行ける所に必要。現在、バスで買い物に行く高齢者が多い。スー
パーの１ヶ所集中は残念である。（女性・50代・青海）

山間地域の高齢者への冬期間の生活の助成（金銭的な事でなく）冬期間の除雪等道路の確保、
通勤の時間帯の早朝夜間等。（女性・60代・糸魚川）

市場食堂の様な地元の農産物を使用した安全安心で安価な食べる場所を作って下さい（女性・40
代・糸魚川）

海があるのに安心して遊べる場所が糸魚川市街は少ない。釣り場や海水浴場の充実が必要、駅
から海におりれないのはだめだと思う。（女性・40代・糸魚川）

旧糸魚川だけではなく、旧青海、旧能生にも市が宅地造成をして人が集まるインフラ整備と、それ
に伴う企業誘致をして人口を増やすことを考えていかないといけないと思います。（女性・50代・青
海）

町づくりも大切だが、田舎ももっと入れてほしい知らない所がいっぱい有る事も今の糸魚川の幸な
事も（女性・70代・糸魚川）

増加する高齢者をどう対応…入所施設、職員不足で困っている。福祉、介護、医療、職なら働く場
所がある→人材を育てるのも必要　高齢、共働きでも在宅で生活できるようにサービスを整える。
（女性・50代・糸魚川）

健康づくりに高齢者でも参加できる体操教室、楽しい体操(ケーブルＴＶ体操はつまらない)（女性・
60代・能生）
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【j.交通・道・港・各種インフラ関係の改善・提案（54件）】

（特徴的な意見）

【k.企業・雇用・就職・後継者に関する意見・提案（82件）】

（特徴的な意見）

若い人が定着することが大事。（男性・10代・能生）

青海地区　バスの本数をこれ以上、減らさないで下さい。買い物に困ります。（８９才の女性より）
（女性・70代・青海）

新幹線は開通したが、それと同時にスタートした「ときてつ」のサービスの質が悪く(車両数などなど)
乗客である高齢者が席に座れない、旅行客の人が座れていないなどなどもう一度乗ろうと思える状
況ではないので改善をしないと将来的もっとひどいことになりそう。(企業のことなので市に直接的
に改善をもとめることはできないと思いますが…)（男性・10代・糸魚川）

糸魚川市ミセス・ミス大会（世代別にしていい女・いい男を決める大会）糸魚川は顔がいい人多いと
思うし、永井大にも参加してもらったりする。（女性・20代・糸魚川）

港を利用した交通網を整備し、松本、関東方面からの可燃物（木材等）の大型トラック(古い車両）
の市街地の乗入をさせない方策の1つとしての港南線を148号RUTに接線させる。（男性・60代・糸
魚川）

山の方に美山等、市民が利用するのに不便な所に、いろいろな施設が作られている。市民が利用
しやすい所、たとえば大和川の平地に楽しめる（たとえば公園、温泉、プール、食堂等）大型の施
設を作ったらいいと思う）（女性・60代・糸魚川）

知的文化の推進を図る。知的会館の設置（文化会館）いつでも趣味が楽しめる会館の設置。頭の
健康作り、認知症、ボケ防止を図る。囲碁、将棋の活性化を図り、子供達の育成、老若男女の生き
がい対策の一助とする。当面、公民館の一室にて、場所、用具を備えてほしい。（要望）将来、大
会を開いて人を呼込む。（大町市は、囲碁祭り開催を市の活性化として、取り組んでいる）（男性・
70代・糸魚川）

色々な団体の人々が一生懸命取り組んでいる。市民は仕事以外の時間(休日を含)にその活動を
しています。市職員の方々ももっと、仕事の時間外で街の為に率先して行動すべきだと思います。
今現在もされている方も一部いらっしゃると思いますが、プライベートでも様々な団体に籍を置き、
まずは市職員が手本となり、市民と手をとりあう事が大切だと思います。市職員は一番糸魚川を愛
する人の集まりなはずですから。（男性・30代・糸魚川）

市の財政が厳しくなると分かっているなら市の議員や退職金を減らすべき（女性・30代・糸魚川）

能生支所・青海支所等の見直しを行い、人員削減、経費の削減を図るべき（現状では存在価値は
あまりない）（男性・70代・青海）

市では学識経験者という人達を選出するが、何の根拠で人選するのか広報で知らせてほしい。
（男性・60代・能生）

今後は、若者も楽しめる場所があれば、お年寄りが外へ出やすい移動の足が増えればと。車がな
いと動けないのが、自分も辛く、インターネット販売に頼りがちなので。（女性・30代・能生）

浦本～能生方面道路が一本しかない事、事故が起きるとすぐに不便を感じる。災害があると一番
にこまる通勤にもこまる（女性・30代・能生）

全国的に見て国の主要交通路(国道8号、同148号、北陸自動車道、JR北陸線、北陸新幹線)が集
中して通過している都市は珍しいといえる。（女性・70代・糸魚川）
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大手企業が増えないと、人口も利益も上がらない（男性・60代・青海）

【l.子ども・子育て・保育・教育関連への意見・提案（84件）】

（特徴的な意見）

子供の遊び場がほしい！（雨ふり等も遊べる室内）（女性・30代・糸魚川）

【m.防犯・災害に関する備え・対策（6件）】

（特徴的な意見）

夜でも明るくして防犯対策（街灯の整備）（女性・20代・青海）

避難タワー設置（田沢小学校では抵抗がある）（女性・60代・居住地不明）

防災に強い町作り（男性・50代・糸魚川）

【n.空き家・空き店舗・古民家の活用・対策（22件）】

（特徴的な意見）

空家（特に駅周辺）の有効活用。駐車場・休憩場所に提供する等（女性・60代・糸魚川）

空家の活用、シャッター通りを高級住宅街にする（男性・70代・青海）

【o.人口流出減少・少子化・移住・婚活対策（38件）】

（特徴的な意見）

上越、糸魚川の高校の科が少なくなった。工業科、商業科、土木科、建築科（男性・60代・能生）

日本一の子どもを目指すなら正職はもちろん有資格者を増やす！(今のままでは保育の働き手が
減る、質が下がる、パートが多い)保育士の家庭が犠牲になる(風呂敷残業、サービス残業多い)
（女性・30代・糸魚川）

市内に住める収入が得られる産業おこしが必要、特に農林水産業と観光振興そして物づくり中小
企業の支援（男性・60代・糸魚川）

福祉も大切ですが、子供の人口を増やす（２０～３０歳代）結婚人口を増やす。今の若い人達はバ
ブル時とちがって、高収入でもダメらしい。見たくれ良くてもダメらしい。（女性・40代・糸魚川）

旧糸魚川だけではなく、旧青海、旧能生にも市が宅地造成をして人が集まるインフラ整備と、それ
に伴う企業誘致をして人口を増やすことを考えていかないといけないと思います。（女性・50代・青
海）

若者が集まる場所がない。高校卒業でほとんどが他県に出てしまう。大学や専門学校など１つでも
あれば若者が増えるし、それにともない若者が利用できる所も増えると思う。市の発展には若者は
大切。（女性・30代・青海）

実際、子供が糸魚川高校に通っていて駅から高校までの距離が遠く不便です。上越市内に住ん
でいる私の友人からも糸魚川高校へ受験させようと思ったけど入学したら通学が不便だから止めた
という声も聞きます。糸魚川高校の近くに駅を一日も早く作って下さい。（女性・40代・能生）

企業内保育、病院、施設内保育(保育士が少ない中、厳しいとは思いますが、若いお母さんたちが
安心して働けるようにと考えます。)（女性・50代・糸魚川）

増える空き家を市で買いとり、地域のお年寄りが自由に使える場所を作り、高齢者が生きがいの持
てる街づくりをする（女性・70代・能生）
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男女の出会いの場提供（少子化対策）（男性・40代・青海）

【p.スポーツ振興・地域交流・イベント関連（7件）】

（特徴的な意見）

大きなイベントをひらく。（わか者があつまるような）（例）音楽イベントとか。（女性・20代・青海）

トレッキング出来る環境に整備する（男性・70代・糸魚川）

【z.その他（49件）】

お年寄り向けの行きたくなる体を動かす場所（中央大通り中）にほしいです。歩いて行ける所!!（女
性・50代・糸魚川）

若者は仕事がなければ、決してＵターンはしない。地元定着などありえないと思う。（女性・50代・青
海）

人口を増やすのはまず無理だと思う。フォッサマグナミュージアムに6億もかけるくらいなら市民生
活に金をまわして維持しつつ、将来市が消えてしまうときに軟着陸させることが大切だと思う（女性・
60代・青海）

保育園、小学校等は、これ以上減らさないでほしい。人口減少の要因になりかねない。（男性・70
代・糸魚川）
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【問９】　517件（箇条書き764件）

ID 答 性別 年齢 居住地 分類

2
「家族・家庭を愛する」取り組みが故郷を愛し、まちづくりにつなが
ることを期待！

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z

5 住み良い町でありますように 女性 ７０歳以上 糸魚川 z

6
老人が多いので、訪問員さんなどが沢山いたら良いなぁと、思いま
す

女性 ５０歳～５９歳 青海 h

8 糸魚川の特産品（柿・ワラビ・・・）を作り海外へ輸出する 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bg

8
糸魚川－松本間の準高速道路が完成すれば自然に糸魚川が活
性化するのではないでしょうか

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 j

10
工業団地を造成して、企業誘致を積極的に進める（桂、工業用地
問題とならない様に！）

男性 ７０歳以上 能生 k

11 全ての世代が住みよいと感じられるまち 女性 ４０歳～４９歳 能生 i
14 中高年、特に高年の人の考えを参考にして物事を考えない 男性 ４０歳～４９歳 能生 i
14 政令があれば、変えれば良い 男性 ４０歳～４９歳 能生 i
17 駅南開発 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 a

19
日本海の活用、漁業の後継者不足（昔から家族経営）一次産業事
業者の拡大を図る

男性 ６０歳～６９歳 青海 gk

19 衣食住の充実 若者が働ける 男性 ６０歳～６９歳 青海 k
22 手当たり次第に色々手をつけても無意味 女性 ４０歳～４９歳 青海 i

22
すもうの街ならすもうの街、早寝、早起き朝ごはん運動ならその運
動で、深までつきつめる取り組みが必要

女性 ４０歳～４９歳 青海 l

27 民度を高める、これにつきる。 男性 ７０歳以上 能生 z

29
地域住民の活動を利用した行政を行えば、少ない予算で効果を得
られることがある。例、山間地への除雪機の配備は有効であった。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

33 がんばってください 男性 ４０歳～４９歳 能生 z
35 糸魚川の自然をいかした町づくり 男性 ５０歳～５９歳 青海 g

36
旧糸魚川だけではなく、旧青海、旧能生にも市が宅地造成をして
人が集まるインフラ整備と、それに伴う企業誘致をして人口を増や
すことを考えていかないといけないと思います。

女性 ５０歳～５９歳 青海 iko

38
当市には、温泉があり、これを病院と療養施設を一体化して福祉
の町創くりで、県外から人が集ってくる事に・・・。

女性 ６０歳～６９歳 青海 d

46 夜でも明るくして防犯対策（街灯の整備） 女性 ２０歳～２９歳 青海 am
52 もっともっと観光に力を入れ、財源を投入すべきである 女性 ７０歳以上 糸魚川 b
52 駅周辺をにぎやかにする 女性 ７０歳以上 糸魚川 a

52
ひすい王国館の駐車場を何時間使っても５００円以内にする。（無
料駐車場が少ない）

女性 ７０歳以上 糸魚川 a

58
同じような店ばかりいらないと思う。個人的にはショッピングモール
があってほしい。

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 f

60 特に駅前の活気が無く、残念です。 女性 ６０歳～６９歳 青海 a
61 若い人達が利用しやすい、買い物が出来るお店にする 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 f
62 若者の働く場所（企業）があり子育てしやすいまちづくりに 女性 ７０歳以上 糸魚川 k
63 老後安心して楽しく暮らせられる様に 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 h
63 子供達を市民皆なで育てて上げる事 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l
64 安心して子供が産める、育てられるまちづくりを目指してほしい 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 l
64 出産から子育ての支援の特化 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 l
68 交通の利便性の向上 男性 ３０歳～３９歳 能生 j
68 自然をたくさん見えるまちづくり 男性 ３０歳～３９歳 能生 g
68 老人と子供が笑顔であいさつできるまちづくり 男性 ３０歳～３９歳 能生 hl

71
高齢化により車を運転できなくなる人が増えるから、自動車以外の
交通手段を発達させる

男性 ５０歳～５９歳 青海 h

71 ひすいラインに新駅をつくる 男性 ５０歳～５９歳 青海 a
75 汽車とバスの連らくが悪いので、こまっています。まず足元から・・・ 性別不明 居住地不明 j

78
糸魚川市全体で力を合わせないと、まちづくりは出来ないと思う。
地域の壁を崩さなければ、なにも出来ない。閉鎖的である。

男性 ４０歳～４９歳 青海 i

80

山の方に美山等、市民が利用するのに不便な所に、いろいろな施
設が作られている。市民が利用しやすい所、たとえば大和川の平
地に楽しめる（たとえば公園、温泉、プール、食堂等）大型の施設
を作ったらいいと思う）

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 gi

81 高齢化への対策となる医療内容や人材の充実を切に希望する 男性 ７０歳以上 糸魚川 dh
81 公民館活動の充実を図る 生涯学習は大切である 男性 ７０歳以上 糸魚川 i
82 各スポーツの大会（県外チームの参加型）の継続開催 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 l
82 駅前新幹線イベントの継続開催 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 a

84
お店が少なく不便 衣料・雑貨・飲食（上越市や富山へ行くのも微
妙な距離で困る）

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 f

86 産業の育成と発展（働く場の確保） 男性 ３０歳～３９歳 能生 k
88 子どもが安心して遊べる公園を増やして欲しい 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 e
89 大きい商業施設を作る 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 f
90 駅前商店街の駐車場充実 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 a

91
都会の大学に行くと卒業後、都会に生活を求めてＵターンしてくる
若者が少ない

女性 ７０歳以上 青海 kl

91
小中学生も元気で少しでも大入の挨拶を答える様、それが明るい
町の一歩になるのではないか？

女性 ７０歳以上 青海 l

91 若者が結婚して、少子化の日本を打破してもらいたい 女性 ７０歳以上 青海 o
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【問９】　517件（箇条書き764件）

ID 答 性別 年齢 居住地 分類
92 大学を作る 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 l
104 森林を活用したまちづくり 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g
110 糸魚川ならではのグルメ街を作る 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 a

111
ジオパークも全国に乱立気味で賞味期限切れみたいな感じです。
あまりジオパークに拘らず海や山をもっと有効活用できないでしょ
うか。

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 cg

114
バスの利用時間を増やして小型にする。100円で自由に乗り降りで
きるように

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 j

115 何をするにしてもスピード感がない 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

116

小さなことも大切と考えますが来市された方々に帰った後に他の
人にアピールできる様なものが、さあーいくつあるのか（例．海谷
のゴンドラ遊覧及び黒姫山のマイコミ平のリフト遊覧等、小滝のヒ
スイ郷を含めて考える）

男性 ７０歳以上 糸魚川 g

118
人々が地味、質素。そのまま町にも通じてると思います。自己主張
が少ない。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

118
商店主さんらは積極的にお店を宣伝していない。お客様にプッシュ
力が小さい。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 k

118
年齢を問わず夢を語る人々は沢山います。地域の小さな集まりに
耳を傾けてみては。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

119
空き田んぼを花などを植えて観光地化するといいのではと思いま
す。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

124 映画館、美術館などを建てる 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 f
124 糸魚川には文化がないと思う 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z
126 駅前がさみしい 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 a
127 交通弱者の利便性の向上 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 j

128
若者の集まれる映画館やボーリング場、喫茶店や年寄りも気軽に
寄れる休憩所を備えた店舗を作る

女性 ７０歳以上 糸魚川 f

130 車での移動を考慮した整備（道路、歩道、駐車場） 男性 ５０歳～５９歳 青海 j

133
埋もれている市民個々の小さな力を結集→大きな力になる。そん
な様々な企画を望みます

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

138 空家の活用、シャッター通りを高級住宅街にする 男性 ７０歳以上 青海 an
138 地産地消をもっと積極的にすすめる 男性 ７０歳以上 青海 g

138
市民農園の活用。畑地が至る所にあり、年金生活者に有利な条
件で利用してもらう。

男性 ７０歳以上 青海 g

139
地元に自分の子どもを残せる様、地元企業を充実させ、若者に希
望を与えられるまちづくりをしていただきたい

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 k

143 糸魚川駅前通りに金を掛けなくとも良いと思う 男性 ７０歳以上 糸魚川 a

143
駅の通りを町と思わないで糸魚川市全体が町だと思って、どこか
1ヵ所に金を掛け大きくPRして行ってください。

男性 ７０歳以上 糸魚川 a

145

現在の北陸自動車道の蓮台寺パーキング（上下線）からインター
チェンジに関係なく直接美山公園内の「フォッサマグナミュージア
ム」（博物館まで大型バスが出入りできる）道路を作り「道の駅」（食
事やお酒も接待できる）を造る

男性 ７０歳以上 糸魚川 aeg

151 昔の町並みや地域の文化をこ後世に残すようにする 女性 ５０歳～５９歳 能生 b
151 空き家の管理を市で行う（公民館や移住体験の家にする） 女性 ５０歳～５９歳 能生 in

151
いなかの良さをアピールする（無理してオシャレにする必要はない
と思う）

女性 ５０歳～５９歳 能生 b

153 交通の便をよくする（特にバス） 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 j
153 若者が遊べるようなショッピング施設を作る 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 f
155 日曜日のバスの本数も増やしてほしい 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 j
156 特老ホームの確保は老人の不安である 女性 ７０歳以上 糸魚川 dh
156 働く人に賃上げしてあげて下さい 女性 ７０歳以上 糸魚川 k

156
若者が生きがいを持って生活できるように余り負担を掛けないよう
に考えてください

女性 ７０歳以上 糸魚川 k

160
山間地の休耕地（田等）を利用できるような事業等、活用できれば
まちづくりに役立つと思います

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 g

166
市が先頭になって外からこの街を見れば弱点は見えるはず。もっ
と外へ出て街くらべをしてはどうですか？

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 ai

167
ショッピングセンターなど商業施設誘致を推進してほしい。食料品
以外の買い物は糸魚川ではできない。

女性 ４０歳～４９歳 青海 f

168 子育て世代を支援しないと減少は続くと思います 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 l
169 ハコモノはもういりません!! 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i
172 働く場所が多ければ若い人達も地元にいると思います。 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 k
172 大きい商業施設や遊ぶ所があれば良いと思います 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 f
173 子供の教育体制の充実（教育特区にできるような仕組みづくり） 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 l
173 山間地域では猿等による農作物への影響が深刻となっています。 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 g

175

ジオパーク、新幹線など声を大にしているときはお祭り騒ぎである
がその時が過ぎると声が消えて継続がない。新幹線についてはい
ろいろと考えなければならない問題点は沢山あります。今まだ乗
客は少しはあるかもしれませんが乗客の拡大の見通しはむずかし
い？

男性 ７０歳以上 糸魚川 c
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177
新しい物（建物等）に目を向けるのではなく、古くてもよい物を大切
にし、リフォームし、温かい街づくりをしてほしい

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 a

177
もっと緑豊かな公園、くつろげる場所を充実させてほしい。公園は
あっても何か寒々としていてゆっくりくつろぎたいと思わないから。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 e

182 若い人を定着させる職場を確保してほしい 男性 ７０歳以上 糸魚川 k

183
旧市役所跡（現在公園）へ地場品メーンの道の駅。消防署跡地は
観光客用駐車場に。8号線と148号線の交わる付近でも良い

男性 ７０歳以上 糸魚川 abe

183 ボーリング場があれば人は集まると思う 男性 ７０歳以上 糸魚川 f
187 子育てしやすい町づくり 女性 ７０歳以上 糸魚川 il

196
糸魚川駅前が何も見るところがない。店も閉店状態！これでは「は
くたか」から降りる人はいない。糸魚川駅の電車ジオラマも企画倒
れ

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 an

197 押上の浜に道の駅のような施設を作ったらどうか 女性 ７０歳以上 糸魚川 a

198
市民にアンケートも良いが、外から見た目線で意見・提案を聞いた
ほうが良いのでは・・・観光客に糸魚川の足りないものをインタ
ビューし意見を取り入れる

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bi

203 まちづくりのほこ先を中山間地に向けて欲しい。人口流失を止めて 男性 ７０歳以上 糸魚川 go
203 買物難民への対応 男性 ７０歳以上 糸魚川 f
203 土・日・祝日に子供達が自由に遊べる場を、公共施設の開放 男性 ７０歳以上 糸魚川 l
204 田舎らしさを強化 男性 ５０歳～５９歳 能生 g

206
観光客を増やすために、子供から大人まで楽しめる施設があると
よい。（例）トリックアート美術館、室内型遊園地など

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 bfl

208
若い人が集まる（たとえば学校、会社の誘致など）ことによってまち
づくりが出来る

女性 ７０歳以上 糸魚川 k

210 町の特徴を出す 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
214 工場誘致で人口を増す 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 ko
216 次の問１０との関連があると思います 女性 ７０歳以上 糸魚川 z
219 農業、林業、漁業の振興。山菜、野菜など見直す 女性 ７０歳以上 能生 g

225
過疎化にならない様、市だけに力を入れず、山のほうにも人が集
まれる

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 gi

226 子供達がのびのび生活できる安全なまちにしてほしいです 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 l
226 お年寄りが住みやすいまち、若者が帰ってきたくなるまちにしない 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 hk

227

医療現場は人材不足、神慮会の閉鎖で、今後基幹病院は市民に
充実した医療を提供できない状況が迫っています。糸魚川に１つ
だけある総合病院を守っていただきたい。場合によっては市外へ
の入院を余儀なくされる場合が多いです。高齢者が多い中、医療
充実にぜひ力を入れていただきたい

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 dh

228 他県に出ないように 女性 ７０歳以上 糸魚川 o

229
糸魚川市の街中に道路が新しく出来て、大型スーパーが増えて、
とても嬉しい

女性 ３０歳～３９歳 能生 af

229
インターネット・ＳＮＳを上手く使う。観光につなげられる宣伝をして
みては？キャラクターもので中の人が動けると良いような・・・（ふ
なっしー的な）

女性 ３０歳～３９歳 能生 b

229
今後は、若者も楽しめる場所があれば、お年寄りが外へ出やすい
移動の足が増えればと。車がないと動けないのが、自分も辛く、イ
ンターネット販売に頼りがちなので。

女性 ３０歳～３９歳 能生 j

230
まわりを山川海に囲まれている閉鎖的な？糸魚川気質も改善す
べきだと思います

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 g

232
上越、糸魚川の高校の科が少なくなった。工業科、商業科、土木
科、建築科

男性 ６０歳～６９歳 能生 l

232
若者が定住できる街づくり、その為に工業、観光、農業、漁業の活
性化

男性 ６０歳～６９歳 能生 b

235 若い人たちが住みやすい場所であってほしい 男性 ４０歳～４９歳 能生 o
241 子供・児童の公園 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 el
244 取組内容の再検討 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i
245 駅前には店が少ない（糸魚川） 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 a
245 若い人が集まる場を作る 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 o
245 駅前で買い物がしやすいように・・・ 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 a

250
障害者やお年寄りに優しい町になったら良い（外出しやすいよう
に！！）

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 abj

250 医療体制にとても不安を感じます 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d
256 新幹線の騒音問題 男性 ６０歳～６９歳 能生 j
259 財政状況が厳しくなる中で職員数を減らす事も考えて 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i

262

新糸魚川駅になり、旅行客等（登山、スキー、観光客）の足が街中
に回ってもらうためには（乗りつぎ時間等）駅近くに温泉（人口泉）
とか足湯施設があれば良いと思います。例えば旧市役所辺りに作
れば、海を見たり、駅前本町を歩いたり、活性化すると思うのです
が・・・

女性 ７０歳以上 青海 abg

264 医療（医師）の充実 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d

264
子どもが安心して遊べる広い公園がほしい（幼児だけでなく小学生
用）

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 el

264 安心して働ける職場環境 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 k
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268 安心して暮らせる町づくり 女性 ５０歳～５９歳 青海 m

270
糸魚川でしか出きないような、医療等を考えて、特徴のある町づく
り

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

274 山梨県の石和温泉街 お手本に！！ 男性 ３０歳～３９歳 能生 b
274 「ヒスイ」の街、酒蔵（５社）のコラボレーション→宝石の街・酒の街 男性 ３０歳～３９歳 能生 a

277

あれもこれもに手を出すのではなく、特化した街づくりが必要。例
えばスーパードクターを赴任させ、胃がんを治すなら糸魚川、最後
を迎える方にホスピタル施設、海を見て、おいしい物を食べてもら
うっていいと思います。

女性 ４０歳～４９歳 青海 fg

288
観光場所が今まで多くさん作られていますが、草やぶになったりあ
れてしまっている所が多いので、新しい所を作るより、今までの施
設や場所の整備を大切にしてほしい

女性 ６０歳～６９歳 能生 b

288
市民が施設がある事すら知らない所もある。例。柵口湯沢川周辺
など 夏の利用を知らせて下さい

女性 ６０歳～６９歳 能生 i

292
当中能生地区から市議会議員が出ておられるが、表だって地区に
対して消極的 地区を活性化してくれる人を選ぶべきだと思う

性別不明 ６０歳～６９歳 能生 i

292 上南公民館では活発に行動されて他地域として羨ましい限り 性別不明 ６０歳～６９歳 能生 i
293 各町中が死んでいる。もっと勝気がほしい。 女性 ６０歳～６９歳 能生 z

295
１００才の方にお祝いされる事は嬉しい事です。同居される家族の
人達にも喜んでもらえる品選びあっても良いのではと思います。

女性 ７０歳以上 能生 hi

301

知的文化の推進を図る。知的会館の設置（文化会館）いつでも趣
味が楽しめる会館の設置。頭の健康作り、認知症、ボケ防止を図
る。囲碁、将棋の活性化を図り、子供達の育成、老若男女の生き
がい対策の一助とする。当面、公民館の一室にて、場所、用具を
備えてほしい。（要望）将来、大会を開いて人を呼込む。（大町市
は、囲碁祭り開催を市の活性化として、取り組んでいる）

男性 ７０歳以上 糸魚川 il

301
健康作り：1日8000歩が求められている。雨でも歩けるアーケード
の整備。気軽に利用できる体育館にルームランナー数台設置、各
種運動用具の設置。

男性 ７０歳以上 糸魚川 dh

302
他からの人材や企業の受け入れを積極的に行う(排他的な地域性
をかえる。特に昔からある商店等の考え方)

女性 ５０歳～５９歳 青海 k

303
本町通がもっとにぎわってくれると良い環境が生まれそう(ゲストハ
ウスとかがあったらよいのかなと…)

男性 １５歳～１９歳 糸魚川 a

303

新幹線は開通したが、それと同時にスタートした「ときてつ」のサー
ビスの質が悪く(車両数などなど)乗客である高齢者が席に座れな
い、旅行客の人が座れていないなどなどもう一度乗ろうと思える状
況ではないので改善をしないと将来的もっとひどいことになりそう。
(企業のことなので市に直接的に改善をもとめることはできないと
思いますが…)

男性 １５歳～１９歳 糸魚川 hk

305 子育て支援の充実(病児保育の推進と理解) 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 il

314
商店街(ロの字)の雁木を生かしたレトロな街に、市街の企業家も
つのり糸魚川にしかない様なレトロな街づくり

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 ak

316 子供、年寄りが更に暮らし易くして欲しい 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 hl

316
冬になると凍結、積雪で移動しずらいので冬用の道路の整備等し
て欲しい

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 j

318
権現荘は旧能生町の宝。接客できていない。前の支配人の時は
そんな事なかった。上に立つ人の教育必要。上南地区まとまりあり
いいです。

女性 ５０歳～５９歳 能生 z

323 海なのか山なのか力の入れるところを 男性 ７０歳以上 糸魚川 g
324 衣料品専門スーパーの誘致 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 f
328 子供が多くいて年寄りが楽しくいれる町 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 l
329 新幹線開通の意味すら理解していない 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 j
329 とにかく市民全体にやる気が感じられない 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z
330 早く「ジオパーク」の呪縛から解くことが出来るように祈ります。 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 c
335 住みよい町にする(道路整備等) 男性 ７０歳以上 糸魚川 j
335 トレッキング出来る環境に整備する 男性 ７０歳以上 糸魚川 p

336

糸魚川は平成39年くらいでしたか？高齢化率が県内トップになる
ので、高齢者にすみやすい活動を行ってもらいたい。町づくりと商
工会と協力して地域包括の高齢者イベントをどんどん行ってもらい
いつまでも健康にすごせる市を目指してほしい

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 h

337 水道の水をもっと普通に飲みやすくする事 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 j

337
市長がリーダーシップを発揮して近未来図を描き市民を束ねて
山、海を利用しながら自ら情報発信していく

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 gi

340
ゴミ屋敷対策を促進して欲しい(ここに住んでいることで美観を楽し
めるよう、最低限度の規則をして不快を除くよう景観条例etc.法制
化してほしい。)

女性 ７０歳以上 能生 i

342 自分勝手が多い、他の人めいわくを考える。 女性 ３０歳～３９歳 能生 z

342
浦本～能生方面道路が一本しかない事、事故が起きるとすぐに不
便を感じる。災害があると一番にこまる通勤にもこまる

女性 ３０歳～３９歳 能生 j

346
過疎化地域が多くなっている。空き住宅等を利用し町にでてきても
らったら良い

男性 ７０歳以上 青海 no
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346
空家、空きスタンド等が汚れたり、整備されていない所が有り、世
界のジオパークとして恥ずかしい所が有る。(市は勧告すべき）

男性 ７０歳以上 青海 cin

347
新幹線糸魚川～新潟が不便になりすぎ、何を考えているかわから
ない。それが条件だったのだろうけど糸魚川は富山県に吸収され
るのですかね？

男性 ５０歳～５９歳 青海 j

347 糸魚川市合併で、青海は間違いなく損してます。失敗でした 男性 ５０歳～５９歳 青海 i

350
糸魚川に合併した意味なし、変わりなし。まったく市民の為になっ
てないし何も変わっていない

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 i

352

壮大な自然環境と街の活気の両方があってこそ交流人口が増え
ると思います。駅で降りても活気がない街ではリピート観光客は増
えないと思うので、再び訪れたいと思ってもらえるまちづくりをして
いただきたいです。

女性 ３０歳～３９歳 能生 abo

354 観光 男性 ７０歳以上 青海 b
355 各種委員会があるが広く人材を交代させて選出願いたい 男性 ７０歳以上 青海 i

356
娯楽施設を設ける…上映映画を見るにも上越、富山市迄出向か
なければならない

女性 ７０歳以上 青海 f

356 子供達が楽しむ場所を考えて欲しい 女性 ７０歳以上 青海 l

363
大学へ行くともどって就職する企業がないため、育てた子供達は
皆外へ出て戻らないため空き家も増える

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 kln

365
毎週、歩行者天国等の人が集える場を提案し、フリーマーケット、
野菜、漁業者等の収入の場を与える

男性 ６０歳～６９歳 能生 p

365 旧糸魚川市、能生町、青海の特徴を生かした町づくり 男性 ６０歳～６９歳 能生 gi
365 一つの地域を限定し(飲食街)等々、充実させる 男性 ６０歳～６９歳 能生 a

368
駅南側を開発マックスバリュー、天津神社、原信を結んで大型店を
集約する

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 a

368 大自然を生かした山を中心とした観光地をまとめて作る 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bg

370

色々な団体の人々が一生懸命取り組んでいる。市民は仕事以外
の時間(休日を含)にその活動をしています。市職員の方々ももっ
と、仕事の時間外で街の為に率先して行動すべきだと思います。
今現在もされている方も一部いらっしゃると思いますが、プライ
ベートでも様々な団体に籍を置き、まずは市職員が手本となり、市
民と手をとりあう事が大切だと思います。市職員は一番糸魚川を
愛する人の集まりなはずですから。

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 i

371
上早川の場合「地域づくりプラン」と「上小廃校後の有効活用」が2
つ別々に動いているような気がしますが、限られた人口で無理なく
動けて1本としてまとまってほしいと思います。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i

371
市民一人一人が利害関係ばかりを重んじないおおらかな心をもつ
こと

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

379 駅南の開発から 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 a
380 訪れた方が又来たいと思えるまち 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z

383
海があるのに安心して遊べる場所が糸魚川市街は少ない。釣り場
や海水浴場の充実が必要、駅から海におりれないのはだめだと思
う。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 ag

384 駅周辺、徒歩で行く事ができるお店(飲食店)や遊べる場が欲しい 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 a
384 北陸新幹線で訪れる観光客でにぎわう糸魚川になってもらいたい 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 b
384 休日に家族(子供連れ)で１日過ごせる施設があると嬉しい 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 l

387
小さな町を作る事で山間部に住む人達を市中心部に移住してもら
い色々な所に平均的にお金をかけるのをやめる。小さな町にする
事で交通(バス)、除雪、医療を充実させる。

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 dg

392 駐輪場がない。 女性 ４０歳～４９歳 青海 b
392 衣料品店が少ない 女性 ４０歳～４９歳 青海 f
393 安全で住み良い 男性 ４０歳～４９歳 居住地不明 m

394
全国的に見て国の主要交通路(国道8号、同148号、北陸自動車
道、JR北陸線、北陸新幹線)が集中して通過している都市は珍し
いといえる。

女性 ７０歳以上 糸魚川 j

394 都市部にある会社事業所の支所支部を誘致する。 女性 ７０歳以上 糸魚川 k
399 レトロな街並みの保存、維持活用 男性 ７０歳以上 糸魚川 a
399 安全、安心の街づくりのため医療機関の充実、老舗対策 男性 ７０歳以上 糸魚川 d
399 コンパクトシティ化 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
400 メールにて何回か質問かいたけど1回も返事がない 男性 ７０歳以上 青海 i

402

公園の充実（我家は子供３人いて、富山県内どこの市町へ行って
も公園がかなり満足できるので遊ばせによく行きます。富山の公
園を見習って遊具、駐車場を整備すれば他地域からの家族連れも
増えると思う

男性 ３０歳～３９歳 青海 eil

404
地区・域間の交流会を行ない、他人を知り、自分の地域の発展に
つなげる

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 p

409 駅（アルプス口）での夜店等の祭りを開催し楽しみのある町にする 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 a

410
④前ダレ方式の経営はやめてもらいたい（特に小規模経営）結婚
して安心して子供を産める賃金を。残業したらきちんと残業代を。

女性 ７０歳以上 糸魚川 k

410 働く場所の確保 女性 ７０歳以上 糸魚川 k
410 生活のできる賃金 女性 ７０歳以上 糸魚川 k
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410
生活環境の確立と整備、一般的に考えられることではないでしょう
か。現実はどうか

女性 ７０歳以上 糸魚川 z

410
①労働力は中央や大都市に集中する仕組みなっている。この仕組
みを地方に、政治的に解決させる

女性 ７０歳以上 糸魚川 i

410 ③そのためには将来展望の持て待遇が必要 女性 ７０歳以上 糸魚川 k

410
⑤市は各社のこれらの問題について一々文句を言うことはできな
いと思うが、市を維持発展させていくためには企業の協力が必要、
悪口を言われても押すところは押せ

女性 ７０歳以上 糸魚川 ik

410 ②市の維持発展のためには良質な労働力の確保 女性 ７０歳以上 糸魚川 i
423 若者が結婚するよりおせっかいと思われても周囲が声がけする 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 o
425 きれいいな海がありますので、海水浴場の整備をする 女性 ７０歳以上 糸魚川 g
425 昔あった水浴館をもう一度見直してみる 女性 ７０歳以上 糸魚川 fi
427 トキめき鉄道のミニ駅増設等とにかく利便性の改善 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 a

429
大きなイベントがあり、若々しく元気なイメージで良いと思います。
が、高齢な方々のイベントもあったら良いなと思います

女性 ５０歳～５９歳 居住地不明 h

430 医療の充実を 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d
430 子供が外で遊べる場所の確保 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 il
430 空家の撤去→売地へ 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 n
433 余計なことにお金を使わないでほしい 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 i
437 期待はありません。衰退の道をいってます 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 j
442 デパートがほしい 男性 ２０歳～２９歳 青海 f

446
人口を増やすのはまず無理だと思う。フォッサマグナミュージアム
に6億もかけるくらいなら市民生活に金をまわして維持しつつ、将
来市が消えてしまうときに軟着陸させることが大切だと思う

女性 ６０歳～６９歳 青海 io

449 大々的に作りなおすとするなら公募してみてはどうですか？ 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 z

453
全市民が参加し協力するまちづくり、むらづくりをすすめる。役所ま
かせ、役員まかせの住民が多い。市民総ぐるみの協働のまちづく
りが必要。

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i

453 地域・集落等のコミュニティ組織の育成、リーダーの育成 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i
453 市会議員も地域のリーダーとしてもっと勉強して実践してほしい。 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i
459 3、1・2を考え「おまんた祭り」まだ歴史は浅いが市の目玉とする。 男性 ５０歳～５９歳 能生 i
459 2、花火大会がバラバラでつまらない。 男性 ５０歳～５９歳 能生 i
459 1、夏祭りの一元化。 男性 ５０歳～５９歳 能生 i
461 あまり暮らしがらくではない 女性 糸魚川 z
465 海岸などでの不法投棄の取りしまり 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 g
466 若い人が町に残りたくなる施設の増加（プレイスポット等） 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 af

471
市が選抜した人間でも良いのですが、市としての行動を決めるグ
ループの中に30代や20代の頭の良い若い人を話し合いに加えて
ほしい。この街をこれから担うのは若い人だから。

性別不明 居住地不明 i

478
市道はループ状に古道を生かす。(例えば、能生谷→早川谷→西
海→根知→今井→青海）＊千葉県君津市のようなまちづくり。

男性 ７０歳以上 青海 j

479
市民が誰でも無料で使用できる休憩所のような場所（屋内・外どち
らでも良いので）があると他者交流もできて良いなぁ

女性 ３０歳～３９歳 能生 i

482 翡翠や相馬御風に頼るのはもうたくさん 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
491 田舎ならではの良さを守る 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bg

493

ゴミの収集は週3回から（もえるもの）2回にへらし、ゴミ置場の設置
（あみをかぶせるのはやめる）とびらのあるかご、小屋などにする。
ゴミをへらすため週2回で良いと思う。ガソリン代など影響大気汚
染のため

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i

494

くだらない設備等を造りすぎ糸魚川住民税は合併してから約3倍に
なったが何もいい事はない。公共事業、いらない道路だとか。あの
バイパスはいらない名立・能生から通勤している人は１００％そう
思っている。早川地域のためだけ。力のある議員がいるのか！

男性 ５０歳～５９歳 能生 j

498

目玉の観光地を増やす、海であれば近くに温泉を。山であればア
スレチック体験、パターゴルフ、動物ふれあい体験そして温泉な
ど。とにかく目玉商品がない！海があり山があるのに！何か特産
商品もできると思うが！

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bg

500
町より田舎の方が人口が少なくやりにくいのですが高令者には、
日常生活にかかせない食料品などの購入しにくいです。良い方法
はないものでしょうか？

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 o

501

ヒスイ王国館へ行く度に並んでいる商品は何の動きもなく、半年前
からずっとそこにあるのではないかと（そんなはずは勿論ありませ
んが）感じてしまいます。淀んだ雰囲気は何とかすべきです。場所
が広くて変な余白があるのもいけない気がします。「動き」という意
味では食彩館のような地野菜を売るのも良いかもしれませんね。
近所の人が駅に来ることにもなりますし。駅は電車に乗る人だけ
が行くところでは駄目。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 a

501

とにかく駅中も駅前もさみし過ぎると思います。地元の人もほとん
ど歩いていません。日曜日に商店街の店がほとんど閉まっている
のもいかがなものかと思いますし・・・。駅前は町の顔。何とかしな
ければ。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 a
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501

ヒスイアクセサリーのデザインコンテストもありましたね。もっともっ
とオシャレなものを作って売ってほしいです。小さくてお手頃価格で
かわいらしい決して斬新なデザインじゃなくてもハートや星や十字
架などシンプルでかわいいものを若い女の子にもっと身につけて
もらえるように。ヒスイのおばさんくさいイメージを変える必要があ
りますね

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b

504
「木を育てる」100年200年経つと誰もがすばらしいと思う。南口の
道を中心に！

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 j

504
ジオをもっと前面に出すべきです。糸魚川の宝は自然・食・酒・風
呂・人・駅を降りたらあーあと思うシンボルがほしいです。

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 acg

505 声の大きいところだけに耳を貸さない 男性 ７０歳以上 糸魚川 i
505 地域を公平な町づくり 男性 ７０歳以上 糸魚川 i

508
市の予算を集中配分し直面している優先度の高い課題にまず取り
組む（広く浅くだと費用効果がかえってマイナスになっているので
は？）

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 i

509 住んで楽しいまちづくり 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z
513 「あれもこれもいい」より何か一つの特色を前面に出すまちづくり 男性 ２０歳～２９歳 能生 i
514 工場の夜景など利用する。ひすい、酒など 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bk
514 温泉・鮮魚などもっとアピールする 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bg

514
駅前に何もなく、せっかく糸魚川へ来てくれても良さが伝わらない
ので駅前をもっと活性化してほしい

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 a

516

地主の利害関係？少ない土地に曲がりくねった国道出口なし。そ
の真ん中に特急の止まらない新幹線。土地を売った人は、土地の
安い上越へ、都市計画なし、道の無いところに役所を作り。旧町を
駄目にし。

性別不明 ７０歳以上 糸魚川 i

518 駅南口再開発の促進 男性 ４０歳～４９歳 青海 a
519 医療機関の充実 男性 １５歳～１９歳 青海 d
519 無料バスの普及などの子どもからお年寄りにも優しく便利なまち 男性 １５歳～１９歳 青海 jl
519 電車の本数増加 男性 １５歳～１９歳 青海 j
523 若人が市外に出なくても生活できる市政を 女性 ７０歳以上 青海 i

529
公民館行事&運営においても市は地区（民）へ何でも丸投げで自
分達ばかり楽して税金の無駄使いの様だ？地区民の不満が多い

男性 ７０歳以上 青海 i

529
市は物を作ったり整備したり最初は積極的だが後のフォローが悪
い（創）

男性 ７０歳以上 青海 i

531
私達のような団塊世代の人が増々多くなります。でも元気なんで
す。この人達をどんどん働く場所が増えるといいですね。

女性 ６０歳～６９歳 青海 k

531
例えば市場に出回らない小魚等たくさんとれたらそれをスリミ等加
工するとか色々アイデア次第で年寄りを上手に使ってくれる場所
があればうれしいですね

女性 ６０歳～６９歳 青海 bg

532
病院が少ない（皮膚科・耳鼻科など）。糸病は午前だけとか予約が
必要ですぐに行けない。→結局上越に行かないといけずついでに
買い物も・・・となり、なかなかまちが盛り上がらない

女性 ４０歳～４９歳 能生 d

532 交通の便悪い 女性 ４０歳～４９歳 能生 j

532
スーパー・薬局が多く、洋服、食堂、雑貨などの魅力あるお店がな
い。（上越と同じお店ばかりある）

女性 ４０歳～４９歳 能生 f

534
高齢者のボランティアを増やし、温かみのある人との接触の機会
窓口を増やせたら良いと思う

男性 ６０歳～６９歳 能生 h

538
増える空き家を市で買いとり、地域のお年寄りが自由に使える場
所を作り、高齢者が生きがいの持てる街づくりをする

女性 ７０歳以上 能生 hin

545 子育てしやすい町づくり 男性 ６０歳～６９歳 能生 l

550
親不知、ひすい峡など名所をもっと整備するなどして（道中）宣伝
すれば・・・他県の名所なんて「エッ？これが!!」と思うものが多い。
負けてないと思いますが。

女性 ７０歳以上 青海 j

554 親不知～市振にバス路線が無くせめてコミュニティバスの配備 男性 ６０歳～６９歳 青海 j
554 当市に訪れる方が乗り放題（一日バス）で地域を散策できるように 男性 ６０歳～６９歳 青海 j

557
山林手入を促進して、ボランティアあるいは市民全体で行い、市全
体の山林がひかりかがやく市でありたい。

女性 ６０歳～６９歳 青海 gi

558
他の市には無いような大きくて充実していて整備されている公園
や体育館があると良いと思う

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 ei

559 町を人で増やす 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 o
559 食事とバルで夜、町をブラブラできるようにする 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 a
559 旅行者を獲得する。 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b

560

ジオパークに指定されている所（月不見の池など）も実際行ってみ
ると看板などは整っていても池が汚れていたり・・・と少し残念に思
うところもあります。観光スポットとしての場所の整備がいくつか必
要なところがあると思います。

男性 ３０歳～３９歳 青海 bc

562 ジオパーク関連事業に重きをおき過ぎている 男性 ７０歳以上 青海 c

564
ジオパークのいくつかに足を運んだが、もう一度行きたいと思わな
い。折角の取り組みが中途半端なのではないか。

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c

569 人が集まるもしくは何回も来るような施設を作る。 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 i
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569
外部からの会社（名の通った）の受け入れ→糸魚川の賃金体制は
他にくらべ低いと思う→だから誰もお金を使わないし、お金が回ら
ないから活性化が無いと思う!!

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 k

574 駅周辺の各商店に活気がない（各店、ショーウィンドウを工夫） 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 a
574 物価が高すぎる 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z

574
せっかくの美しい日本海の景色を活用していない（国道8号線、古
い建物ばかり）

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 g

575 子どもを多くできるための支援 性別不明 居住地不明 l
575 家族でUターンができたらいい 性別不明 居住地不明 kl
575 未婚者を減らす努力 性別不明 居住地不明 o
576 DENKAの影響が大きすぎる。DENKA以外の企業を集めるべき 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 k

576
再生可能エネルギー中心の省エネモデルハウス（コテージとかで
も）を東京から新幹線ですぐ来れる富裕層狙いで新たに山あいな
どに作っては？

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 g

578 どの様なまちにしたいのか（すべきなのか）が不明 男性 ３０歳～３９歳 青海 z
578 よりよいまちづくりとは、何をもって”よりよい”と判断するの 男性 ３０歳～３９歳 青海 z
579 高齢者への様々なサービス向上を 男性 ７０歳以上 青海 h

581
1.を実現するために行政や関係機関が情報を提供し、これからの
まちづくりを考え実現する。施策を検討できる取り組みが必要

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i

581 市民自らがこの地域の実情を知る努力が必要 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i

586
合併して人が増えたんだから行政と市民が一丸となって何か大規
模なイベントを行ってみましょう

女性 ４０歳～４９歳 青海 i

590 糸魚川～松本拡規格道路の早期着工をお願いします 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 j
590 長野県の人達からも糸魚川の海を利用していただく 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g
591 糸魚川の名物駅そば（例えば）ヒスイ色の立ち食いそば・うどん販 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 ab
591 スターバックス的なコーヒーや本が読める楽しい場所無料施設 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 ak

591
南口（駅）で通りに面して出店募集したらいかがですか？空き家あ
りです。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 an

591
お年寄り向けの行きたくなる体を動かす場所（中央大通り中）にほ
しいです。歩いて行ける所!!

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 fhp

592 高齢化社会に対して医療の充実化 男性 ５０歳～５９歳 青海 dh
592 人口の拡大 男性 ５０歳～５９歳 青海 o
592 働き口を増やす事により人口UPさせることが大事 男性 ５０歳～５９歳 青海 klo

594
働く場所がなければ当然若い人は都会へ行き、何も始まらない。
行政サービスだって税収の上にあると思うが・・・

男性 ５０歳～５９歳 能生 i

599

医療の充実。病院へ行っても予約や紹介状がないと見てもらえな
い。不調で行っても「予約して下さい」どうすればいいの？実際上
越へ行って見てもらったら「もう少し遅かったら大変だった」って！
糸魚川の医療体制では良くなるものも良くならない（不安で一杯）

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d

603 インフラ、公共施設に金がかからないような 男性 ７０歳以上 糸魚川 i
603 街を出来るだけコンパクトに作る 男性 ７０歳以上 糸魚川 a
604 市民の税金を市外へ出しすぎ 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i
604 地元企業だけでも充分間に合う 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 k

604
税金を正しくムダなく使用する、東北のある地域では地元以外は
入れないという地域があります。役所ももっと勉強、努力する事

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i

604 公共工事等で、一部の企業のみうるおう型ではだめ 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 k

605
年代毎に何を求めているかを分析し、それに対し考えていったほう
が良い

女性 ７０歳以上 糸魚川 z

606 障害あるなし、高齢の方も子どもまで安心してすごせる地域 男性 ３０歳～３９歳 能生 hl
609 空店や空家等はできるだけ活用していただきたい。 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 n

609
危険な空家は出来るだけ早めに解体して(市で）後で利用できた時
に費用をいただく方法はどうでしょうか

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 in

611
町づくりも大切だが、田舎ももっと入れてほしい知らない所がいっ
ぱい有る事も今の糸魚川の幸な事も

女性 ７０歳以上 糸魚川 g

613 安易に道路の横の木を切りすぎ 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 j
613 町の景色の充実を意識した方がよい 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 bg
618 医療・教育・店舗の充実 女性 １５歳～１９歳 能生 d

623
行革は縮むのではなく市勢を伸ばす分野へ投入、権限委譲による
行政手続の現場密着とスピードアップ

男性 ７０歳以上 糸魚川 i

623
最先端の自治会の育成と人材の育成、例えば市職員の定年後戦
力化区役員振光協幹部

男性 ７０歳以上 糸魚川 i

624
高齢者は行政の世話を待つばかりではなく高齢者同志で助け合う
ことを考えるべき。

女性 ７０歳以上 糸魚川 hi

627 合併後の市での行政が不 男性 ５０歳～５９歳 能生 i

628
老人世帯が多くなりますが新しい産業の誘致と若者のIターン、Ｕ
ターンをめざす

女性 ６０歳～６９歳 青海 hkl

628 青少年が希望をもって住める場所（老人も） 女性 ６０歳～６９歳 青海 hl

628
裁きあうのではなく、お互いを思いやることのできる人間関係（人
類皆兄弟、人間は平等、でも秩序は大切）

女性 ６０歳～６９歳 青海 z

633 子供を産みたいと思える政策を考えるべき 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 il

635
上記設問8と同様。あらゆることは意識の持ち方次第、意識の向上
と定着に資する呼びかけや活動が重要。

男性 ４０歳～４９歳 能生 z
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640 休日に過ごせる施設の整備 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i
640 医療施設の充実 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

641
ミュージアム内にカフェを開設して、見終わった後に飲食が出来る
空間がほしい

女性 ７０歳以上 糸魚川 bi

641 店内の土産物コーナーにもっと沢山の地元の菓子を置く 女性 ７０歳以上 糸魚川 b
642 高齢者施設の充実 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 h
642 保育料の一律 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 il

648

交通網の見直し！路線バスをもっと走らせ料金はとらず無料(どう
せ補助金なんだから…)市民、観光客が日々の生活、旅の中、安
心して利用できるものにし、(乗車)利用してもらい必要なものとして
生まれ変わる。今のままで維持するのなら必要でなくなると思う。

男性 ４０歳～４９歳 能生 b

651 地元のヤサイをつかった料理をもっとひろめてもらいたい 女性 ７０歳以上 糸魚川 bg
656 何だか余りしゃべらないでいた方がいい様な世の中ですね 女性 ７０歳以上 能生 z
669 商店街に活気がない。 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 a

670
物をつくるには人をつくる、跡取りをつくらなければ家は絶える。家
が絶えれば町も絶える

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 no

670
市街地は後回しにして、７谷７村の観光ルートを作るべき、県外の
人を呼び込むべき

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bi

670 観光ルートに県外人が来る様になれば、特産品も開発が進む。 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
670 観光ルートを作らなければ新幹線も活きない 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

671
企業内保育、病院、施設内保育(保育士が少ない中、厳しいとは思
いますが、若いお母さんたちが安心して働けるようにと考えます。)

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 dkl

672
ヒスイ海岸があるが、駅を出て海へ行きづらい。駐車場も無く車も
停めづらい

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 ag

672
高齢者が多く、お店等出店が出来ないかもしれないが、若者向け
にも多くのお店を出して欲しいと思う。ドラッグストア以外にも。

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 h

675
病院の充実を希望 大きな病院があっても○○曜日のみと指定さ
れると通いづらい

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d

676 市街地の道路を整備する。 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 i
676 企業誘致を行う。 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 k

684
雨天でも集える施設を希望します(高齢者、子供等幅広くゲーム等
出来たら楽しめる)

女性 ７０歳以上 糸魚川 hil

686 若者の意見を聞く場を設ける。魅力あるワークショップ 女性 ５０歳～５９歳 青海 f
686 地域の特色を最大限に生かすための資金を充分に 女性 ５０歳～５９歳 青海 i

687
ひとまかせにしないで、地域の人から良いまちにしようという意識
を持つ事が重要だと思います。

女性 ６０歳～６９歳 青海 z

688 訪れた人が温かいまちと感じる街作り 男性 ７０歳以上 糸魚川 a

689
糸魚川病院の対応が悪い。医療の質の向上を願う(高齢化のため
お年寄りを大切にしてほしい)

女性 １５歳～１９歳 糸魚川 dh

689 街灯が本当に少ないので多くしてほしい 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 i
691 市民間の交流の機会を多くする 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i
691 地域としての医療機関を充実させる 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d
692 旧市本町街に後継者不足の為閉店が増えているか対策 男性 ７０歳以上 糸魚川 akn

692
糸魚川名産も後継者がいない為消滅している。商工会議所と話し
合いで援活出来ないか(例えば車麩製造)

男性 ７０歳以上 糸魚川 k

695
若い人を求めるには何がいいか(若者が求めていること)を見きわ
める

女性 ７０歳以上 能生 z

707
市内に住める収入が得られる産業おこしが必要、特に農林水産業
と観光振興そして物づくり中小企業の支援

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bik

708 自然を大切に生かし活用していけるまちづくり 女性 ６０歳～６９歳 青海 z
708 地域の人々が連帯して活動していけるまちづくり 女性 ６０歳～６９歳 青海 i
720 若い人たちの集いが必要 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i

721
ひすいの里総合学校へ通う児童、生徒らの為にスクールバスを運
行する。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 j

721 お年寄りの為の買い物代行サービスを向上させる。 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 fh
723 若い人が買い物できる店が少ない。 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 f
723 商店街が地元人でも入りづらい 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 a
724 もっと魅力的な観光 女性 ５０歳～５９歳 青海 b
728 魅力の有る街をつくるのが、行政の仕事(もっと頭を使う) 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 ai
728 他の成功例を勉強し実行する。 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z
732 市全体の清潔感(ポイ捨て、雑草除去、清潔感の再構成) 男性 ７０歳以上 青海 i

734
人口減少の若者を呼び込む事より、増加傾向にある老人を大切に
する町を宣言すべきそのため、老人が自活できる住み易い町に変
える様にしていく。

男性 ５０歳～５９歳 青海 hilo

739 けものが増えている、市で課を作って駆除してほしい 男性 ６０歳～６９歳 能生 i
739 市でやっていることがわからない 男性 ６０歳～６９歳 能生 i
739 市議がいても報告なし 男性 ６０歳～６９歳 能生 i
742 新規企業誘い込む 男性 ７０歳以上 青海 k
743 「海あり」「山あり」「河あり」を出す 男性 ７０歳以上 糸魚川 g
749 老後を安心して暮らせる町に。施設の充実を望む。 男性 ７０歳以上 糸魚川 dfhi
751 駅を中心とした市街地へ車の進入禁止条例 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 a
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758
ジオパークに認定されたから、震災に強い町などとして、特色を
もったまちづくりをしてほしい。

男性 １５歳～１９歳 青海 c

760 若者が集まれる場所（ファーストフード店など）を増やしてほしい 男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 f
760 道路を広くキレイにしてほしい 男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 j

761
糸魚川市になり旧の地区地名などわかるが、他の地区の地名、場
所がわからないので、市内の場所がわかるのが先と思う

女性 ６０歳～６９歳 青海 i

764 市中心部ばかりでなく、幅広く町作りを考えて 男性 ７０歳以上 能生 i
765 デパートなど食料品以外を買えるお店の建設 女性 １５歳～１９歳 能生 f
765 若者がもっと働ける環境作り 女性 １５歳～１９歳 能生 k
770 マックがほしいなぁ 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 f

771
転勤して来た家族(糸魚川の人は口にうるさくて、悪口ばかりとても
住みにくい～と言ってました？)なぜでしょうか

性別不明 ７０歳以上 糸魚川 i

772 医療体制の充実 病院施設の拡大 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d
775 積極的な企業誘致 男性 ７０歳以上 能生 k
778 市営病院の設置 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 di

780
市内になにか人の心をつかむ(あっとびっくりする様なユーモアの
あるものがほしいと思う)

女性 ７０歳以上 糸魚川 i

781
主要道路だけでもいいので除雪をきれいにしてほしい。ガタガタな
のは危ない。

男性 ３０歳～３９歳 青海 j

781 救急医療の拡充 男性 ３０歳～３９歳 青海 d
784 ジオパークを生かしたまちづくり 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 c
785 若い人達への定住問題推進がまず先に 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 o
787 廃屋、廃家の処理支援(地域景観の見地から) 男性 ７０歳以上 糸魚川 n
787 福祉ボランティアの充実、支援 男性 ７０歳以上 糸魚川 d

788
ゴミ収集場所の整備、道路沿いにネットをかけて置かれている。ゴ
ミは見苦しいと思います。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 j

789 ジオパーク活用、観光地への道路整備～観光バスが入る様にす 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bc
799 仕事、観光の充実←人材育成←市の助成金 女性 ３０歳～３９歳 青海 bi
806 コンパクトシティの視点を取り入れてください 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z

808
公務員、議員が足を運び、海、川、山の現状を知る。ゴミ、雑草が
多く（クリーンな市を目指すため）

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 gi

808 高齢者のモラルが低い（何でももらおうと考えている） 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 h
810 市民は糸魚川を愛する事 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
810 地元消費を地元の品物に重きを置く 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

814
問6と問7については市役所の人間を減らして民間の会社に委託
するべき

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 ik

814
市の財政が厳しくなると分かっているなら市の議員や退職金を減
らすべき

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 i

817
若い人は都市へ出てしまうので若い人の働く場所の確保に力を入
れてほしい

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i

818
交通の面では移動する時には少人数でも良くて、バスとか鉄道の
便を増やす

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 j

818 自然を余りこわさない様にしてまちづくりをする 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g
818 田舎の持味をいかして、あまり都会化しない 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

820
糸魚川の財産は自然と文化と人であると思うので、それらを守り、
活かすまちづくりを！

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 g

821
すこし前の日本の生活に戻すような地域とのつながりを持てるまち
づくりが必要。思った事を言えないような風通しが悪い町でだめ

男性 ６０歳～６９歳 青海 i

822
山林の根払などにボランティアをつのるべき（熊など里にいなくな
る）

男性 ７０歳以上 糸魚川 g

822 空き農地、空き家を市の条例を作って活用すべき 男性 ７０歳以上 糸魚川 in

828
何かに特化した事業は。森林利用整備されない荒廃した杉林が目
立ってしかたない悲しい

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

832 バスの便が悪い。ジオパーク観光活用に疑問 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bc

835
通勤、通学時間帯の越後ときめき鉄道の車両数を増やしてほしい
です

女性 １５歳～１９歳 能生 j

836 市長、議会、役所、みんなダメ 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i

836
仕事をこなすのではなく、もっと人間味のあるあたたかい行政で
あって欲しい

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i

838
新しい観光スポットを開拓していく必要があると思う。今までのヶ所
では限界があるので美化していくのも良い。個人的意見ではある
が黒姫山のマイコミ平洞窟群の観光地化にするなどの案もある

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bg

839
子供ばかりに手当などお金をかけているが、高齢者などの介護
サービスにもっとお金を使ってほしい。今の親は楽すぎる。

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 dhil

840 若い人達の娯楽施設の充実 男性 ７０歳以上 青海 f

841
働くことのできる企業の誘致と現在ある会社が新しい仕事を増や
すようはたらきかける

男性 ７０歳以上 青海 k

847 駅や本町通りだけでなく他の区などにも見所となるものを作る 男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 a

850
定年退職した男性が多くいられると思うが、人材育成の強化（各地
域においても多方面での体制等々、行事参加等）

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i

855
高齢化時代を迎え、高齢者のための諸施設（病院・市役所etc）の
あり方（場所等）を検討していく。

性別不明 ７０歳以上 糸魚川 dhi
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855 一方若者の考え方を積極的に取り入れた「まちづくり」 性別不明 ７０歳以上 糸魚川 i

856
若い人が伸々と生活できる行政は努力すべき。就職安定、子供た
ちの将来を観た市を作る事をお願いします

男性 ７０歳以上 能生 ikl

858 不必要な道路はつくらないでほしい 男性 ３０歳～３９歳 能生 j
863 空き家の対策（汚い） 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 n
863 住宅地の除雪の充実 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i

865
早く統一した糸魚川市にする。公民館活動・保育園送迎バスの運
行（青海は有り、糸魚川はなし）

男性 ３０歳～３９歳 青海 il

865 きれいな町づくり。公園、市道の草刈り、整備 男性 ３０歳～３９歳 青海 ei

866
中心街のさびれ方はとても悲しいです。もっと利用法がありません
か

女性 ６０歳～６９歳 能生 a

868
道路を新しくするよりも高齢者が多い糸魚川なんだから、福祉に対
して力を入れてもらったほうが良いと思う。

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 dh

871
医療難民が増えている。近くの市外の病院に行こうにも交通機関
も新幹線は来ても在来線が不自由でなかなか行く事が出来ない

女性 ６０歳～６９歳 青海 d

871
買い物難民も同じ。市内にいればなんとかなるけど、少し離れると
日常の買い物も不自由している人達がたくさんいる。なんとかなら
ないものかと

女性 ６０歳～６９歳 青海 f

873 男女の出会い支援 男性 ５０歳～５９歳 能生 io
876 子育てしやすいまちづくり 女性 ３０歳～３９歳 能生 l
880 旧姫川病院の活用 女性 ７０歳以上 糸魚川 d
881 市民を巻き込んだ町づくり 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 i
882 生活環境の保全を進めてほしい 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 gi

884

住み良くするにはどうすれば良いか、もっと市民の声を聞くべきで
あり、役所はそれをどのように改善していくのか、公開すべき。して
いると言われても改善がなされていなければ、していないのと同
じ。

女性 ７０歳以上 糸魚川 i

884 魅力が持てる街づくり 女性 ７０歳以上 糸魚川 a
884 新幹線を利用した街づくり 女性 ７０歳以上 糸魚川 a
885 １人１人が参加して皆で支え合う社会を作る 男性 ６０歳～６９歳 能生 i
886 本町通りはシャッター通りになり残念でたまりません 女性 ７０歳以上 糸魚川 an

891
一人暮らしの老人の増加に伴い、地域や行政の訪問等管理体制
強化

女性 ４０歳～４９歳 能生 hi

892 糸魚川市内に公衆浴場がなく大変不便 男性 ７０歳以上 糸魚川 f

893
海岸線を生かした道の駅出来ないものか？名立、能生のような規
模施設等（金がかかるが）

男性 ７０歳以上 糸魚川 ag

897 地域内経済の循環を図るため、地産地消が出来るプランを充実 男性 ６０歳～６９歳 青海 z

898
第１に働く工場がなければ環境、自然何を言っても若者は出て行
きます。今の現状では先が見えています!!生活出来ない所には、
自然等何が良くても住めません。

男性 ６０歳～６９歳 青海 ko

901 職場の若者の結婚を進める 男性 ６０歳～６９歳 能生 k
904 老人が散歩でき話も出来る公園造り 女性 ７０歳以上 糸魚川 eh

908
昔ながらの商店街があれば老いてもバスに乗って買い物に行ける
が、車社会で老人は無理。町も活気がない。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 aj

909

子供や孫たちが、大学、専門学校を卒業して、地元に帰りたくて
も、資格を生かす職場がない。又、賃金も安いので帰れない。他地
区から企業を誘致したくても反対勢力があり話が進まないというこ
とがあるのでは？こんなことをしている限りは、糸魚川に住みたい
と思う人がいなくなるのでは？

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 kil

911 コンパクト化 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z

912
糸魚川と青海は距離も近い。同じ生活圏で動きやすい。考えやす
いし、能生地域は何をするにもアクセスが悪い。糸魚川や青海と
一体感に乏しい。不満、能生は独立した方がよい。

女性 ６０歳～６９歳 能生 i

914 市外の病院へ行かなくとも市内でかかれる病院 男性 ７０歳以上 糸魚川 d
914 動ける身があってこそではないでしょうか 男性 ７０歳以上 糸魚川 z

915
行政の真剣さが足りない！本気度がない。それから市民の意見を
求めよ！

男性 ６０歳～６９歳 青海 i

917 拠点施設（商業、介護、保育所）を核とした区画 男性 ７０歳以上 能生 dil
918 税金の無駄使いをなくす 女性 ６０歳～６９歳 青海 i

928
消防団員に欠員、高齢化が進んでいる。市、自治会をあげての対
策が必要

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 hi

933

市街地で子供が体を動かして遊べる場所を減らさないでほしい。
私が子供の頃は美山公園や糸魚川東小のわかくさ広場（アスレ
チック広場）は遊園地のようだった。健康で体力のある大人を形成
するためには幼い頃の運動量が重要だと思う。

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 egil

937
子育てから教育をもう少しゆとりを持って出来れば良いのでは？と
思います。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 l

937
子ども達のＵターンを望みますが、なかなか仕事が見つからないと
聞きます。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 kl

937
高齢者の移動手段に苦労します。仕事を休むなどして病院の送り
迎えをしなければならない事が多い

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 dh
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938
中央大通りに、中・高生の通学時間に乗れるバスを出してくださ
い。中学生は「こどもフリーパス」を使えば安く乗れるし！

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 jkl

939 医療の充実を進めてほしい 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

947
これから、この景色、街並みなど、自然が大切になってくる。活用
できるものの発掘、保存、アピールの仕方などを、早く見つけて下
さい

女性 ４０歳～４９歳 能生 ag

948 まずは若い人が住みやすい町にしてほしいです。 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 o

950
ジオパーク一辺倒ではなく、東京、大阪等、対象をしぼった企画が
必要

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c

955 通信事業が遅れている。例、有線テレビ等 性別不明 居住地不明 j
961 耳鼻科がない 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d
961 老人福祉の充実を願います（負担を少なく） 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

963
高齢者が増えてきているので、高齢者が安心して住めるようにして
欲しい

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 h

969
なんでもかんでも行政に言え、の風潮はなくすこと！出来ることが
あれば地区単位で消化すること

女性 ７０歳以上 能生 i

970
糸魚川市の特産品を全国に向けて発信（インターネット等）アピー
ルを大々的に行ってもいいと思います

女性 ６０歳～６９歳 能生 bg

971
小規模店舗の拡充、糸魚川駅、アルプス口に店舗が無いのが不
思議

女性 ６０歳～６９歳 能生 a

972
日本一の子どもを目指すなら正職はもちろん有資格者を増やす！
(今のままでは保育の働き手が減る、質が下がる、パートが多い)
保育士の家庭が犠牲になる(風呂敷残業、サービス残業多い)

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 kl

972

働く親への支援として休日保育や病後児保育などの受け皿を増す
よりも子育て世代の労働者が育休、看護、園や学校行事など休み
が取得しやすくする支援を工夫してほしい。(親の代替えの環境で
はなく親の役割を親自身ができる環境)

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 il

975 医療体制の整った病院が必要です！(なるたけ重要な医師が揃っ 女性 ６０歳～６９歳 青海 d

975

近隣の地が遠いので乗り物の便をもう少し考えてほしい、山間地
の人は特に乗り物のない年寄りは買い物、病院と大変な思いをし
ています！又、年寄りを残していろんな職場を求め帰れなくなって
いる若者達をＵターンが出来る様な職場の確保をしてほしい！

女性 ６０歳～６９歳 青海 dgk

976
能生支所・青海支所等の見直しを行い、人員削減、経費の削減を
図るべき（現状では存在価値はあまりない）

男性 ７０歳以上 青海 i

977

若者が集まる場所がない。高校卒業でほとんどが他県に出てしま
う。大学や専門学校など１つでもあれば若者が増えるし、それにと
もない若者が利用できる所も増えると思う。市の発展には若者は
大切。

女性 ３０歳～３９歳 青海 il

978
ミュージアムや野球場などの所に飲食店が欲しい。イベントのある
時だけでも良いので、軽く飲み食べる所があっても良いと思う。移
動販売（お弁当おやつなどの食物）

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bi

979
ジオパーク等地味な事業が多いので若い人が集まる音楽祭等を
もっとやった方が良いと思います。

女性 ７０歳以上 糸魚川 c

979
ビーチホールまがたまにカフェがあると良いと思います。事業があ
る時だけでもやったらよいのでは、何もないと終わった後さみしい
です。

女性 ７０歳以上 糸魚川 bi

981 真の防災に強い街作り 女性 ６０歳～６９歳 青海 m

981
自然環境の保護と有効活用～その中から新しい分野の職業や仕
事が創生されれば嬉しい！

女性 ６０歳～６９歳 青海 k

981 予防医学的な政索～医療費の削減、健康人口の増加 女性 ６０歳～６９歳 青海 do
983 高齢者が活動しやすい環境（交通面） 男性 １５歳～１９歳 能生 h
983 子供を育てるのがたのしくなる環境（保護者が孤立しない） 男性 １５歳～１９歳 能生 l

984
若者は仕事がなければ、決してＵターンはしない。地元定着などあ
りえないと思う。

女性 ５０歳～５９歳 青海 ko

984
生活必需品が買える店は歩いて行ける所に必要。現在、バスで買
い物に行く高齢者が多い。スーパーの１ヶ所集中は残念である。

女性 ５０歳～５９歳 青海 fh

985
商業か、産業か、観光か、農業か・・・なにか１つでも、どこにも負
けないものを追及して売り込んでほしい。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bk

985 休憩所、宿泊施設を充実させて、気持ちの良い接客を・・・ 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川
986 道路の美化（雑草が見苦しい、青海通り線イルミネーション設置） 女性 ６０歳～６９歳 居住地不明 j
986 避難タワー設置（田沢小学校では抵抗がある） 女性 ６０歳～６９歳 居住地不明 m

990
何もかもオールマイティーに行う事は物理上無理であるので、人
口対策、少子化対策等特化した形でのまちづくりをやられたらと思
います。

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 o

992 子育てしやすい市である具体策をメディア・広報誌などでアピール 女性 ５０歳～５９歳 青海 i

995
ランドセルを市内で買うことができないのは、どうかと思う。大きな
お金が動くと思うけど・・・

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 f

995 子供たちが住みよいまちづくり。安全に遊べる施設を増やす。 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 l
996 国道の歩道の脇、及び各地に公園があるが草だらけである 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 e

996
本町通り商店街、空店舗の開放、行政が仲立ちしやる気のある人
を募る。貸す。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 ai

998 コンビニを増やす 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 f
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1000
食べ、飲み、遊び、楽しかった、又来たいと言われる様な所にしな
いと

男性 ７０歳以上 糸魚川 z

1000
物価が安く、生活しやすい所にする必要がある。地産品がなぜ高
い

男性 ７０歳以上 糸魚川 z

1000
パークイン美山附近に猿山（５～７匹）オリで飼ったら、人集まるの
では

男性 ７０歳以上 糸魚川 cg

1000 獲るばかりの漁業から育てる漁業も、漁礁や養飼 男性 ７０歳以上 糸魚川 g
1004 運転出来ない人達の利便性（交通、買い物）の向上 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 f

1007

糸病の評判の悪さは本当にひどい、ひどすぎる。全く信頼がない。
医療従事者の体質的な粗悪さ。糸病の体質だと思う。トップなど、
複数の人員の入れ替えで、現状を打破しなければならない。高齢
化が進む今、医療施設は信頼できなければならない。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 dh

1008 若い人が子育てしやすい環境 女性 ５０歳～５９歳 青海 l
1009 町、市が行った事業に住民の苦情が来たら、すぐに対処する事！ 男性 ５０歳～５９歳 青海 i

1009
３０年先を読んだ町づくりをする（木や植物の性質も調べずに勝手
に植えない事。場所によっては迷惑です）それに（山ならいいけど）
木の管理＝お金のむだ使い（森林組合との仲をうたがってしまい

男性 ５０歳～５９歳 青海 g

1010

市の財政状況が厳しいのに、市の職員に「ウツ」が多い。「ウツ」の
人が出勤していないのに、市として給料（市税等の税金）を払って
いる。長期休養の方には給料を払わない。そうしたらすこしは財政
状況が変わるのではないか！まだまだあるが、小さな事から「無
駄」を廃除したほうが良いのではないですか！

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 i

1016 自然豊かな、海、山の活用 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g
1017 田舎まるだしなので、もっといろいろ栄えてほしい。 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 g
1017 交通の便をもっとよくしてほしい。 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 j
1017 飲食店、洋服、雑貨などのお店をもっと増やして欲しい。 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 f
1018 駅南のケヤキ通の電線地中化 男性 ７０歳以上 糸魚川 a

1019
糸魚川市ミセス・ミス大会（世代別にしていい女・いい男を決める大
会）糸魚川は顔がいい人多いと思うし、永井大にも参加してもらっ
たりする。

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 i

1019 海上相撲大会（誰でも参加できる）弁天岩付近で。 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 g

1020
高齢者を除いて、若い人々の意見を聞いてほしい。（私は今の生
活に満足しています）

女性 ７０歳以上 能生 h

1021
自然環境は、一度壊すと元に戻すことは難しいもの。守るべきもの
は大切にして、これからのまちづくりを進めてほしいです。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 g

1023
雪に強いまち作り、冬の除雪をもっと充実してほしい。高齢者に住
みよいまちにしてほしいです。

女性 ６０歳～６９歳 能生 h

1025
税金を投入してまで整備した救急医療機関のはずが、殿様商売し
ている。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d

1026 道の駅を作ってほしい 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 a
1027 新幹線が通って観光に出ていくばかり。観光地を作る。 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b

1029
小中学生がまちづくりや市議会にふれ、「市民の一員である」事を
意識する機会（校外学習や職場体験ではなく、授業の一環として）
を設けてはどうか

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 il

1029 パブリックコメント以外にも市民の声を聞く機会を設けてはどうか 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 i

1031
保育園、小学校等は、これ以上減らさないでほしい。人口減少の
要因になりかねない。

男性 ７０歳以上 糸魚川 ilo

1033 未来ある２０～３０才の男女の意見を尊重されたい。 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i

1033
若者が自身の子供の将来を考えるに、希望が持てる様、十分な構
想を引き出す機会を設ける事が重要。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l

1033
ジオパークにこだわらず、当地の海・山・川の昔からの特性を生か
す事。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 cg

1036 町中の空き家をもっと他県の人に貸し出し 女性 ７０歳以上 糸魚川 n
1037 地元で就労出来る様に企業誘致を図る 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 k

1039
これからは、ざいげんもへり、市公共物（公民館、小学校）はへら
すべきだ。今も公民館を新しく建て替えをしていますが、本当にい
るのか？

女性 ７０歳以上 糸魚川 i

1042 人口をふやす活動する。 女性 ７０歳以上 糸魚川 o

1044
糸魚川人は「ひっこみ」すぎます。もっと足も手も口も出して、頭、ア
イディア大きく持って、こんな自然豊かな市に住んでいるのですか
ら。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

1046 環境係に提出した意見書を再送致します。 男性 ７０歳以上 糸魚川 i
1050 主要場所の消雪パイプの設置 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 i
1050 海の整備（釣り場、駐車場の確保） 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 g

1054
行政が先に手を出してあまえてしまうと、長く続かないし、市民（住
民）の思う様にならない様な気がします。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 i

1054
福祉も大切ですが、子供の人口を増やす（２０～３０歳代）結婚人
口を増やす。今の若い人達はバブル時とちがって、高収入でもダメ
らしい。見たくれ良くてもダメらしい。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 dilo

1055
東京からの老人を多く呼び込み、すばらしいサービス環境作りの
町を提案します。

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

1059 少なさ行政（大きすぎる） 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i
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1061 空家（特に駅周辺）の有効活用。駐車場・休憩場所に提供する等 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 an
1061 本町のシャッター通りの活用方法 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 n

1062

集客の為、夏の花（ひまわり、芙蓉、あおい等）の畑（公園）をつく
る。そこの売店で押し花、つるのカゴ、すげ細工等を売る。→実習
体験出来る。技術者が必要ですね。すみません。バスツアーの立
ち寄りコースに入れて頂く。

女性 ５０歳～５９歳 能生 e

1062
大手の会社（トヨタ自動車、通販等）を誘致する。（仕事があれば若
者も地元に残り、移住、Ｕターンがあるかもしれません）

女性 ５０歳～５９歳 能生 k

1062
お酒、お米の他の物、糸魚川名物の和菓子、洋菓子をつくりあげ、
糸魚川の名を全国に売り出す。（料理でも・・・）

女性 ５０歳～５９歳 能生 b

1064 空家の活用 男性 ７０歳以上 糸魚川 n
1066 もっと人がくるだろうと取り組みをする。町をオシャレにするなど。 女性 ２０歳～２９歳 青海 bf

1066
大きなイベントをひらく。（わか者があつまるような）（例）音楽イベ
ントとか。

女性 ２０歳～２９歳 青海 p

1070

上記２に関して→新幹線の開業半年前に金沢市を訪れた際、ＪＲ
駅、バス停、観光地等で「お気をつけて」「またどうぞ」「ありがとうご
ざいます」などいろんな方から声をかけてもらったことがある。さす
が「金沢市」だと感心した。糸魚川駅や観光施設では、このような
声かけは金沢市の半分もいかない。また糸魚川へ来てみたい－と
思わせる心のこもった愛の一声運動、気持ちの問題が大切

男性 ７０歳以上 能生 ab

1071
新幹線でジオパーク観光に来てもらい、海や山（スキー）、温泉を
堪能してもらう。

男性 ４０歳～４９歳 能生 bcg

1073
行政が手を広げすぎている（地元に言われたら言いなりになる）→
もう少しポイントをしぼって行政サービスしていければ

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 i

1076
青海地区 バスの本数をこれ以上、減らさないで下さい。買い物に
困ります。（８９才の女性より）

女性 ７０歳以上 青海 j

1077 若者が参加できるイベントを企画する 男性 ５０歳～５９歳 能生 p
1077 旧糸魚川市（駅前だけで）動いている気がする 男性 ５０歳～５９歳 能生 ai
1077 青海・能生のバスの便が悪い 男性 ５０歳～５９歳 能生 j

1078
２０代～４０代の男女が遊べるような娯楽施設が少ないので作って
ください。

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 f

1080 冬期間の用水路の確保（防火に備えて） 性別不明 ７０歳以上 糸魚川 i

1081

これからは高齢社会となって来ます。高齢者にとって少しでも満足
して貰える市政を目指すべきです。施設環境整備、入居のしやす
さ、利用のしやすさ、又、それに携る職員の採用、且つ生活の充
実、安定、躍進を強く望みます。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 hi

1081 １病院だけでなく、もう１病院を強く望みます。 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d
1082 保育料無料にするべき 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 il
1082 母親が無職でも保育園に入園できるようにしてほしい。 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 il
1082 子供を産み、育てやすいまちにしてほしい。 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 il

1090
町の中でのゴミの放置、タバコのポイすて、カンやペットボトル良く
目にします。小さなことから少しづつでも変わっていけば、町も良く
なると思います。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z

1090
子供達の教育や安全ももちろんですが、シニア世代がいきいきと
楽しく暮らすことのできる、どこにもない自然や人にやさしい町づく
りをお願いします。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 hil

1094

住む者としては、１部不満はあっても、まあまあ住み良い地域と
思っている。あとは人口を減らない様、人の流れを外に行かない
様に、業界（産業、観光）にもっと力を入れてもらえる様、市でもア
ピールに力を入れてほしい。

女性 ６０歳～６９歳 青海 bio

1095 医療施設の充実 性別不明 居住地不明 d

1096
人口が増えるよう、”若い世代にも暮らしやすい”まちづくりをして
ほしい。

女性 ３０歳～３９歳 能生 o

1100 キャンプ場等（ジオを活かした）レジャー施設を作ってもらいたい。 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 f
1100 共働きでも子育てしやすい市になってほしい 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 i
1100 じどうクラブ等の料金、時間帯など、みなおしてほしい 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 i

1104
人のプライバシーを守るこ事も必要ですが他人に対し無関心な事
はなくなればいい

男性 ５０歳～５９歳 能生 i

1113

毎年何人もの方が、近くで亡くなり、何をすれば一番安心して暮ら
していけるのか心配です。車に乗らなくなった時にどうして町へ便
利な方法で出かけられるか、部落は老人の方が多い此頃、これか
らが心配です。

女性 ７０歳以上 能生 h

1115 先ず、この町に魅力がない 男性 ６０歳～６９歳 青海 z
1119 土地代を安くする 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z

1122
高校出て大学や専門学校へ行けば帰ってこない。若い人達が働
ける企業をもっともっと誘致してＵターンしたい状況を作ってほし
い。

男性 ６０歳～６９歳 青海 kl

1125
海水浴、スキー以外で１泊２日で楽しめる事があるのか（？）２０年
住んでいても思いつかない。

女性 ４０歳～４９歳 青海 g

1128
子供達が安全に遊べる場所を作ってほしい。現状あまりない状態
である。公園みたいのがあってもうまく活用されていない。みんな
であっまって遊べる場所を作るべきだ。

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 eil
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1130
山間地域の高齢者への冬期間の生活の助成（金銭的な事でなく）
冬期間の除雪等道路の確保、通勤の時間帯の早朝夜間等。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 gh

1133 防災に強い町作り 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 m

1138
国道から能生谷への入口取付道路、イツに成ったらあの段差をな
くすのか、市にはそれだけの力ある人達がいないのか、議員、市
長毎日何をやっているか早く型を見せてくれ。

性別不明 ６０歳～６９歳 能生 i

1139 人口が中心部に偏在しない（地域を残す）工夫 男性 ６０歳～６９歳 能生 o

1139
糸魚川に豊富にあるもの(山林など）を資源（観光やエネルギー）に
する工夫

男性 ６０歳～６９歳 能生 bg

1142
今の市議会議員に自分の地域だけしか考えていない、市全体の
ビジョンが出来ていない。案をだしてから市民の意見の集約が大
切である。

男性 ７０歳以上 糸魚川 i

1142
行政が町場ばかり力を入れている。農村・漁村に今少し力を入れ
てもらいたい

男性 ７０歳以上 糸魚川 i

1148 核となるものがない 性別不明 ７０歳以上 糸魚川 z
1151 駅前にホテルは必要ないと思う 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 a
1155 １４８号線もう回路を早急に 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 j
1155 手術のできる脳外科医の確保 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d
1155 浦本～能生の国道のう回路早急に 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 j
1155 特老の早急の入所できる対応 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d

1156

観光でこの市をやって行きたいのか、土建の町としてやっていきた
いのか、観光でやりたいのであれば、もっと勉強するべきではない
のか。ジオパークの数ではなく、ひとつの面をきめて宣伝するべき
ではないのか、散漫しすぎると思う。

男性 ７０歳以上 糸魚川 bci

1159
年を取った人は基本的にだまってもらい、これから糸魚川を生きて
いく２０代、３０代の意見をたくさん取り入れていってもらいたい。

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 i

1161 高齢化に向け、徒歩で行ける商店街があると良い 男性 ７０歳以上 糸魚川 ah

1162
通勤通学の子供たちが、車両が少なくて悩み困っている様子で
す。行政の皆さんも朝夕の電車にのって現状を皆さんの目で見て
下さい。

女性 ７０歳以上 糸魚川 il

1162
新幹線に共ない、ローカル線がたいへん不便になっている。特に
となりとのローカル線とのつながり

女性 ７０歳以上 糸魚川 j

1164 糸魚川図書館の学習室を充実していただきたい。 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 i

1168
ジオパークも大切なら、若者にジオパークを整備する事業会社で
も作ったらどうか？ボランティアばかりでは続かない。賃金が発生
してこそ「やる気」が生まれるのではないか？

男性 ４０歳～４９歳 青海 ck

1169
最近ではとなりの富山県のアウトレットモールやコストコといったよ
うな大型商用施設みたいなものが出来れば、少しは今までと違っ
た糸口がみつかりそう。

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 f

1174 病院が少なすぎる（耳鼻科、皮膚科） 女性 ４０歳～４９歳 青海 d
1174 薬局ばかり増やしてどうするのか？ 女性 ４０歳～４９歳 青海 k
1175 昔ながらの町づくり、地域づくりをやっているだけでは発展しない。 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 a
1175 市長を５０以下の人にやってもらいたい。若い意見が必要だ。 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 i
1175 ジオパークがそんなに必要か？ミリョクを感じない。 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c
1179 糸魚川の海を活かして行くべきと思います。 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 g

1179
新幹線南口が非常にさみしい。魅力ある街づくりが必要と思われ
ます。

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 a

1180
新幹線が開通したところで、海に近い駅なので、そこにスポットを
当てた、水族館、フィッシングセンター、海の見えるレストラン、式
場等、海を活かしたアイデアで！！

女性 ５０歳～５９歳 能生 ag

1180
職場をもっと増やし、人口流失を防ぐ、魅力ある町づくりが必要だ
と思います。

女性 ５０歳～５９歳 能生 ko

1184
お年寄りが多いのもわかるが、子育てや子どもに対する支援をふ
やさなければ人口も増えないと思う。

女性 ２０歳～２９歳 能生 lo

1184 子どもが安心、快適に過ごせるようにしてもらいたい。 女性 ２０歳～２９歳 能生 l
1189 外に出なくても良い環境（買い物、医療、働き場） 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 d
1189 安全、安心 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 z
1189 子供達、青年のあそび場（交流） 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 l
1192 速効性のある施策は難しいと思います。 男性 ７０歳以上 糸魚川 z

1192
何かを企画し実施するには、財源が必要である。企業の方々への
協力を要請をして行くことが肝要と思われる。

男性 ７０歳以上 糸魚川 k

1195 ドッグランを作ってほしい 男性 ７０歳以上 糸魚川 e
1195 動物と共存する町でない（ペット） 男性 ７０歳以上 糸魚川 p
1200 新幹線を中心とした活気ある町づくり 男性 ４０歳～４９歳 青海 j

1202
市の職員はベテランも中堅も若者も男も女も、もっと自分の地域に
関わること。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i

1202
地域には多業種の人達がいる。その人達の意見が反映出来るよ
うな自治活動を進めてほしい。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i

1203 医療環境の充実化 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 d

1204
町内の商店街の片側駐車可（軽自動車で時間規制で）買い物がで
きる

男性 ７０歳以上 糸魚川 a

1207 若者が住みやすいまちづくりの推進 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i
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1210
若い中・高生の意見を聞いて、糸魚川に住みたいと思ってもらえる
様にする。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i

1218
1.特産物は何か。2.特徴は何か。3.何を必要とされているか。等を
考え、又、生活必需品が手軽に（高齢者にも）買える（道路）様な街
づくりをして欲しい。

女性 ７０歳以上 能生 bh

1219 役所の人が中心になって考えるべき 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 i
1223 どこでも高齢者が増え、特養施設等の不足が問題となっている 男性 ７０歳以上 糸魚川 h

1223
糸魚川の温泉資源を使って遠方からの入所も可能となる大型な介
護施設を作る

男性 ７０歳以上 糸魚川 d

1223 糸魚川は老人天国と共に介護士等も増え、若者の職場も増える。 男性 ７０歳以上 糸魚川 dk
1226 交通利便性の向上 男性 ４０歳～４９歳 青海 j
1226 増税に関する所得低下対策 男性 ４０歳～４９歳 青海 i
1226 男女の出会いの場提供（少子化対策） 男性 ４０歳～４９歳 青海 o

1228
もっと積極的に参加できる健康教室を増やし、インストラクターを
ふやして老人の健康をうながしてほしいです。

性別不明 居住地不明 dh

1228 地域を引っ張っていくリーダーをたくさんふやしてほしいです。 性別不明 居住地不明 i

1231
医療の充実（産科、耳鼻科、整形外科が糸病やよしだ病院しかな
い。そのくせ紹介状が必要とされ納得いかない）

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 d

1238
問10と重複しますが、若い人達が安心して永住出来る様に各企業
さんや市内にある３つの高校とタイアップして当地で生活出来る様
に行政の力で指導出来ないだろうか！！

男性 ７０歳以上 青海 ikl

1241 土日に対応できるような市づくりそのために食堂が少ない 女性 ７０歳以上 青海 af
1242 大手企業が増えないと、人口も利益も上がらない 男性 ６０歳～６９歳 青海 ko
1246 医療充実 性別不明 居住地不明 d

1247
上記の事で隣の地区の者がなかなか地区同士の仲間づくりが出
来ず仲間（地域）になれない。谷毎イベントで駅前集合で紹介しあ
えるのもおもしろいのかもしれない

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 a

1251 市民が安心して暮らせるよう医療面は充実していただきたい 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 d
1251 糸魚川駅周辺（北口、南口共に）にぎわった感じを出してほしい 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 a
1255 人づくりワークショップの開催（心を育てるワークショップ） 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 f
1255 まちづくりは人づくり（糸魚川大好きっ人集まれなど） 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i

1256
高齢者しかいないので、高齢者の方がたのしく過ごせる糸魚川市
にして下さい

男性 ４０歳～４９歳 能生 h

1256

権現荘のリフォームに伴い利用料金が上がっていくようですが、３
００円前後の日帰り入浴料にしないと増加なんて見込めないと思
います。冬期間の楽しみである温泉なので連休や年末年始以外
は心から行きたくなる温泉にして下さい

男性 ４０歳～４９歳 能生 b

1257 市民が協力しあえる取組に期待します 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i

1264
医療を整えてください！救急で糸病にかかれず、上越の病院へ行
きました。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

1271 住民が安心して生活が送れる環境 女性 ５０歳～５９歳 青海

1273
駅前から本町通りの変革。人が歩きたくなる魅力ある通りに挑戦
する

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 a

1275 まず仕事の場がほしいです 女性 ７０歳以上 青海 k

1277
いい年代で低所得者が多すぎる為賃金アップできる企業を誘致願
う（特に能生地域で）

男性 ４０歳～４９歳 能生 k

1277
医療関連（特に糸魚川病院）が駄目すぎて皆、嫌がられています。
マシな医者を呼ぶ事はできないのでしょうか？

男性 ４０歳～４９歳 能生 d

1279
美しくなるをモットウに奴奈川神社の建立は？全国の女性方の参
拝があるのでは？

女性 ７０歳以上 糸魚川 b

1284
公務員はもっと市民のために働いてほしい。パソコンに向かってい
てばかりではダメ

女性 ７０歳以上 青海 i

1285 中・高生が学びやすい支援が必要 女性 ４０歳～４９歳 能生 l
1285 通学交通費の補助 女性 ４０歳～４９歳 能生 i
1287 年寄りが住みやすいコンパクトシティ―（駅周辺） 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 a

1287
若い世代が訪れる仕組が必要である（大学の誘致や専門学校の
誘致）

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 l

1288 若者が暮らしやすい、働く場所を多くしてほしい。 男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 k

1290
老人、医療、大学等の充実により、糸魚川へ人が流入してくる仕
かけを行う

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 dhl

1293 無駄な物は撤去するなり、ダメな物を後に引きずらない 男性 ５０歳～５９歳 青海 z

1294
住民の定着化よりも観光客等の一来者により市町が富める政策
を望む

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bi

1295 市外からも糸魚川に来てもらうようなイベント又は商店街造り？ 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 ai
1296 運動公園が高台にあり、車のない人、老人は不便である 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 deh
1296 老齢化が進み、田、畑の空き地が目立つ為、活用を願う 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g
1296 集中都市化を望む 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i

1301
ウラ工作を行っていた話をよく耳にする 特に市職関係で。透明性
を願う

女性 ６０歳～６９歳 能生 i

1301 子供達の道徳心を育ててほしい 命の大切さや正しい行動など 女性 ６０歳～６９歳 能生 jl

1301
老人が増えていく中でディサービス的レクリエーションが行える場
を多く作ってみてはどうか

女性 ６０歳～６９歳 能生 dh
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1302 若者が集まり、活気溢れる施設が必要 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 f

1305
市役所内の職員はムダに多すぎではないか。(税金を払っている
市民がそう思うのはどうかと思う)

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 i

1305 市民の声をそして要望をもっと聞いて欲しい。 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 i
1306 無料で駐車できる場所づくり 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 j
1306 海を生かした事業、活動をしたらどうか 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g
1306 出雲大社と糸魚川を結ぶ恋愛スポットを造ってみるとか 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
1307 税金が高過ぎ！ 女性 ２０歳～２９歳 青海 i

1311

実際、子供が糸魚川高校に通っていて駅から高校までの距離が
遠く不便です。上越市内に住んでいる私の友人からも糸魚川高校
へ受験させようと思ったけど入学したら通学が不便だから止めたと
いう声も聞きます。糸魚川高校の近くに駅を一日も早く作って下さ
い。

女性 ４０歳～４９歳 能生 akl

1312
糸魚川総合病院がすべて予約になってしまい、耳鼻科、皮膚科専
門の病院が無く上越へと通院しています。何とかなりませんか？

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

1314 高齢者が活躍できる働く場所の確保 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 h
1314 農地を無料で利用できる等土地利用をし、荒地を少なくする。 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 g

1318

私(個人)は障害者がおります。周囲の人々にからかわれたり偏見
に見られたり、長年苦しんでおります。でも私は寝たきりではない
のでまあ良いかと思っております。もう少しこういう人達の理解を切
に要望します

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 df

1318
それから地元に良いお店がないため市民の皆さんは上越方面へ
行かれます。私の家族もそうですが！

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 f

1320 野内で遊べるパークランド(乗り物があったり休めるところがある 女性 居住地不明 c

1320
楽しんで学べる歴史館 たとえば相馬さんの曲がながれたり遊ん
で学べるところ

女性 居住地不明 bl

1327
増加する高齢者をどう対応…入所施設、職員不足で困っている。
福祉、介護、医療、職なら働く場所がある→人材を育てるのも必要
高齢、共働きでも在宅で生活できるようにサービスを整える。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 dhk

1327 アパート代も高く結婚、生活、子育てはハードルが高い 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 o
1327 若い人がもどって来ない、働きたい仕事がない、賃金が安い 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 k
1337 企業誘致の推進 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 k
1338 幅広い年齢層が暮らしやすい施設や行事の拡大 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 i

1339
若者の遊ぶ場所がほしい(私たちの若いときは社交ダンスや各地
区の盆踊り大会があった)

男性 ７０歳以上 糸魚川 f

1341 自然を守る 男性 ６０歳～６９歳 青海 g
1342 シニア世代の人たちが気軽に交流できる場所がほしい 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 h

1343
比較的きれいな住みやすいまちだと思っている。犯罪も多くないし
このままで良いと思うがもう少し賑やかな所が出来ればと思ってい
る。

女性 ７０歳以上 糸魚川 z

1345 既存施設のＰＰＰ／ＰＦＩ活用による効率化 男性 ３０歳～３９歳 青海 i

1345
糸魚川駅アルプス口周辺などの区画整理(商業適地に住宅いっぱ
い)

男性 ３０歳～３９歳 青海 a

1346
色々なイベントとても大変だと思いますがとても良い事だと思いま
す。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i

1347 子供から高齢者までが、あつまる町づくりをお願いします。 性別不明 居住地不明 hil

1349
第一次産業地としての周辺地域の秩序だった造成とともに、そこ
からの産品(加工製造品も含む)の販売(広域販売も含む)の拠点へ
と再生を試みる

男性 ７０歳以上 糸魚川 k

1349
旧市街地の建物建築、関連施設の設置をグランドプランの下で構
想し商業地としての景観、美観、利便性を今日的に創出する。

男性 ７０歳以上 糸魚川 i

1350 やっぱり楽しく働くところ(仕事)を。 女性 ７０歳以上 糸魚川 k

1353
年齢を問わず交流の場を多く作り、人と人のつながりを広めていく
ことが大切だと思う。高齢者世帯や単身世帯だが助け合える社会
作り。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 h

1354

埼玉県から嫁いできましたが、「温泉」とか「日本海の海の幸」とか
「地酒」とか関東にはないものがたくさんあるのに、アピールが下
手だと感じます。市内に温泉があって、酒蔵があってなど、糸魚川
の魅力となるところを中心としたまちづくりをするとよいと思いま
す。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 g

1355 総合医療施設の充実 男性 ６０歳～６９歳 青海 d

1357
屋外で遊べる公園などはやや満足できるのですが冬期や雨天に
子供達をあそばせる施設が必要と思われます。

男性 ６０歳～６９歳 青海 eil

1357

市内で収穫され販売される魚介類、米、野菜、山菜の放射能検査
を実施して安全証明を発行して、安全・安心なジオパークのまちと
して宣伝する。輸入規制をしている国への出荷も出来るようになる
のでは？

男性 ６０歳～６９歳 青海 cg

1358
子供達が安心、安全にのびのび暮らせるような町づくりをしてほし
い

女性 ２０歳～２９歳 能生 il

1359 補助金 男性 ３０歳～３９歳 能生 i
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【問９】　517件（箇条書き764件）

ID 答 性別 年齢 居住地 分類

1361
港を利用した交通網を整備し、松本、関東方面からの可燃物（木
材等）の大型トラック(古い車両）の市街地の乗入をさせない方策
の1つとしての港南線を148号RUTに接線させる。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 jk

1361
電力の市（街づくり）をめざして、安い電力を造出し企業誘致で人
口拡大を図る。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 ko

1363
狭い地域での発想には限界がある。全国各地での、成功例など学
び、住民自身の知見を高める事。

男性 ７０歳以上 糸魚川 z

1366 車がないと不便よね、と言わせない町づくり 女性 ６０歳～６９歳 能生 i

1366
健康づくりに高齢者でも参加できる体操教室、楽しい体操(ケーブ
ルＴＶ体操はつまらない)

女性 ６０歳～６９歳 能生 h

1371 スーパーでなくデパート系を一つ！ 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 f
1371 子供の遊び場がほしい！（雨ふり等も遊べる室内） 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 il
1376 大学を誘致 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 l

1380
身の丈に合ったまちづくり。効果のない整備はしない（ジオパーク
など）

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c

1380
ジオパークのまち、相撲のまち、輝きのまち・・・○○のまちが多す
ぎてわからない

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c

1381
都会的にしていきたいのか、今ある自然のすばらしさを全面に推し
ていくのかをまずはっきりさせた上で環境を整備することが大切だ
と思います

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 i

1384 子育てのしやすい町づくり（教育環境の整備） 男性 ７０歳以上 糸魚川 l

1385
観光施設にもっと力を入れ自然がすばらしいので町づくりに充実し
てほしい

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

1390

昔の様にならないまでも駅周辺がもう少し人が集う場所商店が
あったら・・・と思う。介護などをしているとデイサービスに行ってく
れる日は息抜きの時でもあります。町へ出てちょっとお茶でも・・・と
思ってもバス（足がない）も、気楽に入ってお茶する場所もないで
す。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 ad

1393 医療の充実（現在は糸病１つのみ） 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d
1396 飲食店など 女性 ４０歳～４９歳 青海 f
1396 もっと職業を増やしてほしいです。 女性 ４０歳～４９歳 青海 k
1397 働く場所の確保 男性 １５歳～１９歳 能生 k
1397 結婚する人を増やす 男性 １５歳～１９歳 能生 o
1397 交通の整備 男性 １５歳～１９歳 能生 j
1397 病院の充実 男性 １５歳～１９歳 能生 d
1397 若い人が定着することが大事。 男性 １５歳～１９歳 能生 k

1398
ジオパーク事業は一過性の事と思う。市財を投資しても回収不能
と思われるが市の目的は何でしょうか？地元地域に多方面に利の
ある事業を望む

男性 ６０歳～６９歳 能生 ci

1398
今後財政収入の減少があると思う。今すぐにでも抜本的な経費節
減や投機的事業を見直す必要があると思います。

男性 ６０歳～６９歳 能生 i

1398
市では学識経験者という人達を選出するが、何の根拠で人選する
のか広報で知らせてほしい。

男性 ６０歳～６９歳 能生 i

1399 駅前商店街を商業ビルにまとめ立体駐車場を確保する 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 a

1399
シャッターの閉まった街並みは、それより先へは足を運ばないと思
う。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 an

1399 マルシェを開いても歩道の狭い所を往来しているのは残念 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 j
1406 無駄な箱物行政はやめて下さい 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 i

1406
市場食堂の様な地元の農産物を使用した安全安心で安価な食べ
る場所を作って下さい

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 f

1407
行政ｓｉｄｅ側は机上の空論だけで終ることなく、自分達の足で山
野、街中、各施設を見て行けば、何かに気付くはずでは？アン
ケートはアンケートでしかありません。

女性 ７０歳以上 能生 gi

1411 子どもをここで育てたいと思えるサービスの充実 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 il
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【a.出会いの場を提供・婚活・結婚支援（96件）】

（特徴的な意見）

【b.就職・企業（誘致）・起業などの雇用創出（433件）】

（特徴的な意見）

雇用（女性に正社員のような労働条件がないと産み育てられると思えない）（女性・30代・青海）

就職口の増加（男性・10代・糸魚川）

女性の出産や育児を支援の立場から全国的に圧倒的なレベルの高い支援を行えば女性が増え、
結果男性の労働人口が増え、結果働き手の多い市として企業誘致ができるシステムになると良いで
す。（性別・年齢・居住地不明）

若い人の職場がないというのもありますが大学を卒業しても色々な学びを続けたくてもそんな場所
はないと子供は言います。それで糸魚川には帰ってこれないのだと。（女性・60代・糸魚川）

教育機関がないのが悲しいです。私は今高３ですが、進学となると近くても隣の市になってしまい、
それならもっと遠くの所でひとり暮らしでもいいや、となってる人が意外と多いです。そしてそのまま
進学した先で就職し、糸魚川へは戻ってこない、結果人口が減少している原因の一つとなっている
のではないでしょうか。（女性・10代・糸魚川）

問10　当市の人口は昭和30年頃から減少が続いており、今後も減少する見込みとなっています。持続
可能なまちづくりに向けて、人口の減少を抑える（または人口を増加させる）ためには、どのような取組
が必要だと思いますか。ご意見、ご提案がありましたらご自由にお書きください。（箇条書きでお願いい
たします。）

働く世代、家族を作る世代が定住するには…？田舎なのに土地が高いなど、住む場所への支援や
保育サービスなど、住環境が整えば…生活が出来るのなら職業(就職先)が、多少満足いかなくても
Uターン、Ｉターンを考えると思います。（女性・40代・能生）

一人あたりの出産人数などが変わらず、人口が減っているという事は、婚活事業を増やしもっと独
身者を減らす必要があると思います。単に合コンなどであっても開く側は相当な負担があります。今
以上にそういう誰かの為に出会いを創出している方々に市が補助をする必要があると思います。
（男性・30代・糸魚川）

20～30代の未婚者の意識改革を促すようなセミナーや制度（既婚者や子育て世帯を優遇するな
ど）（男性・20代・能生）

結婚生活はわがままだと出来ません。小学生位から市全体で教えていかないと出産につながらな
い（結婚→出産→安定した子育て）親世代もわがままになっており、次世代ばかりの教育では無理
でしょうか？（女性・50代・居住地不明）

私の近所には結婚しない、又、出来無い？男女が大勢居ます。糸魚川市だけの問題では無いと思
いますが、市としても結婚に結ぶ方策は講じていると思いますが、適齢期を過ぎても結婚しない人
を見れば２/３以上が親と同居者の様です。結婚出来ない事情も有るかも知れませんが、行政でそ
の辺をよく調べ、結婚し易い環境作りを進める事で人口の増加につながると思います（男性・70代・
能生）

若い人の結婚が少ない、本腰を入れて市で取り組んでもらいたい。話べたの子が多いので昔の世
話(仲人)みたいな方法で出来ないか。その様な人を市で多く使ってほしい　（女性・30代・能生）

男性が働く場所は沢山あっても女性が働く場所には限りがある。特に産後に働こうと思っても希望
の保育園に入る事ができず幼稚園に入らなければいけなかったりする。そうなると短時間だけしか
働く事が出来ず、2人目をつくるにしても生活に不安なためつくれない。よって保育園の人数を増や
してほしいです。（女性・30代・糸魚川）
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【c.出産・子育て・保育・教育の支援・専門学校・大学等の誘致（207件）】

（特徴的な意見）

女性が出産のために職場をやめなくてもいい環境（女性・30代・青海）

大学、専門学校を作る（男性・10代・能生）

【d.医療・福祉・介護サービスの充実・高齢者支援（69件）】

（特徴的な意見）

【e.自然環境・食材の活用・PR（27件）】

（特徴的な意見）

陸での魚の養殖漁業　海での海草貝等の養殖（男性・60代・糸魚川）

シャルマン火打スキー場の開発。火打や放山へのアクセスや宿泊可能な設備（男性・40代・能生）

山は好きな人にもたくさん山があるので、自然を楽しんでもらうスポットを作る。（女性・20代・青海）

先ほどと同じになりますが、高校以上の学校があれば、少しは増えると思う。Ｕターンして来ても働く
場所がないから、戻って来ないと思う。もっと働く場所があればイイのに・・・（女性・30代・青海）

年配者を増加させても市の未来は少いと考える。やっぱり教育。こどもを公立の学校へ通わせても
一流大学への合格可能な仕組、放課後、講師を招いての学習等。そうすれば若い夫婦の移住もあ
ると思う。（女性・40代・青海）

働く世代、家族を作る世代が定住するには…？田舎なのに土地が高いなど、住む場所への支援や
保育サービスなど、住環境が整えば…生活が出来るのなら職業(就職先)が、多少満足いかなくても
Uターン、Ｉターンを考えると思います。（女性・40代・能生）

若い人達が結婚しても住み続けたい、子供を産んでからも子育てのしやすい環境を整えてほしい
（産婦人科・小児科・病児保育・家賃補助etc）（男性・30代・能生）

安心して受診できる病院が必要。特に耳鼻科の病院がないことには越してきて驚きました。大変不
便です(まちづくりとは無関係かもしれませんが)（女性・30代・能生）

若い人達が結婚しても住み続けたい、子供を産んでからも子育てのしやすい環境を整えてほしい
（産婦人科・小児科・病児保育・家賃補助etc）（男性・30代・能生）

住み良い町づくりに糸魚川市内に安心して行ける病院はない。1つの病院でも良いから安心できる
病院をつくる事が第一と思う。（男性・70代・糸魚川）

この地の子供達は教育が終了すれば都会に流れていきます。当然人口が減ります。これは致しか
たありませんが、中学高校の授業の中に「介護」「介助」の必要性の授業を入れてもらうことを勧めま
す。そして出来れば資格をとれる様な仕組み作りを切望します。これからは人助け介護の時代で
す。満足した人生を送って頂きたいそんな市にすべきです。（男性・60代・糸魚川）

介護施設の充実（働く人が増える）。せっかく温泉があるのだから利用する、又御見舞に来た人に
温泉に入ってもらう。（女性・50代・糸魚川）

海はサーフィンの方もたくさんくるのに、テトラポットをうめすぎで波がなくなり、サーファーもいなく
なってきたので、テトラポットは反対！！海外には１つもなかった！自然をこわしちゃだめだと思う。
（女性・20代・青海）

人口の減少を抑える方策とか増やす対策ばかり考えるのではなく、ある程度自然調和を重視した
「水平思考」的な取組を考えてみてはどうでしょうか。（女性・60代・糸魚川）
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自然とのふれあいの楽しさを教えこむ（男性・10代・糸魚川）

【f.スポーツ振興・イベント関連の誘致（17件）】

（特徴的な意見）

大人→子供までいきぬきが出来る場所作り（女性・50代・糸魚川）

子供達への教育をアウトドア型、体験型へと変更（女性・30代・糸魚川）

【g.ショッピング・アミューズメント施設等の誘致（27件）】

（特徴的な意見）

【h.商店街の活性化（20件）】

（特徴的な意見）

駅前商店は、夜遅くまで店を開ける。駅前が暗くて死んでいる。（男性・40代・能生）

1ヶ月に1度駅前通りを夏ならビアガーデンにする（夏限定）（男性・40代・能生）

深夜まで営業できる店を増やす（男性・20代・糸魚川）

施設や店の充実性（女性・10代・糸魚川）

【i.減税・免税・助成金・補助金・手当て等の支援（49件）】

（特徴的な意見）

子供手当の増額と出産祝い金の高額支給（女性・20代・能生）

子供に優しい町づくり（保育料無料、３子以上の家族には市税を抑える等）（男性・30代・糸魚川）

若者には、企業誘致して働く所を。子育て支援は努力しているのでスポーツやレクレーションがもっ
と楽しめる場所の充実が必要だと思います（時間、自由に選べる所）（女性・50代・糸魚川）

ショッピング施設、遊施設(映画館やゲームセンター、ファーストフードなど）がほとんど無く、市外に
行くしかありません。若い人にとっては不満です。増えたら市外に行かなくてもすみます。（女性・50
代・糸魚川）

人口を増加させるためには子供の遊び場、地元に(特に駅前)お店を建設していただきたいと思い
ます。前のように一つの場所に全部間に合うデパートがあればと考えます。（女性・60代・糸魚川）

おだやかな雰囲気で過ごせるのは良いが買物や施設等の充実を可能にする事でより住みやすくな
ると思う。（男性・30代・糸魚川）

子供が来て見たいと思う様なテーマパーク的なものを、子供が来れば親も来る（男性・60代・糸魚
川）

未婚の方が多いようなので結婚をすると税が軽くなるなど結婚のメリットを増やす（女性・30代・糸魚
川）

税金を高くしないようにする（糸魚川は高いから出て行くという話をよく聞く）（女性・30代・糸魚川）
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【j.農業・漁業など第一次産業の支援（22件）】

（特徴的な意見）

【k.行政施設・サービス・施策・要望・地域コミュニティ等（44件）】

（特徴的な意見）

【l.若者支援（222件）】

（特徴的な意見）

【m.交通網・インフラ等の整備（28件）】

（特徴的な意見）

トキメキ鉄道の時間、電車の車両の数など、交通に便利がよい都市整備（女性・40代・能生）

糸魚川市にある飲食店の多くが高齢者のニーズに答えようとしているように感じる。もっと若者に目
を向けてほしい。他の地域から来た者には強くそう感じられる。（男性・10代・糸魚川）

若い人達が欲しいと思う洋雑貨が市外に出て行かないと手に入らない。ファーストフードなども同
様、本当に何もない所に来てしまったと思っています。商業施設がなさすぎる。（女性・30代・青海）

食育に力を入れ、山奥の田畑を切りひらき農業振興に力を入れて都会から農業に興味のある人を
集めてください。この後食料難となる（男性・70代・糸魚川）

働く場所の確保。ものづくり、農業にしても市の応援（補助）を一定期間与える。住宅も低価格で提
供するetc（女性・50代・糸魚川）

農業、漁業等の未経験者が家族で移り住める等（空屋等利用し）生活が成り立つような制度→ＰＲも
（女性・50代・青海）

企業誘致　中間山地の活用→農業起業家の促進　冬期間の生活支援が必要（男性・60代・青海）

伝統行事の継続は必要だが面倒な地域活動・ルール・特性を排除する(男性・30代・糸魚川)

当地域から転出した方へ、当地の欠点・良点等、アンケートを取るべき（東京糸魚川会、成人式等
で）（男性・60代・糸魚川）

行政のスリム化が人口減少率と比例しているようではだめ。もっと行政のスリム化の推進を（人件費
効率のＵＰ）（男性・50代・糸魚川）

人口減少は日本全体でもさけられない問題なので、今をこの町で生きる人達が意見を出しあって、
このようなアンケートを取って（ひんぱんに）行政がそのアンケート結果を元に施策していかれること
を望みます。多少税負担が増えたとしてもです。（男性。・40代・糸魚川）

市職員の活性化（縦割解消）。地域に対してサービス連携が必要。コミュニティーが足りない（男性・
60代・糸魚川）

保育園、小学校を廃止すれば若い人は離れてゆき、過疎化が加速する。財政は厳しいがそれらを
維持する努力がいる。（男性・60代・糸魚川）

若い人が集まる様な施設が少なくて教育施設も専門学校や、何か一つでも有れば少し違ってくると
思います。（女性・60代・糸魚川）

働ける場所を増す。市外に出た若者の学んだ事、経験した事を生かす場があれば、Ｕターンしてく
れると思います。（女性・50代・糸魚川）
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通学交通費の補助（女性・40代・能生）

【n.空き家・空き地対策・移住・移民支援（58件）】

（特徴的な意見）

昔は移民で外国へ、今後はその受入を考えてもいいのでは（男性・70代・糸魚川）

【o.各種宣伝媒体の活用・ＰＲ（13件）】

（特徴的な意見）

テレビでやっているお見合い大作戦（女性・10代・糸魚川）

テレビで糸魚川市の紹介番組を流し、まずは糸魚川市を知ってもらう（男性・50代・糸魚川）

【p.土地・住宅価格（11件）】

（特徴的な意見）

若者でも買えるくらいの家、土地の販売（男性・40代・糸魚川）

【q.公園・広場などの遊び場の整備（4件）】

（特徴的な意見）

子供の遊ぶ公園等少ない。電車の接続も悪い。個人院も少ない。（男性・30代・糸魚川）

【r.観光振興（18件）】

（特徴的な意見）

都市から移住されてきても結局冬の雪の大変さで戻られる方がおられます。そういった所がもう少し
良くなれば定住される方もいるのではないでしょうか？（女性・40代・能生）

都市圏で労働されていた方（退職者etc）の第２の人生の居住スペースとしての整備（女性・70代・糸
魚川）

（通勤のため→上越など）企業誘致・道路整備・除雪・鉄道バスなどの利便性向上（男性・50代・糸
魚川）

新幹線ができたが従来線で高田だまでいこうとしたら鉄道会社が不便になった。富山からの混雑も
（女性・50代・糸魚川）

ひとり暮らし向けの賃貸がほとんどないので、市外から来るものにすると住みにくいのでそのあたり
なんとかするといいと思う(住環境だけではないが）（女性・20代・糸魚川）

賃金が安い上に地価が高く家賃が高い　又、買物や通院等市外に行かざるをえない状況で生活
費がかかる。賃金を上げるか買物や医療の充実が必要（男性・30代・糸魚川）

土地価格が高い(上越三和、富山朝日地区は安いから、糸魚川外へ出て行く)（女性・20代・青海）

高速道路や新幹線の停車駅になって利便性は充実しているのに観光事業の不充分性による魅力
無いせいで他方面からの流入があまりない現状では無理に近い（向上は）行政は他県や他市を
もっと勉強してもらいたいと思います!!（男性・50代・糸魚川）

ホームページなどで糸魚川の職場、空き家、自然環境のアピールをし、人を増やす。（女性・50代・
青海）

情報網でインターネットで知人を広げる。その時々の季節食品を試送（ダイレクトメール）してみる。
（女性・60代・糸魚川）
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【z.その他（83件）】

人口減少は止まらない。移住者も人口増に転じるほど多くはならない。これをふまえたまちづくりに
すべき。定住者増は難しいので、当市を訪れる交流人口増を目指す。都市部の人の別荘のような
存在になれればよい。観光客でなく移住者でない中間ポジション。（女性・30代・糸魚川）

ジオパークやＢ級グルメなども、もっと前面に出し、観光に来ていただいた方にも、もっと上品な接
客で迎えるべきだと思います。（女性・50代・糸魚川）
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【問10】　691件（箇条書き1078件）

ID 答 性別 年齢 居住地 分類
5 若い人達が住み良い町づくりを必要と思います 女性 ７０歳以上 糸魚川 l
6 働く、環境作りが大切だと思います 女性 ５０歳～５９歳 青海 b
8 青海電化の様な大企業の誘致により若者が働ける場所を増やす 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bl

10

私の近所には結婚しない、又、出来無い？男女が大勢居ます。糸
魚川市だけの問題では無いと思いますが、市としても結婚に結ぶ
方策は講じていると思いますが、適齢期を過ぎても結婚しない人を
見れば２/３以上が親と同居者の様です。結婚出来ない事情も有
るかも知れませんが、行政でその辺をよく調べ、結婚し易い環境
作りを進める事で人口の増加につながると思います

男性 ７０歳以上 能生 ak

11 若い人達が地元の企業に就職できるような取組 女性 ４０歳～４９歳 能生 bl
11 子育て世代が安心して生活できる環境づくり 女性 ４０歳～４９歳 能生 c
12 働らく場所が少ないので若ものがいつかない 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
14 駅前商店は、夜遅くまで店を開ける。駅前が暗くて死んでいる。 男性 ４０歳～４９歳 能生 h
17 企業または大学誘致 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bc
19 病院（介護病院含む）等の生活環境の不安 男性 ６０歳～６９歳 青海 d

19
市職員の活性化（縦割解消）　地域に対してサービス連携が必要
コミニティーが足りない

男性 ６０歳～６９歳 青海 k

19
企業誘致 中間山地の活用→農業起業家の促進 冬期間の生活
支援が必要

男性 ６０歳～６９歳 青海 bj

22 元気のない街で人口増加は無理 女性 ４０歳～４９歳 青海 k

22
企業で５時帰宅を進め、若手が外に出て活動できる基盤をまず作
る。

女性 ４０歳～４９歳 青海 bl

22 若い人（子供も）が疲れすぎている。 女性 ４０歳～４９歳 青海 l
27 たよれるリーダーシップ必要。 男性 ７０歳以上 能生 z
27 自分勝手がまかり通ることを抑制する。 男性 ７０歳以上 能生 z
27 ものごとに真剣にとり組む気風を地域全体でつくる。 男性 ７０歳以上 能生 z
28 財政のゆるす中での支援（老人・子育て） 性別不明 ７０歳以上 能生 cd

29
保育園、小学校を廃止すれば若い人は離れてゆき、過疎化が加
速する。財政は厳しいがそれらを維持する努力がいる。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 cl

33 若者が住みたいと思えるような町づくり 男性 ４０歳～４９歳 能生 l
34 女性が出産のために職場をやめなくてもいい環境 女性 ３０歳～３９歳 青海 bc
34 子育てしながら働ける環境 女性 ３０歳～３９歳 青海 bc

34
雇用（女性に正社員のような労働条件がないと産み育てられると
思えない）

女性 ３０歳～３９歳 青海 b

35 企業誘致を積極的に行ない雇用の増大 男性 ５０歳～５９歳 青海 b
36 宅地造成 女性 ５０歳～５９歳 青海 i
36 買い物難民にならないよう、スーパーなどの充実 女性 ５０歳～５９歳 青海 g
36 企業誘致 女性 ５０歳～５９歳 青海 b
46 Ｕターン希望者、Ｉターン希望者への支援の充実 女性 ２０歳～２９歳 青海 b

52
とにかく結婚できない人が多い。サークル活動、公民館活動とか、
出会いの場を多く作る。

女性 ７０歳以上 糸魚川 a

52
子育て支援を更に充実させる（３人目４人目～の子が生まれた時
は、手当てをもっと多くする）

女性 ７０歳以上 糸魚川 ci

52
若手や中年の未婚者をへらすべく、おもいきった財源確保と施策
の実現がほしい。

女性 ７０歳以上 糸魚川 akl

54 就職口に困らない市にする 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

58
お金がなければ育児など困難・・・子供たくさん欲しくても産めない
子育て世代にもっと取組が必要だと思う。

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 c

58
出会いの企画を糸魚川の人だけでなく他県などからも集めたらい
いと思う。

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 a

59 婚活イベントを増す。 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 af
59 若い人たち、Ｕターンの雇用環境をととのえる 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bl
60 糸魚川にいて買い物がすべてできる 女性 ６０歳～６９歳 青海 g
60 安心して子供が生める環境（産院の設備等） 女性 ６０歳～６９歳 青海 c
60 若い人達が地元就職できる環境（賃金等） 女性 ６０歳～６９歳 青海 bl
61 新幹線開通になったのだから、専門学校等を誘致して頂きたい 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 cm
62 若者の子育ての負担を軽くする 女性 ７０歳以上 糸魚川 cl
62 保育料の軽減、延長保育等に力を入れる 女性 ７０歳以上 糸魚川 c

63
若い人達が安心して働けて、子供も安心して育てていける様にす
る

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bl

67
若い人が出て（大学）いっても戻って糸魚川で働きたいと思わせる
ような所になってほしい。

女性 ３０歳～３９歳 青海 cl

68
子育て世代の有ぐう。子供がいて親がいるので、老人ばかりでは、
人口が減るだけ。子育てをする魅力のある町づくり

男性 ３０歳～３９歳 能生 cd

71 若者の働く場所の確保 男性 ５０歳～５９歳 青海 bl
71 子育てしやすい職場環境づくり 男性 ５０歳～５９歳 青海 bc
71 行政の経済的支援の充実 男性 ５０歳～５９歳 青海 k
74 地元、Ｕターン、女性の働きやすい、魅力的な職場環境を作る 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b

78
糸魚川市に住みたいと若い人達に思わせれば良い。現在、若者を
とり込むことに成功した所をお手本にすれば良い。

男性 ４０歳～４９歳 青海 l

79 働き場の確保 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
79 企業の誘致と優遇税制 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bi
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【問10】　691件（箇条書き1078件）

ID 答 性別 年齢 居住地 分類

79
活性ある街づくり、各種イベント開催、知名度アップ活動（メディア
活用）

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 f

80 若者が働く場所として工場誘致、農業水産に力をいれる 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bjl
80 若者が楽しめる娯楽施設を作る 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 fl

81
企業誘致等 働く場所の確保と、子育て施設の充実 人材の育成
（教育にもっと力を入れる）

男性 ７０歳以上 糸魚川 bc

82 白馬村の地元就職率とくらべてどうなのか？ 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b
82 子供達への教育をアウトドア型、体験型へと変更 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 f
82 大学進学しなくても地元で働いてくれる子供を育てる 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c
84 問９と同じ お店が少ない 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 h
84 若者が遊ぶ場所がない 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 fl
86 産業の育成 男性 ３０歳～３９歳 能生 b
88 出産しても復職できるように環境を整えてもらいたい 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 c
88 小さな子供がいても働ける場所（時間帯）を増やしてもらいたい 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
89 子供や親が楽しめる商業施設の充実 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 g

90
若者の働く場所、賃金の充実（低所得者労働で世帯もち、結婚で
きない）子供を生んで、育てる事ができない！！

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 abl

91
近年ファミコン、スマートホン等歩いていても無中になっている若い
人が多い、もっと友達同志交流して、それらの若い力をもりたてた
い

女性 ７０歳以上 青海 l

91
未婚者が多いが、いま聞く婚活をして１人でも多く子供を育てて、
人口増加に是非協力して、どこにいても赤ちゃんの泣声を聞きた
い

女性 ７０歳以上 青海 a

92 大学を誘致して人口を増加させる 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c
98 働く場所があるといいなーと思います。 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
102 企業誘致 女性 ７０歳以上 糸魚川 b
102 専門学校 女性 ７０歳以上 糸魚川 c
102 都会からの移住（空屋活用、魅力ある価格） 女性 ７０歳以上 糸魚川 n

107
人口の減少は結婚による出生率が少ないと思われる。結婚出産
により人口の増加が望まれるが結婚を勧める仲人がいない。市長
議員は進んで仲人を務めてほしい。

女性 ７０歳以上 糸魚川 ac

108 IT企業等就職先を豊富にしていただきたい 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
110 未婚の若者をなくす（助成金・出会いの場等を作る） 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 ail

110
若者の意見を聞く場を設ける（市長と若者の対話集会を各地で設
ける）

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l

111
特効薬はないと思いますので糸魚川の資源を生かした産業振興
等で地道にやるしかないと思います。

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b

114 大きな会社や学校を作ったり、人を集める 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c
115 大手企業の誘致 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

116

出生率が低下しているので学校も統合統合の連続です。子造りで
昔行われた3人産んで50万円を→100万円、4人産んだら100万円
を→200万円プレゼントする。但し産んだ後のフォローがお粗末で
す。20才になるまでも行政で考える事。

男性 ７０歳以上 糸魚川 ck

118
私は他方で生活している子供達に自慢できる事柄が多く増してい
ます。本当に魅力ある、あふれる糸魚川市です。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

118
情報網でインターネットで知人を広げる。その時々の季節食品を
試送（ダイレクトメール）してみる。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 o

118
当市にすばらしい人が沢山います。語り部。料理。教育者。世間話
の強者。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

119
道路等新幹線もできたので1000人くらいの大きな会社が出来ると
出会いもあり糸魚川市が栄えるのでは。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 am

123
やはり老人、若者楽しむ場所（プール）スポーツ等できる場所を
作ってほしい。交通の便の良い場所へ

男性 ７０歳以上 糸魚川 dflm

124 大学の誘致（若い人たちに住んでもらう） 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 cl
125 大小なりと企業をむかえる 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
126 今の糸魚川は飲み屋ばかり 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 h
126 1ヶ月に1度駅前通りを夏ならビアガーデンにする（夏限定） 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 h
126 若者の定着、遊べる場所を作る 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 fl
127 多種多様な企業の誘致 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
127 若者が流出しない職場の確保 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bl

128
地元の企業（電化・明星他）に多くの新卒者を雇用してもらう。そし
て都会なみの賃金を支払い豊かな生活を保障する

女性 ７０歳以上 糸魚川 b

130 通勤圏の拡大（交通網整備） 男性 ５０歳～５９歳 青海 m
130 雇用場所の確保 男性 ５０歳～５９歳 青海 b

133
若い世代の意識改革。人生設計の中での結婚、出産、育児をきち
んと認識する（意識づける）

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 ac

133 力のある街作りをすることにより人口流入を図る 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
138 移民受入を試みてはどうか 男性 ７０歳以上 青海 n

138
工場誘致が望めない現在、農業林業等で後継者を育成し人口流
出を計る（市がバックアップ）

男性 ７０歳以上 青海 j

139 若者を地元に残す努力!! 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 l
142 Uターンを強化するべき 女性 ２０歳～２９歳 青海 b
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ID 答 性別 年齢 居住地 分類

143
食育に力を入れ、山奥の田畑を切りひらき農業振興に力を入れて
都会から農業に興味のある人を集めてください。この後食料難と
なる

男性 ７０歳以上 糸魚川 j

143
山の中の耕作放棄地が多くあります。もっと開発に力を入れてくだ
さい。

男性 ７０歳以上 糸魚川 j

144
魅力ある町作りが必要・・・若い世代にとってはある程度の安定し
た収入が得られる仕事を見つけることが重要。仕事がなければ住
めない。

女性 ３０歳～３９歳 能生 b

145
子育て支援として（小学校～中学校卒業まで）医療費・学校給食費
を無料にする

男性 ７０歳以上 糸魚川 cd

147 大学、専門学校など 男性 ４０歳～４９歳 青海 c
147 働く場所の確保 男性 ４０歳～４９歳 青海 b
147 企業誘致 男性 ４０歳～４９歳 青海 b

148
人口増加している（取り組みに成功した）都市はどこですか？同じ
ような施策はできないのですか？

性別不明 ４０歳～４９歳 青海 k

151
個人が気軽に依頼できるシステムを作ってほしい（できれば自己
負担が少なくすむように）

女性 ５０歳～５９歳 能生 z

151 雪対策が一番のネックになっている 女性 ５０歳～５９歳 能生 e
153 Uターンしても働ける場所を増やす 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 b
153 テレビでやっているお見合い大作戦 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 o
155 市民の健康意識を向上させる 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 d
155 子供を産んだらもらえるお金をもっと高くする 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 ci
156 税を担う若い人たちに働く場所の確保が必要だと思う 女性 ７０歳以上 糸魚川 bil

157
息子が二人いますが1人は上越市、1人は黒部市に住んでいま
す。家にはいません。地元に魅力な会社がないのが原因と思いま
す。これを解決しない限り人口の減少は抑えられないと思う。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

158 働ける場がないと人は来ない。もっと仕事があれば良いと思う。 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
160 働ける会社等がないと人口は増えないと思います 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
162 きびしい冬をすごせない方が多い。高齢の方には無理かな。 女性 ７０歳以上 能生 z
163 若い人の労働の場所 女性 ７０歳以上 青海 l

166

高速道路や新幹線の停車駅になって利便性は充実しているのに
観光事業の不充分性による魅力無いせいで他方面からの流入が
あまりない現状では無理に近い（向上は）行政は他県や他市を
もっと勉強してもらいたいと思います!!

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 kmr

167 働く場をもっと増やす。 女性 ４０歳～４９歳 青海 b

167
新規企業を積極的に誘致し若い世代が住みたいと思う街作りがで
きればと思う

女性 ４０歳～４９歳 青海 b

168
子供が生まれてから高校生くらいまでの支援に力を入れる（延長
保育、スクールバス、児童クラブなど）

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 c

172 働く所 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
172 医療・入院施設の充実 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

175

海あり山ありの美しい自然の糸魚川と宣伝していますが海と山の
真ん中に必要なものは安定して生活できる環境である働く職場が
必要であろう。現在生活している皆さんも悩むところです。自然の
美しさだけでは永住を考える人は特に若い人達は考えると思う。

男性 ７０歳以上 糸魚川 bel

176 企業誘致など（働く場が無いと人が集まらないのでは？） 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b

177
子供の教育向上、特に学力向上。高校レベルが低すぎる。もう少
し高いレベルを目指すべき!!（頭のいい子、優秀な子らが市外の高
校へ行っている）

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 c

179 自然を生かす 性別不明 居住地不明 e
182 働く場の確保 男性 ７０歳以上 糸魚川 b
183 高校卒者残って働ける場所がほしい 男性 ７０歳以上 糸魚川 b
185 若者が出会う場所を考えてほしい 女性 ７０歳以上 青海 al
185 若者が働ける企業を誘致してほしい 女性 ７０歳以上 青海 bl
187 働く場所、大きな工場を誘致して若者を呼び戻す策 女性 ７０歳以上 糸魚川 bl

193
私が問いに答えても減少するのは目に見えている。だれにも止め
られないでしょう

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

196 大企業をもっと糸魚川へ 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
197 若者が働ける場を作ること 女性 ７０歳以上 糸魚川 bl
198 企業誘致で働き場を確保。 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

198
若者の定住が一番の課題である。この問題が解決しなければ何を
取組んでも未来の糸魚川は無い

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l

201 結婚する人を増やすために集団お見合い企画など 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 a
202 企業の誘致 男性 ５０歳～５９歳 青海 b

203
医療体制の設備、当地区に公的医療機関が１つもない、県内では
当地区のみではないか

男性 ７０歳以上 糸魚川 d

203 養育費の更なる援助、子育てし易い環境作り 男性 ７０歳以上 糸魚川 ci
206 総合病院を増やしてほしい 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 d

206
洋服や靴、スポーツ用品が買えるショッピングセンターがあると良
い

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 f

208
若い人が集まる（たとえば学校、会社の誘致など）ことによってまち
づくりが出来る

女性 ７０歳以上 糸魚川 cl
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ID 答 性別 年齢 居住地 分類
209 若い人の定着が必要 性別不明 ５０歳～５９歳 糸魚川 l
210 土地の誘致をする 男性 ７０歳以上 糸魚川 n

211
結婚しても生活安定できる様にする。対偶を良くする。例、子供手
当ＵＰする等

男性 ７０歳以上 糸魚川 ai

211
４０歳以上結婚しない人が多い。結婚出来る様工夫する。会社関
係の対偶調査する。対偶をうながす

男性 ７０歳以上 糸魚川 a

214 安心して働ける場所を増やす 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
215 若い人の働き場を増やす 男性 ４０歳～４９歳 能生 bl
215 税金負担を減らす 男性 ４０歳～４９歳 能生 i

216
土地整備を行い、企業誘致に力を注ぎ、労働人口を増加させる企
画

女性 ７０歳以上 糸魚川 b

219 良策なし 都市との交流（東京都 糸魚川） 女性 ７０歳以上 能生 z
225 交通が便利 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 m
225 住みやすい所、仕事がある 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

226
若い世代が働ける職場、集まれる場所がある程度必要じゃないか
と思う

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 b

226 子育て、保育の充実した取組が必要 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 c
227 働く場所の提供 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
227 子育て支援 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c
228 人口増してほしいです。保健課の方、考えてみて下さい 女性 ７０歳以上 糸魚川 z
228 妊娠して障害のある子を産まないように力を入れてください 女性 ７０歳以上 糸魚川 cd
228 工場誘致に力を入れてほしい 女性 ７０歳以上 糸魚川 b

229
とにかく車がないと住めない、動けないのが辛い。バスは増やせな
いですよね・・・

女性 ３０歳～３９歳 能生 m

229

楽しむ、遊ぶ所、学ぶ場所がないので、ここに住むのは辛い。体を
壊して戻ってきたのですが、元気なままなら戻るつもりはありませ
んでした。糸魚川は一度外へ出ると戻ろうと思えない土地になって
いるので、小中学生の頃から何かしらこの土地の住みやすさを体
感できないとと思います。

女性 ３０歳～３９歳 能生 f

229
働く場所が困る。私の住んでいる所は、働くための職場がないの
で働きやすい場があれば。

女性 ３０歳～３９歳 能生 b

230 学校（大学や専門学校等）をもってくる 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 c
230 まず仕事、職がないと住めません。企業誘致できれば良い 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
232 働く場所を増やす 男性 ６０歳～６９歳 能生 b
232 若者が家業を継げる様にする（農業、商業） 男性 ６０歳～６９歳 能生 jl
232 農業、商業、工業を発展させる 男性 ６０歳～６９歳 能生 j

235
若い人たちが都会から戻って来て、仕事や生活が安定したところ
になってほしい

男性 ４０歳～４９歳 能生 l

237 働く場が増えないといけないと思います 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
240 都市からの移住を促進する企画 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 n
240 学校を卒業してからも地元に残っていたいと思うような企業誘致 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bc
240 糸魚川の良さをもっと外に発信する取り組みをする 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 o
241 糸魚川市オンリーワンをどのようにするか？ 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
241 糸魚川市に住みたい住み続けたいと思わせる市づくり 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
244 市民の声に更に耳を傾ける事が重要 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 k
245 若い人を呼び戻す、就職する所 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bl
250 大学があったり、大きな企業(働ける場所）で人が集まれば良い 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bc
256 空き家の有効利用 都会にアピール 男性 ６０歳～６９歳 能生 n
258 子育てしやすい環境作り 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c
258 福祉サービスの工夫 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 d
258 働きやすい環境 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b
260 働く場、企業の充実 男性 ５０歳～５９歳 青海 b
260 交通機関の充実 男性 ５０歳～５９歳 青海 m
263 空家がたくさんあるならば、有効利用する必要がある 男性 ３０歳～３９歳 青海 n
264 若い人が定着したくなる住環境 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 l
264 保育料を今より負担減に。 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 c

264
正採用で働ける場所、臨時で長く雇用されても賃金は低く安定感
がない

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b

264 若い人が働きたくなるような魅力ある企業。職場 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bl
268 学校等、教育に力を入れる 女性 ５０歳～５９歳 青海 c
269 山間地が市外（上越市、富山県）の防止対策 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
270 ０になることは、無いのだから、自然体で見守れる 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z
272 企業誘致を行い、若者の働く場を作る 男性 ６０歳～６９歳 青海 bl

273

全国どの地域も人口減少が進む中、他のところから人を連れてく
るよりも、今住んでいる人が、いつまでも住みつづけたいと思うま
ちづくりをしていく必要があると思います。それが若い人も戻ってく
るまちになる要因と感じます。

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 l

274

富山に行くにも１時間、上越に行くにも１時間、長野（白馬）に行く
にも１時間・・・陸の孤島の糸魚川の発展は長野県と合併し海の観
光開発が生き残る方法ではないか。第２の「夕張」にならないよう
に！！

男性 ３０歳～３９歳 能生 er

275 企業誘致 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
275 学校（大学・専門学校）誘致 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c

- 147 -



【問10】　691件（箇条書き1078件）

ID 答 性別 年齢 居住地 分類
276 学校の誘致など、教育都市として、アピールしてほしい 性別不明 居住地不明 c
276 職場がないのでは、若い人の流出は止められない 性別不明 居住地不明 bl

277

年配者を増加させても市の未来は少いと考える。やっぱり教育。こ
どもを公立の学校へ通わせても一流大学への合格可能な仕組、
放課後、講師を招いての学習等。そうすれば若い夫婦の移住もあ
ると思う。

女性 ４０歳～４９歳 青海 cn

288 働き場所を多くして若い者が安心して働ける様にして下さい 女性 ６０歳～６９歳 能生 b
289 婚活を活発に 男性 ７０歳以上 能生 a
289 男女共に独身の人を少なくする 男性 ７０歳以上 能生 a
292 住んでみたいというかんきょう作りが必要だと思います 性別不明 ６０歳～６９歳 能生 z
293 若者が定住するような、又はしやすい所にする 女性 ６０歳～６９歳 能生 l
293 農業の町なのだが、この農業をもっともうかるように考える 女性 ６０歳～６９歳 能生 j

295
男女の出逢いのチャンスが数回あればいいのでは？その気にな
られる様な講演会等。

女性 ７０歳以上 能生 a

295
家族の絆もしっかりと。同居されてる人達がほんとに物、心両面で
メリットを感じられる行政の手助

女性 ７０歳以上 能生 k

298 教育の充実 男性 ５０歳～５９歳 能生 c
298 子育だてしやすい環境 男性 ５０歳～５９歳 能生 c
298 就労場所を確保。 男性 ５０歳～５９歳 能生 b
298 若者が定着しやすい環境を整備する。 男性 ５０歳～５９歳 能生 l

300
ハイセンスな男性（反対はやぼい）を育てる場（ｅｘ男のファッション
ショー）の設定－結婚したくなる－

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 a

300 新しい工場ｏｒ企業の誘致（雇用の場） 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
301 結婚奨励金、出産祝い金の新設 男性 ７０歳以上 糸魚川 ac

301
企業誘致-若者に夢、希望を与える、自信を持たせる。正社員制
度(契約社員はだめ)の推進

男性 ７０歳以上 糸魚川 bl

302 働く場所を作って下さい。(大学を卒業しても戻って来れません) 女性 ５０歳～５９歳 青海 cb
303 定年退職後の田舎に興味がある人への呼び込み 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 o
303 就職口の増加 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 b
305 継続的な雇用と育児支援 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b
313 企業誘致 女性 ６０歳～６９歳 青海 b
313 商業施設の充実 女性 ６０歳～６９歳 青海 g

314
子供が来て見たいと思う様なテーマパーク的なものを、子供が来
れば親も来る

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

315 企業誘致等を行う 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

316
子供に関する施設の充実や費用等、安くしてくれれば少し増える
のでは？

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 ci

316 土地の価格が高すぎる。上越に流出しているのでは？ 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 p
317 若い子達が地元に残っても良い環境づくり 性別不明 ４０歳～４９歳 糸魚川 z

318
地域の人達の受け入れの気持ちほしい。地域の人からの声かけ、
横むかないで、以前ほど子供達の挨拶なくなった。こっちが挨拶し
ても

女性 ５０歳～５９歳 能生 z

318
(先日女性だんな様亡くなった)知人結婚しました。男性(初婚)回り
いろ目で見ていた。なさけない、喜んでくれればいいのに

女性 ５０歳～５９歳 能生 a

319 仕事する所があれば良いと思う 保、小、中高とあるのだから 女性 ４０歳～４９歳 能生 b

321
災害が少なく住み易い市である 交通も便利になり大企業を持っ
て来る事だと思う

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bm

323 市民の協力がたりない 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
324 陸での魚の養殖漁業 海での海草貝等の養殖 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 ej

324
新しい発想を得る為、若い人を採用、専門のプロジェクトを作って
みたらどうですか

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l

324 工場の誘致 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
324 大学専門学校の誘致 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c

330
人口減少を「悪」ととらえているのであれば視野が狭いのでは？
糸魚川市の適正人口はドコだ！というものも考えてみて下さい。

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z

335
子育て期間が過ぎたら働きたい人がすぐにでも活動出来るような
システム作り

男性 ７０歳以上 糸魚川 bc

335 スポーツを軸として誰でも参加出来る環境にして集う 男性 ７０歳以上 糸魚川 f

336
減少は、どこも仕方ないと思う。今、住んでいる人に糸魚川が一番
と思ってもらえるとりくみを行ってもらいたいです。

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 z

337
普通な策を講じても無理だしだれもが思っているのだから、ここは
あえてストレートに人を人種を問わず受け入れる事が人口減解消
の一つの方法

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 n

338
工場を誘致する(小さな規模でも多く誘致し働く場を増やし人口増
加にする)

男性 ７０歳以上 糸魚川 b

339
「新規企業の誘致」が必要だと思う。若い人の働く場所も確保でき
るし、街も活性化するのでは…と考える

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bl

342
若い人の結婚が少ない、本腰を入れて市で取り組んでもらいた
い。話べたの子が多いので昔の世話(仲人)みたいな方法で出来な
いか。その様な人を市で多く使ってほしい

女性 ３０歳～３９歳 能生 al

346
市有地の空き地が多く有るようだが、開放すべき（特に駐車場が
家に無い人には最大限考慮する）

男性 ７０歳以上 青海 n
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346
高齢者の能力を発揮して活躍出来る場を増やし、生涯現役社会
の推進

男性 ７０歳以上 青海 z

347
学生進学で県外へ出た人を県内に(糸魚川)就職させる手段が無
い。高卒でも市内地元に留まる人は少ないのでは？

男性 ５０歳～５９歳 青海 b

347
行政、学校でしっかり教えて下さい。まったく考えてない。意見求め
る前にまず自ら考えて下さい。

男性 ５０歳～５９歳 青海 ck

350
糸魚川減少あたりまえだ！！もっと糸魚川をうるおうようなでかい
事やれ！！出て行ってしまうのは子供だよ？子供が喜ぶような遊
び場や店を作れ、デパートもないなんておわってる

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 gh

352

人口減により出会いの場が少なく現在の30～50代の独身男性が
多くいることが残念。現在資金を使って相談所のようなところを紹
介しているようですが、それより市自体がイベントを増やす。女性
が残るまちづくりが必要。

女性 ３０歳～３９歳 能生 af

352
安心して受診できる病院が必要。特に耳鼻科に病院がないことに
は越してきて驚きました。大変不便です(まちづくりとは無関係かも
しれませんが)

女性 ３０歳～３９歳 能生 d

354 若者の定住 男性 ７０歳以上 青海 l
354 企業の誘致 男性 ７０歳以上 青海 b

355
定住促進、少子化対策のために男女の出会いの提供、子育て支
援

男性 ７０歳以上 青海 ac

356 賃金が安く物価が高いのでまず賃金アップを企業に望んで欲しい 女性 ７０歳以上 青海 b
358 東京みたいになればいい(何でもある) 男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 z

362

保育料等子供を育てやすい環境にして、子供を産みやすい様にし
ないと人口は増えません。人口が増えない事には財源も増えない
のでまずは、何をするにも人口増加をさせる取り組みが必要。そ
れには子供を産んで育ててもらうしかない。

女性 ４０歳～４９歳 能生 c

363

シングルマザーを集めたらどうかという意見を言う人もいるが、子
供が病気になったり学校行事で休まれると職場は困るためそうい
う人に仕事をたのめないし採用もしたくない。人口を増やすなら高
校生～20代の若者を増やす方が良い

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bcl

364 男女間の交流の場を多く 出会いの場を作る 女性 ７０歳以上 糸魚川 a
365 大企業の誘致 男性 ６０歳～６９歳 能生 b
365 若者の集える遊技場の充実 男性 ６０歳～６９歳 能生 gl
365 都市並みの給与の提案 男性 ６０歳～６９歳 能生 b
368 糸魚川市の魅力をもっと発信する 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 o
368 観光、文化を中心に住みよい環境 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 cr

368
農業を中心とした集約的な住みよい場所を作る(地元の人と協力し
あえる、すぐに住む事が出来る場所)

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 j

369 学校(高校の学級を減らさない) 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c

370

一人あたりの出産人数などが変わらず、人口が減っているという
事は、婚活事業を増やしもっと独身者を減らす必要があると思い
ます。単に合コンなどであっても開く側は相当な負担があります。
今以上にすいう誰かの為に出会いを創出している方々に市が補
助をする必要があると思います。

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 ac

371
県道の歩道と車道の間の雑草、ガードレールがみえなくなるくらい
の雑草の除草対策をしっかりして「きれいな道」を確保　雑草対策
の後は「花いっぱい」になるきれいな所に人はとどまる

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 m

371 長男に町で一戸建ての家をたててやるのをひかえてみては？ 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
372 働く場がない 給料が安い 女性 ７０歳以上 青海 b
374 施設や店の充実性 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 h
379 働く場、若者が遊ぶ場 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bl
380 郷土の魅力を知る 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c
381 働く場を増やす取り組みが必要 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 b

383
空き家を若い人たちに利用してもらったり、自然をそのままにリ
ゾートできる場所を開発していただきたい。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 eln

384 空き家を有効活用して新たな移住者を受け入れる 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 n
384 子育て世代が入居できるアパートやマンションの建設 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 c
384 特色ある専門分野を学べる学校をつくる 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 c
386 若者が働ける場所を増やす 男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 bl
387 働く場所の確保 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
390 子育て支援有るのみ 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c
391 大企業→職場確保 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
391 Ｕターン効果 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
391 安い公営住宅の提供 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i
392 幼児の保育時間延長 病院内での保育施設 女性 ４０歳～４９歳 青海 cd
393 糸魚川を嫌いにならないような 男性 ４０歳～４９歳 居住地不明 z

394
女性が働く場を誘致する 糸魚川生まれ、糸魚川育ちの女性が他
の地で就職していても地元へ帰って結婚を促す施策

女性 ７０歳以上 糸魚川 abk

396
若い人達が暮らしやすい町、働き場が少ないので生活がむずかし
い。若い人達定着出来る町であれば人口も増加となるのでは。

女性 ６０歳～６９歳 青海 bl

399 老人福祉の為ケアハウスの増 男性 ７０歳以上 糸魚川 d
399 地場産業の支援、地産地消支援、子育て支援 男性 ７０歳以上 糸魚川 c
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399 企業誘致 男性 ７０歳以上 糸魚川 b
402 子供手当の充実 男性 ３０歳～３９歳 青海 i
404 子供手当、月に1.5万円くらい支払う 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i
409 若者でも買えるくらいの家、土地の販売 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 lp
409 働ける場所が少ないので企業誘致する 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
412 新築で家建てた人は税金を免除する（例えば2年とか） 男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 i
412 街中や山間部の空家を解体し、新築で家を建てる 男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 n

414
糸魚川の企業側の方達が若い人達にとって魅力のある会社にし
なくては駄目だと思います。

男性 ７０歳以上 糸魚川 bl

414 いつまでも古い体質の会社を変えるべきです。 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
421 若い人達の働く所がない 性別不明 居住地不明 bl
422 若者が能力を生かして働ける場の確保 男性 ２０歳～２９歳 能生 bl
423 若者が結婚して子どもを生むことが一番だと思う 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 al

425
上越市糸魚川にならないよう、スーパーなど一まとめにして買物が
できるようにする

女性 ７０歳以上 糸魚川 g

426 人が住みよいようにする 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

427

人口減少は日本全体でもさけられない問題なので、今をこの町で
生きる人達が意見を出しあって、このようなアンケートを取って（ひ
んぱんに）行政がそのアンケート結果を元に施策していかれること
を望みます。タ多少税負担が増えたとしてもです。

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 ik

429

結婚生活はわがままだと出来ません。小学生位から市全体で教え
ていかないと出産につながらない（結婚→出産→安定した子育て）
親世代もわがままになっており、次世代ばかりの教育では無理で
しょうか？

女性 ５０歳～５９歳 居住地不明 ac

430 医療の充実 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d
430 若者が働ける場所の確保 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bl
432 子供支援制度の促進 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 ci

433
もっとアピールする。独身を減らす。子供を産み育てやすい環境づ
くり。新しいことをする会社を増やす。やりがいのある仕事

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 ac

436 働く場所の確保 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b

437
市民の小村根性を考えあらためて、人口の増加をと思います。
オープンでひらかれた市に？

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

439 信頼できる医療機関 女性 ５０歳～５９歳 青海 d
439 就職場所の確保 女性 ５０歳～５９歳 青海 b
439 子供の産みやすさ、育てやすさ 女性 ５０歳～５９歳 青海 c

440
ひとり暮らし向けの賃貸がほとんどないので、市外から来るものに
すると住みにくいのでそのあたりなんとかするといいと思う(住環境
だけではないが）

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 nl

441 若者の魅力のある職、企業が必要 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bl
442 交通の利便性が悪い 男性 ２０歳～２９歳 青海 m
442 仕事がすくなすぎる 男性 ２０歳～２９歳 青海 b

444
給与が低い、働き口がないでは人口は減る一方だと思う。まずは
雇用（企業）を増やした方が良いと思う

性別不明 ３０歳～３９歳 糸魚川 b

445 なんといっても働く場所が必要（企業誘致） 男性 ６０歳～６９歳 青海 b

446
問いの答えになってないが）無駄な支出（ジオパーク等）を減らし、
人口が少なくなっていく中でも市民生活を維持していくことが大切

女性 ６０歳～６９歳 青海 z

449 大学や専門学校などがあれば良いのではないか 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c
449 メーカーなどの工場を誘致できれば・・・ 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b
450 地元に優良企業を受け入れ、若者の働ける場所を増やす。 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bl

451
人口の減少を抑えることだけが、持続可能なまちづくりの方法では
ない。減少する人口に対応したまちづくりを考えるべき。

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 z

452 女性が安心して子供を生める様に市で補助をする。長い目で行 男性 ７０歳以上 糸魚川 c
453 家族・家庭のあり方を考える。(個人主義から家族主義へ） 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z
456 若い人の働く場所を増やす 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bl
459 3、どこの市町村でも抱えるむずかしい事案ですね。 男性 ５０歳～５９歳 能生 z
459 2、I・Uターンしたがっている元糸魚川市民が沢山いる事実をつか 男性 ５０歳～５９歳 能生 b
459 1、就労場所を増やす。 男性 ５０歳～５９歳 能生 b
461 スーパーがあれば良いです 女性 糸魚川 g
465 自然とのふれあいの楽しさを教えこむ 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 e
465 郷土料理の体験 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 e

471

女性の出産や育児を支援の立場から全国的に圧倒的なレベルの
高い支援を行えば女性が増え、結果男性の労働人口が増え、結
果働き手の多い市として企業誘致ができるシステムになると良い
です。

性別不明 居住地不明 bc

478 農林水産業の振興 男性 ７０歳以上 青海 b

478
長野県との交流人口の拡大(糸魚川市は分離し長野県に合併する
ぞと（泉田知事が国にぐずるように！！）新潟県に圧力を掛け県施
設を誘致する。）＊海に面した信州と歴史に革命が起きる。

男性 ７０歳以上 青海 e

479 空き家は沢山あるので何とかなりませんか？ 女性 ３０歳～３９歳 能生 n

480
働きやすい職場、子育て支援、家賃が高い、水道代下水道高いの
でもう少し下げてほしい。すみずらい

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bc

482 学校や企業を誘致する 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bc
484 家族を養い一生安心するほどの職場が少なすぎる 男性 ６０歳～６９歳 青海 b
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484 給料が安すぎる 男性 ６０歳～６９歳 青海 b
484 大きな企業とか学校（大学）を誘致したらどうか 男性 ６０歳～６９歳 青海 bc
491 空地、空家の有効活用（娯楽以外の施設、産業等） 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bn
491 働く場所の確保 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

493
新幹線ができたが従来線で高田だまでいこうとしたら鉄道会社が
不便になった。富山からの混雑も

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 m

493
高校生も学力をつけるのに市がもっと、進学したら（大学へ）へ行
けば必ず戻ってこない人口はへる

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c

495 出会いの場を増やす 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 a
498 観光開発 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 or
498 大手の企業誘致 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

500
若い人の職場がないと言うもありますが大学を卒業しても色々な
学びを続けたくてもそんな場所はないと子供は言います。それで
糸魚川には帰ってこれないのだと。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bcl

501
人が減ったから町に活気がなくなった、ではなく町に活気がないか
ら人が減るのだと考えて諦めずに頑張らなければ。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z

501
病院や子供を産んで育てやすい環境を整えるのは勿論ですが、
やはり人が来る町、来た人を元気に迎える町、いつも何か新しいこ
とをやってやろうという活気のある町であることが大切。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d

501
この町で生まれて育った子供が早く出ていきたいと思う町になって
はいけない

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z

503 都会で定年になった人を糸魚川で住んでもらうようにする 性別不明 居住地不明 n
503 冬が大変なので除雪をもっとよくする 性別不明 居住地不明 k
503 若い人の働く場所を多くする 性別不明 居住地不明 bl

504
このままの状況では変る事がない。普通の人が思い描かない都市
の老人を糸魚川へ（ジオと高齢者にやさしい町）

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d

504 海外の方を受け入れる。目標を定める　1年に100家族 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 n
505 新しいアイデアで小さな職場を大きく作る 男性 ７０歳以上 糸魚川 b
505 廃校を利用した野菜工場 男性 ７０歳以上 糸魚川 b
505 僻地に老人ホーム 男性 ７０歳以上 糸魚川 d
508 定住を促進するため企業誘致を行う 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b
508 女性の働く場の確保（保育園入所の基準緩和、独自基準で支援） 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 bc

508
伝統行事の継続は必要だが面倒な地域活動・ルール・特性を排除
する

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 k

509 家族のように助けあい、支えあえる環境 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z
511 働きやすい雇用環境の整備が重要と思う 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
512 生計を立てていける以上の若者の働き口の確保 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 bl

513
20～30台の未婚者の意識改革を促すようなセミナーや制度（既婚
者や子育て世帯を優遇するなど）

男性 ２０歳～２９歳 能生 ac

514 保育施設 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c
514 病院施設 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d
514 介護施設 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 d
514 就職先の充実 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b

516
しっかりした都市計画。市役所、振興局東西に、警察。税務署。車
のない人は何処にも行けず小さな町がズタズタ。若い人には魅力
無し。我々年寄りはあきらめて、焼場行きをまっている。

性別不明 ７０歳以上 糸魚川 il

517 若い人が働く所が無いと出て行かれます。 女性 ７０歳以上 糸魚川 bl

518
新幹線開業に伴い、都心からのアクセスが向上している。大手企
業の誘致をはじめ、働く場所の確保が必要。

男性 ４０歳～４９歳 青海 bm

519
糸魚川市を舞台にしたアニメーションづくり、自然の中で暮らす
人々の様子を描いた小説、漫画を普及させることにより影響力に
よる人口増加の可能性。

男性 １５歳～１９歳 青海 e

520 医療や子育てへの助成を多くしてほしい 女性 ３０歳～３９歳 青海 cd
520 都会へ行かなくても働ける場を作って下さい 女性 ３０歳～３９歳 青海 b
523 やはり若い人が居住出来る住みよい市を立ちあげるべき 女性 ７０歳以上 青海 l
524 わりきった方向性の推進 男性 ５０歳～５９歳 青海 z
524 都会からの老人施設の受け入れ等 男性 ５０歳～５９歳 青海 d
525 魅力ある働き口の企業誘致 男性 ６０歳～６９歳 青海 b

526
若者の住みよい場所仕事を多く与え企業の加入若者の就職の拡
大、高卒の就職の拡大を望む

男性 ７０歳以上 青海 bl

528 子供たちの就職の場として大きな工場等が来てほしいです 女性 ７０歳以上 糸魚川 b
529 商店街に魅力が無い 男性 ７０歳以上 青海 h

529
若者が働き易い企業不足←市長はもっと既存企業に積極的に採
用（若者）する様頑張って欲しい

男性 ７０歳以上 青海 bl

531
西海、早川、能生の奥に空き家が有り古民家としてリフォームして
都会から移住してもらいたい

女性 ６０歳～６９歳 青海 n

531 空き家を利用して都会から若者を呼ぶ 女性 ６０歳～６９歳 青海 ln

532
都市から移住されてきても結局冬の雪の大変さで戻られる方がお
られます。そういった所がもう少し良くなれば定住される方もいるの
ではないでしょうか？

女性 ４０歳～４９歳 能生 n

532 働く場所が少ない、賃金が安い→他に行く 女性 ４０歳～４９歳 能生 b
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534
観光も含めた観光客を呼び込み→定住したいと思うような市づくり
街中づくりが大切かと

男性 ６０歳～６９歳 能生 or

538 若い男女が働ける職場を増やす 女性 ７０歳以上 能生 b
542 生まれてくる子供に対してのお祝金を増やす 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 ci
542 空き家に県外からの移住者を集める 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 n
545 農業、漁業体験できる場所の提供を計る 男性 ６０歳～６９歳 能生 j
547 人口増はこれ以上は無理 男性 ７０歳以上 能生 z
548 新たな企業誘致で若い人の定着 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bl

552
空き家を格安で貸し出して企業雇用や保育の特典があれば公募
できるのでは？

女性 ３０歳～３９歳 能生 bcn

554
医療・道路鉄道防災体制を整い、空き家を整備し都会からの転入
者を増やす

男性 ６０歳～６９歳 青海 dmn

557
山林、農地の整備に予算を多くとって自然豊かな市にして雇用促
進させる。

女性 ６０歳～６９歳 青海 bej

558
出会いの場をこの町に作るようにして、ここから子供を育てる環境
が良ければ必然的に人が増えるのでは・・・

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 a

559
駅もできてチャンスの時だからまずは人を呼び込んで、お金の面
でも豊かなまちにする。そうすれば若者は増える

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 l

560
若者が利用しやすい店舗がもう少し増えると、若者が定住するの
ではないかと思う。

男性 ３０歳～３９歳 青海 hl

560
平岩・小滝地区はほぼ子どもがいない状態・・・糸魚川市（中心部）
とのアクセスをもっとよくしたり、この2地区の町おこしがもっと必要
なのではないかと思う

男性 ３０歳～３９歳 青海 i

562 維持管理を充実させる 男性 ７０歳以上 青海 z
564 子どもを育てているが、不便を感じることが多い 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c
564 若年層が糸魚川市住みたいと思う（思わせる）政策であり町づくり 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 z

566
若者が働ける企業の確保→企業を誘致する土地が無いのがネッ
ク

男性 ７０歳以上 青海 bl

566
ジオパークとか新幹線を目玉にしても→ジオパークとは何だという
人が多い。

男性 ７０歳以上 青海 m

566
ジオパークとか新幹線を目玉にしても→新幹線は富山、金沢の通
過駅で山と海に囲まれた街に若者は来ない

男性 ７０歳以上 青海 lm

569 外部からの会社（名の通った）の受け入れ 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
569 人が集まるもしくは？？も来るような施設を作る 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z
572 もっともっと発展する場所にしてもらいたいです 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 z
573 企業誘致などし、若者の地元定着を重要視する 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bl
574 不便（交通・生活） 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 m

574
物価、土地代が高すぎる（上越や他県に人口が流れる原因の一
つ）

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 p

575 家族でUターンできたらいい 性別不明 居住地不明 b
575 未婚者を減らす努力 性別不明 居住地不明 a
575 子どもを多くできるための支援 性別不明 居住地不明 ci

576
都会にあって糸魚川にもあるものではなく、犯罪発生率が桁違い
に低いなどアピール→子供育てやすそうと思わせる

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c

576
手当てを充実させて小人を育てやすいことをアピールする（石川の
河北町かどこかがそう）

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 i

576 太陽光発電や風力発電の監視者などで雇用をつくる 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b

576
町の多くの場所に監視カメラをつけ、防犯のまちをアピール→監視
で雇用

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b

578
交通網の発達した現代社会において人口の移動に歯止めをかけ
ることは不可

男性 ３０歳～３９歳 青海 m

579 育児対策の向上を（医療、働きながら育てられる、など） 男性 ７０歳以上 青海 bd
579 働く場所の確保を（企業進出の促進） 男性 ７０歳以上 青海 b

581
大学や専門学校を終了した後、地元に戻ってこれる取組、修学資
金（学生時代から市役所とのやり取り必要。集会。男女のあつま
り）の充実と地元の魅力、戻ってきたいと思える取組

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c

581
中高生が地元をどのようにとらえているのか。愛着できるまちづく
りとなっているのか。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c

581
保護者自身が戻ってこれるようなアプローチが不足している。（大
学終了後は好きにしてよいなど気軽に子供たちに言っているので
は？）

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c

586
都会からの移住者の応募。その為の勤め先・移住する所の確保を
行政が段取りする必要有

女性 ４０歳～４９歳 青海 kn

588 仕事が無い地域に人を定着させるのは難しい 女性 ４０歳～４９歳 能生 b
589 新規企業の誘致 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b

590
人口減少の地域には外国人を多く入植していただいて結婚もして
いただき増加を図り元気な糸魚川市を作っていく

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 a

591

最近の話ですが孫が遊びに来ても連れて行く糸魚川ホテルの古
いプール的な一緒に遊べる所がない!!子供たちが都会へ出るのは
働く場所が無い。もちろんその為結婚しても都会で生活してしま
う。上越や富山へ買い物に出るので糸魚川でお金を使わない繰り
返しです!!大人も子供も楽しめる施設新しい所創って下さい!!

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 ab
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592 企業の誘致 男性 ５０歳～５９歳 青海 b
592 農業、水産業のビジネス拡大 男性 ５０歳～５９歳 青海 j

594
企業誘致など働ける場所、収入が得られる場がなければだれも来
れないと思う

男性 ５０歳～５９歳 能生 b

598 働ける場所を作ること 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
600 働く場の増加（企業誘致） 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b

600
地価が高い（上越の地区の方が安いため糸魚川から出て行く方が
多い）

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 p

600 糸魚川総合病院の優秀な医師の定着（安心して住める） 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d
601 安心して働ける場所と子育て保育の徹底 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bc
602 若い人の働く場所の確保 男性 ６０歳～６９歳 青海 bl

603
ある程度人口が少なくなるのは仕方がないと思うからそれに見
合ったコンパクトな街作りを

男性 ７０歳以上 糸魚川 z

604 シニア層から老後までを中心とし、若者も呼べるようにする 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 l

604
定年後のシニア層の移住を進め、介護施設も増やし、老後の施設
を増やす。

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 dn

604 福祉、介護の勉強ができる学校をつくる 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 cd

605
外からここへ移住したくなるような特徴（個性ある）ある町づくりが
必要

女性 ７０歳以上 糸魚川 n

605 お年寄り～子供までのコミュニケーションが取れる活動を増やす 女性 ７０歳以上 糸魚川 d
606 子どもを安心して生み、育て、働ける街づくり 男性 ３０歳～３９歳 能生 b
606 育休の生活保障 男性 ３０歳～３９歳 能生 c
608 高齢者が住みつづけられる町づくり 男性 ７０歳以上 能生 d
608 電化工場の発展 男性 ７０歳以上 能生 b

608
質の高い事業家育成し糸魚川へ行ったらぜひこれをという「物」づ
くり

男性 ７０歳以上 能生 b

609
元気な60代、70代を多いに活用し、若い人がトップに立ち使いこな
すくらいにして、元気な町を作っていけば明るい糸魚川市になると
思います。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l

611
子供の教育の中に糸魚川を一番にふるさとの幸を、昔も大切だと
江戸時代の昔より昭和の昔を知ってほしい

女性 ７０歳以上 糸魚川 c

613 働く場所が少ない 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 b
613 給料が安すぎる 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 b

614
国の施設(国立大学 ジオパーク・海上自衛隊基地・刑務所）を造
る

男性 ７０歳以上 糸魚川 c

618
上記の内容に加え、交通の便、娯楽施設(若者が楽める場）の充
実

女性 １５歳～１９歳 能生 lm

623 糸魚川町部分の人口減少率が少ない要因の解析 男性 ７０歳以上 糸魚川 k

623
富山市のような市街地への人口集中は糸魚川旧市街地の再開発
先決。山間地(人口減少率大）は中心域へ人口集め、通勤就業に
より使える土地を限定して使い効率化、自然栽培地域と分ける

男性 ７０歳以上 糸魚川 e

624 企業誘致などで地元での働く所を増やす。 女性 ７０歳以上 糸魚川 b
626 よりよい行政サービスを充実させること 男性 ７０歳以上 糸魚川 k
626 若者の職場、遊び場を充実すること 男性 ７０歳以上 糸魚川 bl
627 若者の意識改革！！ 男性 ５０歳～５９歳 能生 l

628
青年が糸魚川の土地で経済的にも精神的にも安定して過ごせる
まちづくり、働く場所・交流しやすい場所・娯楽施設の充実（ボーリ
ング場、映画館、ミュージカル）

女性 ６０歳～６９歳 青海 bg

628 幸福な家庭がもてるよう様な出会いと支援 女性 ６０歳～６９歳 青海 a
631 電化、明星以外にも大きな工場を誘致する 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b

632
企業の誘致・市民の雇用環境の拡大。働ける場所がないと人口増
にはつながらないと思います。

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b

633 子供を産みたいと思える政策を考えるべき 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 k
634 人口減対策の基本は「雇用」と「福祉」です。 男性 ７０歳以上 糸魚川 bd
634 ジオパークを踏まえた「雇用増」の戦略が必要と思います。 男性 ７０歳以上 糸魚川 b

634
「上越の病院でお産」という状況を変えないとダメです。→糸病の
産婦人科病棟が独立していないのでは敬遠されます。

男性 ７０歳以上 糸魚川 d

635
これも同様。他者を愛し、他社から愛される所や人に全て(お金、
物、人）が集まってくる。地道な意識変革が将来の街を救う資源と
なる。

男性 ４０歳～４９歳 能生 z

640 若い人が住みやすい環境づくり 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 l
640 働く企業の充実 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
641 大学を出ても、働く場がなく都会に流出する。企業誘致が必要 女性 ７０歳以上 糸魚川 bc
641 未婚者が多く、子供が産まれないのでもっと出会いの場を増やす 女性 ７０歳以上 糸魚川 a
642 働ける場所の確保 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

648
Ｕターン・Ｉターンにしろ、若い人の定着、老後の生活…すべてにお
いて交通網の確保が必要！利用者負担で維持しようと思うとさら
に利用者が減少してしまう。結局住みにくい町になってしまう。

男性 ４０歳～４９歳 能生 bml

650 都市から地方への財源移譲(交付税の充実) 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i
650 地方分権は過疎都市の衰退となる 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
650 地方中核都市との同一歩調は間違い 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
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651
若い人達に仕事がない これからは食が大事になると思う 若い
人達に地元にのこるように田んぼが沢山あれている　もっと若い
人にも出来る事があると思う

女性 ７０歳以上 糸魚川 jl

655 ホイクルは、大変助かっています。 男性 ６０歳～６９歳 青海 z

655

当市は明星、デンカ、建設業、信越、明星デンカを取り巻く企業。
働く場所は豊かで有る。宣伝の仕方が旨くないのかどうか　山、海
近く自然に恵まれ、高速新幹線交通便も良い　働く場所等企業紹
介をもっと機会を作って案内する

男性 ６０歳～６９歳 青海 bej

655 .より充実した子供手当の支給 男性 ６０歳～６９歳 青海 i

656
とにかく嫁さん誘致で子供の声がほしいです 活性の素だと思い
ます

女性 ７０歳以上 能生 a

659 積極的に企業の誘致をする 男性 ７０歳以上 糸魚川 b

659
若者が地元に残れるような対策をする(企業、又官庁などに若者が
入社出来るように協力してもらう)

男性 ７０歳以上 糸魚川 bl

669 移住、Ｕターンを考えても働く場所がない。 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bn
670 市職の方この感性では問題有りかと思います。 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 k

670
いくつもの課題をクリアしようとしないで、まずは１点をクリアすべ
き。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z

670 １点をクリア出来れば、他もクリアの方法が分かってくる。 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
670 私は、観光ルート作りに全力をつくすべきだと思います。 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 r
671 若者がこの地で家庭を築いていけるよう安定して働ける場が必要 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bl

672
賃金が安い上に地価が高く家賃が高い 又、買物や通院等市外
に行かざるをえない状況で生活費がかかる。賃金を上げるか買物
や医療の充実が必要

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 dp

672 子供の遊ぶ公園等少ない。電車の接続も悪い。個人院も少ない。 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 q

672
おだやかな雰囲気で過ごせるのは良いが買物や施設等の充実を
可能にする事でより住みやすくなると思う。

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 g

673
企業誘致 その為に、ある一定の期間 企業に対する優遇サービ
ス(政策)で誘致し、働く人、場所を増やす必要があると思います。

女性 ６０歳～６９歳 能生 b

675
昔から住んでいる人たちが文句を言わずもっと「いい街だ」と言う
姿勢が必要　こんなところによく来たね、と言われるとマイナスのイ
メージが働く。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b

676
大都市圏で定年を迎えた人の移住をしやすくし、介護や福祉の分
野で再雇用、永住を働きかける。

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bdn

679
人口の減少を抑える方策とか増やす対策ばかり考えるのではな
く、ある程度自然調和を重視した「水平思考」的な取組を考えてみ
てはどうでしょうか。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 e

681

教育機関がないのが悲しいです。私は今高３ですが、進学となると
近くても隣の市になってしまい、それならもっと遠くの所でひとり暮
らしでもいいや、となってる人が意外と多いです。そしてそのまま進
学した先で就職し、糸魚川へは戻ってこない、結果人口が減少し
ている原因の一つとなっているのではないでしょうか。

女性 １５歳～１９歳 糸魚川 b

684 医療費の外に保育料等の援助。 女性 ７０歳以上 糸魚川 cdi
684 若い人達の働く場をふやす。 女性 ７０歳以上 糸魚川 bl
686 企業誘致し、若者の働く場を確保する→結婚、出産につながる 女性 ５０歳～５９歳 青海 abcl
686 農業の魅力を若い人や女性に伝える。カレッジを作る 漁業 女性 ５０歳～５９歳 青海 jl

688
人口減少は仕方ない。住んでいる者からよいまちであることを発
信する。

男性 ７０歳以上 糸魚川 q

691 介護施設の充実及び拡大により市外からも受け入れ産業化する。 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d
691 子育て世帯への経済的負担の軽減 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c
692 ０歳児からの保育の充実 男性 ７０歳以上 糸魚川 c
692 若者が定住出来る施策が少ない 男性 ７０歳以上 糸魚川 kl
692 新規企業の誘致 男性 ７０歳以上 糸魚川 b

695
若い夫婦に住居を提供する(子供がある年齢になるまでとか) 若
い夫婦に働き口を提供する

女性 ７０歳以上 能生 b

696
若い人の勤めたい会社がない(仕事の内容がミスマッチとなってい
る) ◎勤め先の確保につきる

男性 ６０歳～６９歳 能生 l

699 企業誘致し働く場所を増やす 男性 ５０歳～５９歳 青海 b
699 若い人から年配者までが集える様な遊べる施設等 男性 ５０歳～５９歳 青海 l
702 とにかく魅力がない なにもかも中途半端 性別不明 居住地不明 z

707
市内に住める収入が得られる産業起こしが必要、特に農林水産業
と観光振興そして物づくり中小企業の支援

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 br

708 婚活で他の場域から人をつれてくる。 女性 ６０歳～６９歳 青海 a
708 働ける場所がより必要 女性 ６０歳～６９歳 青海 b

712

働く世代、家族を作る世代が定住するには…？田舎なのに土地が
高いなど、住む場所への支援や保育サービスなど、住環境が整え
ば…生活が出来るのなら職業(就職先)が、多少満足いかなくてもU
ターン、Ｉターンを考えると思います。

女性 ４０歳～４９歳 能生 bc

720 働く所をつくらなければ住めない 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
721 空き家を安く売って、移住をうながす。 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 n
723 子育てしやすい街 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 c
723 若い人が生活しやすい街に。 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 l
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724 若者の増加 女性 ５０歳～５９歳 青海 l
728 魅力のない所に人は住まないため、減少しているだけ 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z
730 子育てしやすい環境づくりと公的支援の充実 女性 ５０歳～５９歳 青海 c
732 ②新規事業所の誘致 男性 ７０歳以上 青海 b
732 ③若者の住み易さ 男性 ７０歳以上 青海 l
732 ①若者の働く場の確保 男性 ７０歳以上 青海 bl

734
人口減少の若者を呼び込む事より、増加傾向にある老人を大切に
する町を宣言すべきそのため、老人が自活できる住み易い町に変
える様にしていく。

男性 ５０歳～５９歳 青海 dl

739
短期間でも居てくれるように、良かったら居ついてもらう職場があ
れば人口もふえるのえはないか。　我が家も夏は(お盆8月)民宿の
ようです、年間楽しまれるような町作りをして下さい

男性 ６０歳～６９歳 能生 b

741 若者の働く場所の確保 女性 ７０歳以上 糸魚川 bl

742
30年頃から見ると、漁業者の舟が市振親不知、青海、旧糸魚川に
は相当多くの舟が見られ、商業店舗も活気が有り当然若い人も多
く、結婚、子作りと頑張り当然人口も多い、今後も元に戻る事も

男性 ７０歳以上 青海 ahjl

743 国の施設を糸魚川へ持ってくる(何でもよい) 男性 ７０歳以上 糸魚川 k

746
若い人が集まる様な施設が少なくて教育施設も専門学校や、何か
一つでも有れば少し違ってくると思います。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 cl

746
空き家利用で短期滞在や農業体験等リゾート利用もいかがでしょ
うか？

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 jn

749 Ｕターン、Ｉターン者の働く場所の確保、企業誘致 男性 ７０歳以上 糸魚川 b
749 婚活への積極的な応援 男性 ７０歳以上 糸魚川 a
749 非定期雇用者を減らす努力、結果、安心して子を産める 男性 ７０歳以上 糸魚川 b
751 大学、専門学校の誘致 企業誘致 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bc
754 企業誘致をする 男性 ７０歳以上 糸魚川 b
756 中学生、高校生に魅力ある町(大学、企業誘致) 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bc
758 糸魚川に帰ってこようと思える様な安心のできる住みやすい町 男性 １５歳～１９歳 青海 z
760 若者の雇用制度などの充実 男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 bl
760 深夜まで営業できる店を増やす 男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 h
760 子供の出産、育児の支援の充実 男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 c

761
市民の中でのそれぞれにすぐれた人材を 優秀なリーダー指導者
として高齢対策、子育て対策に利用する。

女性 ６０歳～６９歳 青海 c

761 全般の役職の任期を決め長年携わればというマンネリ化をなく 女性 ６０歳～６９歳 青海 b
762 企業誘致 男性 ７０歳以上 青海 b
762 働きやすい環境作り 男性 ７０歳以上 青海 b
764 未婚者対策考えて見ては？ 男性 ７０歳以上 能生 a
765 若者が地元に残っても不便のない環境をつくる 女性 １５歳～１９歳 能生 l
770 若者がもっと遊べる遊び場を増やす 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 l

772
問9とかぶりますが、糸魚川病院の医師不足(産科、脳外科、耳鼻
科…)みんな市外へ流れています。これでは人口は増えません

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d

775 結婚の積極的推進(行政による) 男性 ７０歳以上 能生 ak

775
高校、大学を卒業しても当地に自分に合った就職が可能な街づく
り

男性 ７０歳以上 能生 bc

777 働く場所(工場等)あれば若者も地元に残るのでは？ 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bl
777 空き家が多く有るので他県の人の受け入れとか？ 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 n
778 医療施設の充実 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d

778
山間地の活用でファミリー的な動物園の建設。(子供が直接触れ
合える様な小動物でよい。)

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 e

780 若い人に出会いの場所があると良いと思う 女性 ７０歳以上 糸魚川 al
781 雇用の増加、賃金を上げるか物価を下げる 男性 ３０歳～３９歳 青海 b
781 大学や短大、専門学校の誘致 男性 ３０歳～３９歳 青海 c
781 子育て世代への税金優遇 男性 ３０歳～３９歳 青海 ci
784 企業誘致 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
785 企業の誘致と雇用環境の整備 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

787
特色のある地域づくりの目標設定(旧市町単位、部落単位、流域
単位とか)(景観、文化、産業、芸能、福祉、ボランティア等小さな目
標でも皆で参加出来るものから？)

男性 ７０歳以上 糸魚川 d

787
Ｉターン、Ｕターン者の生きがいを持って働く場所の情報提供や支
援

男性 ７０歳以上 糸魚川 b

788 若い人が安心して働ける、就職先が増えると良いと思います。 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bl
789 農業など生産業の企業化 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bj
789 新規企業誘致 安定した職場の確保、収入 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

799
若い人が働ける場を作る、若い人の定着に成功した自治体をまね
(参考)る。

女性 ３０歳～３９歳 青海 bl

799
人材育成と助成金、育児しやすい町にする。そのように税金を利
用するお金がない場合はそのためのお金を募る(援助金)債権はダ
メ

女性 ３０歳～３９歳 青海 i

804
若い人達が結婚しても住み続けたい、子供を産んでからも子育て
のしやすい環境を整えてほしい（産婦人科・小児科・病児保育・家
賃補助etc）

男性 ３０歳～３９歳 能生 acdl

804 少ない所得でも結婚・子育てを考えられる環境 男性 ３０歳～３９歳 能生 ac
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806 排他的な市民性をなくす取り組みをする 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 z

806
テレビで糸魚川市の紹介番組を流し、まずは糸魚川市を知っても
らう

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 o

808 成功した町の情報等を集める 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
808 住みやすい町なのか？考える 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
809 子供を育てやすい町 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c
810 若者を大切に育てる 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l
810 若者に糸魚川を好きに成ってもらう 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l
814 子育てのしやすい町にする 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c

814
未婚の方が多いようなので結婚をすると税が軽くなるなど結婚のメ
リットを増やす

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 ai

817
東京など首都圏にいつ地震が起きてもおかしくないと言われてお
り、地震に強い町をアピールし首都圏からのIターンを働きかける
べきだと思う

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

818
病気の時にすぐにみてもらえる様にする（お医者様の数を増やす、
診療時間を延ばす）

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d

818
働く場所を確保しやすい様にする（例えば労働時間の短縮、職場
選びがしやすい）

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

818 子育てをしやすい環境を整える（例えば保育園、幼稚園を増やす） 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c

820
糸魚川の魅力を（自分なりに）理解して居住している人、また移住
した人の意見が大切。アイデアを共有し実行していくコミュニティの
場を作る取組を多くしてほしい

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 n

821
若い人達が安心して生活できるように子供を育てられるように安
定した職場と医療の充実が必要

男性 ６０歳～６９歳 青海 bld

822 海外（外国人）でも良し移民を進めること 男性 ７０歳以上 糸魚川 n
825 子を持つ親として子供の就職口がないこと 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
825 大学を卒業しても糸魚川へは戻ってこれない 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c
826 娯楽のある町づくり 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 fg
826 働く場所（安心して）がある事 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
826 若者に魅力ある町づくり 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l
828 先ずは働く場所の確保。 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
828 最低賃金を上げて 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bk
829 若者が流出しない雇用対策を強化してほしい 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bl

829
大型ショッピングセンターがあれば近隣の人口を呼ぶことができる
と思う

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

830 企業の誘致 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
830 パートナーの出会い提案 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 a
832 人口減少したら市の職員も減らすのがスジ 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z
836 安心して子供を育てられるようにして下さい 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c

838

有名人などで糸魚川を紹介していただくと住みたくなると思うので
もっとやってほしい。すごい話にはなるが国会の審議の議題にして
欲しい程の深刻さだ！国の人も糸魚川のすばらしさを伝えなけれ
ばならないのでは？

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 o

839
税金を高くしないようにする（糸魚川は高いから出て行くという話を
よく聞く）

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 i

840 2世代住宅3世代住宅への補助充実 男性 ７０歳以上 青海 i

841
デンカ、明星セメント等に新しい仕事が増えるようはたらきかける
（雇用を増やす）

男性 ７０歳以上 青海 b

841 働く職場がなければ人口の減少を抑える事は出来ない 男性 ７０歳以上 青海 b
841 若い人が働けるように会社を誘致する事 男性 ７０歳以上 青海 bl
845 労働賃金のUP 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
845 大手飲食店の誘致 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 h
846 未婚者の出会い創出などの結婚支援 女性 ７０歳以上 糸魚川 a
847 移住してもらうと補助、援助金が出るなどのメリットを作る 男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 ni
850 保育園、幼稚園延長保育充実、保育料負担軽減 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c
850 学童保育の充実 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c
850 職場、働く若い共働きの家族への理解（時間休など対応） 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
855 長期的には工場誘致 性別不明 ７０歳以上 糸魚川 b
855 短期的には流出防止 性別不明 ７０歳以上 糸魚川 z

856
就職口、保育、学校等、教育委員会にだけ任せる事なく結婚出来
る環境や、其れに供った助成金等を考えてはどうか！

男性 ７０歳以上 能生 abci

860 若い人が市外に出て行かないような町づくり 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l
860 若者が働けるような工場がない!! 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bl
860 子供を安心して産めるような糸魚川であってほしい 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c
861 大きな工場。若者がもっと働ける場所 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bl
863 名産品の開発 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 hr
863 働く場所がたくさんあれば・・・ 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b

865
安心して子供が産めて子育てできる町づくり（例 誰でも条件なし
で保育園に入れるようにしてほしい）

男性 ３０歳～３９歳 青海 c

866
若い人（男女共）独身者が多すぎると思うのでもっと出会いの場を
計画したら良いと思います。（子供の減少の原因にもつながる）

女性 ６０歳～６９歳 能生 al

866 空き家を利用して移住する人を募集 女性 ６０歳～６９歳 能生 n
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868

男性が働く場所は沢山あっても女性が働く場所には限りがある。
特に産後に働こうと思っても希望の保育園に入る事ができず幼稚
園に入らなければいけなかったりする。そうなると短時間だけしか
働く事が出来ず、2人目をつくるにしても生活に不安なためつくれな
い。よって保育園の人数を増やしてほしいです。

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 bc

870 企業誘致 女性 ４０歳～４９歳 能生 b
870 小中学校の特徴ある教育 女性 ４０歳～４９歳 能生 c

871
子供をせっかく大学に出しても市に戻ってこないのは勤める所が
ないのが原因の1つだと思うので企業誘致が必要

女性 ６０歳～６９歳 青海 bc

871
若い人に聞くと遊ぶところも買い物するにも糸魚川には魅力ある
商店もない、とのこと

女性 ６０歳～６９歳 青海 hl

872 若い人の働くところを作ってほしい 女性 ７０歳以上 能生 bl
873 男女の出会い支援 男性 ５０歳～５９歳 能生 a

875
糸魚川市では未婚男女の集団お見合いを年1,2回してはいかがな
ものでしょう。旅から若い女性はくると思います。人口増加につな
がると思います

性別不明 ７０歳以上 能生 a

876 子育て世代の保障の充実 女性 ３０歳～３９歳 能生 c
876 働く場を増やす（雇用の充実） 女性 ３０歳～３９歳 能生 b

878
若い人達に糸魚川で働きやすい街づくりに力を入れ、子育ても仕
事も両立できるよう会社、市、医療の連携が必要

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 bcld

881 人口減は仕方ない（学校も職場も少ないので） 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bc
881 増加を考えるよりも、減る中での充実を考えるべき 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川

884
駅周辺の整備により、近隣への通学住居整備（海の見えるマン
ションetc）

女性 ７０歳以上 糸魚川 e

884
都市圏で労働されていた方（退職者etc）の第２の人生の居住ス
ペースとしての整備

女性 ７０歳以上 糸魚川 n

884 産廃スペースとしてはダメ 女性 ７０歳以上 糸魚川 z
885 新規企業の誘致と観光化への組織づくり 男性 ６０歳～６９歳 能生 br
886 結婚しない人が多いので一番の悩みです 女性 ７０歳以上 糸魚川 a
890 働ける企業が増えればいい 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 b
891 子供を産める環境作り（子育て支援、不妊治療の助成など） 女性 ４０歳～４９歳 能生 c
891 空き家などをあっせん 女性 ４０歳～４９歳 能生 n
891 未婚者の交流の場やイベントの開催 女性 ４０歳～４９歳 能生 af
891 若い人が働ける会社を増やす 女性 ４０歳～４９歳 能生 bl
893 若年層に住み良い環境を造り外告をなくする 男性 ７０歳以上 糸魚川 l
893 未婚の男女多いため出会いの場を行政で造るべきである 男性 ７０歳以上 糸魚川 ak
897 婚活の支援が必要（今以上に） 男性 ６０歳～６９歳 青海 a
897 若者の定住を図らなければならないので企業誘致、新規起業支援 男性 ６０歳～６９歳 青海 bl
897 保育施設の充実 男性 ６０歳～６９歳 青海 c

898
工場誘致（できるだけ優良企業）を迎え、給料アップは市の収入に
も繋がる。若者は出て行かない。働ける環境作りをしなければどん
な事をやってもだめ。これがうまくいけば次の事が出来る。

男性 ６０歳～６９歳 青海 bl

901
若い人が働ける場所を増やす。職場があれば若い人が結婚も考
えやすくなると思う。

男性 ６０歳～６９歳 能生 abl

902
住みやすく子育てしやすい環境なので、あとは働く場所があれば
若い人達も残ると思います

女性 ４０歳～４９歳 能生 cbl

903 企業の誘致 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
903 大学の誘致 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c
908 若者たちの住みよい町に、働く所が少ないのでは？ 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bl

909

子供や孫たちが、大学、専門学校を卒業して、地元に帰りたくて
も、資格を生かす職場がない。又、賃金も安いので帰れない。他地
区から企業を誘致したくても反対勢力があり話が進まないというこ
とがあるのでは？こんなことをしている限りは、糸魚川に住みたい
と思う人がいなくなるのでは？

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bc

911 収入の安定 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b

912
人がいないことには話にならない。出産によって人口を増やすこと
が基本。そのために出産奨励金（５００万）、保育所無料など、大胆
な施策を実施

女性 ６０歳～６９歳 能生 ck

914
住み良い町づくりに糸魚川市内に安心して行ける病院はない。1つ
の病院でも良いから安心できる病院をつくる事が第一と思う。

男性 ７０歳以上 糸魚川 d

915 産業分野の充実を計れよ！ 男性 ６０歳～６９歳 青海 b
917 優良企業への行政融資（条件、保育所付）、雇用確立 男性 ７０歳以上 能生 bck
918 若者が住みたくなる様な町づくり 女性 ６０歳～６９歳 青海 l
921 働く場所 女性 ６０歳～６９歳 青海 b
921 商店 女性 ６０歳～６９歳 青海 h
921 病院 女性 ６０歳～６９歳 青海 d
922 子育て世代が住みやすい環境づくりの推進 女性 ３０歳～３９歳 能生 c
925 働く場所（就職先）が無い 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 b

925
若者が住みづらいので高齢化するばかり。これらを改善しないと
減少は止まらない。

男性 １５歳～１９歳 糸魚川 l

925 子供を産み育てるのが厳しい 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 c
926 若者がすごしやすい環境づくり 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 l
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926 糸魚川の発展 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 z
927 地元就職率の向上 女性 ４０歳～４９歳 青海 b

932
高齢者の健康意識向上、健康維持環境整備による元気に暮らせ
る町作り

男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 d

933

人口減少は止まらない。移住者も人口増に転じるほど多くはなら
ない。これをふまえたまちづくりにすべき。定住者増は難しいので、
当市を訪れる交流人口増を目指す。都市部の人の別荘のような存
在になれればよい。観光客でなく移住者でない中間ポジション。

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 nr

935 子育て充実（住みやすい町の提案） 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 c

937
問9と同じになりますが、子育てがなかなか出来づらく、子どもを何
人も産んで育てられない。教育面も心配で県外(市外）へ出てしま
う。当然子どもたちはＵターンしてきません。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bc

938
土地が高すぎる→から、住みにくい！ではなく、住みたいと思わな
い

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 p

938 就職したいような、すてきな職場の整備 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b

939
回りの人で独身の方が多い。出会いをもとめている人もいるので、
市政で参加しやすい場をもつ

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 a

946 働く場所がない 男性 ７０歳以上 能生 b

947
若い人が楽しく働くことができ、子供を産むに十分な手当て、環境
作りに力を入れる

女性 ４０歳～４９歳 能生 bil

947
トキメキ鉄道の時間、電車の車両の数など、交通に便利がよい都
市整備

女性 ４０歳～４９歳 能生 m

950
定住人口減少を抑える事は難しいので、交流人口拡大に絞って大
胆な施策を！

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 k

953 働く場所の確保 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
955 専門学校等誘致する、又は市営でも 性別不明 居住地不明 c
958 働く場所と住む場所が有れば、人口は減らないと思う 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
961 新幹線定期券料一部負担 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 k
961 国道道路工事中は糸魚川←→名立間高速道無料開放 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 k
961 新幹線で会社、大学通勤 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 cm
963 働く場所の充実 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b
963 家を建てられる場所作りなど 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 p
966 老人のため、若者の気持ちが解らない 女性 ７０歳以上 青海 dl
967 独身の方の出会いの場を多くする 女性 ６０歳～６９歳 青海 a
969 都会の人に定年後の移住を働きかける 女性 ７０歳以上 能生 n
969 海・山・祭りあり 女性 ７０歳以上 能生 e

970
生涯独身の人が全国的に多いようですが、何とか幸せなカップル
ができますよう願っています。糸魚川市の魅力を都会の女性達に
発信する。

女性 ６０歳～６９歳 能生 o

971
若い人達が住みやすい環境、働く場所(会社)、病院、専門の医院
の充実等

女性 ６０歳～６９歳 能生 bdl

972 子育てしやすい環境にして子供を産む人数を増やす 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c
972 地元愛をもった子を育てる 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c

975
子供を沢山生んでも働ける女子条件を整備する 職場で働いてい
る時間、子供を預ける施設、時間延長理想です

女性 ６０歳～６９歳 青海 b

975 働く職場の確保 企業誘致を計る 女性 ６０歳～６９歳 青海 b
976 若い人達が魅力や希望をもって働ける職場、企業を増やすこと 男性 ７０歳以上 青海 bl

977
先ほどと同じになりますが、高校以上の学校があれば、少しは増
えると思う。Ｕターンして来ても働く場所がないから、戻って来ない
と思う。もっと働く場所があればイイのに・・・

女性 ３０歳～３９歳 青海 bc

978
若者達が働ける企業など都会に働きに行かなくても良い環境をつ
くって欲しい

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bl

984
日本全体の問題であり、どことして地方で成功した話は聞かない。
専門家の話を聞きたい。人口減少はおさえられない。

女性 ５０歳～５９歳 青海 z

985
ジオパークやＢ級グルメなども、もっと前面に出し、観光に来てい
ただいた方にも、もっと上品な接客で迎えるべきだと思います。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 r

985
働ける場所を増す。市外に出た若者の学んだ事、経験した事を生
かす場があれば、Ｕターンしてくれると思います。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bl

986 企業の誘致（他県からの人、青海に永住してもらう） 女性 ６０歳～６９歳 居住地不明 b
986 移住者の募集（岡山市、北九州市、土庄町参考に） 女性 ６０歳～６９歳 居住地不明 n

990
行政のスリム化が人口減少率と比例しているようではだめ。もっと
行政のスリム化の推進を（人件費効率のＵＰ）

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 k

992

子育てのメリットを至るところでアピールする。広報・お知らせ版を
いつも同じ表紙でなくマンガにし、”糸魚川子育てバンザイ”　”高
校まで医療費免除”　”３人目保険料無料”など雑誌のような見出
しにする。

女性 ５０歳～５９歳 青海 cd

992

お見合いパーティなど集団でなく、結婚相談所を作る。親切な女性
が担当となり、紹介する。相談は予約で、関わる人は全て守秘義
務を守る。（むずかしいですかね？）出会いの場がない気がするの
で。

女性 ５０歳～５９歳 青海 a

992
ホームページなどで糸魚川の職場、空き家、自然環境のアピール
をし、人を増やす。

女性 ５０歳～５９歳 青海 ben
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995
働ける会社が少ないため、若い人たちは大学へ行って戻れないの
では？産んでも、市から出ていったのでは減少するばかり。

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 bcl

998 スーパーを増やす 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 g
1000 昔は移民で外国へ、今後はその受入を考えてもいいのでは 男性 ７０歳以上 糸魚川 n
1000 育児、保育、子育てだ 支援支援では人口は増えないでしょう 男性 ７０歳以上 糸魚川 c
1000 何んで過疎が進むのかが最大のヒント、その対策をしないと 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
1004 正社員として男女共に働けるようにする 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b

1004
人が多いところで働く事が出来れば出会いもふえ結婚へとつなが
ると思う

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 ab

1004 高卒後地元就職出来る様にする 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
1007 働く場所が何より必要 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
1007 企業誘致 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
1007 市外より嫁を呼ぶ企画 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 an
1007 早いうちの結婚推進 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 a
1007 出産しても働ける職場環境 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bc

1008
何をやっても決定的なものは無い様に思います。自分自身もずっ
と住み続けたいと思っていないので・・・。

女性 ５０歳～５９歳 青海 z

1009 東京なみの労働最低賃金にする 男性 ５０歳～５９歳 青海 b
1009 派遣や契約社員の少ない会社を優遇する 男性 ５０歳～５９歳 青海 b
1009 保育料を安くする 男性 ５０歳～５９歳 青海 c
1009 ＬＥＤ、Ｈ２自動車、ハイブリッド自動車関連の企業を誘致する 男性 ５０歳～５９歳 青海 b

1010
工場用地を整備し、用地を無料で貸すとか、免税するとかを糸魚
川市で考え、糸魚川に第二次産業を呼びこみ、働く所を増やせ
ば、働く人が増えるのではないかと考える。

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bi

1011

大学、専門学校などが自宅から通学できる所に学校がないため、
都会などの学校に行ったままで帰って来て働くところもないのが若
い人が少なくなると思う。上越、富山でもかよえる所に学校がある
と良いと思います。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bcl

1011 会社の誘致も必要だと思います。 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
1016 若者の娯楽施設等必要 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l
1016 住居等の支援（借入利息低） 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 ikp
1017 飲食店、洋服、雑貨などのお店をもっと増やして欲しい。 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 h
1017 交通の便をもっとよくしてほしい。 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 m
1017 田舎まるだしなので、もっといろいろ栄えてほしい。 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 z
1019 若者の企業や就職する場を増やす。 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 bl
1019 大学や専門学校があればいいな・・・。 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 c

1020
若い人達の流出をさけ、糸魚川市で結婚して良かったと思われる
ような取組みを考えてほしい。（他県の人達が糸魚川へ流れる様
に）

女性 ７０歳以上 能生 al

1023 若い人が、地元に残って安心して住める様、働く場所が必要。 女性 ６０歳～６９歳 能生 bl
1027 外国人に働いてもらい、住んでもらい、結婚してもらう。 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 a
1028 雇用環境を整える 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
1029 新規企業の誘致・定着 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b
1029 大型商業施設の建設 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 g

1029
ＵＩターンでの人口増加（高齢者が増える）なのか、若年増の増加
なのか、どちらかにしぼらないと予算がバラけて上手くいかないと
思う。

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b

1031
空き家を活用し永住者を募る（特点を付けて）家賃を半額にすると
か、何年間は市民税、保育料を免除するとか。市が空き家を借り
上げ、リフォームをし（リフォーム料は市で負担）等々

男性 ７０歳以上 糸魚川 cin

1033 まず、市の財政の健全化が必至 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
1033 当地区は活断層なし→移住メリット強調 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 n

1033
糸魚川・松本高規格道路の有効活用→姫川港・国道８号と長野へ
の輸送経路確保

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 m

1033
当地域から転出した方へ、当地の欠点・良点等、アンケートを取る
べき（東京糸魚川会、成人式等で）

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 k

1033 産業の交流より、当地の雇用確保を期待す 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
1034 子供をふやす 女性 ７０歳以上 糸魚川 c
1036 新しい企業（地元就職） 女性 ７０歳以上 糸魚川 b
1037 既婚率の増加に向けた取組み 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 ac
1037 地元での就労の場の確保 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
1039 家をたてるにも、他市にくらべ、土地が高い。 女性 ７０歳以上 糸魚川 p

1039
若い人たちがのこれる企業がひつようだ。特に女子がのこれば地
元の男子にも結婚いこる子供へといくと思う。

女性 ７０歳以上 糸魚川 abl

1042 若者が働く場所を多くする。 女性 ７０歳以上 糸魚川 bl

1044
都会にも今に大変な異変が来ると思います。若者に知ってほし
い。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l

1044 とにかく若者が、帰りたい、と思える場所（仕事）が必要 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l

1046
若い人の働ける場所（企業等）の誘致が大切だと思いますが、そ
のための市の積極的な市の働きかけを求めます。

男性 ７０歳以上 糸魚川 bl

1050 米軍基地の設置 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b
1051 地産地消による雇用の拡大による人口流出を止める 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
1054 戦後、産めよ増やせよの時代、人口が増えすぎた。 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z
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1054
家族が増える、増やすメリットがあるかないかの問題ではない。一
人一人のかち感のちがい、それが生活面だけでも良いと思われな
いと、人口も増えない。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z

1055
子供手当を多くすればいいと思う。予算は職員の手当をカットし
て、全部子供手当に回す。

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 i

1057 働く場を増し（企業誘致等）若い人が定着できる様にする。 女性 ７０歳以上 能生 bl

1057
結婚しない（出来ない）人が多くいます。これが解消できたらと思い
ます。

女性 ７０歳以上 能生 a

1058 年２，３回の婚活を（県外者と） 男性 ７０歳以上 糸魚川 a
1059 現状では減少を抑えることは出来ない。 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 z
1060 若者の働ける企業、会社を増やす。 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bl
1061 海の幸、山の幸を利用した食事が安価で提供できる場所をつくる。 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 e

1061
老人介護の町としてピーアールするような施設をつくり、他地域か
ら介護士も雇用できるくらいの企業をよぶ

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bd

1062
仕事があれば若者が地元に残り、結婚、出産とつながるかも・・・と
思います。（移住、Ｕターンも・・・）

女性 ５０歳～５９歳 能生 abcln

1062
イベントで出会いの場を沢山提供し、若者の方々に参加して頂く。
（結婚、出産につながると良い）

女性 ５０歳～５９歳 能生 acfl

1062
若いご夫婦がいらっしゃるご家庭には、子沢山をお願いして市（子
供手当）ご近所皆で子育てに協力する。

女性 ５０歳～５９歳 能生 ci

1063 若者が地元に定住できる様に職場かんきょうの充実を 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bl
1064 企業誘致 男性 ７０歳以上 糸魚川 b

1066
山は好きな人にもたくさん山があるので、自然を楽しんでもらうス
ポットを作る。

女性 ２０歳～２９歳 青海 e

1066
海はサーフィンの方もたくさんくるのに、テトラポットをうめすぎで波
がなくなり、サーファーもいなくなってきたので、テトラポットは反
対！！海外には１つもなかった！自然をこわしちゃだめだと思う。

女性 ２０歳～２９歳 青海 e

1069
人口の減少と共に店が減ってきて、さらに店のない地域には、人
はわざわざ引越してこないので、無理です。青海、糸魚川駅の近く
に新しく店ができれば良いですが。

男性 ７０歳以上 青海 h

1070
市当局も十分承知のことと思いますが、働く場の確保、働きやすい
環境整備

男性 ７０歳以上 能生 b

1070
「糸魚川市まちづくり」計画が市民によく理解されるような努力を望
む

男性 ７０歳以上 能生 z

1070
子育てしやすい環境整備→民間会社の産休、育児休暇が十分に
保障されるように。また、職場復帰後の支援体制の充実

男性 ７０歳以上 能生 bc

1071
子作り、子育て支援（子供２人目、３人目、４人目とお金を支給す
る）旧能生町時代にあったように

男性 ４０歳～４９歳 能生 c

1073
子供に優しい町づくり（保育料無料、３子以上の家族には市税を収
える等）

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 ci

1076
青海地区の北斗町に、できたらコンビニの建設をぜひお願いした
いです。（１人ぐらしなので）

女性 ７０歳以上 青海 g

1077 高校卒業と共に人口減少が進んでいるので、専門学校等を作る 男性 ５０歳～５９歳 能生 c

1078
出産、子育てに対して今よりもっと充実させて人口増加を見込める
ような行政サービスを行ってみたらいかがでしょうか。

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 ck

1079 働き先がなければいけない 女性 ７０歳以上 能生 b
1079 共働きしやすくする 女性 ７０歳以上 能生 b
1080 新設工場の建設（誘致） 性別不明 ７０歳以上 糸魚川 b

1081

この地の子供達は教育が終了すれば都会に流れていきます。当
然人口が減ります。これは致しかたありませんが、中学高校の授
業の中に「介護」「介助」の必要性の授業を入れてもらうことを勧め
ます。そして出来れば資格をとれる様な仕組み作りを切望します。
これからは人助け介護の時代です。満足した人生を送って頂きた
いそんな市にすべきです。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d

1082 母親が無職でも保育園に入園できるようにしてほしい。 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c
1082 保育料無料にするべき 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c
1082 子供を産み、育てやすいまちにしてほしい。 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c
1083 働く場所がある事 女性 ６０歳～６９歳 青海 b
1085 若い人々に魅力ある町づくり、商業施設、レジャー施設の充実を 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 gl
1085 安心して子育てできる環境を 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c
1088 ネットなどを活用した糸魚川市についてのアピール 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 o
1088 子ども手当 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 i
1088 少子高齢社会の対策 女性 １５歳～１９歳 糸魚川 z

1090
若い人も出会いの場に出て、結婚してくれるといいのでしょうが・・・
これは国全体の問題ですね。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 al

1090
子どもを産んでも、安心してくらせるよう、公園、施設の充実なんで
しょう。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 q

1094
若者の働く場を魅力ある物にし、Ｕターン、Ｉターンを学生（就活者）
に対して、糸魚川をもっと宣伝する。

女性 ６０歳～６９歳 青海 bl

1095 企業誘致し、働く場所を確保する 性別不明 居住地不明 b
1096 もしくは大学や専門学校 女性 ３０歳～３９歳 能生 c
1096 セメント、工業を活性化 女性 ３０歳～３９歳 能生 b
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1096 企業（雇用の場）を増やし、若い世代の人口を増やした方がいい。 女性 ３０歳～３９歳 能生 b
1098 ジオパークをテーマパーク化し、若年層の観光客を呼び込む 男性 ５０歳～５９歳 青海 r
1099 子育て世代への思い切った補助 女性 ６０歳～６９歳 青海 c
1100 若者がみりょくを感じる市にしてほしい 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 l
1104 若者の元気な町づくり、若者が頑張れる町づくりが必要だと思う 男性 ５０歳～５９歳 能生 l
1105 子供から高齢者まで「元気になれる」まちづくりが大切 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d
1107 糸魚川市に全く魅力を感じない 女性 ２０歳～２９歳 能生 z
1107 市内の若い世代へ向けた取組が良く伝わってこない 女性 ２０歳～２９歳 能生 k
1111 企業の誘致 女性 ７０歳以上 糸魚川 b
1111 若者の働く場所の確保 女性 ７０歳以上 糸魚川 bl
1113 若者が働く場が少ないと思う。 女性 ７０歳以上 能生 bl
1113 男女共に独身者が多い様に思います。 女性 ７０歳以上 能生 a
1115 若い人の仕事場 男性 ６０歳～６９歳 青海 l
1119 働く場所・賃金の確保 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b

1121

若い人が働く場所の確保が最も必要です。また、ちょっとした買物
も富山まで行かなくてはいけない不便です。富山にできたアウト
レット、コストコなどのような人が集まる場所ができたらうれしいで
す。

女性 ５０歳～５９歳 青海 bgl

1122
独身の男女が多い様に思います。自然な形で出会い結婚すれば
人口も少しは増加するかもしれません。

男性 ６０歳～６９歳 青海 ae

1123 若い人に魅力のある職場の確保 女性 ６０歳～６９歳 青海 bl

1125
危険を感じないので子育てと老後の生活には住み良いが、若い人
には物足りない町。大学や専門学校で学んで取得した資格を使え
る仕事に限りがありすぎる。

女性 ４０歳～４９歳 青海 cl

1128
働く場所がなさすぎる。住む所がない。住む所があっても金が高す
ぎてしまう。

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b

1128
子供の遊び場所を作ること。働く人の為に子供をうまくあずけられ
るように考えてほしい。

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b

1129 若い人が働きやすい環境を作ってほしい。 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 bl
1129 子供を育てやすい環境を作ってほしい。 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 c
1130 若者が安心して生活が出来る職場がほしい 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bl

1131
高校の卒業生をいかに地元に就職してもらえるかを考えると、現
在の市職員(市に限らず）の採用をもっと幅広く（余り面倒な採用試
験をしない、面接本位）採用人数を増やす。

性別不明 居住地不明 b

1131
地元企業にも同じ様なお願いをする（若い従業員がいなくて困って
いる事業所が多い）市職員のみの仕事でなく、市会議員の存続を
掛けてやるべきである。

性別不明 居住地不明 b

1132
安心して働ける場所（賃金も含め）→良い場所であればＵターンで
きる。

女性 ５０歳～５９歳 青海 b

1132
農業、漁業等の未経験者が家族で移り住める等（空屋等利用し）
生活が成り立つような制度→ＰＲも

女性 ５０歳～５９歳 青海 j

1133 移住スペース作り 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 n

1135
（通勤のため→上越など）企業誘致・道路整備・除雪・鉄道バスな
どの利便性向上

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bm

1138
企業を増やし若い人達、パートさんが働く場所を必要とする、地方
創生、中山間地にもっと人力を入れ働く場を作る。山の谷川も荒れ
ている改修工事で働く場を・・・全国共通とせよ！！

性別不明 ６０歳～６９歳 能生 bl

1139
移住希望者を受け入れるためのソフトの充実（糸魚川で何をした
いかに合わせた支援）

男性 ６０歳～６９歳 能生 n

1141
若者には、企業誘致して働く所を。子育て支援は努力しているの
でスポーツやレクレーションがもっと楽しめる場所の充実が必要だ
と思います（時間、自由に選べる所）

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bcfl

1142

数年前から若者の働く場所を確保したいといって来ているが、今だ
実現していない。市長責任と思われる。自分も数年前子供を都会
からＵターンさせたが、東京での説明とはまるっきりちがっていた。
毎年Ｕターン取組に多額のお金をつかっているが、今までの金は
無駄になっている。ます、働く場所を決めてからＵターン説明会を
してもらいたい。

男性 ７０歳以上 糸魚川 bl

1145 中途半端に都会化して途中で投げ出さない 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 z
1145 働き口を作る 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 b

1147
ショッピング施設、遊施設(映画館やゲームセンター、ファースト
フードなど）がほとんど無く、市外に行くしかありません。若い人に
とっては不満です。増えたら市外に行かなくてもすみます。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 gl

1151
糸魚川市にある飲食店の多くが高齢者のニーズに答えようとして
いるように感じる。もっと若者に目を向けてほしい。他の地域から
来た者には強くそう感じられる。

男性 １５歳～１９歳 糸魚川 hl

1151 上越市に魅力がありすぎます 男性 １５歳～１９歳 糸魚川 z
1153 若い人が働く場所がない 性別不明 居住地不明 bl

1154
子供に対する支援を厚くする。医療費無料、３人目以降の出産に
は市から報奨金などしたらどうでしょうか。

男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 cd
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1156

新幹線が出来て、都市部とのつながりが出来たのに、企業が来な
いというのはこの市の人間の特徴がじゃましていると考えます。仕
事と空家対策が一緒になることで人間も増加するのではないで
しょうか。

男性 ７０歳以上 糸魚川 bmn

1156
入って来ようとしている人に（そういう計画をたてるとき）土地の代
金、気持ちを考えること。

男性 ７０歳以上 糸魚川 p

1157 働く場所の確保 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b
1159 若者の住みたいと思う街づくり 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 l
1159 若者が仕事をする場の提供 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 l

1162
糸魚川本町通りもすっかりシャッターがたくさんおりています。人の
流れがないからで糸魚川高校の西海建設や郊外大型店舗の進出
など、また車通勤などを半減すればどうですか。

女性 ７０歳以上 糸魚川 h

1162
自分の子供達もそうですが、働き場所がなく、教育がすめば都会
で職を求めるようになる。

女性 ７０歳以上 糸魚川 b

1164 雇用を創生する。 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b
1166 若い人の安定して働く場が少ない 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bl

1168
若者の流出をおさえるしかない。就職口をつくるしかない。介護ば
かり、若者に押し付けるのではなく、夢を持てるもの（仕事）にして
ほしい。

男性 ４０歳～４９歳 青海 l

1169 雇用環境の整備が一番だと思います。 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
1169 休日に糸魚川で過ごせる環境作り 男性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z
1174 若者が遊べる施設を増やす。 女性 ４０歳～４９歳 青海 l
1174 若者向けの衣料品店やファミレスなどを増やす。 女性 ４０歳～４９歳 青海 hl
1175 保育園無料化 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c
1175 第三子から５０万制度！！ 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 ci
1175 やっぱり子育て支援！！ 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c
1179 新規企業の誘致で雇用確保 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
1180 職場の充実が必要不可欠 女性 ５０歳～５９歳 能生 b
1181 子供がいる家庭への支援 女性 ６０歳～６９歳 能生 c
1184 地元就職の支援 女性 ２０歳～２９歳 能生 b
1184 子育て、子どもに対する支援の強化 女性 ２０歳～２９歳 能生 c
1185 医療体制の充実 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d
1185 新規企業の誘致 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
1189 在住者が定着出来る場所 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 z
1189 イベント、現行市策のアピールと活用してもらえる環境作り 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 f
1189 出産家庭への補助、支援 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c
1190 仕事が少ないと聞く 男性 ７０歳以上 糸魚川 b
1191 若者が仕事に対する不満を聞く 女性 ７０歳以上 糸魚川 l

1192

過日、企画財政課による地区懇談会を公民館で企画し、１０名程
の参加者で話し合いを行ったが、正直の所妙案は見当たらないの
が実情。大変でしょうがこの様な話しの場を多く設けて、多くの人
たちから問題意識を持ってもらうことから始まる様に思います。

男性 ７０歳以上 糸魚川 k

1195 移住制度を取り入れる 男性 ７０歳以上 糸魚川 n
1197 若者が町に残ろうと思えるようにするべき 女性 ６０歳～６９歳 青海 l
1197 若者に対しての就職、住居に支援を。子育てに支援を。 女性 ６０歳～６９歳 青海 bcl
1200 雇用の安定、高校生の流出をいかに防ぐか・・・ 男性 ４０歳～４９歳 青海 b

1202
若い人達が結婚して子育てできる職場環境、労働条件の整備をし
てほしい。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 abcl

1206 当市だけではない。全国的な現象。 男性 ７０歳以上 糸魚川 z
1207 働く場所の新設。企業その他の誘致。 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

1210
仕事の場所（会社）が無いから出て行く。非正規雇用を減らし安心
して結婚が出来る様にする。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 ab

1211
雇用拡大の為の政策の推進。企業誘致、起業家の援助、休耕田
や森林の有効利用。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 bi

1211
安心して子供が産める、金銭的、養育施設の充実が必要。子供３
人以上は特に多額の資金援助。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 i

1211
男女共に未婚者が多いので結婚を促す組織、お世話をする方の
人材育成を行う。

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 a

1212
不登校児童、生徒に対する教育・ケアの充実→自然環境を活用し
た厚生施設（県内外からの受け入れ）

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 e

1215
介護施設の充実（働く人が増える）。せっかく温泉があるのだから
利用する、又御見舞に来た人に温泉に入ってもらう。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bd

1218 海産業の充実を測る 女性 ７０歳以上 能生 e
1218 海産物の商品化する為の企業を起す 女性 ７０歳以上 能生 b

1218
弁天浜の観光と海産物の食品販売等を結んだ路線を考えると良
いのではないか。

女性 ７０歳以上 能生 er

1219 役所の人が中心になって考えるべき 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 k
1221 新規企業の誘致 男性 ４０歳～４９歳 能生 b

1223
その為にはどんな業種であれ夫婦が安心して働ける職場を増や
す事が必要。

男性 ７０歳以上 糸魚川 b

1223
３世代家族で生活できる家庭環境が人口減少を抑える基本だと思
う

男性 ７０歳以上 糸魚川 z
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1226 結婚しても住み易い仕組みの確立（共働きできる様）、保育etc 男性 ４０歳～４９歳 青海 abc
1226 若い人が「残りたい」と思う街（仕事、商業施設、出会いetc） 男性 ４０歳～４９歳 青海 l
1226 都会（大都市）から移住したくなるような街作り 男性 ４０歳～４９歳 青海 n

1227

高齢者が多く、子供たちを優しく見守って下さる方もいますが、一
方で子供の遊んでいる声がうるさいなどの苦情を言ってくる方も多
く、大人の都合で自由に遊べない子供達が可哀相に思うことがあ
ります。

女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 c

1228 市をあげて婚活に取り組んではどうでしょうか。 性別不明 居住地不明 a

1230
２０代ー４０代の独身男女が積極的になって出会い、そして結婚へ
つながるようにする。

男性 ２０歳～２９歳 糸魚川 a

1231 仕事（魅力的かつ給料もよい）があること 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b
1231 医療、子育て、介護など社会保障が充実していること 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 cd
1232 働く場を増やす 女性 ７０歳以上 糸魚川 b
1232 出生率を増やす 女性 ７０歳以上 糸魚川 c
1241 これから担う若者の伸びやすい町づくり 女性 ７０歳以上 青海 l
1241 働くことに魅力ある企業（会社） 女性 ７０歳以上 青海 b
1242 大手企業が増えないと、人口も利益も上がらない 男性 ６０歳～６９歳 青海 b

1243
いろいろな団体がまちづくりとして活動しているが、市役所職員が
もっと関わりを持つべき。一緒に参加すべき（ボランティアでも）。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 k

1243
まずは市民が住みやすいまち、楽しいと思えるまちでないと交流
人口拡大はむずかしいだろう。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 z

1244

申しわけありません。高齢者となり自分の身を守るだけの生活で
す。町の活性化のため、市でのいろいろの努力は認めています。
これからも人口対策をはじめとして若い人の減少を少しでも抑える
よう努力をお願いします。

女性 ７０歳以上 糸魚川 l

1246 若者の結婚 性別不明 居住地不明 al
1246 子供の増加 性別不明 居住地不明 c

1247
町の空き家情報を市で一括情報を流したらどうでしょうか。空き家
の借家賃の補助等をする事で市外に出さない（地元に居る？）

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 n

1247 山間部の若者の住家について。 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 l
1248 企業誘致 女性 ７０歳以上 糸魚川 b
1251 県外の方の移住推進（例：地質関係の大学生に移住してもらう等） 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 cn
1251 子づくり支援（婚活パーティー、子育て支援、不妊の方の補助等） 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 ac
1251 １８歳未満の子が考える魅力的なまちづくりの調査、実現 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 c

1251
独身の男女は出会いの場もなければ仕事だけを頑張って結婚に
対して二の次なのでいかに出会いの場に参加させるかが大切か

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 a

1251 地元での就職先の拡大（大企業の誘致） 女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 b
1252 働く場所作り 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b
1252 子供に優しい環境 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 c
1255 働く場所の誘致 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
1255 ジオパークを中心としたワークショップの開催を継続していく 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 r
1255 糸魚川に住むといいことずくめ（みずから行動、仲間と共に） 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 o
1256 高齢者のための永住可能な施設や遊技場などを備えた福祉施設 男性 ４０歳～４９歳 能生 d

1256
シャルマン火打スキー場の開発。火打や放山へのアクセスや宿泊
可能な設備

男性 ４０歳～４９歳 能生 er

1256
空き家対策（市が空き家をリフォームして、市外や県外の方へ斡旋
する）

男性 ４０歳～４９歳 能生 n

1257
こんないい所はないといえるものがあればいい。働く場所も魅力的
なものがあればいい

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b

1259
３人目に５０万をくれるとか、又は少しそれ以上お金を出せば多少
は人口が増える気がします。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 ci

1260 婚活 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 a
1264 若い人達が楽しめる場所や１日そこで楽しめるパークランド 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 l
1264 大人→子供までいきぬきが出来る場所作り 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 fgq
1267 働く場所 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
1267 人との交流の場 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 k
1270 若い人が働ける職場があること 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 bl
1270 よい病院があること 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 d
1271 若者の流失、糸魚川での活動の場（仕事、レジャー面など）の整備 女性 ５０歳～５９歳 青海 gl

1273
地元への愛着が持てる市になるために市民がまず市の魅力に気
付く機会を作ったり体感する企画をどんどんやっていくことが必要

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 c

1275 若者が市から出ずに、もっと仕事の場が有ります様に思います 女性 ７０歳以上 青海 l

1277
女性（特に２０代）の雇用促進（民間レベルで）。若い女性の働く場
が無いから出ていくんでしょ？

男性 ４０歳～４９歳 能生 b

1279 働く場所の確保 女性 ７０歳以上 糸魚川 b

1279
両親と同居して互に見てもらい見てやる事が人口増加と福祉手当
の節約、農地の荒廃がなくなるのでは？

女性 ７０歳以上 糸魚川 dij

1279
核家族になってから人口の減少がみられるようになったと思いま
す

女性 ７０歳以上 糸魚川 z

1282 地元就職の促進 女性 ３０歳～３９歳 青海 b
1284 働く場の確保 女性 ７０歳以上 青海 b
1284 デンカの本社を誘致 女性 ７０歳以上 青海 b
1284 働く場の質の向上 女性 ７０歳以上 青海 b
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1285 中・高生が学びやすい支援が必要 女性 ４０歳～４９歳 能生 c
1285 通学交通費の補助 女性 ４０歳～４９歳 能生 m
1286 工場等の誘致 男性 ６０歳～６９歳 青海 b
1286 若い人の働く場所 男性 ６０歳～６９歳 青海 bl

1287
子供を産める世代への助成を充実させる。たとえば３人目以降の
子供には世帯の負担を軽減する政策が必要である（思い切った助
成の実施）

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 ci

1290
老人、医療、大学等の充実により、糸魚川へ人が流入してくる仕
かけを行う。特に老人と学生の町を目指すべきである

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 cd

1293 出会う機会がもっともっと増やして！ 男性 ５０歳～５９歳 青海 a
1293 未結婚の人個人的アピールし引っぱり出す 男性 ５０歳～５９歳 青海 a

1294
安定した雇用確保により若い世代の生活基盤を作る必要がある。
食、観光業の発展

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 br

1295 ファッションセンター等 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g
1295 企業の誘致等 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

1296
上記の通り、町として目立つ所、集中型がない。若い人、老人が誰
でも行ける所があると良いと思う

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 dl

1301
独身者が結婚に至るまでの場作り 特に県外からも来てもらえる
様な設定作りなど市でも工夫してみてほしい

女性 ６０歳～６９歳 能生 a

1301 子育てがしやすい環境 女性 ６０歳～６９歳 能生 c
1301 若者たちが生活しやすい町づくり 女性 ６０歳～６９歳 能生 l
1302 若者にアンケートをとり、若者がどう思っているかを知る 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 l
1302 若者が大勢で学べ、青春を過ごせる大学を造る 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 cl

1305
まず、物価が高い(賃金が安いのに！)糸魚川には自然はあるが
買い物には上越、富山まで行かないと用が済まない。なので不便
である。人口減少の原因はそこだと思う。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 e

1305
糸病は救急病院にしたのに夜や夕方でも断られる！それでは救
急対応できていないのでは？

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d

1306 企業誘致(働ける場所づくり) 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

1306
将来的に官公庁や病院などを一区域に集中させる(そこに行けば
なんでも用がたせる)

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d

1307
土地価格が高い(上越三和、富山朝日地区は安いから、糸魚川外
へ出て行く)

女性 ２０歳～２９歳 青海 p

1309 はたらく場所をふやす 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

1310
県外からでも多くの人が訪れて、地元の若者たちと知り合い、結婚
し、人口が増える…そんな何か取り組みがほしいですね。(糸魚川
のＨＰ等でお嫁さん、おむこさんの募集企画等)

女性 ５０歳～５９歳 青海 al

1311
糸魚川市内に居ても仕事がないので皆、出てしまうのだと思いま
す。仕事があれば糸魚川市内に定住してくれると思います。

女性 ４０歳～４９歳 能生 b

1312
雇用の確保の為、大企業の勧誘しかありません。働ける場所をお
願いします。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b

1313
子を育てるお金が足りずに出産をしない人がいるように感じる。子
だくさんがいなくなった。

女性 ５０歳～５９歳 青海 c

1314 就職口がないので若い人が定住しない。…雇用環境の整備 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bl

1318
人口を増加させるためには子供の遊び場、地元に(特に駅前)お店
を建設していただきたいと思います。前のように一つの場所に全部
間に合うデパートがあればと考えます。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 gh

1320 糸魚川に専門学校をもうける 女性 居住地不明 c
1320 働ける企業を都会から糸魚川へ 女性 居住地不明 b
1320 お嫁さん、お婿さん募集の番組などにチャレンジしてみては 女性 居住地不明 ao

1323
若い人達が欲しいと思う洋雑貨が市外に出て行かないと手に入ら
ない。ファストフードなども同様、本当に何もない所に来てしまった
と思っています。　商業施設がなさすぎる。

女性 ３０歳～３９歳 青海 l

1324
少子化対策に力を入れる。結婚して子供が居る家庭はまだ低所
得なので安心して子供を産んで育てられるようにしてほしい。

女性 ３０歳～３９歳 青海 a

1326
働く場所を多く作り、収入の安定を図りみんな安心して働く場所を
作ってほしい。

女性 ７０歳以上 糸魚川 b

1327
糸魚川で結婚された人は2～3人子供を育てているので育てやす
い環境を整えてほしい。

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 a

1327
保母の採用少ない臨時採用なら糸魚川へは帰って来ない 現場
は資格ある正規職員がいない保母足りない…と聞く

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b

1327 若い人の働ける所(やりがいの感じる)楽しめる所 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bl

1329
若者が地元で進学できる環境整備づくり その若者が学んだ事が
生かせる職場づくりが必要だと思います。

男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bl

1335 職場の確保 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
1335 安心できる子育て 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 c
1337 企業誘致による働く場所の拡大 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 b
1338 働ける場所の確保、休日に過ごせる場所の確保 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b
1339 若者の働く場が少ないのではないか 男性 ７０歳以上 糸魚川 bl
1339 若者の住みやすい街をつくる 男性 ７０歳以上 糸魚川 l
1342 働きやすい職場づくりが大事 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
1343 若い人達の働く場所の確保 女性 ７０歳以上 糸魚川 bl
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1343 安心して子育てが出来、教育しやすい環境を作る 女性 ７０歳以上 糸魚川 c
1345 民間企業の給与水準向上 男性 ３０歳～３９歳 青海 b
1345 雇用環境整備 男性 ３０歳～３９歳 青海 b
1345 既存企業の振興(これらが実現しなければ、若い人は都会へ流出) 男性 ３０歳～３９歳 青海 bl
1346 老人世帯が多くなる。冬の除雪対策、屋根雪降しが重要 女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d
1347 市内で買い物がすませれる町づくり 性別不明 居住地不明 g
1347 就職が安定して市内に移住できる環境を 性別不明 居住地不明 bn

1349
問８並びに問９の内容を総合しながら、地域の経済的文化的独立
性を確保

男性 ７０歳以上 糸魚川 z

1349
長期を展望したグランドデザインの下で地域としての独立性を目
指す基礎作業の重視

男性 ７０歳以上 糸魚川 z

1349
第一次産業の新しい姿の創生と地域固有の伝統文化に根差した
教育 文化の創造に向けた基礎づくりを自助、共助を中心に推進

男性 ７０歳以上 糸魚川 b

1350 若い人に仕事を、よき人との出会いを。 女性 ７０歳以上 糸魚川 al
1353 若者にとって魅力ある町であることが大事、働く場の確保 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bl
1354 働く場の確保、賃金の上昇に向けた対策。 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 b

1354
働きながら子育てしやすい環境を整える(保育園、学童保育の充
実、時間の延長など）特に学童保育は保育園より終了時間が早
く、働きづらい。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 bc

1354
さんさん子育てカード（？）など、子育て世代のメリットをアピールす
る。医療費の補助も高校生まで５３０円はかなり助かるので、もっ
とアピールできるのでは。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 cd

1357

市役所職員を特別な条件で採用する（地元以外からの採用）糸魚
川市から2～300ｋｍ以上離れた地域からの採用、子供は未就学2
人以上の世帯である事など、採用者には特典も必要か?年2組位
で10年位は続ける

男性 ６０歳～６９歳 青海 k

1358 子供手当の増額と出産祝い金の高額支給 女性 ２０歳～２９歳 能生 ci
1358 金銭的に子供を作れない家庭が多い事が問題 女性 ２０歳～２９歳 能生 ci
1359 補助金 男性 ３０歳～３９歳 能生 i

1361
電力と福祉の街をめざす。(東京と大阪の欠けているものを補充す
る）

男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 d

1363
女性の働く場の創出、女性の集まる所に人は集まる。それには、
女性の一生の生活に於いて、各種の特典を得える施策を大胆に
打つ事

男性 ７０歳以上 糸魚川 bk

1366 若者達の働く場所、新幹線も開通したので、積極的な企業誘致 女性 ６０歳～６９歳 能生 blm
1366 市民の「魅力ある町づくり」意識改革 女性 ６０歳～６９歳 能生 c
1368 若い人達がもっと安心して働ける職場が増えること。 男性 ６０歳～６９歳 能生 bl
1368 職業種の多様性があると選択肢がある。 男性 ６０歳～６９歳 能生 b
1371 とにかく不便！ 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 z
1376 お知らせばんに書いて終りではなく、もっとアピールしてほしい 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 k
1376 若い人が定着できる様に 女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 l

1380
他市町村も同じ課題を持っている。外国人の積極的な移住をすす
める。

男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 n

1380 他市町村と違うことを行うこと 男性 ３０歳～３９歳 糸魚川 z
1381 就業場所の増加 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 b
1381 買い物ができる場所、遊べる場所を作る 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 g
1381 糸魚川に来ないと体験できない何かを作る 女性 ３０歳～３９歳 糸魚川 r
1385 働く場所がもっとたくさん確保すれば 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b
1385 レジャー施設の整備 男性 ６０歳～６９歳 糸魚川 g

1390

仕事する就業する場所が第１だと思いますがUターンして来ても賃
金の低さに将来の生活への不安で又出て行った人もいます。こう
いう開きは埋める事はできないのでしょうか。役所か電化か明星
か？そんな言葉が出る糸魚川が淋しいです。

女性 ６０歳～６９歳 糸魚川 b

1395 企業誘致に力を入れるべきだと思う 性別不明 居住地不明 b

1396

コンビニが多い様な気がします。映画館や気軽に入れるスーパー
や安くてサイズも沢山ある衣料品、ファーストフード（とにかく質が
良いのも）やリサイクルショップ、また、病院なども、技術のある病
院など。

女性 ４０歳～４９歳 青海 dg

1397 子供を増やす（結婚支援）（子育て支援） 男性 １５歳～１９歳 能生 ac
1397 大学、専門学校を作る 男性 １５歳～１９歳 能生 c
1397 新たな企業誘致（若者が流出しない様に） 男性 １５歳～１９歳 能生 bl

1399
働く場所の確保。ものづくり、農業にしても市の応援（補助）を一定
期間与える。住宅も低価格で提供するetc

女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bij

1399 Uターン者、移住者に魅力あるお得な条件を 女性 ５０歳～５９歳 糸魚川 bn
1400 企業誘致 女性 ６０歳～６９歳 能生 b
1400 観光振興 女性 ６０歳～６９歳 能生 r
1401 働ける場所が必要 男性 ４０歳～４９歳 能生 b
1402 市職員を減らし、市民サービスにその人件費を当ててほしい 男性 ５０歳～５９歳 糸魚川 k
1405 魅力ある町にはおのずと人は集まるのではないでしょうか 女性 ６０歳～６９歳 能生 z

1406
不妊治療に対する補助の拡大と子供を育てる為の医療、教育の
関係費用の補助拡大が一番効果的だと思います。

女性 ４０歳～４９歳 糸魚川 d
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1407
この件について、行政サイドはどのようにお考えなのでしょうか。意
図されていることがあると思いますので。

女性 ７０歳以上 能生 k

1410 若い人達が働ける環境や技術継承の場を増やす 女性 ２０歳～２９歳 能生 bl
1410 若い人達が根付きやすい（子育てなど）町づくり 女性 ２０歳～２９歳 能生 cl

1411
Ｕ・Ｉターン、定年後の田舎移住所にとって、ここで暮らしたい！と思
えるような他との差別化サービス。

女性 ２０歳～２９歳 糸魚川 bn
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