
令和２年８月
聖籠町総合政策課

まちづくりアンケート調査報告書
第５次聖籠町総合計画に向けて
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５ 調査内容

１ 調査の目的
次期まちづくりの指針となる「第4次聖籠町総合計画」の策定にあたり、まちづくりに対しての意識・満足度・意

見を把握し、多くの民意をアンケート方式により把握して、本計画に反映することを目的としている。

２ 調査対象
令和２年２月２７日現在、16歳以上の町内在住者のうち2,000人を無作為に抽出した。

３ 調査方法
郵送による配票及び回収

４ 調査期間
令和２年３月１０日～３月２５日

まちづくりに関する現状と課題、今後取り組むべき施策等

６ 回収状況
標本数:2,000人
回収数: 778人（回収率 38.9％）

７ 集計・分析の方法
• 比率は百分率で示しており、小数点第2位を四捨五入して算出した。そのため、個別データの比率を足
しても合計比が100％にならない場合がある。

• 複数の回答を求める設問では、それぞれの回答肢の数値は延べ回答数に対する百分率ではなく、回答
総数に対する百分率であるため、個別データの比率を合計した場合、100％を超えることがある。

調査の概要
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問１ あなた（回答者）の性別をお答えください。
（○を１つ付けてください）

問２ あなたの年齢をお答えください。○を１つ付けてください）

問３ お住まいの地区は次の学区のうちどれですか。
（○を１つ付けてください）

問４ あなたの職業等をお答えください。（〇を１つ付けてください）

問５ 聖籠町に住んで何年（延べ年数）になりますか。
（〇を１つ付けてください）

問６ あなたは、この町は住みやすいと思いますか。
〇を１つ付けてください）

問７ 「どちらかといえば住みにくい」または、「住みにくい」
の理由は何ですか。（複数回答可）

1 男 351
2 女 420

1 10歳代 24
2 20歳代 55
3 30歳代 103
4 40歳代 133
5 50歳代 121
6 60歳代 162
7 70歳以上 176

1 蓮野学区 239
2 山倉学区 273
3 亀代学区 245
4 わからない 11

1 農林業 31
2 会社員 248
3 会社役員 20
4 公務員・団体職員 35
5 自営業 41
6 パート・アルバイト 117
7 専業主婦 55
8 学生 37
9 無職 157
10 その他 30

1 2年未満 24
2 2～5年未満 33
3 5～10年未満 42
4 10～20年未満 89
5 20年以上 586

1 住みやすい 273
2 まあまあ住みやすい 356
3 どちらかといえば住みにくい 70
4 住みにくい 19
5 どちらともいえない 46

1 住宅事情が悪い 5
2 ごみ処理体制が悪い 14
3 子育てサービスが不十分 11
4 上下水道サービスが不十分 6
5 公園・緑地が少ない 7
6 買物などの日常生活がしにくい 45
7 交通の便が悪い 64
8 医療機関が少ない 32
9 福祉サービスが不十分 13
10 働く場所がない 19
11 文化・教育水準が低い 31
12 レジャー・娯楽施設が少ない 37
13 自然環境が悪くなっている 5
14 その他 6

アンケート結果の概要
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問８ あなたは、町のイメージを周辺の市町村と比べてどのように感じていますか。 （それぞれの項目の選択肢に1つだけに〇を付けてください）

問番号 設問内容 思う どちらかと
いえば思う

どちらでも
ない

どちらかとい
えば思わない 思わない わからない

1 海や川、緑など自然が豊かであると思いますか 307 284 105 21 14 6
2 安心して生活ができると思いますか 205 333 146 28 16 12
3 生活環境がよく、清潔であると思いますか 155 332 186 38 16 16
4 道路や交通の便がよいと思いますか 137 163 137 132 172 3
5 医療・保健・福祉が充実していると思いますか 138 269 187 84 46 15
6 教育環境がよいと思いますか 93 215 201 88 66 70
7 買物が便利であると思いますか 121 183 163 138 128 5
8 地域などのふれあいや連帯感があると思いますか 71 231 240 89 61 46
9 生活・芸術文化の意識が高いと思いますか 28 124 255 138 113 79
10 まちに活気があると思いますか 27 126 278 150 110 47

問番号 設問内容 満足 どちらかと
いえば満足

どちらでも
ない

どちらかと
いえば不満 不満 わからない

1 海や川、松林などの自然風景・環境 111 273 259 51 17 30
2 住宅地や商業地などの整備状況 53 202 298 106 40 37
3 街並み景観 53 180 365 71 26 33
4 緑地・公園の整備状況 82 263 249 87 28 26
5 道路の整備状況 111 271 218 86 49 9
6 除雪 132 254 153 106 72 31
7 公共交通（バス・鉄道など） 28 96 173 174 216 43
8 ごみの収集 206 294 148 45 30 10
9 上下水道 213 255 195 25 25 34
10 公害防止対策 72 175 295 23 17 156
11 産業廃棄物対策 73 162 266 45 24 170
12 交通安全対策 94 249 277 39 15 66

問９ 現在の町の状況・取組みについて、項目ごとにあなたはどのように感じていますか。（それぞれの項目の選択肢に1つだけに〇を付けてください）

アンケート結果の概要
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問番号 設問内容 満足 どちらかと
いえば満足

どちらでも
ない

どちらかと
いえば不満 不満 わからない

13 防災・消防・救急体制 107 285 229 29 17 73
14 児童福祉 109 263 184 29 18 129
15 老人福祉 85 201 242 46 19 148
16 障がい者・低所得者福祉 51 142 253 48 19 225
17 母子保健（妊産婦と乳幼児） 83 201 205 16 8 217
18 医療保険制度 102 237 228 37 19 114
19 医療体制 77 212 236 81 30 103
20 農業の振興 42 133 270 36 20 238
21 水産業の振興 31 90 256 27 15 318
22 工業の振興 51 133 239 27 13 276
23 商業の振興 36 82 262 67 29 260
24 観光の振興 41 98 244 99 52 203
25 子育て支援 106 252 180 39 13 146
26 幼稚園教 99 237 165 46 23 170
27 小学校・中学校教育 68 191 204 69 26 182
28 生涯学習（各種講座、施設状況など） 59 186 260 36 15 182
29 スポーツの振興 71 206 269 24 18 150
30 文化の振興 51 151 307 37 15 178
31 国際交流事業 32 98 276 29 19 278
32 集落等への自治振興支援 44 150 282 50 25 185
33 広報広聴（町政ポスト、行政無線） 91 225 257 41 22 99
34 電子自治体の状況 29 70 271 28 15 318
35 消費者行政・相談 36 93 279 25 11 289
36 行政・財政の効率化 40 94 265 46 33 252
37 情報提供・情報公開 53 143 294 39 26 182
38 市町村合併しないでいること 261 208 159 13 12 98

問９ 現在の町の状況・取組みについて、項目ごとにあなたはどのように感じていますか。（それぞれの項目の選択肢に1つだけに〇を付けてください）

アンケート結果の概要
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問10 町の土地利用のあり方について、あなたは、どのようにお考えですか。
（複数回答可）

1 町全体の土地利用規制を緩和することで開発を促進 185
2 町全体の規制を強化することで、積極的に自然環境などの保全 81
3 規制を強化すべき区域や緩和すべき区域を定め、計画的な保全や開発 303
4 農業振興地域の見直しによる開発の促進 123
5 特に対策をする必要はない 31
6 わからない 221
7 その他 15

1 後継者対策 354
2 担い手へ農地集積 146
3 特産品の開発 189
4 ほ場整備などの生産基盤整備 69
5 遊休農地の発生防止、解消 144
6 農業経営の法人化支援 130
7 果樹・園芸・水稲などの複合経営の促進 120
8 加工品の開発 123
9 わからない 213
10 その他 13

問11 町の農業のあり方として、どのようなところに力をいれるべきだと
思いますか。（複数回答可）

問12 町の観光振興のためには、何に力をいれたら良いと思いますか。
(複数回答可）

1 海のレジャー・スポーツ（サーフィン・釣りなど）の整備と活用 258
2 町文化財・名所の整備 129
3 観光農業の推進 203
4 まつり・イベントの実施 190
5 観光情報のＰＲの強化 187
6 観光協会の組織及び事業拡大 48
7 レジャー・娯楽施設の整備 209
8 近隣市町村と連携した取り組み 165
9 観光案内所・道の駅（ＳＡ）などの観光拠点の整備 219
10 その他 34

問13 町の保健衛生対策の中で、何に力をいれたら良いと思いますか。
（複数回答可）
1 母子（妊産婦と乳幼児）保健施策 238
2 ガン、脳卒中、心疾患などの成人病施策 272
3 ストレスや心の障がいに対する施策 177
4 予防接種などの感染症対策の充実 272
5 医療機関の整備充実 313
6 町民一人ひとりの健康づくり施策 163
7 訪問指導や健康づくり教室などの充実 87
8 健康相談などの相談体制の充実 109
9 食育に関する施策 91
10 その他 18

問14 町の福祉対策の中で、何に力をいれたら良いと思いますか。
（複数回答可）
1 介護・障がい者施設の整備・充実 331
2 高齢者の働き、学び、交流活動の促進 270
3 介護予防施策の充実 169
4 障がい者の社会参加の促進 108
5 高齢者相談の体制の充実 134
6 福祉ボランティアの育成 142
7 地域での支えあいや助け合いができる環境の促進 250
8 生活困窮者への施策 153
9 介護・障がい施設利用費等への助成 193
10 その他 11

アンケート結果の概要

問15 町の子育て支援策の中で、何に力をいれたら良いと思いますか。
（複数回答可)

1 保育所、こども園などの施設整備・充実 250
2 延⾧保育・一時預かり保育などの保育サービスの充実 299
3 子育て支援センター、育児サークルなどの充実 128
4 児童クラブ、児童館などの放課後対策の充実 222
5 仕事と子育ての両立のための施策の推進 324
6 子ども医療費、ひとり親家庭等への経済的支援の充実 235
7 育英金、就学援助金など教育費に係る支援の充実 216
8 子どもの貧困・虐待防止など要保護児童対策の強化 237
9 その他 34
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問16 町の小・中学校教育を充実させるために、何に力をいれたら良い
と思いますか。（複数回答可）
1 学校施設など教育環境の整備・充実 188
2 基礎学力定着の徹底 451
3 情報機器の整備とICT教育の推進 180
4 プログラミング思考を取り入れた教育の推進・充実 155
5 英語教育の推進・充実 284
6 幼児教育の充実 165
7 町の団体など地域と連携した部活動の実施 104
8 学校と保護者や地域との交流 122
9 ボランティア活動、社会体験の推進 165
10 その他 29

1 スポーツ・文化施設等の整備・充実 248
2 各種の講座等の充実 142
3 指導者の育成 292
4 団体・グループの育成と自主活動の活発化 116
5 ボランティアなどの地域活動の推進 111
6 スポーツ大会・イベントの充実 187
7 図書館の充実 126
8 文化財の保護、伝統芸能等の継承 89
9 青少年の健全育成体制の充実 141
10 その他 25

問17 町の生涯学習・スポーツ文化振興のため、何が必要だと思いますか。
（複数回答可）

問18 町が諸外国と交流するためには、どのような方法が良いと思いますか。
（複数回答可）
1 友好・姉妹都市の提携を拡大する 170
2 教育や経済の人的交流を活発化する 191
3 スポーツや文化交流などを活発化する 261
4 民間企業などを中心に交流を推進していく 103
5 国際理解のため外国人と交流する機会や教育を推進する 266
6 町内に住んでいる外国人と交流を深める機会を設ける 212
7 その他 23

問19 明るく住みやすい町をつくるために、あなたが参加できると考える活動
は何ですか。（複数回答可）
1 交通安全活動 171
2 防災活動 142
3 防犯活動 165
4 子ども会活動 95
5 ごみステーションの清掃 275
6 青少年健全育成活動 47
7 盆踊りや地域の祭りなど 163
8 保健活動 52
9 行政区（集落）単位の活動 195
10 社会福祉ボランティア活動 87
11 地域の道路や側溝の清掃 166
12 近くの公園や広場などの清掃 206
13 リサイクル活動 163
14 行政イベントなどの参加 97
15 まちづくり講座の参加 52
16 その他 20

問20 地域活動を盛んにするうえで、なにが必要だと思いますか。（複数回答可）
1 住民の協力意識や参加意識の高揚 333
2 住民間のコミュニケーション 360
3 活動の中心になる指導者や世話役などのリーダー的存在 234
4 行事や活動のための設備や場所 119
5 活動を開始するための資金 167
6 活動を行うための町の指導や援助 231
7 その他 16

問21 行財政改革は何に重点的に取り組むべきだと思いますか。（複数回答可）
1 行政組織の体制等の見直しを行う 255
2 公共施設の統廃合や使用料などの見直しを行う 202
3 事務を効率化・合理化する 173
4 社会情勢や費用対効果を考慮した事業の廃止・縮小の実施 220
5 町民・民間企業やNPOなどの民間活力の活用を進める 168
6 職員の意識改革や能力開発を進める 267
7 その他 29

アンケート結果の概要



9

問22 周辺市町村との連携や広域的な地域づくりについて、どのようなことに
取り組むべきだと思いますか。（複数回答可）

1 広報誌や回覧、チラシなど 322
2 （防災）行政無線の積極的活用 212
3 インターネットによる配信（ＳＮＳを利用した情報発信） 255
4 ホームページの充実 221
5 町と町民が直接対話できる機会 138
6 その他 25

問23 行政情報の提供手段として充実してほしいものは何ですか。複数回答可）

1 緑や水辺など自然が身近にふれあうまち 264
2 道路や公共交通、都市施設の整備が進んだ機能的で利便性の高いまち 284
3 ごみの減量化やリサイクル、環境保全活動を推進するまち 145
4 災害に強く犯罪が少ない、安全で安心して暮らせるまち 438
5 健康づくり、保健・福祉の充実したまち 245
6 高齢者が生きがいをもって、意欲と能力を発揮できるまち 269
7 子どもが健やかな成⾧するための子育て支援策が充実したまち 367
8 文化・スポーツ等の活動・学習の環境と機会が充実したまち 160
9 農漁商工業がバランスよく振興し、活力とにぎわいのあるまち 145
10 レジャー・観光施設を核とした活気とにぎわいのあるまち 141
11 東港工業地帯を核とした産業の持続的発展が可能なまち 187
12 コミュニティーや地域の活動が活発で、町民自らでつくりあげるまち 94
13 情報技術（インターネットなど）を活用した利便性の高いまち 89
14 その他 5

問24 町の将来の姿としてもっともふさわしいと思うものは何ですか。複数回答可）

1 福祉サービスや施設の共同利用・運営 242
2 スポーツ・文化・医療福祉などの公共施設の共同整備 241
3 共同で広域的なイベントや観光ツアー開催や観光資源の開発 171
4 道路等の交通インフラ整備 159
5 バス等の公共交通の運営 290
6 広域的に農産物のブランド化を推進 116
7 商工業の振興、雇用、企業誘致など経済基盤の確立 172
8 防災・災害対策の連携 212
9 大都市圏等との交流、移住・定住促進 73
10 その他 11

問25 町が当面、力をいれるべきことは何だと思いますか。（複数回答可）

1 公共交通網を充実する 276
2 住宅造成などにより人口を増やし、活気のあるまちにする 172
3 公園・緑地を多くするなど憩いの場をつくる 141
4 農業・漁業施策を充実する 121
5 ごみの減量化やリサイクルを推進するなど生活環境を良くする 107
6 防災・防犯対策を強化する 209
7 健康づくりや介護・障がい者対策など福祉施策を充実する 196
8 高齢化社会に対応するため、高齢者が活躍できる環境と機会をつくる 232
9 子ども・子育て支援策を充実する 313
10 医療機関を増やすなど地域医療を充実する 198
11 東港地域を核とした産業の持続的発展を促進する 165
12 教育・文化に対する取組みを充実する 140
13 その他 12

問26 あなたは、これからも聖籠町に住み続けたいと思いますか。（複数回答可）
1 これからもずっと住み続けたい 453
2 当分は住み続けたい 192
3 どちらともいえない 91
4 できれば町外へ移転したい 20
5 町外へ移転したい 12

アンケート結果の概要



１ 回答者のこと

ア 性別 イ 年齢別 ウ 地区別

エ 職業 オ 居住年数別
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２ 住みやすさ

問６ あなたは、この町は住みやすいと思いますか。（〇を１つ付けてください）

「住みやすい」、「どちらかといえば住みやすい」
を合計した『満足層』が全体の80.9%を占め、「住
みにくい」、「どちらかといえば住みにくい」を合
計した『不満足層』の割合の11.4%を大きく上回っ
た。

「住みやすい」、「どちらかといえば住みや
すい」の『満足層』は男性の割合がわずかに
多くなっており、一方、「住みにくい」、
「どちらかといえば住みにくい」を合計した
『不満足層』は女性でやや多くなっている。

① 全 体

② 性 別
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『満足層』は、「70歳代以上」で最も多く、
88.6%で、次に、「40歳代」、「20歳代」の
順で最も低いのは「10歳代」となっている。
『不満足層』は「10歳代」で最も高く、次に

「30歳代」、「50歳代」の順となっている。

『満足層』は、「20年以上」で最も多く82.7%
で、次に、「5～10年未満」となっている。
『不満足層』は「2～5年未満」で最も多く
24.3%で、次に「2年未満」となっている。

③ 年齢別

④ 居住年数別

２ 住みやすさ
問６ あなたは、この町は住みやすいと思いますか。（〇を１つ付けてください）
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『満足層』は、すべての地区で8割を
超えており、「蓮野地区」、「山倉地
区」、「亀代地区」の順となっている。
『不満足層』は、「亀代地区」で最も

多く、次に「山倉地区」、「蓮野地区」
の順となっている。

『満足層』は今回調査80.9%で、前回値
77.8%と比較して多くなっている。
『不満足層』は今回調査11.4%で、前回
値9.1％と比較してやや増加している。

⑤ 地区別

前回調査比較（参考）

２ 住みやすさ

問６ あなたは、この町は住みやすいと思いますか。（〇を１つ付けてください）
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問７ 住みにくい理由は何ですか。（複数回答可）

「交通の便が悪い」が最も多く「71.9%」で、次に「買い物などの日常生活がしにくい」、「レジャー・娯楽施設が少ない」の順と
なっている。
一方、最も少なかったのは、同値で「自然環境が悪くなっている」「住宅事情が悪い」である。

２ 住みやすさ

① 全 体

その他内容

道路はゴミが散乱しててマ
ナーが問われるので対策し
てほしい

役場職員の質がすごく悪い

中学校が遠いのにバスがな
くて通いにくい
住み良い特徴がない（どこ
よりも安く家が建つとか）
子供の屋内遊び場があった
ら便利
防犯が悪い

降雪時、消雪パイプ無いと
ころが凍結する
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男性は「交通の便が悪い」が最も多く「65.6%」で、次に同値で「買い物などの日常生活がしにくい」「レジャー・娯楽施設が少
ない」となっている。
女性は「交通の便が悪い」が最も多く「76.8%」で、次に「買い物などの日常生活がしにくい」、「医療機関が少ない」の順と

なっている。

２ 住みやすさ

② 性 別

問７ 住みにくい理由は何ですか。（複数回答可）
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③ 年齢別

問７ 住みにくい理由は何ですか。（複数回答可）

２ 住みやすさ
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「交通の便が悪い」は「10～20年未満」が最も多くその前後の居住年数についても、いずれも6割以上となっている。「買い物な
どの日常生活がしにくい」は「5～10年未満」「20年以上」に多くなっている。

問７ 住みにくい理由は何ですか。（複数回答可）

④ 居住年数別

２ 住みやすさ
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「交通の便が悪い」は「亀代地区」と「山倉地区」で多く、8割を超えており、「蓮野地区」は4割となっている。
「買物などの日常生活がしにくい」は、「山倉地区」、「亀代地区」で5割を超えている。
「医療機関が少ない」は、他地区と比べ「蓮野地区」で若干多くなっている。

問７ 住みにくい理由は何ですか。（複数回答可）

２ 住みやすさ

⑤ 地区別
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「交通の便が悪い」「買物などの日常生活がしにくい」は前回値からほぼ変化していないが、「レジャー・娯楽施設が少ない」は
大きく増加している。
「自然環境が悪くなっている」「住宅事情が悪い」は経年的に少なくなっている。

問７ 住みにくい理由は何ですか。（複数回答可）

２ 住みやすさ

前回調査比較
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問８ あなたは、町のイメージを周辺の市町村と比べてどのように感じていますか。

① 全 体
「思う」「どちらかといえば思う」の合計が最も多かったのは、「１．海や川、緑など自然が豊かである」で「76%」となった。次

に、「２．安心して生活ができる」、「３．生活環境がよく、清潔である」の順であった。
一方、「思わない」、「どちらかといえば思わない」の合計が最も多かったのは、「4．道路や交通の便がよい」で「39.1%」となっ

た。次に「7．買物が便利である」、「10．まちに活気がある」の順であった。

３ 町のイメージ
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問８ あなたは、町のイメージを周辺の市町村と比べてどのように感じていますか。
② 項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

３ 町のイメージ

（1）「海や川、緑など自然が豊かである」
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問８ あなたは、町のイメージを周辺の市町村と比べてどのように感じていますか。

３ 町のイメージ

（２）「安心して生活ができる」

② 項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

22



問８ あなたは、町のイメージを周辺の市町村と比べてどのように感じていますか。

３ 町のイメージ

（３）「生活環境がよく、清潔である」

② 項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）
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問８ あなたは、町のイメージを周辺の市町村と比べてどのように感じていますか。

３ 町のイメージ

② 項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（４）「道路や交通の便がよい」
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問８ あなたは、町のイメージを周辺の市町村と比べてどのように感じていますか。

３ 町のイメージ

② 項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（５）「医療・保健・福祉が充実している」
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問８ あなたは、町のイメージを周辺の市町村と比べてどのように感じていますか。

３ 町のイメージ

② 項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（６）「教育環境がよい」
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問８ あなたは、町のイメージを周辺の市町村と比べてどのように感じていますか。

３ 町のイメージ

② 項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（７）「買物が便利である」
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問８ あなたは、町のイメージを周辺の市町村と比べてどのように感じていますか。

３ 町のイメージ

② 項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（８）「ふれあいや連帯感がある」
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問８ あなたは、町のイメージを周辺の市町村と比べてどのように感じていますか。

３ 町のイメージ

② 項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（９）「生活・芸術文化が高い」
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問８ あなたは、町のイメージを周辺の市町村と比べてどのように感じていますか。

３ 町のイメージ

② 項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（１０）「まちに活気がある」
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前回調査比較（参考）

問８ あなたは、町のイメージを周辺の市町村と比べてどのように感じていますか。

３ 町のイメージ

② 項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

① 全 体都市計画
「満足」「どちらかといえば満足」の『満足層』が最も多かったのは「６．除雪サービス」の「49.6%」で、次に、「1．海や川、松林
などの自然風景・環境」、「5．道路の整備状況」の順となっている。
一方、「不満」「どちらかといえば不満」の『不満層』が最も多かったのは、「6．除雪サービス」の「22.9%」で、次に、「２．住

宅地や商業地などの整備状況」「5．道路の整備状況」の順となっている。
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（１）「海や川、松林などの自然風景・環境」都市計画

前回調査比較（参考）
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（２）「住宅地や商業地などの整備状況」都市計画

前回調査比較（参考）
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（３）「街並み景観」都市計画

前回調査比較（参考）
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（４）「緑地・公園の整備状況」都市計画

前回調査比較（参考）
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（５）「道路の整備状況」都市計画

前回調査比較（参考）
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（６）「除雪」都市計画

前回調査比較（参考）
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

① 全 体環境・防災・安全
「満足」「どちらかといえば満足」の『満足層』が最も多かったのは「8．ごみ処理体制」の「64.3%」で、次に、「9．下水道の整
備」、「13．防災・消防・救急体制」の順となっている。
一方、「不満」「どちらかといえば不満」の『不満層』が最も多かったのは、「７．公共輸送機関(バス・鉄道など）の状況」の

「50.2%」で他よりも突出しており、次に、「8．ごみの収集」｢11.産業廃棄物対策｣「12.交通安全対策」の順となっている。
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（７）「公共交通（バス・鉄道など）」環境・防災・安全

前回調査比較（参考）
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（８）「ごみの収集」

前回調査比較（参考）

環境・防災・安全
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（９）「上下水道」

前回調査比較（参考）

環境・防災・安全
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（１０）「公害防止対策」

前回調査比較（参考）

環境・防災・安全

43



問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（１１）「産業廃棄物対策」

前回調査比較（参考）

環境・防災・安全
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（１２）「交通安全対策」

前回調査比較（参考）

環境・防災・安全
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（１３）「防災・消防・救急体制」

前回調査比較（参考）

環境・防災・安全
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

① 全 体保健・福祉・医療
「満足」「どちらかといえば満足」の『満足層』が最も多かったのは「14．児童福祉対策」の「47.8%」で、次に「18．医療保険
制度」、「19．医療体制」の順となっている。
一方、「不満」「どちらかといえば不満」の『不満層』が最も多かったのは、「19．医療体制」の「14.3%」で、次に「16．心

身者・低所得者福祉対策」、「15．老人福祉対策」の順となっている。

47



問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（１４）「児童福祉」

前回調査比較（参考）

保健・福祉・医療

48



問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（１５）「老人福祉」

前回調査比較（参考）

保健・福祉・医療
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（１６）「障がい者・低所得者福祉」

前回調査比較（参考）

保健・福祉・医療
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（１７）「母子保健（妊産婦と乳幼児）」

前回調査比較（参考）

保健・福祉・医療

51



問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（１８）「医療保険制度」

前回調査比較（参考）

保健・福祉・医療
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（１９）「医療体制」

前回調査比較（参考）

保健・福祉・医療
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

① 全 体

本部門においては、「わからない」の占める割合が他部門と比較して多くなっている。
「満足」「どちらかといえば満足」の『満足層』が最も多かったのは「22．工業の振興」の「23.7%」で、次に「20．農業の振興
対策」、「24.観光の振興」の順となっている。
一方、「不満」「どちらかといえば不満」の『不満層』が最も多かったのは、「24．観光の振興対策」の「19.4%」で、次に「23．
商業の振興」「20．農業の振興」の順となっている。

産業・観光・労働
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（２０）「農業の振興」

前回調査比較（参考）

産業・観光・労働
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（２１）「水産業の振興」

前回調査比較（参考）

産業・観光・労働
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（２１）「工業の振興」

前回調査比較（参考）

産業・観光・労働
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（２２）「道路の整備状況」

前回調査比較（参考）

産業・観光・労働
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（２３）「商業の振興」

前回調査比較（参考）

産業・観光・労働
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（２４）「観光の振興」

前回調査比較（参考）

産業・観光・労働
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

① 全 体
「満足」「どちらかといえば満足」の『満足層』が最も多かったのは「25．子育て支援の状況」の「46%」で、次に「26．幼稚園
教育の状況」「29．スポーツの振興」の順となっている。
一方、「不満」「どちらかといえば不満」の『不満層』が最も多かったのは、「27．小学校・中学校教育の状況」の「12.2%」で、
次に「26．幼稚園教育の状況」、同値で「25．子育て支援の状況」「30．文化の振興策」の順となっている。

子育て・教育・生涯学習
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（２５）「子育て支援」子育て・教育・生涯学習

前回調査比較（参考）

前回はこの質問項目なし
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問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（２６）「幼稚園教育」

前回調査比較（参考）

子育て・教育・生涯学習

63



問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（２７）「小学校・中学校教育」

前回調査比較（参考）

子育て・教育・生涯学習

64



問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（２８）「生涯学習（各種講座、施設状況など）」

前回調査比較（参考）

子育て・教育・生涯学習

65



問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（２９）「スポーツの振興」

前回調査比較（参考）

子育て・教育・生涯学習

66



問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（３０）「文化の振興」

前回調査比較（参考）

子育て・教育・生涯学習

67



問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（３１）「国際交流事業」

前回調査比較（参考）

子育て・教育・生涯学習

68



問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

① 全 体

「満足」「どちらかといえば満足」の『満足層』が最も多かったのは「38．市町村合併をしないでいること」の「60.2%」で、次
に「33．広報広聴（町政ポスト、行政無線）」「37．情報提供・情報公開」の順となっている。
一方、「不満」「どちらかといえば不満」の『不満層』が最も多かったのは、「36．行政・財政の効率化」の「10.1%」で、次に
「32．地域自治の振興」「37．情報提供・情報公開」の順となっている。

自治振興・行財政

69



問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（３２）「集落等への自治振興支援」自治振興・行財政

前回調査比較（参考）

70



問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（３３）「広報広聴（町政ポスト、行政無線）」

前回調査比較（参考）

自治振興・行財政

71



問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（３４）「電子自治体の状況」

前回調査比較（参考）

自治振興・行財政

72



問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（３５）「消費者行政・相談」

前回調査比較（参考）

自治振興・行財政

前回はこの質問項目なし

73



問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（３６）「行政・財政の効率化」

前回調査比較（参考）

自治振興・行財政

74



問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（３７）「情報提供・情報公開」

前回調査比較（参考）

自治振興・行財政

75



問９ 現在の町の状況・取組みについて、どのように感じていますか。

４ 各部門の取組み

項目別（全体、性別、年齢別、居住年数別、地区別）

（３８）「市町村合併しないでいること」

前回調査比較（参考）

自治振興・行財政

76



問１０ 町の土地利用のあり方について、あなたは、どのようにお考えですか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

「規制を強化すべき区域や緩和すべき区域を定め、計画的に保全や開発を
行う」が「38.9%」で最も多く、次に「わからない」「町全体の土地利用
規制を緩和することで開発を促進する」の順となっている。
「わからない」「特に対策をする必要はない」「その他」を除いても、多
くが何らかの対策を講じてほしいと考えている。

全 体 その他の内容
利用していない農地を工業用地にするべき
商業施設をもっと増やすべき。東港振興室はイベン
ト課ではなく、積極的な企業誘致や東港区域の商業
化に取り組むべき。東港振興室の実績はなんなのか。
企業誘致により町の歳入を増やすことに尽力したの
か疑問。

税金収入を増やすように外部から人を呼ぶ対策

宅地を増やしてほしい
若い人が聖籠町に住みやすいように!活気が出ると
思うしお金がより周ると思う。
商業施設の充実を望みます
企業誘致をしっかりやってほしい
農業ばかり優遇されすぎている
10年後、20年後のビジョンが見えず何を主とした
いのかが分かりにくい
住宅地を増やす。
宅地を町全体に増やす。一か所だけに集中しない。
海が汚い。とても汚い。理由を考えて。
開発をするのは簡単だが、自然環境や動植物は戻る
のに時間がかかる。子どもたちが遊ぶ場所は整備さ
れた公園だけでなく、地区にあるちょっとした山や
自然の中。キジやウグイス、キツツキ等の野鳥も見
れる環境は素晴らしいことだと思います。そしてぜ
ひ残していただきたいものです。
具体策提起なしでは

77



問１０ 町の土地利用のあり方について、あなたは、どのようにお考えですか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

性 別 地区別 年代別

数値の単位はパーセント 78



問１０ 町の土地利用のあり方について、あなたは、どのようにお考えですか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

全体で見ると、「規制を強化すべき区域や緩和すべき区域を定め、計画的な保全や開
発を行う」で前回値より減少している一方で、「町全体の土地利用規制を緩和するこ
とで開発を促進」は前回値より大きく増加している。

地区別で見ると、「規制を強化すべき区域や緩和すべき区域を定め、計画的な保全や
開発を行う」は全ての地区で前回値より減少しているが、特に亀代地区での減少が大
きい。

前回調査比較（参考） 数値の単位はパーセント

79
数値の単位はパーセント



問１１ 町の農業のあり方として、どのようなところに力をいれるべきだと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

全 体
その他の内容

農業については後継者不足が一番の課題だと思います
小作料をやり過ぎ。もっと減らさないと担い手はやる気がでな
い。

強みが少ない。農家不足が改善されない

聖籠町が日本一の生産量の物をあいてる土地でやる
新規就農希望者への支援・誘致

未来を支える次世代に夢を与えられるような環境づくり

農地を宅地化しやすい様にする事
過度な補助制度は実施すべきでない
PR不足、外部からの移住を含めた農業支援を充実させてみては
と思います
聖籠町の果物はどれも全ておいしいのでもっとアピールしても
良いと思う。
有機栽培の取組み
米の品質一定以上毎年続けている生産者を表賞ブランド化、国
外に売る高値でネット販売、語学できる優秀な者を
①地場物産の店舗運営対策②野菜、果樹等個人が容易に販売で
きるノウハウ、場の提供

農業を大切に、門戸を開く、家庭菜園から

海外進出

農地集積のほかにサラリーマン世帯に貸すのも一つの方法?

80

「後継者対策」が「45.5％」と最も多く、次いで「わからない」「特産
品の開発」の順となっている。
それ以外の項目では、「ほ場整備などの生産基盤整備」「その他」を

除き、概ね同じような値となっている。

数値の単位はパーセント



問１１ 町の農業のあり方として、どのようなところに力をいれるべきだと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

性 別 地区別 年代別

81
数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

前回調査比較（参考）

問１１ 町の農業のあり方として、どのようなところに力をいれるべきだと思いますか。（複数回答可）

82

全体で見ると、「経営規模の拡大」「後継者対策」「複合経営を進める」の順で
前回値と比較して大きく増加している。

地区別に見ると、前回値より最も大きく増加しているのは、「経営規模の拡大」
「後継者対策」では「山倉地区」、「複合経営を進める」では「亀代地区」と
なっている。



問１２ 町の観光振興のためには、何に力をいれたら良いと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

全 体 その他の内容
113号線側などに道の駅を作ってほしい 歩道整備歩く歩道
果樹だけでは良くない 大型商業施設の誘致と町の観光との連携
何もしない方がよいと思います。 ロードバイクの道路整備
若者を中心とした観光推進組織の設立 箱もの行政は控えるべき!
聖籠町の“ウリ”を際立たせる わからない
海のレジャーは安全対策を万全に 交通網を強化する 駅やバス
実施時の駐車場問題を考えてみて! 体育館、球場、サッカー場の整備と利用
町の住民の多くは新発田新潟へ行き買い物
をする。聖籠町との違いは目玉となる商業
施設がないことが大きいと思う。都市計画
区域となっている聖籠町は開発するにもか
なりの規制の対象となるが、規制の緩和を
県へ積極的に打診し、現状の閉鎖的な土地
利用を打開することが重要と考えます。

いーてらす、イクネス同様の託児施設付きで
親子づれを呼ぶ、コストコ、イケア大型モー
ルで集客

夏まつり花火マリンフェスタを1日でやる
と楽しみが減る。以前のように分けて欲し
い。全部参加が難しいため町民のために
なっていない。

県外に行くと楽しいところや子どもが好む動
物虫などの充実した所があるので聖籠町で出
来ることを考えてほしい。そんな所ができれ
ば遠方からも来るので観光にも役立つかな?

ＩＫＥＡｃｏｓｔｃｏ等集客力のある商業
施設の誘致で県内外からの訪問者を増やし
て町のＰＲにつなげる。

小学高学年～高校生までの遊ぶ施設があれば
いい。通年遊べる屋内施設→身体を思いっき
り使って遊べる場所。

時代に合わせて仕事や有名人を呼んでＰＲ
してもらう。ヒカキンなど。

現在ある資産、町の特色を生かした取り組み
で観光振興に繋げていければと思う

他の都市と姉妹都市となる（国内、国外問
わず）人の交流をする

大型祖ショッピングセンター、アウトレット
など

アルビレックスのホームタウンである事を
もっと視覚にうったえかけるせいびをした
らどうか?

観光振興のための見どころなどがないし、観
光客を呼んでも受け入れ先がないので観光で
は力をいれなくてもいいのではと思います。

観光資源が少ないため、あまり公費を使わ
ない方がよい

道の駅、海のレジャー、観光農園など公募し
て・・・ 83

「海のレジャー・スポーツ（サーフィン・釣りな
ど）の整備と活用」が「33.2％」で最も多く、次
いで「観光案内所・道の駅（ＳＡ）などの観光拠
点の整備」「レジャー・娯楽施設の整備」となっ
ている。

数値の単位はパーセント



問１２ 町の観光振興のためには、何に力をいれたら良いと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

性 別 地区別 年代別

84数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

前回調査比較（参考）

問１２ 町の観光振興のためには、何に力をいれたら良いと思いますか。（複数回答可）

85

全体で見ると、「海のレジャー・スポーツ（サーフィン・釣りなど）の整備と活
用」「観光農業の推進」「まつり・イベントの実施」の順で前回値と比較して大き
く増加している。

地区別に見ると、前回値より最も大きく増加しているのは、「海のレジャー・ス
ポーツ（サーフィン・釣りなど）の整備と活用」では「山倉地区」であり、 「観
光農業の推進」「まつり・イベントの実施」ではどの地区も同程度の増加となって
いる。

数値の単位はパーセント



問１３ 町の保健衛生対策の中で、何に力をいれたら良いと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

全 体
その他の内容

わからない

予防医療（人間ドックなどの助成）

これで申し分ありません

既に十分すぎる施策を行っている。これ以上のことはやり過ぎ。

検診２年に1回を毎年実施に戻す。

介護施設を増やしてほしい

医療にもサービスを増やしてほしい。この時期では聖籠町の医者に
かかるとマスクやティッシュをもらえるなど。

散歩の促進

高齢者社会の対策など支援

町民一人ひとりの健康に対しての意識が足りないと思います

どの年代に力を入れるのかある程度目安をつけ重点を置いてはどう
か?また働き盛りの方の心のケアは必要ではないかと思います。

町でいろいろと頑張ってくれているので今のままで良いと思います。

聖籠こども園以外に親子で遊べるスペース拡大

減塩生活のススメ

心の健康も重要

予防に力を入れたほうがいいと思う。

86

「医療機関の整備充実」が「40.2％」と最も多く、次に同値で
「ガン、脳卒中、心疾患などの成人病施策」「予防接種などの感
染症対策の充実」の順となっている。

数値の単位はパーセント



問１３ 町の保健衛生対策の中で、何に力をいれたら良いと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

性 別 地区別 年代別

87
数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

前回調査比較（参考）

問１３ 町の保健衛生対策の中で、何に力をいれたら良いと思いますか。（複数回答可）

88

全体で見ると、前回調査と比較可能な前回と同じ項目について、「予防接種などの
感染症対策の充実」「ガン、脳卒中、心疾患などの成人病施策」の順で前回値より
大きくなっている。

地区別に見ると、前回値より最も大きく増加しているのは、「予防接種などの感染
症対策の充実」では「山倉地区」、「ガン、脳卒中、心疾患などの成人病施策」で
は「亀代地区」である。

数値の単位はパーセント



問１４ 町の福祉対策の中で、何に力をいれたら良いと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

全 体
その他の内容

わからない
これで申し分ありません

既に十分すぎる施策を行っている。これ以上のことはや
り過ぎ。

介護も大切だが高齢者を助けるのも若手なのだから、次
世代を住みやすく人を町に呼んで年金の税金を払わせる
為にも働かせたりした方が社会や国が周る。
高齢者の教育
施設などは十分だと思うので、相談しやすく気軽に話せ
る機会を増やした方がいいのではと思います。
ファミリーサポートがないのがふしぎ、老人を優遇しす
ぎ、若者にチャンスをあげてほしい

障がいのある子を受け入れる町全体の雰囲気づくり

共生社会の充実

学生の福祉ボランティアの機会づくり→心のバリアフ
リー化
福祉職員の増員と育成（正規職員として）
バラマキではなく所得面で本当に困っている世帯にこそ
補助すべきと思います。

89

「介護・障がい者施設の整備・充実」が「42.5％」で最も多く、次い
で「高齢者の働き、学び、交流活動の促進」「地域での支えあいや助
け合いができる環境の促進」の順となっている。

数値の単位はパーセント



問１４ 町の福祉対策の中で、何に力をいれたら良いと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

性 別 地区別 年代別

90数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

前回調査比較（参考）

問１４ 町の福祉対策の中で、何に力をいれたら良いと思いますか。（複数回答可）

91

全体で見ると、前回調査と比較可能な同じ質問項目について、「介護・障がい者施
設の整備・充実」では、前回値より減少しており、「高齢者の働き、学び、交流活
動の促進」「福祉ボランティアの育成」で増加となっている。

地区別で見ると「介護・障がい者施設の整備・充実」は「蓮野地区」「亀代地区」
で減少している一方で、「山倉地区」ではわずかに増加している。

数値の単位はパーセント



問１５ 町の子育て支援策の中で、何に力をいれたら良いと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

全 体 その他の内容

学力を向上してほしい 子ども食堂の支援
小学校が古い わからない
地域の中での支え合い関係を構築 十分対策が取られていると思う
地域との交流の機会 子供がいないので考えたことない
私達の子育てと今は全々違うので分りません。
私たちの時は家庭第一に考えましたから。

今の子育て支援はムダ。やめて本当に困ってい
る人に生活補助すべき。

子育て施策は大変重要なことと考えるが、転入
者が多く望んでいる傾向が強い。既存の住民の
多くはこれまで不満などはそれほど多く望まな
かったと思われる。なにゆえ既存の住民のサー
ビスの充実をないがしろにし、転入者ばかりを
優遇する施策ばかりを優先するのか疑問。転入
者は町になにを貢献してくれるのか?既存の住
民の大きな決断があったからこそ今の聖籠町が
ある。住民を増やすことにより国から補助金が
入ってくるのか?（これは皮肉です）

学校などで親が手伝わなくても部活・試合など
に行ける様にしてもらいたい。土日休みじゃな
い親御さんだと難しい事もあるので学校でバス
等を使うとかやれるといいと思うのですが。

保育料無料の特権が無くなり、町の強みが無く
なった。町として学問またはスポーツどちらか
に特化した教育体制を作らないと若い人が増え
ないと思う。
親子でのストレス、心の成⾧、心理的安定

こども園年⾧児に小学生になるために必要な
「ひらがな」を教える等が必要だと思う。

交通きかん充実。中学が１つ高校は町にない為、
電車かバスの利用は必要。

保育所とこども園が２か所に分かれているのは
不便です。子どもにとっても保育所で慣れたこ
ろにまた子ども園で１～始めるのは良し悪しは
分りませんがめずらしい体制かなと思いました。

支援に頼ってばかりの子育てについて疑問があ
る。生んだら親の責任!!我子を育て食べさせ
教育するのは親として当然!!できない部分を
支援するのは理解するが、今の親は支援に甘え
ているのではないかと思う部分がある。

保育や学校の近くにアパートやコンビニなどを
作って色々な人がふれあえて楽しめる環境をつ
くってほしい。

施設は十分にあると思うので、進学したい、虐
待（ネグレクト）など本当に支援してほしい人
に強化してほしいと思います。

住みたくなるまちの提案を敬和大学などと連携 障がいのある子どもの支援の充実と育成

子供の無料がおおずぎ、有料でも教育の機会を 障がいのある子を受け入れる町全体の雰囲気づ
くり

子供を育てている養育者の心のケア 保育士・幼稚園教諭の質向上、教育支援
92

「仕事と子育ての両立のための施策の推進」が
「41.6％」で最も多く、次に「延⾧保育・一時
預かり保育などの保育サービスの充実」が
「38.4％」である。以降は概ね「30％前後」で
同じような値となっている。

数値の単位はパーセント



問１５ 町の子育て支援策の中で、何に力をいれたら良いと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

性 別 地区別 年代別

93数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

前回調査比較（参考）

問１５ 町の子育て支援策の中で、何に力をいれたら良いと思いますか。（複数回答可）

94

全体、地区別ともに、前回調査と比較可能な同じ質問項目について、「保育所、こ
ども園などの施設整備・充実」「子ども医療費、ひとり親家庭等への経済的支援の
充実」のどちらも前回値より大きく増加している。

数値の単位はパーセント



問１６ 町の小・中学校教育を充実させるために、何に力をいれたら良いと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

全 体
その他の内容

先生の質の向上 道徳教育、命の教育、体験教育
わからない 教員の増員
親の教育 聞く力を育てる
あいさつ啓もう活動に力を入れる 教師の資の向上

保育料無料の特権が無くなり、町の強み
が無くなった。町として学問またはス
ポーツどちらかに特化した教育体制を作
らないと若い人が増えないと思う。

幼児からの学びへの興味をひくこと、
PTA活動のムダをやめる、LINE、メー
ルによる効率的なホウレンソウ、先生の
労働改善、よい優れた先生に来てもらう

サバイバル的な活動をやってもらいたい。
海や山での自然体験教室プール授業で泳
げる様にしてもらいたい。

保護者の教育意識が低い方が多いので、
良い方法があるか疑問ですがそこを改善
する事が望ましいと思います。

クイズによる教育（登校時玄関に問題）、
グループ等による教育（昼休みに問題
等）

他市町村の小中学校と同じにすべき。現
在の中学校のあり方は見直すべきと思い
ます。

町のこども園だけでなく私立の幼稚園
を!小学校のトイレを新しくしてほしい。

子供の将来を考えたら国語、算数が基本
でプラス英会話だと思います。

子どもの教育は行政がいくら頑張っても、
その地域の特異性によりそう簡単にはか
わらないもの。よって行政や学校だけで
はなく、保護者と子どもの家庭環境の充
実を当町は最も必要なことと考える。子
どもの教育よりも大人の教育に重点を置
くべき。また学校施設の老朽化はどう考
えていくのか?国はあと30～40年もた
せるよう考えているが、部分的な改修に
よりそれは可能としても、その後はどう
するのか?いつかは立て替えの時期はく
るもの。その為の基金の設立と積み立て
は将来のために必須である。今がよけれ
ばでなはく、30年後を考え取り組め。

投資/これからの時代、個性を大事にす
る教育

教育者の質の低下、勉学と部活動のバラ
ンスの有り方

聖籠町独自に幼児教育に英語を取り入れ
て欲しい

教科センター方式の見直しの検討を願う

国内外問わず交流できる期会を設ける

お金、経済感覚を早いうちから身につけ
させる 95

「基礎学力定着の徹底」が「58.0％」と突出して多く、
次いで「英語教育の推進・充実」となっている。以降は
概ね同じような値である。

数値の単位はパーセント



問１６ 町の小・中学校教育を充実させるために、何に力をいれたら良いと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

性 別 地区別 年代別

96数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

前回調査比較（参考）

問１６ 町の小・中学校教育を充実させるために、何に力をいれたら良いと思いますか。（複数回答可）

97

全体、地区別ともに「基礎学力定着の徹底」は前回に引き続き高い値となっている。
一方「英語教育の推進・充実」は前回値と比較し大きく増加している。

数値の単位はパーセント



問１７ 町の生涯学習・スポーツ文化振興のため、何が必要だと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

全 体 その他の内容

わからない

昔に比べ飛躍的に充実した。これらは町の財源に余裕があればこそ
できること。今はこれをを充実する時期ではないのでは?

○○の町となるよう１種目で良いので特化したスポーツを目指して
ほしい。

その人一人ひとりにあったものを大事にし理解した指導。今の指導
者は指導者が習ったことを一方通行に押し付けてる。

年をとるとあまりでません

文化振興等参加する為の交通手段の整備

スポーツ続けたい人はスポネットの年会費負担です

図書館のPR、足を向ける環境づくり

空いていれば1～2H町民会館の屋内屋外を解放してほしい。（歩い
たり、ジョギング、バドミントン、卓球、バスケ等軽いスポーツを
家族としたい）

活動の世話をする秘書を置き、各団体代表などの団員からの世話係
制はやめるべき、古いムダが多すぎる

特にスポーツに関して指導者には負担をかけている。人材がいない
ため、若手の指導者が育つ機会が少ないと感じる。

学校の勉強をおろそかにしない

固定メンバーの方が多く、新規でも加入しやすい雰囲気があるとよ
い。

中学校の部活動への外部コーチ導入

各集落の育成会はただの飲み会だけである。そんな所に支援はムダ
である。 98

「指導者の育成」が最も多く「37.5％」であり、次いで「スポーツ・
文化施設等の整備・充実」「スポーツ大会・イベントの充実」となっ
ている。以降は、概ね同じような値である。

数値の単位はパーセント



問１７ 町の生涯学習・スポーツ文化振興のため、何が必要だと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

性 別 地区別 年代別

99数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

前回調査比較（参考）

問１７ 町の生涯学習・スポーツ文化振興のため、何が必要だと思いますか。（複数回答可）

100

全体で見ると「スポーツ・文化施設等の整備・充実」「指導者の育成」「団体グ
ループの育成と自主活動の活発化」の順で前回より増加している。

地区別に見ると「スポーツ・文化施設等の整備・充実」は3地区とも増加している
が、特に「蓮野地区」での増加が大きい。

数値の単位はパーセント



問１８ 町が諸外国と交流するためには、どのような方法が良いと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

全 体
その他の内容

国際交流がもたらす町の利益とは何かを問いたい。本事業により子ど
もたちが英語やその他の外国語に関心をもつと思ったら大間違いだと
思う。外国語を学びたいと真に思う子どもだけに上記の充実を図るこ
とが大事!金のある家庭しかいけないようなｵｰｽﾄﾗﾘｱ交流などは全くの
無駄であると考える。奨学金制にし、意欲があり素質のある子どもに
全額負担してやることがよいのでは?

スポーツにしろ経済にしろ海外をもっと見て学ぶべき。

わからない

何もしなくて良い

留学

幼児からの国際交流で慣れる

町が諸外国と交流する意味があるのか?

ＡＬＴと地域との交流

やめるべき。特に町が費用負担してまで外国人を招くことはやめるべ
きと思います。

101

「国際理解のため外国人と交流する機会や教育を推進する」が
「34.2％」と最も多く、次いで「スポーツや文化交流などを活
発化する」となっている。

数値の単位はパーセント



問１８ 町が諸外国と交流するためには、どのような方法が良いと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

性 別 地区別 年代別

102数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

前回調査比較（参考）

問１８ 町が諸外国と交流するためには、どのような方法が良いと思いますか。（複数回答可）

103

全体で見ると「スポーツや文化交流などを活発化する」が前回値と比較して増加
している一方で、「教育や経済の人的交流を活発化する」は減少している。

地区別に見ると「スポーツや文化交流などを活発化する」は3地区とも増加してい
るが、特に「山倉地区」での増加が大きい。「教育や経済の人的交流を活発化す
る」は3地区とも同程度減少している。

数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

「ごみステーションの清掃」が「35.3％」で最も多く、次いで「近くの公園
や広場などの清掃」「行政区（集落）単位の活動」の順となっている。

全 体

問19 明るく住みやすい町をつくるために、あなたが参加できると考える活動は何ですか。（複数回答可）

その他の内容
わからない
年をとっているので、該当する項目なし
病気のため参加できない
町おこしとなるイベントの開催
不法投棄されたゴミの回収

これからのこと、仕事やスポーツ（体の使い方○○○理論など）

なんともいえません
介護で時間がとれないが、それが終わればなんでもお手伝いできま
す。
現在やっていることもあるのでこのままで
福祉のお世話になっているので出来ないと思います
参加したくはない
ボランティアでなんでもさせないでください、おかしい!日本だけ
だよ!
地元まので参加しずらい
参加したいのがない
奉仕することが住みやすい町になるのか?

104
数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

性 別 地区別 年代別

問19 明るく住みやすい町をつくるために、あなたが参加できると考える活動は何ですか。（複数回答可）

105数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

前回調査比較（参考）

問19 明るく住みやすい町をつくるために、あなたが参加できると考える活動は何ですか。（複数回答可）

106

全体で見ると「リサイクル活動」「ごみステーションの清掃」「防災活動」の順で前
回値より増加している。

地区別で見ると「リサイクル活動」は「亀代地区」で、「ごみステーションの清掃」
「防災活動」は「山倉地区」で最も増加している。

数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

全 体

問２０ 地域活動を盛んにするうえで、なにが必要だと思いますか。（複数回答可）
その他の内容

今の近所の住民、変わった人ばかりで不安しかない。

既に盛んだと思う→集落行事ありすぎ

昔と違い多種多様の仕事に男女ともに就業している中で、地域活動を盛んにす
るのは難しい。門戸を常に開けておき、参加不参加に不自由さを感じさせない
何かが必要。

地域活動に参加しないことが悪となるようなことがないといい。

わからない

町として本気で取り組んでいる姿勢を見せて欲しい。必ず協力する人が出てく
るため。

個性（自らをブランドにし発信する力）

必要に応じてやれていると思います

住民に聖籠町を好きになって頂くために町⾧、町議、行政の努力

教育、勉強不足

必要経費がかかるのは仕方ないがすぐに資金を“出す”のは考慮するべきなので
は?

広報

住民の意識を高揚、改善を図る取組をすべき。特に法律!

107

「住民間のコミュニケーション」が「46.3％」と最も多く、次
いで「住民の協力意識や参加意識の高揚」となっている。

数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

性 別 地区別 年代別

問２０ 地域活動を盛んにするうえで、なにが必要だと思いますか。（複数回答可）

108
数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

前回調査比較（参考）

問２０ 地域活動を盛んにするうえで、なにが必要だと思いますか。（複数回答可）

109

全体で見ると「住民間のコミュニケーション」で前回値と比較して最も大きく増加し
ている。一方で、「住民の協力意識や参加意識の高揚」は前回値を「11.7％」下回っ
た。

地区別に見ると、前回値と比較して「住民間のコミュニケーション」 で最も増加し
ているのは「山倉地区」である。一方「住民の協力意識や参加意識の高揚」で最も減
少しているのは「亀代地区」である。

数値の単位はパーセント



問２１ 行財政改革は何に重点的に取り組むべきだと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

全 体 その他の内容

わからない 意識を高くもつが、体制はこのままでよい

廃止・縮小からは未来が生まれない 大手企業の誘致、中小店舗の誘致

職員数削減、外郭団体削減と町職員の天下り
を中止すべきである。既得権意識を改めるべ
きである。

給料を上げる。消費税を下げる。れいわ新撰
組を見習う。

町民が町で仕事をして協力した町づくり。

現在町の職員の意識は非常に希薄である。国
の補助金を活用できるのに手間がかかる故に
活用せずにいる事業が多くあることがわかる。
町の職員には町にどれだけの利益を金をもた
らしたかが重要であると思うがそういう傾向
にある職員は少ない。公務員という職業の特
異性なのか。また人事評価制度はただの茶番
となっている。なにゆえ町に利益をもたらし
た職員を評価されないのか?評価項目には今
年度町にどういうことを行い、いくら歳入予
算として利益につながったのかをいう項目を
増やしてもらいたい。

行政主体で本気の町おこしをするために職員
のやる気ＵＰ。やらされてると思わせずにや
りたいと思うことを職員に聞いて取り組んで
欲しい。

ゴミの回収は公衆衛生の最たる町の義務です。
回数へらすなど意味不明。役場の職員駐車場
有料にしてはいかがですか。町民の生活を豊
かにしてください。

将来のビジョンを明確にし、マイルストンを
確認しながら柔軟な考え方で推進していく必
要があると思います。現状では10年後２０
年後の未来を描けませんよ。

企業誘致をしっかりするには土地開発が必要 役場へ行っても気持ちよく聞いてくださいま
すこのままで

残業停止 人員の削減
町⾧、町議の意識改革 高齢者の話しを聞くこと
配り物（印刷物）をネットで見れる。班⾧に
なると配り物が多すぎて重労働。特に若い世
代は苦痛。希望を取りネットで見れればごみ
も減る!

町役場に行くとお客さんが少ないのに職員が
多すぎることにびっくりしています。少し人
数を減らしたらいいのではと思っています。
どう思いますか?

中学校の送迎バスは不要だと思う。自立を育
てる機会を奪っていると思う。バスの利用は
受益者負担で利用すればよい。

行財政改革は複雑だと思っている。1～6の
ような字数を減らしている説明文だけでは単
純に回答できずに困ってしまった。 110

「職員の意識改革や能力開発を進める」が
「34.3％」と最も多く、次いで「行政組織の体制
等の見直しを行う」となっている。

数値の単位はパーセント



問２１ 行財政改革は何に重点的に取り組むべきだと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

性 別 地区別 年代別

111数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

前回調査比較（参考）

問２１ 行財政改革は何に重点的に取り組むべきだと思いますか。（複数回答可）

112

全体で見ると「行政組織の体制等の見直しを行う」で前回値より最も増加しており、
次いで「職員の意識改革や能力開発を進める」となっている。

地区別に見ると「行政組織の体制等の見直しを行う」で前回値より最も増加している
のは「山倉地区」であり、 「職員の意識改革や能力開発を進める」では、3地区とも
同程度の増加となっている。

数値の単位はパーセント



問22 周辺市町村との連携や広域的な地域づくりについて、どのようなことに取り組むべきだと思いますか。（複数回答
可）

５ 施策のあり方、方向性

全 体
その他の内容

わからない
起業家を増やすこと
今の私はこのままでいいです
聖籠はよいところと思われる取組で十分かと
情報通信インフラの充実
いらない道路は作らない!
町内会のあり方や健全育成会の有り方を再考すべきと思います。

113

「バス等の公共交通の運営」で「37.3％」と最も多く、次いで、
ほぼ同値で「福祉サービスや施設の共同利用・運営」「スポー
ツ・文化・医療福祉などの公共施設の共同整備」となっている。

数値の単位はパーセント



問22 周辺市町村との連携や広域的な地域づくりについて、どのようなことに取り組むべきだと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

性 別 地区別 年代別

114数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

前回調査比較（参考）

問22 周辺市町村との連携や広域的な地域づくりについて、どのようなことに取り組むべきだと思いますか。（複数回答可）

115

全体で見ると、前回調査と比較可能な同じ質問項目については、全てで前回値より大
きくなっている。

地区別に見ると「スポーツ・文化・医療福祉などの公共施設の共同整備」で、前回値
と比較して「亀代地区」のみ減少となっている。

数値の単位はパーセント



問２３ 行政情報の提供手段として充実してほしいものは何ですか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

全 体
その他の内容

現状でよい
わからない
広報誌の内容簡略化
今で十分
防災無線:音声が小さいので近くにスピーカーを設置して欲しい
前にメール送信したが、返信がなかった。ダメだと思う。
アナログは減らしていくべきでは?

時代にあった動画ＰＲ、ＦＢ、ティックトックなど。おもしろさ、楽しさ
を加工して伝える。

電子掲示板
広報誌を読んでいますそれでいいと思っています
プロセスが解らない「文字」よりは「対話」と思います。
聖籠町専用のLINE
回覧がきた時は、イベントの月日が過ぎている
行政無線をもう少しよく聞こえるようにしてほしい
広報誌は多すぎる。同じものが回覧で来るためムダが多い
②は何を言っているのか聞き取れず困る。男性の声
LINE、防災メール不審者、ニュースメール
議員、区⾧の活用
情報通信インフラの充実
今のままで十分
回覧が多すぎ。町誌も統廃合してコンパクトにすべき。
聞きとりやすくしてもらいたい

116

「広報紙や回覧、チラシなど」が「41.4％」で最も多く、次
いで「インターネットによる配信（ＳＮＳを利用した情報発
信）」となっている。

数値の単位はパーセント



問２３ 行政情報の提供手段として充実してほしいものは何ですか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

性 別 地区別 年代別

117数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

前回調査比較（参考）

問２３ 行政情報の提供手段として充実してほしいものは何ですか。（複数回答可）

118

全体で見ると「インターネットによる配信（ＳＮＳを利用した情報発信）」で前回値
と比較して大きく増加している。

地区別に見ても「インターネットによる配信（ＳＮＳを利用した情報発信）」は、全
ての地区で前回値より大きく増加している。また、「（防災）行政無線の積極的活
用」では「山倉地区」での増加が大きい。

数値の単位はパーセント



問２４ 町の将来の姿としてもっともふさわしいと思うものは何ですか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

全 体

その他の内容

行政に活力のある町。やる気のない職員が多すぎます。

聖籠のブランディングをもっと上げて欲しい。

都市ではないのに人が集う優しい町

子育て支援はやめて親が子供に責任を持つ意識を高めるべき。支援を当た
り前という考えはやめるべき。

119

「災害に強く犯罪が少ない、安全で安心して暮らせるまち」が
「56.3％」と最も多く、次いで「子どもが健やかな成⾧するた
めの子育て支援が充実したまち」となっている。

数値の単位はパーセント



問２４ 町の将来の姿としてもっともふさわしいと思うものは何ですか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

性 別 地区別 年代別

120数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

前回調査比較（参考）

問２４ 町の将来の姿としてもっともふさわしいと思うものは何ですか。（複数回答可）

121

全体で見ると「災害に強く犯罪が少ない、安全で安心して暮らせるまち」「道路や公
共交通、都市施設の整備が進んだ機能的で利便性の高いまち」「緑や水辺など自然が
身近にふれあうまち」の順で、前回値より大きく増加している。

地区別に見ると「災害に強く犯罪が少ない、安全で安心して暮らせるまち」は「蓮
野・山倉地区」で特に大きく増加している。

数値の単位はパーセント



問２５ 町が当面、力をいれるべきことは何だと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

全 体

その他の内容

公園緑地増やさなくても今ある場所を整備・管理する

わかりません

スポーツの町にもして欲しい。

新発田方面へのエコバス等。中高校生が使える時間帯

左で伝えたとおり。

⑨に伴い障がいのある子どもの子育て支援の充実、子ども病院

人を育てませんか

今有る観光物件の整備し、観光資源として生かす

町の意識改革。なんでも町にしてもらう体質の改善。福祉サービスが
過多だと思う。

災害が大型化している今、住民を守るための施設、避難場所の設置
（集落ことの高台、安全に避難できるための場所）

近隣市と広域連携と役場業務の民間へ外注

122

「子ども・子育て支援策を充実する」が「40.2％」と最も多く、
次いで「公共交通網を充実する」「高齢化社会に対応するため、
高齢者が活躍できる環境と機会をつくる」の順となっている。

数値の単位はパーセント



問２５ 町が当面、力をいれるべきことは何だと思いますか。（複数回答可）

５ 施策のあり方、方向性

性 別 地区別 年代別

123数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

前回調査比較（参考）

問２５ 町が当面、力をいれるべきことは何だと思いますか。（複数回答可）

124

全体で見ると「公共交通網を充実する」が前回値と比較して最も大きく増加してい
る。次いで、「東港地域を核とした産業の持続的発展を促進する」「防災・防犯対
策を強化する」の順となっている。

地区別に見ると、3地区とも最も増加しているのは「公共交通網を充実する」であ
る。次いで増加しているのは、「蓮野・亀代地区」では「東港地域を核とした産業
の持続的発展を促進する」であるが、「山倉地区」のみ「防災・防犯対策を強化す
る」となっている。

数値の単位はパーセント



問２６ あなたは、これからも聖籠町に住み続けたいと思いますか。

５ 施策のあり方、方向性

全 体 性 別

地区別

年代別

125

全体で見ると「これからもずっと住み続けた
い」「当分は住み続けたい」の合計が
「82.9％」と8割を超えている。

「できれば町外へ移転したい」「町外へ移転
したい」の合計は、性別で見ると「女性」で
わずかに多く、地区別で見ると「山倉・亀代
地区」で若干多くなっている。
年齢別では、「10・20歳代」で多い傾向が
ある一方で、「50・60・70歳代」の「町外
へ移転したい」は「0」である。

数値の単位はパーセント



５ 施策のあり方、方向性

前回調査比較（参考）

問２６ あなたは、これからも聖籠町に住み続けたいと思いますか。

126

全体で見ると「これからもずっと住み続けたい」「当分は住み続けたい」の合計
は前回値と比較して概ね同じ値となっている。

地区別に見ても「これからもずっと住み続けたい」「当分は住み続けたい」の合
計は高い値で推移している。
「できれば町外へ移転したい」「ぜひ町外へ移転したい」の合計は、前回値と比
較すると、「山倉・亀代地区」で若干増えている一方、「蓮野地区」では減少し
ている。

数値の単位はパーセント



６ 意 見
土地利用

意 見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

あまってる土地があるため、PRして大きな会社に来ていただき、仕事する場が増えれば、
もっと人が集まり、町に活気がでるのではないでしょうか。 女 40歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

緑地を大切にすること。廻りの環境を良くする
お金をかけて植た木をもっと大事に管理してほしい。 女 70歳以上 亀代学区 パート・ア

ルバイト 20年以上

東港を海側にうめ建て、日本海側から、日本をバックアップできるような港にできれば、聖
籠町も発展できるが、農業は維持するべきと思う。 男 10歳代 山倉学区 学生 10～20

年未満

東港周辺の土地利用開発、企業誘致を積極的に行ってもらいたい。 男 40歳代 山倉学区 公務員・団
体職員 20年以上

東港で進めている開発の新たな場所を多くしたり、企業誘致をしてほしい。小さな会社を経
営していますが、東港に進出したい企業はたくさんあります。新潟市も聖籠町も工業団地に
はまったく開発をしてきませんでした。
これは今までのトップの間違った行政であったと思う。まったく使っていない耕地（田・
畑）を町をあげて開発に取り組んでほしい。
市街化調整区域ばかりで何もできない。大規模開発を積極的に進めてほしいです。

男 50歳代 亀代学区 会社役員 20年以上

いい町で、住み続けたいが売地が少なくなかなか家を建てられないため、農業のさまたげに
ならない程度にさらに売地が増えてほしい。 女 30歳代 山倉学区 公務員・団

体職員
2～5年未
満

都市計画の見直しを図る。特に既存集落内、山倉学区、蓮野学区区域内の個人住宅が建てら
れない。原野、耕作放棄農地等の規制緩和を図り、住宅建築の許可をすることにより、税収
入が見込めます。
町外から聖籠町は住みやすいと理解されており、山倉、蓮野地区に移住し子育てしたいけど、
住宅建築ができる土地がないと、よく耳にします、人口増を図るため、住宅建築の規制緩和
を考えた方が良いと思われます。

男 70歳以上 山倉学区 会社役員 20年以上

東港だけでなく、商売がやりやすく、いろいろな業種の商売ができるようになって、町に
もっと会社が来てくれればと思います。
保護エリアは一律に決めず、審査会、農業委員会等で許可をだす。柔軟に対応して、新しい
商売など表れて活発になってくれればいいなと思います。

男 50歳代 山倉学区 会社役員 20年以上

景観や災害対策などのためにも無電柱化をすすめてほしい。 女 40歳代 山倉学区 会社員 10～20
年未満

127



意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

商店街をつくってほしいと思います。 男 50歳代 蓮野学区 会社員 20年以上
手の外科に通院している方々に、食堂はありませんか?などよく聞かれます。ざぶ～んも
ありますし、あの周辺に道の駅とか何かあると、人が寄って行かないでしょうか．．．。 女 40歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

生活品を買うにしてもプラントしか無く、中小店舗がありません。
（プラントはいいですが、年配者はたくさん歩けません）大手店舗もいいですが、中小店
舗が進出できる地域整備をお願いします。

男 50歳代 山倉学区 会社役員 10～20年未満

店が少ない。（大型店など） 男 10歳代 亀代学区 学生 10～20年未満

新しい住宅が建っているので買い物できる場所を増やしたほうが良いと思う。（プラント
以外だと新発田・新潟に行くしかない） 女 20歳代 亀代学区 会社員 10～20年未満

コストコ作ってほしい。
人がたくさん集まる商業施設を作り、町の活性化を図ってほしい。 男 50歳代 山倉学区 会社員 20年以上
蓮野地区にコンビニがほしい。 女 10歳代 蓮野学区 学生 5～10年未満
24ｈのスーパーやドラッグストアが欲しい。 女 20歳代 蓮野学区 会社員 2～5年未満
買い物するために新発田まで行かなければいけないこと 女 30歳代 山倉学区 会社員 20年以上
アウトレットモールやトキメッセコンベンションセンターの規模超える大きなアリーナ施
設など、広大な空いている土地を活用することを望みます。
金銭的な面で厳しいのは理解していますが…自然と人が集まるので…要は観光施設がもっ
とあるといいと思います。動物園など他にない施設を作るのも良いと思います。ビジネス
ホテルもありませんし。
わざわざ新潟市まで出向かなくても、買い物も含め町内でできるようになることを望みま
す。最寄の駅までも遠いのでそこも苦労しております。
外国の方も多いので夜道を一人で歩くのも怖いです。車がないと生活できないので都会ほ
どとは言いませんが、少しでも便が良くなると助かります。

40歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

薬局や大型家電量販店を作ってほしいです。 女 20歳代 亀代学区 専業主婦 2～5年未満

出前注文できる飲食店がほしい。 女 30歳代 蓮野学区 専業主婦 20年以上

６ 意 見
買い物・商業施設

128



６ 意 見
公園

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数
どこの集落の公園が老朽化している。整備はせず、廃止して町内一つ全天候型の公園遊ぶ
場をつくってはどうか。 女 40歳代 山倉学区 会社員 20年以上

キャンプ場を作ってほしい 男 30歳代 蓮野学区 会社員 20年以上
ドッグランを作ってほしいです。 女 50歳代 亀代学区 会社員 20年以上
憩いの場として足湯を設けてほしいです。 男 30歳代 山倉学区 会社員 2～5年未満
緑地をもっと楽しくすごせる場所にしてほしい。島見緑地は公園もあり、子どもがよろこ
びます。 男 30歳代 蓮野学区 会社員 5～10年未満

雨の日でも子どもが遊べる施設がほしい 女 20歳代 蓮野学区 パート・ア
ルバイト 2～5年未満

公園の遊具などが古くなり、汚い所があり、使いたくない気持ちになっていると聞きまし
た。 女 50歳代 蓮野学区 パート・ア

ルバイト 20年以上

集落の公園の整備がまったくされておらず、子どもが使用できるレベルではない。 男 40歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

空き家対策

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数
聖籠町には空き家が結構あると思うので、それらももっと活用していけたらいいのにな
あと思います。 女 40歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

空き家が多いので有効活用してほしい。 女 60歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

若い世代が、宅地を探している人が多いので、空き家などをリフォームしたり有効活用
してください。 女 30歳代 蓮野学区 その他 10～20年未

満

聖籠町の空き家に関する情報及び物件そのものがない。確認できない。
定住を考えているが空き家に関する情報がない。 男 40歳代 蓮野学区 会社員 2～5年未満

129



意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

安心・安全な町づくりを期待しています。
その一つとして道路の白線が消えているのが目立ちます。
運転する場合、気になる時があります。

女 70歳以上 山倉学区 無職 20年以上

消雪パイプの充実。 男 10歳代 亀代学区 学生 10～20年未満

中学校付近の道路整備（歩道をつくるなど）。登校する道路が狭く、危険である。車の通
りもあり、朝はスピードを出している車が多く、危険である。 男 30歳代 山倉学区 会社員

道路整備 女 60歳代 亀代学区 会社員 20年以上

カーブミラーや道路標識などに庭木が重なって見えなかったり、歩道に垣根の枝が飛び出
していたり、乗り上げて駐車していたいり、子どもが歩くとちょうど目の高さに枝が出て
いたりが大変目立ちます。町からもいまいちどご指導頂けると交通安全の改善につながる
のではと思いました。

女 30歳代 蓮野学区 パート・ア
ルバイト 2～5年未満

除雪の時間帯を早めにしてほしい。 女 20歳代 蓮野学区 学生 20年以上
道路の整備 女 30歳代 亀代学区 会社員 20年以上
佐々木駅に行くまでの道のりの歩道の幅を広くしてほしい 女 10歳代 蓮野学区 学生 5～10年未満

国道113号（東港エリア）の消雪パイプの設置。
低温時に常時アイスバーンとなっており危険です。
各鉄道からのアクセス強化。

男 30歳代 亀代学区 会社員 20年以上

小学校や中学校への通学路、歩道の整備充実を願いたい。特に中学校につながる広域農道
では通勤や工事車両の交通量が多く大変に危険である。 男 60歳代 山倉学区 農林業 20年以上

消雪パイプを増やしてほしい。
除雪に力を入れてほしい。もっときれいに除雪をしてほしい。
家の前に雪をおいていかないでほしい。

女 50歳代 亀代学区 パート・ア
ルバイト 20年以上

６ 意 見
道路①
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意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

消雪パイプを増やしてほしい。
除雪に力を入れてほしい。もっときれいに除雪をしてほしい。
家の前に雪をおいていかないでほしい。

女 50歳代 亀代学区 パート・ア
ルバイト 20年以上

冬の除雪も地域に差があり、キレイにして頂ける所と雑な所があり、差がありすぎる。ど
うせ除雪をするならキチンとしてほしい。ヘタすぎる。 女 50歳代 亀代学区 会社員 20年以上

未舗装箇所のインフラ整備を願う 男 50歳代 亀代学区 自営業 20年以上

東港工業地帯の道路状況が悪いのを始め、子供たちも安心、安全に歩ける道路に直してほ
しい。
でこぼこの道が多く、スムーズに走れるように。

女 40歳代 山倉学区 パート・ア
ルバイト 20年以上

消雪パイプを増やしてほしい。特に県道203号線は全線ないと滑りやすいのでとても危険
なので早急に設置必要。
役場まわりの道路の配置が悪く利便性に欠ける。
県道203号線の新発田市の近く（大夫付近）の道路がガタガタで狭いので補修してほしい。

男 40歳代 山倉学区 会社員 10～20年未満

道路の安全対策に力を入れてもらいたい。（カーブミラーの増設、危険喚起のための標識
の増設）町に相談しても取り合ってもらえなかった。親身になって対応してほしい。 女 50歳代 亀代学区 パート・ア

ルバイト 20年以上

道路は整備されて便利になったが、傍らの草やごみ舗装にたまった土など道路の端の清掃
整備がおろそかに感じます。是非検討してください。 男 60歳代 山倉学区 農林業 20年以上

６ 意 見
道路②
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６ 意 見
環 境 ③

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

ゴミの分別が本当に下手です。周りの住民。
休日は大きな音（てれび、Co）をつけて、めいわく。
自分の家でゴミを焼やす（タンク?缶）で人がいて、においがへやに入ってきてめいわく。困
ります。タンク缶で焼やすの禁止してください。

女 30歳代 蓮野学区 会社員 2年未満

緑化に力を入れてもらいたい。
環境を良くすれば子供達が素直に育つ 70歳以上 亀代学区 パート・ア

ルバイト 20年以上

海の掃除。 男 10歳代 亀代学区 学生 10～20年未
満

ゴミが無料化でかなり助かっていますが、これからの町政のことを考えて１件につき年間500
円くらいなら負担しても良いのではないか。 女 40歳代 山倉学区 会社員 20年以上

不法投棄の電化製品やタイヤ等が捨てられ目立って来ているので看板の設置や監視カメラの設
置を町民アンケートをとり放置場所には適用して頂きたい．．．又町の景観改善の為、産業廃
棄物処理業者の区画整備を要望します。

男 50歳代 山倉学区 会社員 20年以上

町のいたるところの林などでゴミがなげすてられていて、きたないのでカメラなどの設置をし
て、ゴミのない町づくりをしてほしい。 男 40歳代 亀代学区 会社員 20年以上

民間企業の取り組み、会社見学をしている企業もあり見学した方が良いと思います。
ゴミ０運動している企業もあります。ＩＳＯは良く知られていますが、危機管理を重点におい
ていない所があります。
ＩＳＯヨーロッパと取引に必要。危機管理アメリカと取引に必要。

男 60歳代 山倉学区 パート・ア
ルバイト 20年以上

燃えないごみの日を月２回くらいに増やしてほしい。 女 40歳代 蓮野学区 会社員 10～20年未
満

もえないごみの収集を月２回にしてほしい。 女 50歳代 山倉学区 会社員 2～5年未満
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６ 意 見
環 境 ②

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

燃えるごみの袋についてのお願いです。
現在年2回配布されていますが、1家族について1人暮らしの方や1人～2人の方について枚数が
多く、5人～6人家族については少ないように思います。
少人数家族においてはいつも袋があまりすぎるときいています。
そこで、家族1人につき何枚とすれば平等かと思われます。
何とぞ検討するようお願いします。

女 70歳以上 山倉学区 無職 20年以上

月1度でも良いので大型のゴミの回収をして頂きたい。
申し込で持っていってもらえたら良いと思うのですが…。 女 50歳代 亀代学区 会社員 20年以上

ゴミを少なくするにはゴミ袋を今の半分にして、足りない人は購入する事にした方がプラに
分別したり自分で工夫するようにした方がいいと思う。 女 60歳代 亀代学区 会社員 20年以上

お正月や連休のごみ出しはこまめにして欲しい
生ごみや燃えないごみの出す日が少なくなって残念です 男 50歳代 亀代学区 会社員 20年以上

プラごみの収集が週1回では足りません。 女 30歳代 山倉学区 パート・ア
ルバイト 2年未満

電気自動車が充電できる設備を町の公共施設にほしい（できれば図書館だとありがたい） 女 40歳代 亀代学区 その他 20年以上

ごみステーションが近くになくて不便（別條） 女 30歳代 蓮野学区 専業主婦 20年以上
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意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

高齢化社会になるので、交通網を充実してほしい。
車が中心の社会で、車は無くては、移動できないのでは、不便で生活できません。
もっと交通機関を充実して対応してほしい。

男 50歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

空気バスの廃止 男 70歳以上 蓮野学区 自営業 20年以上
新しい住宅や人口がふえているのに、交通網（路線バスの数、路線の単純的等）が無い。
マイカーでの移動にたよるしかないが、燃料等の高騰で、外出も考えてしまいます。 男 50歳代 山倉学区 会社役員 10～20年未満

高齢化社会の対策が必要。移動手段は車が不可欠
高齢になり車の運転が出来なくなると買い物、病院など行動が出来ない。
公共交通を充実してほしい。

女 50歳代 蓮野学区 専業主婦 20年以上

高齢者ドライバーの免許返納を促進するために、公共交通機関の整備をしてほしい。
スーパーや病院など高齢者が使う頻度の高い施設へのバスの本数を増やすなどしてほしい。 女 10歳代 蓮野学区 学生 10～20年未満

高校への通学（バスなど）交通費の助成 男 50歳代 亀代学区 自営業 20年以上

駅を作ってください。 男 10歳代 亀代学区 学生 10～20年未満

駅までの交通手段、また、街灯を整えてほしい。 男 40歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

お年寄りの方も運転事故も多くなる中、交通機関の充実していないと車を手放す事ができ
ず、事故もあるかもしれない。そこに人が…子供が自分の子が居たらと思うと心配ではあ
ります。

女 30歳代 亀代学区 会社員 10～20年未満

高校は新発田か新潟に行くため、親が送り迎えをしなければならず、定職に付けない親も
多いです。バス電車などの交通機関の充実してないと、町から離れていいく人も多いので
はないか?

女 30歳代 亀代学区 会社員 10～20年未満

私の家にはまだ小学生以下の子供しかいないのですが、よく聞く話しで、中学校もそうだ
けど、高校に行く時のいい時間のバスがないと言うことをよく聞きます。新発田までのエ
コバスとかあるといいなど。うちの子がその歳頃になったときにあったらいいなと。

女 40歳代 亀代学区 パート・ア
ルバイト 10～20年未満

駅がないのがとても残念 男 50歳代 亀代学区 会社員 20年以上

駅に行くときバスを増やしてほしい（新潟方面） 女 10歳代 蓮野学区 学生 5～10年未満

６ 意 見
公共交通 ①
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意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

車が乗れなくなるとどこにも行けなくなります。（免許返納）した場合
エコバスのお世話になると思うので本数を多くしてほしいです。 女 60歳代 蓮野学区 無職 20年以上

車がないと生活できないと思うので、年をとった時が心配です。（免許返納した場合など） 女 50歳代 亀代学区 会社員 20年以上
高齢者の運転による事故のニュースが多く聞かれるなど、年齢を重ねたあとの生活を思うと、
自分で運転できなくなったら住み続けることは難しいと考えています。60代を目途に公共の
交通機関が利用しやすい都心部への転居を計画しています。

女 40歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

町バスをみかけるといつも運転手が一人でドライブしているみたいでさみしい。いっそのこ
と無料化していいのでは…。 男 30歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

最寄駅の佐々木駅までの交通手段が不便。（新潟市方面など車以外の交通手段で行く方法が
限られているため不便） 男 40歳代 亀代学区 会社員 10～20年未満

交通機関が不便 女 30歳代 山倉学区 会社員 20年以上
これから先車の運転をしなくなったら近くのプラントや病院に行くにしても、エコバスの乗
車する場所が家から離れているし、時間も1日に1本しかない。路線バスのバス停と一緒にし
てもらうと助かる。

女 60歳代 山倉学区 パート・ア
ルバイト 20年以上

循環バスが10月より変更と聞いています。
字を大きくわかりやすいようにお願いします。 男 70歳以上 亀代学区 自営業 20年以上

中学校卒業後、子どもの通学の不便さが一番心配。
部活やアルバイトなどで帰りが遅い子は聖籠町にはいないのでしょうか?
バスがないから部活に入れないとかいう子がいない町になればいいですね。

女 40歳代 山倉学区 パート・ア
ルバイト 5～10年未満

定期バスではなく、デマンドタクシー等の活用を考えてくれたら年令が高くなっても自家用
を使わないで移動ができると免許返納が進み、高齢者事故も減るのかなあと思っている。 女 70歳以上 蓮野学区 専業主婦 20年以上

藤寄にある旧新潟臨海鉄道の線路を東港工業地域区迄延ばし、旅客列車を走らせられないか。
工業地帯で働く人の通勤手段として使ってみては。町民バスを土曜日の運行本数増便、日曜
日、祝日の運行も行い、利用できる機会を増やしてほしい。
聖籠町は働ける場所があり、新新バイパスや日東道があって車での移動には申し分ない所だ
が、年とって車を手放すようになると途端に公共交通機関が弱い不便な町だと思うようにな
る。働く現役世代には優しい町だが、年よりの移動手段に対しては厳しい町だと感じる。

男 30歳代 山倉学区 会社員 10～20年未満

６ 意 見
公共交通 ②
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意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数
胎内市でデマンドタクシーがありますが、利用する方のお話だととても便利ということで、今
聖籠で走っているバスは新発田（県立病院やイオンなど）へ行かないのでとても不便だと思い
ます。

女 60歳代 山倉学区 その他 20年以上

車が主体のため、いずれ免許を返納した後の移動手段に不安がある。
胎内市がしている「のれんす号」のような乗りあいバス的な方法などの検討をして欲しい。
親世代が返納した後のフォローも働く身としては大変。

女 40歳代 山倉学区 会社員 10～20年未満

学校までの道が遠い子供たちの通学をもう少し考えてもらいたい。雨や雪、夏の暑い時期はと
ても大変です。自由にバスに乗れるとても助かります。
通学が遠いと何かあった時に対応できません。自由にバスが使えるように対策をお願いします。

女 30歳代 蓮野学区 パート・ア
ルバイト 5～10年未満

町バスもっと充実させてほしい 女 30歳代 蓮野学区 会社員 20年以上
東港ができてから、周辺の市町村と比較すると財政が豊かで、学校・公共の設備も充実し、こ
ども園も増え、仕事場も多く住みやすいまちになったと思います。しかし集落の集団移転等で、
蓮野集落は新発田行き、新潟～村上方面へのバスの運行がなくなり、町内を巡るミニバスも時
間が不便なこととバス停が年寄りや体が不自由な人が立ってられないようなところもあり、今
は利用していません。タクシー券の発行で助かっていますが、申請書を出すのに保健福祉課の
窓口へ本人が行かなければならないので困っています。担当者の方がおられるので、１年に少
なくても一回は申請する書類など届けたり、体調などの様子を見ていただきたい。

女 70歳以上 蓮野学区 専業主婦 20年以上

中学校のスクールバスを整備してほしい。 女 40歳代 蓮野学区 会社員 10～20年未満
旅行しやすい様な交通網が欲しいです。 女 20歳代 山倉学区 専業主婦 2～5年未満

バスの本数を増やしたり、将来的には町内に駅を作ってほしい。 女 10歳代 亀代学区 学生 10～20年未満

高校生の子供がおりますが、部活が終わると帰りのバスがない。土日に部活があってもバスが
ないと大変不便です。せめて平日の部活後のバスがあると助かります。中学の冬のバスのよう
に高校生の通学バスを申込み制でできないでしょうか。

女 40歳代 亀代学区 会社員 20年以上

町のバスが不便すぎる。駅までの本数がないと全く使えない。そうでなくても不便なところに
住んでいるので。バスがないとどこにいけません。 女 40歳代 山倉学区 会社員 20年以上

自家用車を運転しなくても生活ができる環境（運転免許返納後） 女 60歳代 蓮野学区 専業主婦 20年以上

６ 意 見
公共交通 ③
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６ 意 見
防災・安全

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

ひばりが丘の防災無線が聞こえづらいので、早く何とかして下さい。 女 30歳代 山倉学区 会社員 20年以上

これからも安心安全に暮らせる町づくりを願いたい。 男 60歳代 蓮野学区 無職 20年以上

防災無線の感度を調べて回る 男 60歳代 亀代学区 無職 20年以上

子どもが大きくなり、中学校、高校に通うのが大変不便。バスの良い時間が少ない。お金
を払ってでも良い時間のバス利用などさせたい。仕事をかえなくてはいけない。 女 30歳代 亀代学区 会社員 10～20年未満

高齢者の運転について早めの対策を望みます。 男 30歳代 蓮野学区 会社員 5～10年未満

緑が多く、防災や防犯対策もしっかりしており、とても住みやすく良い町だと思います。 女 50歳代 山倉学区 公務員・団
体職員 20年以上

津波対策として高い場所に避難所を作ってほしい（その際ペットの対策も考えてほしい、
一緒にいたいので） 女 50歳代 亀代学区 会社員 20年以上

地域の消防団は、集落により人数いなく、何年もしている人がいます。
消防団の増員はないですか。 男 50歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

中学校までの通学路の街灯が暗くて秋冬シーズンは心配です。 男 40歳代 亀代学区 会社員 10～20年未満

防災無線が屋内ではほとんど役に立っていません。何を言っているのか聞き取れず、特に
男性の声が聞き取りにくい。大切な防災の件なので何とかしてほしいです。 女 70歳以上 蓮野学区 無職 20年以上

防災無線がとても聞き取りにくいです。
もし津波がきたらどこに逃げればいいのか分かりません
亀代小学校のみではまかないきれないと思います

男 30歳代 亀代学区 自営業 10～20年未満

大型化する自然災害に強い町づくり。当町は海抜が高くない町で高さのある場所、建物が
ないに等しい。集落ごとに短時間に避難する場所を求めたい。学校という場所もあるが、
遠い人、高齢者には近くにある方が安全に避難する第一歩であると考えている。

女 60歳代 蓮野学区 専業主婦 20年以上
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６ 意 見
保健・福祉・医療 ①

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数
高齢者を外に出る機会を増やすとりくみをしてほしい。特に男性。 女 40歳代 山倉学区 会社員 20年以上
これからも高齢者にやさしい町であってほしいと思います。 女 70歳以上 山倉学区 無職 10～20年未満
小児科をつくってほしい。 女 20歳代 蓮野学区 会社員 2～5年未満

知っている生活困窮者の人が普通に車を運転し、パチンコに行き来する姿を何度も目にし、
唖然としました。
税金で生活している人がこれでは不平等。町のためになにかボランティアや生活環境活動
などさせるとかしたらいいと思います。
あと本当に必要か慎重に調査して生活困窮者への支援をして頂きたいと思います。

女 40歳代 亀代学区 無職 20年以上

聖籠病院が意外と便利です。（つぶれないか心配です） 女 50歳代 亀代学区 会社員 20年以上
高齢者にもっと支援をしてほしい。
子育てに力を入れているがちょっと違うと思う。
親が仕事をすればお金が入り子育てはできると思う。
高齢者は仕事ができないのだから、そっちにお金をまわした方がよいと思う。

女 40歳代 山倉学区 会社員 20年以上

先日のおたよりで聖籠町では他に比べ若い世代に糖尿病など成人病の人が多いことにびっ
くりしました。医療費の増加にもつながるので、若いときから自分の健康は自分で守るこ
との大切さを学べるようにすることが大切だと思います。
“健康で⾧生きすること”を目ざした取組みをしてほしいです。

女 60歳代 山倉学区 無職 20年以上

介護保険料の見直し（高いように思います） 女 70歳以上 山倉学区 パート・ア
ルバイト 20年以上

自殺をなくしていく 女 70歳以上 山倉学区 パート・ア
ルバイト 20年以上

子育て支援も大事だと思うが、これから高齢者が多くなる。
年金生活で、医療費・介護保険料が高く、医者にもあまり行けない。 女 60歳代 蓮野学区 農林業 20年以上

高齢者施設と保育施設が共同・隣接している事でお互いに良いことだと思います。 女 50歳代 蓮野学区 パート・ア
ルバイト 20年以上
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６ 意 見
保健・福祉・医療 ②

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

医療機関がない（小児科） 女 30歳代 山倉学区 会社員 20年以上

もっと病院があったらいいと思います。 女 60歳代 山倉学区 無職 20年以上

今は本当に高齢化が進んでいるので福祉施設の充実を望む。 女 60歳代 山倉学区 専業主婦 20年以上

今後、高齢者が増えるため、高齢者の活躍、利用を考えるべき 男 50歳代 亀代学区 会社員 20年以上

超高齢化社会の中、どこの介護施設も介護職員不足ですぐに入居は無理な状況である。そ
のため在宅介護をするための看取りも含めた在宅医療の充実に力を入れてもらいたい。
50 80問題がわが町でも深刻化していると思う。

女 50歳代 亀代学区 公務員・団
体職員 20年以上

ひきこもり者の数の大まかな把握など対策が必要だと思う。 女 50歳代 亀代学区 公務員・団
体職員 20年以上

医療設備や子供のための機関などのサービスは満足。 女 10歳代 亀代学区 学生 10～20年未満

独り暮らし高齢者への対策 女 60歳代 蓮野学区 専業主婦 20年以上
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６ 意 見
労 働

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

雇用機会を増やしてほしい。働きやすいまちづくりをしてほしい。 女 20歳代 蓮野学区 公務員・団
体職員 20年以上

新潟に勤めるにはまだまだ遠いと思う。
東港を開発して新潟とすぐ近くなれば若者も住みやすいと思う。今の道路では朝6:00過ぎ
に出ないと勤められない。東港をもっと活気ある所にしてはどうか?

女 60歳代 亀代学区 パート・ア
ルバイト 20年以上

若者が住みたいと思うような活気ある町であるとよい。働く場所や芸能人を呼んだりイベ
ントなど工夫して聖籠町を知ってもらい、人の集まる町にすると良いと思う。 女 60歳代 亀代学区 パート・ア

ルバイト 20年以上

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

聖籠町の農業や畜産などでブランドを作り（海産物も）、ふるさと納税などしてもらえる
ように努め、全国から資金を集めてから、子どもの未来のためにお金を使うべき。 男 50歳代 亀代学区 会社員 20年以上

使われていない農地について、後継者がいない（農業に従事していない）ものについて、
町で有効活用してほしい。
売りたくても買い手がいない。維持管理に困っています。

女 30歳代 蓮野学区 その他 10～20年未満

果樹をもっと宣伝するとよい。 女 60歳代 亀代学区 パート・ア
ルバイト 20年以上

大手がコスト的に割に合わない、手が出せない商品を継続して開発する
多くのニッチ分野の商品開発を各農業者に促す。補助金一切なしで。困っている人、分野
ではなく、伸びてる人分野からの御用聞きに町は徹する。もちはもち屋なので。

男 40歳代 山倉学区 農林業 2～5年未満

小さい町ではあるが、農産物も自然もいいのでもっと観光客向けに呼びかけてもいいと思
う。 女 10歳代 亀代学区 学生 10～20年未満

農 業
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６ 意 見
観 光

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

すばらしい環境があるのに、すごくもったいないと思います。
私は以前、鎌倉に住んでいましたが、それ以上のポテンシャルのある町だと思います。
特に海に関しては。海周辺の整備を望みます。ボードウォークとか、国内外のマリンス
ポットに学ぶべきところは多くあると思います。カリフォルニア、ハワイ、湘南等々。
個人としてもステキな町にしたいと考えますが、町でももっともっと考えるべきかと思い
ます。
ステキな町にしましょう。

男 50歳代 亀代学区 会社員 2～5年未満

海辺の活性化に取り組んで欲しい。
ゴミが目立つ。観光地として魅力がない。 女 20歳代 亀代学区 会社員 10～20年未満

聖籠町のおまつりを一つにしてほしい。 女 60歳代 わからない 無職 20年以上

町に町に住んでいないエリアや県外からの集客を見込める観光スポット 男 30歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

町のまつり、イベントの内容がいつも同じで行く気になれません。 女 30歳代 蓮野学区 専業主婦 5～10年未満

町民だけでなく、グルメ、子供達に楽しんでもらえるような外部からも行ってみようと思
うようなイベントなど又、大型の総合デパートのように楽しんで買い物ができるような所
などプラントの駐車場の広いところに出店みたいな催しなど外から来てもらうような楽し
い催しあったらいいですね。

例、新発田雑煮合戦、食品団地のイベントなどたくさんありますよね。外からのグルメ企
画もいいですね

女 60歳代 山倉学区 会社員 20年以上

東港企業との桜まつり等の合同開催 男 70歳以上 山倉学区 農林業 20年以上
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６ 意 見
子育て支援

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

ずっと子どもの育てやすい町であって欲しい!! 女 30歳代 山倉学区 会社員 20年以上

小さいお子さんが健やかに成⾧することを願っています。 女 70歳以上 山倉学区 無職 10～20年未満

小学校高学年向きの遊ぶところがない。思いっきり身体を動かせるところがほしいですね。
水泳大会って聖籠町がいつからないのですか? 女 40歳代 亀代学区 パート・ア

ルバイト 10～20年未満

公園・子育て支援センターを増やしてほしい。 女 20歳代 蓮野学区 会社員 2～5年未満

ファミリーサポートのようなサービスがあるとよい（施設）。 女 40歳代 蓮野学区 その他 20年以上

幼児が遊べる屋内の施設があってほしい。 女 60歳代 蓮野学区 専業主婦 20年以上

子ども病院を設立してほしい。
障がいのある子の支援の充実と病気の子を見てもらえる支援の充実する町であってくれる
事をこれからの未来に望みます。

女 60歳代 山倉学区 パート・ア
ルバイト 20年以上

こども手当を増やしてほしい。（2か月に1回とか）
子供を産んだらお祝い金?出してほしい。 女 30歳代 蓮野学区 パート・ア

ルバイト 2～5年未満

新発田市にあるような子育て支援センターみたいに、お昼ごはんも弁当を持ってきて食べ
られるようになるとすごくいい。（ほのぼの家族という支援センター） 女 30歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

子どもの医療費助成は完全無料化にしてほしい。
子どもの給食費の助成も人数に関係なく副食費や主食、または１/２助成などをしてほしい。 男 60歳代 蓮野学区 自営業 20年以上

「子育て支援」という単語が多いが、基本的に親が子供の責任を持つべきで、本当に経済
的に困っている人にこそ支援すべきで、子供には思いやり、自力で人生を切り拓く意思を
持つよう育むことが大切と思う。支援ありきはよくない。

男 60歳代 蓮野学区 その他 20年以上
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６ 意 見
教 育 ①

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

小学校のトイレが小さく和式が多いから嫌だ。 男 10歳代 山倉学区 学生 10～20年未満

幼稚園での学習をもっとするべき。私立の園とかは園児の確保の為いろんなことをしている
が、聖籠は町立の園で競争相手がいないのでそういう所が欠けていると思う。もっと幼児教
育を考えるべき。

男 30歳代 山倉学区 会社員

教育においては保護者への教育も必要と考える。 男 40歳代 山倉学区 公務員・団
体職員 20年以上

財政面にとらわれすぎて、教育現場を安易に民間に任せることについて危惧している。教育
を柱に。そこで学ぶ子ども第一（親でなく）の選択を。
町民性について、教育を学校に任せがち。親同士で話していると違和感を覚える。どうにか
意識改革ができないものか。家庭の教育力をあげるには?町をもりたてていくにも、家庭小
さな集団、地域力が大事なのでは。

女 40歳代 蓮野学区 その他 20年以上

子育て環境はいい方だと思いますが、就学に関して選択肢が非常に少なく、町内に住みなが
ら広くつながっていけるシステムがあると良いのかなと思います。 女 40歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

町立のこども園だけでは、子どもの様々な経験が不足すると思います。新潟や新発田のよう
に私立の幼稚園を複数作り、親の教育方針にあう園に入れられるようにしてほしい。地域
よって入る園が決められ、そして親の望む教育を受けさせられないのでは、幼児期の大事な
時間がもったいない。
小学校のトイレの工事を大至急してほしい。様々なところから声があると思うが、子どもた
ちがトイレをがまんしなくていい様に、とても大事な部分ではありませんか。こんなに不潔
なトイレは今の時代なかなかないと思います。

女 40歳代 亀代学区 会社員 10～20年未満

学校まで遠い地区に住んでいる子ども達のためにバス無料化 男 30歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

町内3小学校のHPですが、亀代はよくできています。
蓮野小に関しては素人が作った程度の内容と感じます。内容がないです。
同じ町内小学校なのに統一はありませんか?

男 50歳代 蓮野学区 会社員 20年以上
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６ 意 見
教 育 ②

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

学力レベルが低いとまわりの市から言われていること 女 30歳代 山倉学区 会社員 20年以上

子供達のスポーツと学力に推進。
今回の新型ウイルスのような時、タブレット等で午前中だけでも規則正しく生活（勉強）
してほしい。

女 60歳代 山倉学区 パート・ア
ルバイト 20年以上

幼児教育をしっかりやってほしい。可能であれば聖籠町以外の教育に特化した園に入れた
いが、それができなく、しかたなくこども園に行っている状況。それぞれの園に特色もな
ければ、園⾧が変わればいろいろな物が変わる。

女 30歳代 亀代学区 パート・ア
ルバイト 5～10年未満

こども園の教育のレベルが低い。預かり保育でテレビを見せる時間は不要。
お金を払っている親としては教育してほしい。遊ぶことも大切だがひらがな等遊び感覚で
教えるなど考えられないのか?
今は共働きの時代。役員の集まりの時間そのとき子供はどうする?考えてほしい。
もう少し教員たちが役員の仕事をしてくれたら役員の人数も減らせる。
役員の仕事をする時間を子どもとの時間に使いたい。他の市町村を見てほしい。時代に
合っていない。

女 30歳代 蓮野学区 パート・ア
ルバイト 2～5年未満

小中学校教育のあり方については新潟市などのほかに東京の私立学校のあり方を参考にす
べきと思う。 男 60歳代 蓮野学区 その他 20年以上
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６ 意 見
生涯学習

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

（感謝）月２回程 図書館を利用しておりありがたく思っております。 男 70歳以上 山倉学区 無職 20年以上

多目的運動場を聖籠町の人が優先的（新発田地区は除く）に予約できるようにしてほしい。 女 40歳代 蓮野学区 会社員 10～20年未満

聖籠球場のナイター設備修理 男 30歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

いつでも運動できる場所があったらうれしい。 男 10歳代 蓮野学区 学生 10～20年未満

広報・広聴

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

回覧板や良く分からないお金の徴収をやめてほしい。
ネットで見れたら良いと思う。 女 20歳代 亀代学区 会社員 2～5年未満

広報紙:大事な要項のものは大きな文字にしてほしい。
家庭内の無線の音質が非常に悪く聞きずらい。
「９時は消灯の時間です」のアナウンスは不要。８時頃に時間を定めて、連絡が必要なア
ナウンスを流したら良いと思う。

女 60歳代 亀代学区 無職 20年以上

町の広報誌や議会だよりは、わかりやすくて良いです。 男 50歳代 山倉学区 公務員・団
体職員 20年以上

町のことは広報等で知ってるつもりですけど、こまかいこと等はぜんぜん伝わって来ない
ことが多い 男 70歳以上 亀代学区 無職 20年以上

議会傍聴席から議員席が見渡せない。
議会の緊張感がまったく伝わってこない。
構造的欠陥だと思う。早急に改善を求めます。

男 60歳代 山倉学区 パート・ア
ルバイト 20年以上

前にも書きましたが、広報誌はあまり見ないのでお金のムダ使いにおもいます。同じもの
が回覧で回ったり枚数が多すぎる。 女 50歳代 亀代学区 会社員 20年以上
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６ 意 見
自治振興

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

私は４５年間の人生をずっとこの町で生活してきました。
とても住みやすく、新潟市、新発田市に住む友人・知人から「私も聖籠に住みたい。いい
な～」と何度となく言われました。
私もとても住みやすくこの町以外での生活は考えられません。
また、居住集落の皆ととても仲が良くゴミ捨てやクリーン作戦の時などの会話も多く、本
当にありがたいです。
新興の居住地などでは、こうした事はなかなか難しいかも知れませんが、もしニュータウ
ンが増えても私の住む集落のようなコミュニティが造られていけばいいなと思います。

女 40歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

役場の職員の方々は本当によくやっていただいている。感謝申し上げたい。
町の活性化は結局は住民どうしの意識の向上だと思うが、今日あまりにも自分たちのこと
で精いっぱいのため、そこまでの気持ちがまわらないのかも知れない。しかし、私も間も
なく定年を迎える。お世話になった町に今後は支える立場になって参画していこうと思う。

男 50歳代 山倉学区 公務員・団
体職員 20年以上

町内祭り、盆踊りなど廃止! 女 30歳代 亀代学区 パート・ア
ルバイト 5～10年未満

とにかく暗い。活気がない。
都会的を求めていないが田舎くさすぎる。 女 40歳代 山倉学区 パート・ア

ルバイト 20年以上

町内費の見直し（新発田市と比較するとだいぶ高い）。 女 70歳以上 山倉学区 パート・ア
ルバイト 20年以上

人との結びつきが大切になると思う。
世代を超えた世話役も重要になる。 女 50歳代 山倉学区 公務員・団

体職員 20年以上

地域性が強く残る所は良い点だと思うがうまく活用されていないと思う。
年齢問わず交流でき縦のつながりが自然にできるよう町が支援してくれるとよいと思いま
す。

女 30歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

集落経費がどこの田舎でも高いが、強制的に寄附、会費、育成会、老人会などへの集落か
らの支援金や神社祭り経費などを含めて各戸に割り振っているからである。これらについ
ては最高裁判決で「違法」とされている。都会や新潟市ではこれらは強制されていないと
聞く。各集落では老人会、育成会、神社役員らの飲食に使われている。町外からの住民移
転を考える上でこのムダな経費を再考すべきである。

男 60歳代 蓮野学区 その他 20年以上

146



６ 意 見
行財政

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数
町で今何を取り組んでいるのか具体的な内容がわからない。
それぞれの分野で今いちばん力をいれいる取り組みの内容を共有し、結果（成果）ま
で知りたい。（簡潔に）
このようなアンケートもネット化できると思う。

女 30歳代 山倉学区 会社員 2～5年未満

行政のスリム化、見直し徹底して行う。
広報誌の内容スリム化。
広告収入の取込、施設及び発行物等に。

男 70歳以上 蓮野学区 無職 20年以上

町施設の統廃合を推進すべきだと思います。 男 20歳代 亀代学区 公務員・
団体職員 20年以上

無駄な助成金は無くして欲しい。
特に同じような業種等で活動している所に関してはまとめて大幅な削減を求めます。
町の財政が厳しい中で仕方のないことではあるところです。
PLANT-4をバイパスから見たとき果樹の里とうたっているのでしたらもう少し分かり
やすい場所に果樹園をまとめインフラ整備の実施を求めます。

男 40歳代 亀代学区 農林業 20年以上

既存の住民の利益向上を優先し、転入者だけへのサービス向上の取組をすぐにやめて
もらいたい。
住民サービス向上のためにお金をなんでもつぎ込む時代は終わった。これからは住民
が主体的に行動し、自助・共助の力を持ってもらうよう意識を変える必要がある。
現在がよければ良い、ではなく30年50年後を見据えた取組を行うよう切に願う。

男 40歳代 山倉学区 公務員・
団体職員 20年以上

幼稚園はタダと言うので、幼稚園まで聖籠町に居る･･･と言うのが結構ありました。
でも、３才以上幼児無料化になりそれもなくなり、人もどんどん減る気がします。 女 30歳代 亀代学区 会社員 10～20年未

満
各種手続きの簡素化を。省ける業務や通知文書を見直し、ペーパレス化に取り組んだ
らどうか。 女 40歳代 蓮野学区 その他 20年以上

選挙参加ポイント制度があったら良い。 男 30歳代 亀代学区 無職 20年以上
今の聖籠住民は町議員や行政が思うほど好きではないし、興味もない。
特別これといった魅力がなく町からの恩恵も昔（10～20年位前）ほど感じられない。 男 40歳代 山倉学区 会社役員 20年以上
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６ 意 見
行財政

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

町の税もだんだん減っていく中しっかりと堅実に町を運営していってほしいです。 女 60歳代 山倉学区 無職 20年以上

自治体や自治会の紙の削減PDFや、メールなどで配信してほしい。
あまりにも会報などが多く、資源のムダになっている。
今の体制は今の時代に合っていない。もっと電子化を推進するべき。
役所などでの電子決済の導入をすべき。
LINEなどのアプリを活用するべき。

女 20歳代 蓮野学区
パート・
アルバイ
ト

2～5年未満

財政難とのことですが、町からの印刷物が多すぎ。
一度見れば捨てるものの紙の質が良すぎます。 女 60歳代 亀代学区 会社員 20年以上

国や県や周辺自治体に流されず、町民にとって有益な取組みを臨機応変に行ってほし
いです。 女 30歳代 蓮野学区 専業主婦 5～10年未満

本当に必要な人や物や行政にお金を使ってほしいと思います。
今までのように片寄ったお金の使い方では町民であることの幸せを感じられません。
町民誰もが不公平感を感じることがない様な行政を望みます。
頑張ってください。

女 50歳代 亀代学区 会社員 20年以上

「聖籠町はお金持ちでいいですね」と町外の方から言われる毎に素直にそうですねと
いうことができずにいました。
今できているサービスがお金持ちの町だからできるのではなく、職員の皆さんが良い
アイデアを出し合って政策をつくり、住民サービスに含めて行ってほしいと思います。

女 70歳以上 亀代学区 20年以上

公共施設等の借用時の事務の効率化等を希望する 男 70歳以上 山倉学区 無職 20年以上
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６ 意 見
町の組織体制 ①

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

役場職員の質が悪いので改善してほしい!
TELしてもトンチンカンな答えを言われたり応対もすごく悪い。 女 30歳代 山倉学区 会社員 20年以上

行政職員は公務員のため気持ちに余裕があるのか分りませんが、町のお金がなくなったら
リストラや給与カットがある可能性など考えてもらい、町の活性化に本気で取り組んで欲
しい。
町が本気なら町民も本気で取り組んでくれると思います。
逆もあると思いますが、行政から取り組んでくれると助かります。

男 30歳代 山倉学区 会社役員 20年以上

職員の能力向上。
議員の資質向上。 男 60歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

行政トップの方々は職員の老いや若き人の意見を積極的に拾い上げて判断をお願いし、そ
のリーダーシップで我々町民を導いていただきたいと願います。 男 50歳代 山倉学区 公務員・団

体職員 20年以上

シンプル イズ ベストを念頭に取りんでいただきたい。
給与体系は、人事院勧告より税収変動制を望みます。または町企業並みにするとか。人事
院の数字は県民給与と差が大きすぎる。
今実施されたアンケートの評価等のフィードバックはあるのでしょうか?

男 60歳代 亀代学区 無職 20年以上

町⾧替りましたが改悪は目立つが今後しょぼくれていく町が眼前に広がるようで辛い。
老人のタクシー券?バス排止?こども園民間企業誘致?ゴミ回収回数減?ムダをなくすそ
うですが、ネオリベラルに日本政権の二の舞をしても町力がなくなるだけですよ。町民税
しっかり払っているのです。公共のサービスをしっかり我々に還元してください。他の役
所でデモンストレーション受付して貰ってきてください。
職員のレベル低すぎる。老人多いの分かりますが、青年、働く世代への魅力がまったくな
い町。本メディアは教育へ橋渡しする文化財です。学問を始め教育し次世代の町民を生む
好機ではないでしょうか。人間が町を作るので人材を育成することが将来の聖籠を作るこ
とであります。その点が非常に抜け落ちている。この町に戻ってくる人を望みませんか。

女 30歳代 亀代学区 専業主婦 2年未満

具体策の提起がなされていないアンケート内容が多い
2020年計画案町⾧と話す（蓮野小）がありましたが
各課⾧棒読み!理解できず。あなた方は誰に向かって話しをしたのですか。

男 60歳代 蓮野学区 無職 20年以上
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６ 意 見
町の組織体制 ②

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

議員数が多い気がする
もっと中身のある議題を提案してほしい 女 30歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

町⾧が変わりいくつかの事が変更した事は知っています。その上での提案です。町⾧、副
町⾧の給料の値下げ?を減額されましたが、職員の給料はなぜ減額にならないのですか?
税金を上げるのではなくまず町民の生活の維持を確定してから職員の給料ではないので
しょうか?
また以前（15年前）ですが、子どもの育成金の申し込みを行いましたが、（所得は範囲

内でした）、いただけませんでした。そちらの不備のようでしたが…職員は電話で「年数が
経過したので書類も残っていませんので調べようがありません。御理解いただきます。」
との返答でした。
今後忘れられることがないよう切に願います。対応を考えてはいかがですか?

女 50歳代 わからない 会社員 20年以上

リーダーシップは押しつけになりかねない!! 男 60歳代 山倉学区 会社員 20年以上

議会についての提案、首⾧と議員は両輪ですが、議会を傍聴しておりますと、問われたこ
とに答弁の一方通行のみです。この際、全国に広がっている議員に首⾧が逆質問のできる
“反問権”を基本条例を制定して、行政と議会を対等にする為に必要です。
侃侃諤諤傍聴席は満席、町民は関心が高まること絶対に明言できます。行政と議会の町の
ためにガチンコの議論を町民は期待すること大です。

男 70歳以上 蓮野学区 自営業 20年以上

役場職員とＯＢの既得権意識といえるような言動が見られるにつけ、意識の違いや常識の
違いを感じる。まず、法の認識をよく知るべきである。「赤信号みんなで渡れば恐くな
い」では常識を疑いたくなる。

男 60歳代 蓮野学区 その他 20年以上
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６ 意 見
まちづくり ①

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

これからも市町村合併していないという利点をいかし、町のカラーを前面に出し、個性あ
るまちづくりをして欲しい。 男 40歳代 山倉学区 会社員 10～20年未満

１０年後２０年後も町民が安心して暮らせる街づくりを期待しています。 男 30歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

私は聖籠町から離れて生活した期間がありましたが、やっぱり地元に帰ってきたいと思っ
ていたので、住みやすくゴミ袋も無料なので、色々な事が行き届いていていい町だと思う。
これからも、行政の人々には頑張って欲しいです。

女 40歳代 亀代学区 無職 20年以上

町⾧のカラーをもっと出して良いと思う。
今後も他の市町村からうらやましがられるよう町造りを進めてください。 男 50歳代 山倉学区 会社員 20年以上

若者が将来的に残って暮らしていくイメージが見えない。 女 20歳代 亀代学区 会社員 10～20年未満

「市」ではなく「町」であることを活かした行政を考えてほしい。 男 40歳代 亀代学区 会社員 2～5年未満

移住してくれる人には、土地、家に対し補助する。（1,000万円単位で家がもてるように）
移住してくれた奥さんには、町の非常勤職員に採用する。 男 60歳代 蓮野学区 会社役員 20年以上

町民一人一人が住み良い町を希望します 男 60歳代 山倉学区 会社員 20年以上

高齢者・子ども・若者・・・などとそれぞれではなくすべて一体化するというか連続・一
緒に住みやすく暮らせるまちづくりが望みます。 男 50歳代 山倉学区 会社員 20年以上

町で育った子どもが町で住み続けたいと思う何かを考えて! 男 30歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

聖籠町のアピールを積極的にしてほしい。全国的にめずらしい制度などを作る?とか。話
題性を狙っておもしろい制度などでも。 男 50歳代 山倉学区 会社役員 20年以上

これからも町の人口増加の促進のために、高齢者にたいして優しい制度を実施したり、子
どもが暮らしやすい町にしていくために子ども制度の充実化や公園等の整や数を増やして
いくと聖籠町の人口がさらに増え、暮らしやすい町になると思います。

男 20歳代 亀代学区 学生 20年以上

人口を増やす 男 50歳代 蓮野学区 会社員 20年以上
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６ 意 見
まちづくり ②

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数

町全体に宅地を増やし、集落ごとに人口を増やせるようにしてほしい。1箇所だけ増えても
ダメです。集落のイベントでの若者不足、消防団員の人材不足、人口の少ない集落は大変
です。
緑地をもっと楽しくすごせる場所にしてほしい。島見緑地は公園もあり、子どもがよろこ
びます。

男 30歳代 蓮野学区 会社員 5～10年未満

年寄りの会話の中で、50歳の息子が結婚しない、娘が45歳になるがその気がない、個人情
報うんぬんとかで誰も世話もしない状態だ
皆高学歴、高教養、自由な生活?後継者がいない、子どもがいない、年寄りが心配してい
る。

男 70歳以上 山倉学区 無職 20年以上

若い人達、子供達がずっと聖籠町に住みたいと思うように安心できる町行政、支援、援助
ができるように望んでいる。 女 60歳代 山倉学区 専業主婦 20年以上

この先他市町村と合併はしないでください。
老いても幸せです。敬老会等には大型バスでの送迎やタクシー券等をいただき感謝してい
ます。

女 70歳以上 蓮野学区 無職 20年以上

もっと広い視野で政策を行ってほしいと思います。
バラマキ、福祉サービス、必要以上の教育現場への人員配置等、大衆迎合の施策は脱却し
てほしいです。
将来のまちのために今すべきことは別にあると思います。

女 50歳代 蓮野学区 パート・ア
ルバイト 10～20年未満

皆が笑顔で聖籠に住んで良かったと思えるように頑張ってもらいたいです。
小さいところからコツコツやってもらいたいです。 女 50歳代 亀代学区 無職 20年以上
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６ 意 見
その他

意見 性別 年齢層 居住区 職業等 居住年数
今までの聖籠町の印象をずっと残しつづけて欲しい。 女 30歳代 山倉学区 会社員 20年以上
今までどおり望みます。 女 70歳以上 山倉学区 無職 20年以上
今以上に望むものはありません。 女 70歳以上 蓮野学区 無職 20年以上

町の人がよくしてくれるのでありません。 女 70歳以上 蓮野学区 パート・ア
ルバイト 20年以上

このアンケートそのものが回答しづらく、複数回答可なのですべてに○を付けたくなる内容
でした。特に２つ選ぶ等の方がより絞られた回答が得られると思いました。
全てを望んでも実現は難しいと思うので○の項目は意図的に減らしました。

女 60歳代 蓮野学区 会社役員 20年以上

所得税や町民税の減税で個人消費を促す対策を強く要望します。 男 40歳代 蓮野学区 会社員 20年以上
今のままでは貧困と上級の差が広がり、みな海外に出ると思うし、そのために聖籠町で人を
残すには日本を変えるしかない。消費税、給料も上げ消費を増やし円高に!! 男 20歳代 蓮野学区 会社員 20年以上

わかい人にまかせます。年を取ると自分の体がやっとになるそうです 男 70歳以上 蓮野学区 その他 20年以上

とても住みやすい町だと思います。 男 50歳代 山倉学区 会社員 20年以上
このアンケートについても“どちらでもない”を選択しやすい選択肢で答え方が難しいので
は?と思いました。 女 20歳代 亀代学区 会社員 10～20年未満

現在のところ特にない。 男 60歳代 亀代学区 会社員 20年以上
65才ですが、まだ働いています。若いころなら働いて休日集落行事に参加もしましたが、今
は人と交流するより休みはなにもしない自由でいたいと思っています。 女 60歳代 蓮野学区 パート・ア

ルバイト 20年以上

自分も含め笑顔を大切にしていきたいと思います。
いつでもどこでも明るく優しく温かくをお願い致します。 女 70歳以上 亀代学区 専業主婦 20年以上

質問の内容を考え直してほしい。アンケートの選択肢1-6のそれぞれを選んだ理由等までを答
えられる方法の方が良い。総合計画委員も同じようなメンバーでは残念。 男 60歳代 山倉学区 自営業 20年以上
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