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問36 大町市では平成19年度を初年度とした「大

町市第４次総合計画」を策定し、平成24年度か

らは後期基本計画として、３つの重点プロジェ

クトを位置づけさまざまな事業を推進してお

ります。各プロジェクトにおいて、今後、取り

組んでいった方が良い施策など、あなたのご意

見、ご要望、アイデア等がありましたらご自由

にお書きください。 

（アンケート回答者から多数のご意見・ご要望

等が寄せられました。原則として、原文どおり

掲載しましたが、一部、原文を尊重しながら加

筆修正して掲載したご意見もあります） 

 

◆定住促進プロジェクト 

 

○今後も継続してください。/大町/女/50～59歳/

その他の職業 

○下の項目の「働く場の確保」が優先課題。働く

場さえあれば住む所等どうにでもなる。・他地

域から移住された方々のネットワークを作り、

移住セミナーの相談に対応できる様計る。/平/

男/60～69歳/学生・無職 

○若い世代の方に移り住んでもらうには、雇用の

場の確保と同時進行で進めることが必要であ

る。/大町/女/30～39歳/公務員 

○空き家はなくすべき。壊すか貸す。/社/女/60

～69歳/家事専業 

○市に魅力がなく無理。/大町/女/70歳以上/家事

専業 

○近隣都市への移動が容易に可能になることで、

ベッドタウンとしての機能も持つことが可能。

幹線道路の整備〈高規格道路等〉を早期に実現

してほしい。/大町/男/40～49歳/金融・保険業 

○Ｉターン、Ｕターン、又、福島方面の希望者を

誘致してほしい。/平/女/70歳以上/学生・無職 

○私達隣組も各家庭に息子達が居るのですが、大

学卒業しても大町には勤め先が少ないので、帰

って来る人がいない。老人、空き家が多くなる。

/社/女/70歳以上/家事専業 

○子育て、環境は、都会よりママ友は楽。ママ友

いじめも少ない。心の温かい人が多い。自然も

あり、病院もあり、スーパーもあり、とっても

良い所。/平/女/40～49歳/その他の職業 

○田舎暮らしに憧れる人を、ぜひ呼び込んでほし

い。/常盤/女/70歳以上/学生・無職 

○農地を住宅へ簡単に土地を購入できるように。

/社/女/50～59歳/その他のサービス業 

○休耕農地が多く見られます。買って使いたくて

も農地法で大農家の人しか買えません。何とか

小農家？や農地を持たない人でも買えるよう

にしてほしいです。/常盤/男/70歳以上/商業

（卸小売業・飲食業) 

○更に強力に進めて下さい。/大町/男/70歳以上/

その他の職業 

○人口減は日本全体で起きています。いろいろな

意味でコンパクトな市を作っていく方向へ考

え方を変えていったらどうでしょうか。/大町/

女/40～49歳/家事専業 

○移住してきても仕事が無く、また市外に移住し

ていってしまう。若年層も実家に住まず、アパ

ートに暮らしている人も多いと聞く。空き家を

市がリフォームして、賃借したらどうか？安く

売買できれば移住してくる人もいるかもしれ

ない。/常盤/女/50～59歳/その他の職業 

○大町はいい所です。もっと定住者が増えるよう

にしてください。/大町/女/50～59歳/その他の

職業 

○空き家となっている住居、土地の買収等の検

討、税金、維持費等の補助、控除等。/常盤/男

/30～39歳/その他のサービス業 

○「空き家バンク」を一歩進めて、「空き家」の

権利者から空き家を借り上げて、市、もしくは

第３者がリフォーム後、大都市部の定年退職者

に貸し出すようにする。/大町/男/50～59歳/商

業（卸小売業・飲食業) 

○定住後を追って、定着率はどうなっているの

か？統計をまとめる等の努力が必要。/美麻/男

/60～69歳/その他の職業 

○以前、知人より大町への移住を希望しているの

でどうしたらよいかとの相談を受けました。取

りあえず市役所で話を聞いてみてはと思い、市

役所で相談に伺ったところ、窓口をいくつかま

わされ、具体的な話が何一つ聞けなかったとの

不満の様子でした。今後、移住を希望される方

がこのような事がない様に対応いただければ

と思います。/常盤/女/30～39歳/農林水産業 

○ここ大町に来て20年、空き家はいまだ変わら

ず、定住促進も見えない。大町に魅力がない、

山だけに頼りすぎて工夫がない。本当に空き家

にアイデアを考えているのか？/平/男/60～69

歳/その他のサービス業 

○空き家バンク、廃屋で誰も住んでいない所に若

い人が来るのは大歓迎！地元の人々もよそ者

扱いせず、気楽に見守っていきたい。/平/女/60
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～69歳/観光業 

○とても良い事だと思っています。今後も続けて

ほしい。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○Ｉターン希望者は多いと思うが、実現できるの

はどのくらいなのか？移住にしても仕事が無

い、不便だという事で離れていく人も多いよう

だ。促進は大切だが、その後のフォローはどう

なのか？/社/女/50～59歳/金融・保険業 

○大町は雪の事を除けば決して住みにくい所で

は無いと思います。地域の人が住みやすさを実

感できれば、外の人を住民が呼び込む事が出来

るのでは。口コミが大きな力を持つ時代です。

「住みやすさ」を高めるポイントはまだ沢山あ

ると思います。/平/女/40～49歳/その他のサー

ビス業 

○ショッピングモールとかアウトレットモール

（自然を生かした）つくってほしい。子供が雨

の日に室内で楽しめる場所がほしい。/常盤/女

/20～29歳/家事専業 

○私も移住して来ました。移住を希望する（した

い）者にとって情報量が重要になると思いま

す。私は、インターネットで調べていたので、

大町市のホームページに詳しい情報があると

良いです（住宅、仕事、地域の取り組み等）。

/社/男/40～49歳/その他の職業 

○日々、生活していて、魅力がありますか？大町

に。買い物は市外へ、食事は市外へ。そんな大

町だと。/常盤/女/50～59歳/工業（製造業) 

○移住してもらうための「おもてなし」がされて

ない。雇用促進住宅も内装が古く、とても外部

から来て頂く体制が整っていない。お役所仕事

の上から目線的対応で、長く住んでもらおうと

いう態度でない。/社/男/30～39歳/建設業 

○空き家利用も知恵を持ちより、気軽に集まって

おしゃべりできる様な場所がほしいと思って

います。/常盤/女/60～69歳/家事専業 

○定住促進をするなら、住みやすい、ずっと大町

にいたいと思うように他の自治体にない行事

や、仕事（パートではなく正社員を増やす）、

できるだけの事をこれからもやっていただき

たい。/平/男/20～29歳/工業（製造業) 

○空き家バンクもいいですね。田んぼを持ってい

る人達が安く土地を売ってくれれば、人が大勢

住みつくと思います。県外のお客さんで「安く

土地を買えないですかね？」って聞かれます。

こんな田舎なのだから、高すぎです。だからみ

んな松川に行ってしまうのです。安いから…。

/社/女/40～49歳/- 

○移住体験会は決め手の一つです。春夏秋冬を体

験して頂く事が大切だと思う。/大町/男/60～

69歳/学生・無職 

○中央商店街は空き家が多く、何とか昔の様に明

るい、きれいな街にして欲しいと思います。/

大町/女/70歳以上/学生・無職 

○現在借家住まいで家を探している人にも、空き

家バンクの情報を。/大町/男/60～69歳/工業

（製造業) 

○市の中心の空き家対策を積極的に行い、集合的

な場所を確保してアパートの様な物を建て、安

価予算を考えに入れ入居者を募集する。/常盤/

男/70歳以上/学生・無職 

○格安の空き家があれば入居したい。/社/女/30

～39歳/学生・無職 

○首都圏の人々に向けた発信、ＰＲ。/常盤/男/40

～49歳/公務員 

○空き家管理を、市でビジネスすると良いと思

う。見守り、庭の整理など。/社/女/20～29歳/

学生・無職 

○松本市、安曇野市に近い事をアピールする事。

/社/男/50～59歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○人口減少は仕方ないが、今、現在いる子供達を

しっかりと育てる方に力を入れてほしい。実際

「見本」となる子が、なかなかクラスの中にい

ないため、悪い方へと引っ張られてしまう。乳

幼児期の大切さをしっかりとして、小学校～中

学校につながっていってほしい。/常盤/女/50

～59歳/公務員 

○安いアパート料金にする。/社/男/60～69歳/農

林水産業 

○取組み不十分と思います。/平/女/70歳以上/学

生・無職 

○とても良い事と思う。/平/女/60～69歳/家事専

業 

○結婚をしない独身の方が多いため、移住しても

働く職場がないため等、若者は市外に職を求め

て出て行くのだと思う。結婚相談をしてほし

い。/大町/男/70歳以上/家事専業 

○空き家バンク等、良い発想だと思います。気を

つけたいのは、移住希望者の値だと思います。

宗教に傾いている人とか、意識レベルがあまり

にズレがあるタイプは、望ましくないと思いま

す。/大町/女/50～59歳/公務員 

○空き家の活用方法を行政の指導で手助けして

ほしい。/美麻/女/70歳以上/家事専業 
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○人口減少は世の流れ、１）いかに離れないよう

にするか/２）住みたい町にするかが、大切。/

大町/男/70歳以上/農林水産業 

○良好だと思う。/大町/女/50～59歳/運輸・通信

業 

○移住する人は、都会のエリート意識を捨てる

事！受け入れる側としては、移住者を敵視した

り、ひどい言葉を投げつけない事!!/平/女/70

歳以上/家事専業 

○良い事だと思います。/大町/女/70歳以上/その

他のサービス業 

○定住するには住む所、食べ物などは、我慢を少

しはしても何とかなるように思うが、働く場所

がなければ毎日が安心できない。安心して暮ら

せる就職口を増やすための努力をしてほしい。

/社/女/60～69歳/家事専業 

○何をしても、人口確保は難しいと思います。/

大町/男/40～49歳/農林水産業 

○危険家屋の取崩し等の条例化。/大町/男/60～

69歳/その他のサービス業 

○そこここに空き家が目に付くので、やはり空き

家はリフォームするとか、解体した方がいいか

と。解体すれば、また空き地として利用できる

ので、土地をうまく使っていけばいいかと思い

ます。/大町/女/30～39歳/家事専業 

○人口増のため、とても良い取組だと思います。

/大町/男/50～59歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○まずは、市内で働けるようになり、教育、医療

等を充実し、安心して地元で生活できる環境作

りを積極的に推進していくことが必要では？

それにより、結婚、子育てにつながっていくと

思う。/平/男/40～49歳/商業（卸小売業・飲食

業) 

○新しく作るのではなく、空き家を取り壊し、そ

の土地を生かして美しい外観を心がけたアパ

ートを増やした方がいいと思う。/大町/女/20

～29歳/工業（製造業) 

○空き家バンクを活性化して、地域の人達も多く

活用できるようにしてほしい。大町人が満足し

ていなければ、よそからは人は呼べません。/

大町/女/50～59歳/- 

○とても空き家が目立つ。ぜひ、空き家バンクを

進めてほしい。/大町/女/40～49歳/その他のサ

ービス業 

○人口増を考えるなら、若い世代に移住してもら

う事が大切。そのためには、働く場を確保出来

る様にする事だと思います。/平/女/60～69歳/

その他の職業 

○若い世代が住み易い環境づくりを！/大町/女

/70歳以上/家事専業 

○若者にメリットを感じさせる（例えば、大町市

で就職した場合は減税）。/常盤/女/20～29歳/

家事専業 

○格安な土地提供をする事が第一。県外からの移

住促進。/常盤/男/60～69歳/運輸・通信業 

○がんばって下さい。人口増のため、国の機関の

誘致（例えば刑務所）。/常盤/男/40～49歳/運

輸・通信業 

○メディアを利用し、大町市を宣伝する。/大町/

男/50～59歳/工業（製造業) 

○陸の孤島的環境（特急列車さえ通らず、高速道

路どころか高規格道路さえ実現の見通しが全

く立たない地域）に移住して来ようとする事業

所、家族がそれ程あろう筈はなく、この環境を

改善しない限り、人口増などの期待はするべき

ではなかろう。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○空き家を活用する方法として、昼間の時間に、

時間のある人が雑談できる所として提供する

（今の60代の人達が集まって、雑談できる所が

ないため、ファミレス、薬師の湯等でやってい

る）。/大町/女/60～69歳/家事専業 

○まず、仕事の確保が1番だと思う。/大町/男/50

～59歳/その他の職業 

○移住者に対して、事前の説明、情報を十分にし

て考えてもらいたい。周辺に田畑のある地域で

の、作業時の音や、季節的な煙等（畔焼）は特

に理解の上でお願いしたい（現住民が気遣って

作業しても、知らされずに移住されると、お互

いに不満が後々出てしまうと思うので）。/平/

女/70歳以上/家事専業 

○最近、移住の情報を聞きます。とても良いと思

います。都会の人等、自然を求め来たい人が多

いと思います。ただ空き家を紹介するのではな

く、その地域の伝統やルール等伝えると、地域

の人ともうまくいくのではないかと思う。/大

町/女/30～39歳/その他の職業 

○移住者向けの戸建て市営住宅等を整備する。/

大町/女/30～39歳/その他のサービス業 

○空き家バンク等、定住促進が大事かなと思う。

/大町/女/70歳以上/家事専業 

○移住者の方々に永く住んでもらえる様に、行政

関係者のみならず、一般の人との話合いの場を

設け、積極的な交流を通し大町を知る場が必要

と思う。/平/女/40～49歳/その他のサービス業 
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○空き家を利用して、高齢者向け（一人暮らしの

人等）のシェアハウスを造ってほしい。若い人

も年寄りも協働で住める家。※若い人向けのシ

ェアハウスはあるのですが…。/大町/女/50～

59歳/その他のサービス業 

○ファミリー向けに、子育てや雇用等の手厚い支

援。他にはない注目度、話題性を持つ施策を期

待します。/大町/男/30～39歳/工業（製造業) 

○がんばって下さい。/平/女/70歳以上/学生・無

職 

○大町は確かに住みやすくいいところで、移住体

験会や定住促進はいい事だと思います。しか

し、冬は豪雪地帯で極端に寒いし、年間通して

住んでみると、働く場所がない。買い物も南は

安曇野から松本へ、北は長野市まで行かないと

思い通りの品が手に入らないでは定住には至

らないと思う。/平/男/30～39歳/工業（製造業) 

○一市民として大町総合病院の再生に安心致し

ております。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○定住促進住宅をなぜ市内に建設しないのです

か。人口減少の時代、バリアフリーの街造り。

各地区に分散化して建設すると、様々な形でま

とまり性がなくなるのではないかと思います

が。老後は郊外へ買物に行けません。運転免許

も返します。歩いて行動を起こす他ありませ

ん。市営住宅の建設もなるべく中心市街地に近

く建設を願うものです。/大町/男/60～69歳/建

設業 

○高齢者社会になるので、高齢者の移住は考え物

です。福祉面が充実していないから、高齢者施

設の充実をしてからにして下さい。地域の高齢

者の安定した生活を希望します。/大町/女/70

歳以上/その他の職業 

○空き家バンク等考えた事もあるが、条件等が厳

しく、借りる事が出来なかった事もある。/平/

男/40～49歳/その他のサービス業 

○空き家バンク等定住促進はいいと思うが、広い

ニーズに対応できる手に入りやすい届きやす

い物件を増やしてはどうか。/常盤/女/70歳以

上/農林水産業 

○目標人口確保とは何人位が目標なのかわから

ない。前文に書かれている事項は理解できる

が、どこまで施策が進んでいるのかわからな

い。/社/男/60～69歳/学生・無職 

○協同農業、商店街の再生。/社/女/20～29歳/公

務員 

○人の移住動態については各々の思い考え等々

みたいと思います。一様に考えても無理ではな

いか。/平/男/70歳以上/農林水産業 

○生坂の定住促進のプログラムは、とても魅力的

です。大町にも同じ制度があれば、利用するの

では。/大町/女/30～39歳/商業（卸小売業・飲

食業) 

○今、都会で住んでいる人達の中で、将来は田舎

の静かな環境の中で暮らしたい、又、海外に住

んでいる人で大町に訪れた人は、四季のはっき

りしているこの大町を気に入って住みたい人

がいると思います。移住情報を発信して、空き

家を安く提供してみてはどうでしょうか！/大

町/女/70歳以上/家事専業 

○やはり仕事をする場がないことには、人は集ま

らないと思う。又、福祉などが充実してないと

長く住む気にならない。新しい企業の誘致、病

院等の医療体制の充実が先。移住などに力を入

れていても無駄だと思う。一体一年で何人移住

したのですか？そこに力を入れる前にやる事

があるのでは？/大町/女/40～49歳/公務員 

○空き家を無償提供し、休耕田等の貸し出し希望

する若者に大町市へ来てもらう事。/大町/男

/70歳以上/商業（卸小売業・飲食業) 

○定住促進はもっと展開してほしい。/大町/男

/60～69歳/工業（製造業) 

○社の高台の農業振興地域をはずして、都会から

の人口定着。/社/男/60～69歳/建設業 

○空き家バンクは良い事だと思います。/平/女

/50～59歳/その他の職業 

○他県から田舎に暮らしたいと信州に来る人が

いると伺いました。でも、冬の雪の量にビック

リしてやめてしまうみたいです。そこで冬の雪

かきを斡旋できるように考えてみたらいかが

でしょうか？/常盤/女/30～39歳/その他のサ

ービス業 

○定住促進、県内外から色々な人達が、大町市民

になっていますが、…。どんな人達でもいいの

でしょうか？/大町/男/60～69歳/学生・無職 

○定住でなくても自由な期間住める案を研究す

る。/常盤/男/60～69歳/農林水産業 

○地場の工務店がハウスメーカーと協働し、市内

の定住を促進すべき。/大町/男/20～29歳/公務

員 

○大型店と商店街の共存といわれていますが、こ

れから先、大丈夫ですか。商店街が不利になら

ない事、願います。/常盤/女/70歳以上/家事専

業 
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○市街地の空店舗を異業種に貸し付け、貸した者

には、特典を与える施策をとったらどうでしょ

うか。/常盤/男/70歳以上/学生・無職 

○大町の自然環境を活かした家（例えば、ログハ

ウス等アウトドアの人が好きそうな家）、の提

供。大町の人と交流を図ったりしながら、Ｉタ

ーンでも知っている人がいれば（引っ越して来

ても知っている人がいれば）安心するのでは。

ただ単に、移住したいから説明会を…といって

も楽しくない。例えば、説明会＋仲間や友人作

り大町の人との交流→行政職員？をしたり、実

際に地元の人と交流する事で「楽しい街」と印

象付ける。ＢＢＱやレクリエーション等のイベ

ントをしても。体験会のような。/大町/女/20

～29歳/その他のサービス業 

○移住の意志があっても、安曇野市方面まで行か

ないと職がない、という話を何人か聞いたの

で、やはり働ける場所の確保が大切だと思いま

す。/大町/女/30～39歳/その他のサービス業 

○Ｉターン者、移住者が入れる広域の自治会（年

会費が安い、色々強要しない）を作る。今まで

の古い自治会の考えを捨てる。/大町/女/30～

39歳/その他のサービス業 

○「どういう移住者に来てほしいのか」という事

も集約してほしい。/社/男/50～59歳/工業（製

造業) 

○進めて下さい。/常盤/男/50～59歳/工業（製造

業) 

○住んで見れば良い場所だが、働く場が少なすぎ

る。/常盤/男/50～59歳/その他のサービス業 

○良いと思います。/平/女/70歳以上/家事専業 

○住んで9年になります。自然が良いと思います。

/常盤/女/70歳以上/- 

○都会の人は、東山からのアルプスの眺めを望ん

でいる。八坂、美麻を含めて、東の開発が必要。

/大町/男/60～69歳/建設業 

○実行してもらいたい。/常盤/女/70歳以上/その

他の職業 

○私の住んでいる所は、中山間地で、高齢者が農

業をやめ、荒廃農地がほとんどです。定住者が

農業をやってくれたら良いのですが。消滅集落

になりつつあります。/八坂/男/40～49歳/農林

水産業 

○発信は大切だと思いますが、移り住んだ後のケ

アや整備等が不十分の様な気がします。移り住

んだ後は、地域の方との交流も大切ですから、

市民の意識を高めた方が良いのではないでし

ょうか？/大町/女/40～49歳/その他の職業 

○大町市第4次総合計画を市民の皆に分かりやす

く説明して、施策の発展に功を得るために努力

すべきだと思います。/平/男/70歳以上/- 

○民法のメディアを使って放送番組に参加。/社/

女/60～69歳/家事専業 

○空き家対策には力を入れて下さい。/大町/女

/70歳以上/家事専業 

○住みたい市に選ばれていて、雑誌やテレビに紹

介されている大町市。テレビで企画しているお

見合いに応募してみたらいかがでしょうか。市

の職員で手を挙げてくれる方はいませんか。

又、働く場所の確保が前提となるので、若い人

の働く場所を見つけて下さい。/大町/女/60～

69歳/その他の職業 

○まず、仕事の場がなくては移住なしです。/社/

男/40～49歳/観光業 

○定住させるには雇用を!!/市が企業にもっと促

進とかするべきだと思う。/平/女/20～29歳/家

事専業 

○大変ですが頑張って下さい。/大町/男/70歳以

上/学生・無職 

○10年遅い。/八坂/男/70歳以上/農林水産業 

○若い方の働く場を作る。工場等の多くの人が仕

事が出来る所を呼び込む。空き家を大町に住み

たい人にタダで貸す。/大町/男/60～69歳/その

他のサービス業 

○空き家バンクと共に、安心して働く場所がある

かどうかが重要なポイントだと思う。/常盤/女

/40～49歳/公務員 

○大町市と安曇野市を合併する。/大町/男/70歳

以上/学生・無職 

○手厚い子育て支援、長く地元に住んでいる近隣

の方々の組織的応援、手伝い等で、子供が増え

る事、それによって大町が元気になります。/

大町/男/70歳以上/学生・無職 

○自分もＩターンですが子どもも小さく、厳しい

現実があります。家を探していますが、空き家

バンクの少なさにがっかりです。自分の目から

見ても、こんなに空き家があるのに。もっと何

とか力を入れて下さい。/大町/男/30～39歳/商

業（卸小売業・飲食業) 

○外から人を呼び込むのも1つの方法とは思いま

す。ですが、まずは、人口が減っている原因を

挙げて、なぜそうなったのか考える事から始め

た方が良い気がします（プロジェクトを始める

前に行った方がいいのでは？/という事です）。
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移住プロジェクトというのは、日本全国で行っ

ている事だと思うので、大町市独自の目玉を加

えないと、人は沢山ある候補の中から大町市を

選んでくれないでしょう。/社/女/30～39歳/工

業（製造業) 

○移住者にはそれなりの覚悟、地域、社会との付

き合い方など、セミナー等により教えるべきか

と思います。/社/男/50～59歳/農林水産業 

○大町市の住みやすい魅力を宣伝してほしい。大

町市が魅力的な市である事を、市全体的に作り

あげてほしい。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○就職の支援をハローワーク頼みにせず行う。/

八坂/男/60～69歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○農家は人手が足りなくて困っていたりするの

で、農業体験をして手伝ってもらい、収穫した

物等をお礼にあげたりする。/社/女/30～39歳/

その他の職業 

○県外からのＩターンを増やすには、まず、働け

る場所がないと無理だと思います。/大町/女

/40～49歳/その他のサービス業 

○常盤、平地区は昔ながらの結束が強すぎる。入

って行きにくいという声を聞きます。地域自体

が受け入れる体制を作っていってあげる事も

大切かと思います。/常盤/女/50～59歳/工業

（製造業) 

○市内に多くの空き家があり、環境上も良くな

い。大きな樹木など。/大町/女/70歳以上/家事

専業 

○全ての施策を進める時は、若者をもっと活用す

る。/大町/男/60～69歳/家事専業 

○いろんな施策を展開する前に、現場での問題が

何か調べる事が必要だと思います。/大町/男

/40～49歳/建設業 

○美麻、八坂等の空き家を県外から農業をやりた

い人を呼び寄せるなどして、定住させる。/大

町/女/60～69歳/家事専業 

○空き家の場合、持ち主に早く片付けてもらいた

い。ネズミ等が出てきて大変です。/大町/女/60

～69歳/家事専業 

○大町市の良い所や、移住して来て満足している

人達の様子を、ＩＴを利用し、全国へ発信する。

/常盤/女/40～49歳/工業（製造業) 

○さらなる推進を/常盤/男/50～59歳/運輸・通信

業 

○定住への提案/年寄りに魅力のある町である必

要がある。働く場の創出、殆んどない。シニア

世代に対する安心安全とは何か。/移住への提

案/生活の場（家と職）の確保の可能性。子供

育成支援。里親制度（個人的に支援できる人材

の確保）。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○大町はこんなにいい人達がいる。大町はこんな

に自然が豊かで美しい。大町はこんなにすごい

施設があるの順ではないですか。/常盤/女/50

～59歳/その他の職業 

○移住だけではなく、今いる市民（特に若い世代）

が将来的に定住し続ける環境の整備の方が必

要ではないですか。/常盤/男/30～39歳/その他

の職業 

○街中商店の再生!!安心、安全、災害に強い街づ

くりのため、行政が中心になって住宅、商店等、

バランスの取れた町づくりをしてもらいたい。

/大町/男/70歳以上/商業（卸小売業・飲食業) 

○他市町村からの人口流入を目的とした対策は、

自治体間の税金を使った争奪戦になり、これが

エスカレートすれば費用対効果の点で効率が

悪い。そのような財源は現に大町市に居住する

人口のために使うべきで、その結果、市民満足

度が向上すれば、自然と人口は増えていくと思

う。/大町/男/50～59歳/運輸・通信業 

○将来大町に来たい、帰って来たいと思わせる事

が出来る内容づくり。/大町/男/70歳以上/その

他の職業 

○人口確保、市民、企業、移住セミナー。/大町/

女/70歳以上/学生・無職 

○企業が少ない。人が働きに出て行ってしまうの

は避けられない。大きい企業が無くなり、大き

な空き地があるのに活用していない。スーパー

ばかり作っても、生活が潤うだけで人はこな

い。/常盤/女/30～39歳/その他のサービス業 

○賛成です。/常盤/男/70歳以上/学生・無職 

○大町に住んでいる人達よりも、移住されて来た

人達の意見を聞くべきです。/大町/-/-/- 

○田舎暮らしにあこがれて来たとしても、自治会

に入らない人や、Ｉターンや一部の都会からの

人が対象者でなく、子供達が大町にＵターンし

て来られるよう、地域のお祭り等（花火、行事

等）にお金をかけてほしい。/社/女/50～59歳/

その他の職業 

○空き家が出た時は、番号制にしてチェックを

し、行政が目の届くように町内や市の全体でチ

ェック出来るように、組織作りすると良い。/

大町/女/50～59歳/家事専業 

○市の正規職員には、市民しかなれませんが、祖

父母がいる大町市民）学生が受験できるように
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変えてもらわないと、祖父母が家で老老介護に

なったりしているので、変えてほしいです。/

常盤/女/50～59歳/公務員 

○今の市内の住人が、外へ行ってしまわないため

の住宅への補助。/八坂/女/60～69歳/その他の

職業 

○市内の空き家対策。八坂切久保、大平集落へ定

住促進住宅を建ててほしい。/-/-/70歳以上/農

林水産業 

○夏期、立山にこもっている人達が、大町の空き

家を探していました。なので、季節労働者達は、

みんな大町がいいと言っている人が多いので、

そういうところに情報を提供してみては？冬

はスキー場にこもっているスタッフとか…。/

平/女/20～29歳/工業（製造業) 

○空き家の登録リストの公開。登録リストに出し

たい空き家への支援、条件等の公開。借りたい

人、買いたい人の登録、条件等の公開。/大町/

男/60～69歳/農林水産業 

○人口増対策をしっかり。/美麻/男/70歳以上/農

林水産業 

○水のまちを訴え、市販されている水物を市がプ

ロデュースして展開。温泉水、飲料水、アルコ

ール類。誰もが欠かせない水、展開にあたって

は既存業界を巻き込まず、市がリスクを負う。

この決断で人は徐々に集まると想像できます。

/常盤/女/70歳以上/その他の職業 

○大町は、空気、山、水、自然に恵まれているの

で、地の利を活かして魅力を発信、定住に結び

つけたらと思います。それには、職場の確保が

先決だと思いますが、困難さを極めます事も考

えなくてはなりませんが。/大町/女/70歳以上/

家事専業 

○各町に空き家が存在しています。定住促進を大

いに進めていってもらいたいです。/大町/女

/70歳以上/その他の職業 

○他県、他市でも空き家を利用していると聞いて

いますが、大町市で空き家バンクは、難しそう

ですね。まず、住む家を！という若者もいるの

ですが、市は空き家以外も紹介をどんどんして

ほしいですよね。/平/女/50～59歳/家事専業 

○是非、どんどん進めてほしいと思います。/大

町/女/40～49歳/公務員 

○移住者も働く場所がないと定住は難しいと思

います。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○子供のいる家族が移住できるような工夫があ

ると良いのでは、と思います。/大町/女/60～

69歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○空き家を防犯や犯罪から守るため、多いに活用

したいものです。/社/男/70歳以上/その他の職

業 

○医療と介護の町として、空き家を利用し都会か

ら人を引き入れる。/社/男/60～69歳/その他の

サービス業 

○住みたい町として挙がっているので、移住され

る方に、土地、住宅、子育て等のサービスをよ

り充実してほしいと思います。/常盤/男/40～

49歳/学生・無職 

○美麻、八坂地区を特に進めて下さい。/大町/男

/70歳以上/その他のサービス業 

○移住定住をＰＲするために、現実的なライフデ

ザインを提供し、生産世代の人口増を目指して

ほしい。専門学校等（産業に結びつける相乗効

果あり）の誘致も人口増と地域に活力を作り出

せる。/大町/女/50～59歳/公務員 

○大町市に、又は大町のような場所に定住を希望

される方は少なくないと思います。そういった

方への大町市に関する情報の提供、空き家や公

営住宅を活用した住環境の整備、交通網の充実

をお願いします。/社/男/40～49歳/その他のサ

ービス業 

○新たに住み始めた隣人は、協働活動に非協力

的。ただ増やせば良いのではないと思います。

松川村のように、移住者に対する説明を、移住

が決まる前（不動産取得前）にしっかり行って

もらいたい。/大町/男/40～49歳/その他の職業 

○若者のＵターン、働く場所、待機児童ゼロ。/

平/女/30～39歳/農林水産業 

○何をしているのか、伝わってこない。条例や法

令が……ということを職員の口からよく聞き

ますが……もっと柔軟に物事を考えることの

できる職員の育成が最重要課題なのでは！/常

盤/男/40～49歳/運輸・通信業) 

 

◆働く場の確保と産業おこしプロジェクト 

 

○今後も継続してください。/大町/女/50～59歳/

その他の職業 

○近年増加している、水ボトリング関連事業のさ

らなる誘致と、それを利用した町のイメージア

ップ作り。問12で記した通り、扇沢、黒部ダム

の観光客の行き帰りを満足させる観光拠点づ

くり。温泉郷付近の場所に、アウトドア感満載

のスーパー道の駅（全く商売気のない美麻の道
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の駅は、即返上すべき。）。/平/男/60～69歳/

学生・無職 

○現在、若者達は地元に働く場所もなく、他に流

出している。この行に書かれていることが出来

ているなら、大町に次男でも定住できると思

う。/平/男/70歳以上/建設業 

○頑張って下さい。/社/女/60～69歳/家事専業 

○あまり努力が感じられない。/大町/女/70歳以

上/家事専業 

○工業団地の整備、既述のとおり、幹線道路の整

備により企業誘致が現実的なものになる。ま

ず、道路交通網の充実を実現してください。/

大町/男/40～49歳/金融・保険業 

○若い人が働けるよう企業の誘致を1つ2つと言

わず、大町へ作ってほしい。/平/女/70歳以上/

学生・無職 

○子育ても一段落した人が働ける場所がほしい。

/平/女/40～49歳/その他の職業 

○子供達が戻りたくても、働く場所が少ない。沢

山ある情報を発信してほしいです。/社/女/50

～59歳/その他のサービス業 

○大町市の立地条件から見て、工業には無理が多

いのでは。山岳観光の絶対好条件を最高に活か

す政策が良いと思います。スイス、ツェルマッ

トやフランスのシャモニーみたいに。/常盤/男

/70歳以上/商業（卸小売業・飲食業) 

○就業の場の確保は人口増に。力を入れて下さ

い。/大町/男/70歳以上/その他の職業 

○とにかく働く場所の確保をしないと大町も大

きくなっていかないと思う。/常盤/女/50～59

歳/その他の職業 

○木崎湖の周りを白馬グリーンスポーツの様に

スポーツをしたり、バーベキューをしたり、サ

イクリングをしたり、白樺湖の様には無理だと

思うが、少しどうにかなると良いと思う。/大

町/男/60～69歳/学生・無職 

○働く所がないと、若者が帰って来ません。/大

町/女/50～59歳/その他の職業 

○農業従事者にとって、現在あまり良い環境では

ないので、農地保全を目指しているのであれ

ば、もう少し協力的にやってもらえるようにし

てほしい。農地保全は大変難しい。従事者も高

齢化してきているので。/常盤/男/30～39歳/そ

の他のサービス業 

○大町市の道の駅を造っていただきたいです。/

常盤/女/30～39歳/農林水産業 

○今の時代はＩＴ産業。少しでも時代に合った産

業を活発にするには、大町に高速道路が無い事

が大町を遅らせる原因の一つと思う。大町を通

り、白馬、さらにその先まで高速が通っていれ

ば、もっと産業は発展して人口も減るのを防ぐ

事が出来るだろうと思う。それが出来なければ

現状のまま、良くはならない。せっかく大町に

住んで、段々淋しくなるのはつらい。/平/男/60

～69歳/その他のサービス業 

○企業も機械化で人をあまり必要としていませ

ん。その点、観光は人が主です。素晴らしい自

然で人を集めたらなあと思います。/平/女/60

～69歳/観光業 

○正社員として働ける人数が多い優良な会社が

もっと欲しい。/大町/女/50～59歳/その他の職

業 

○新産業の創出？！具体的にお知らせして下さ

い。雇用率が上がれば嬉しいですが…。/社/女

/50～59歳/金融・保険業 

○論点が違うかもしれませんが、森林組合の不正

受給問題が出るくらいなら、農林等の働き口の

拡大などにお金を回せたのではと思ってしま

います。大町らしい働き口の創出や、企業の補

助等必要かと思います。/平/女/40～49歳/その

他のサービス業 

○企業の進出（会社）来てほしい。/常盤/男/70

歳以上/学生・無職 

○若い人に働く場所が必要です。/大町/女/60～

69歳/家事専業 

○大町市は高速から遠いため、企業誘致は難しい

と思っています。なので、地元の企業の発展や、

観光業を他県に向けてアピールすれば良いと

思っています。/社/男/40～49歳/その他の職業 

○活力…ありますか？大町市に。/常盤/女/50～

59歳/工業（製造業) 

○絵に描いた餅であり、東洋紡跡地でさえ、長期

間放置されており、とても企業を誘致する体制

が無い。交通インフラも十分ではないし、この

企業を誘致するには何が必要か位の考えや、積

極的なアプローチが足りない。もう少し「なぜ

なぜ分析」を使って綿密な計画を立てた方が良

い。/社/男/30～39歳/建設業 

○交通網整備で、長野、松本の企業のベッドタウ

ンを目指す。/大町/男/60～69歳/その他のサー

ビス業 

○大町には道の駅がありません。観光に来た人が

ちょっと立ち寄る所があってもいいかと。社の

ゴミセンターの所にラーラ松本みたいに温泉、
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プール、体育館、屋根付きゲートボール場、少

し泊まれる所等あればと思ったのですが、あん

な山の方にゴミセンターを造っても、捨てに行

けないし、どうかなぁ？/社/女/40～49歳/- 

○企業誘致は「どんな企業でも」ではなく、絞り

込んでこの地域に合った、例えば、医薬、冬の

レジャー用品製造等の本社訪問を積極的に行

う。/大町/男/60～69歳/学生・無職 

○進んで工場誘致に力を入れること。/常盤/男

/70歳以上/学生・無職 

○官民一体化の行政サービスと産業構造づくり。

/常盤/男/40～49歳/公務員 

○若い人達の働く場所が必要。企業の誘致（雇用

人数が多い企業）が絶対に必要です。それには、

高規格道路がなければ難しいとは思いますが。

商店街の活性化は無理です。商店主さんの古い

体質や考え方では、先はありません。プロのチ

ェーン店に土地を提供した方が良い。/大町/男

/50～59歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○空き家をそのままにせず、働く場として活用し

てほしい。管理も市で行い、職員を雇用して、

水回り、樹木、ガスなど管理し、親族から管理

料を受け取る。/社/女/20～29歳/学生・無職 

○若い人達がみんな他に出ていってしまうので、

大町市にとどまるような仕事が出来るように

してほしいです。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○やはり、働く所がないと、定住促進も進まない

し、“大町にどうしても住みたい”という理由

は、なかなか進まないと思います。企業の誘致

が必要と思われます。/常盤/女/50～59歳/公務

員 

○早急な大企業の誘致。収入になる農産物の開

発。/社/男/60～69歳/農林水産業 

○今後も頑張ってもらいたい。/平/女/70歳以上/

学生・無職 

○続けて下さい。/平/女/60～69歳/家事専業 

○炭焼観光をやっては。山には倒木がいっぱいあ

る。/大町/男/70歳以上/家事専業 

○高齢者でも収入を得られるような企画が出来

ると良い。/美麻/女/70歳以上/家事専業 

○働き場所が無いのは致命的。何としても働ける

場の確保を望む。/大町/男/70歳以上/農林水産

業 

○あまり成果が感じられない。開発途中。/大町/

女/50～59歳/運輸・通信業 

○若い人達が働きたいと思う職場が増えるとい

いと思います。/大町/女/50～59歳/家事専業 

○高規格道路の早期開通により、企業誘致がしや

すくなり、地域雇用、活性化、人口増につなが

ると思う！/大町/男/60～69歳/その他の職業 

○若者が定住できるよう、安定した雇用を提供し

てくれる企業を誘致してほしい。そのために

は、教育、医療面の拡充も大切。/常盤/男/50

～59歳/公務員 

○移住者には、農業体験をしたい人はいると思

う。そういう人達に土地を提供する。/平/女/70

歳以上/家事専業 

○一部の人達で決める事は良くない。いつも同じ

人ばかりを集めている。又、決める事は良くな

い。/大町/女/70歳以上/その他のサービス業 

○松崎和紙は良いアイデアと思った。ちょうじや

も良い。ただ夏場は良いが冬場は雪だるまと

か、かまくらだけでは客が来ない。北欧の町等

を良く研究して、例えば、氷のハウスとか正月

のドンド焼きをもう少し観光的に長く見たり

参加したりできるようにする等、産業化できな

いかな。/社/女/60～69歳/家事専業 

○市内の農林水産業は衰退の一途だと思います。

/大町/男/40～49歳/農林水産業 

○工場誘致（精密等軽量生産物）。/大町/男/60

～69歳/その他のサービス業 

○現に就職にあぶれている人がいるので、もっと

具体的に力を入れるべきだと思います。/平/女

/20～29歳/学生・無職 

○体の不自由な人や、障害のある人、働ける高齢

者の方が、もっと雇用してもらえればいいと思

います。/大町/女/30～39歳/家事専業 

○産業振興は長い間、大町市の悲願としてきまし

たが、なかなか結果が出ていません。日本の高

齢化、少子化の影響かと思います。新たな方向

性を見つけるべきではないでしょうか。/大町/

男/50～59歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○就業のための雇用の確保とＰＲを積極的に推

進し、まずは働く場所が必要では？/平/男/40

～49歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○働く場所の確保は輸送、移動の容易さが、第一

の条件と思う。/平/男/70歳以上/学生・無職 

○そういった事に若い人達が目を向けられるよ

うに、企業がイベントをしたり、祭りに参加す

るとかしたらどうかと思う。/大町/女/20～29

歳/工業（製造業) 

○自然を利用して、農業に力を入れるべきです。

/大町/女/50～59歳/- 

○働く場がとても少ない。/大町/女/40～49歳/そ
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の他のサービス業 

○働く場所が大町にはあまりないと感じている

ので、雇用を確保する方策を一番に進めていた

だきたい。/大町/男/50～59歳/公務員 

○農業においては、休耕田も多く見受けられ、休

耕田を活用した、牛のえさとなる飼料、そばを

もっと作る（国産そば増産する）、大豆を作っ

たりと。個人の農家においては、後継者も少な

いので、会社経営の農業へと移行していけばい

いのでは。その会社では、働く人も必要になり、

雇用の需要も生まれるのでは？/平/女/60～69

歳/その他の職業 

○市民の利便性を考慮した公営施設。一体化した

計画。/常盤/-/70歳以上/農林水産業 

○具体的な取り組みが見えてこない。周知されて

いないように思う。/平/女/40～49歳/家事専業 

○どんどん進めて下さい。/大町/女/70歳以上/家

事専業 

○大町にある会社には地元の食材を提供。/常盤/

女/20～29歳/家事専業 

○大町市の観光名所を作ること。春、夏、秋、冬

それぞれ四季に合わせた、北アルプスと仁科三

湖を含めた名所づくり、観光都市として。/常

盤/男/60～69歳/運輸・通信業 

○今の大町は安心して働ける場所が少なすぎる。

せっかく他県から移住してきても、このままで

は又すぐにいなくなってしまう状況に陥って

しまうのが現実のように思われる。安心して働

ける場所を確保できるかが課題だと思う。/大

町/女/70歳以上/家事専業 

○がんばって下さい。/常盤/男/40～49歳/運輸・

通信業 

○高速交通網を整備して、企業を誘致する。/大

町/男/50～59歳/工業（製造業) 

○先ず、高規格道路の一年でも早い実現を図る事

で、そのためには、１）ルートの決定/２）県

知事の承認要請活動を要するところ、松本市、

安曇野市、大町市、北安曇各地区選出の県会議

員の動きと並行すべき各市町の動きがまこと

にもどかしく、しっかり協調して動くこと。/

大町/男/70歳以上/学生・無職 

○大型商店が出来るのは良い事だけど、若い人達

が働ける工場や、他の企業等の誘致があれば、

自然と人口も増えると思う。/大町/女/60～69

歳/家事専業 

○働くといっても誰でも農業、林業が出来るわけ

でもなく、企業の参加がもっとないと全くダ

メ!!/大町/男/50～59歳/その他の職業 

○若者が働ける場所をもっと確保すべき。/大町/

女/30～39歳/その他のサービス業 

○多いに進めていただいて、他地区からの人口の

導入を希望します。/社/女/50～59歳/その他の

サービス業 

○是非進めてほしい。/大町/女/70歳以上/家事専

業 

○中心部商店街は日曜休みの所が多く、観光客が

来ても休みの悪循環。商店街なのに、日祝休み

はおかしいと思う。やる気のある店には＋αを

市で付ける等してやる気を出して頂きたい。一

日も早い「シャッター商店街」を改善希望。/

平/女/40～49歳/その他のサービス業 

○元気な高齢者が増えています。高齢者が働ける

場を作ってほしい。/大町/女/50～59歳/その他

のサービス業 

○がんばって下さい。/平/女/70歳以上/学生・無

職 

○旧オリンパス大町工場跡地や、まだ空きスペー

スの残る旧東洋紡跡地等も含め、新たに工業用

地を確保するなど、企業の誘致は大町にとって

欠かすことのできない課題であると思う。市民

以外にも大町で働ける場がないと、定住や移住

はもとより人口減少は避けられない。逆に、こ

の仕事しかないのだからと企業が逆手にとり、

ブラック企業が増えてしまう懸念も出てくる

と思う。/平/男/30～39歳/工業（製造業) 

○企業が参入しても、採用職員が少ないと困るの

で、大勢の人が働ける企業を希望します。/大

町/女/70歳以上/その他の職業 

○空いている土地や、商店をもっと活かし、若い

人達が魅力と感じるまちづくりが必要。空いて

いる商店を無償で、若いアーティストや、起業

したい人に貸したりしてもいいと思う。/平/男

/40～49歳/その他のサービス業 

○地元が納得する説明が出来た時に良い結果が

得られると思う。/常盤/女/70歳以上/農林水産

業 

○今まで以上に各企業に働きかけ、地域の高校

etc.に体験型の実習を進めていけば良いので

はないかと考える。/社/男/60～69歳/学生・無

職 

○正にこれは企業誘致の基本と思われますが、地

域に最適な企業とすれば、何か寒暑差を最大限

に利用しての新産業はないでしょうか。良く研

究して具体化してみて下さい。私には知識もな
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く、皆目わかりません。/平/男/70歳以上/農林

水産業 

○地元企業力で、そこでしか生産できないものを

ブランド化し、県外や都会に発信し、売り込み

が必要！/大町/女/30～39歳/商業（卸小売業・

飲食業) 

○東洋紡跡地の現在の利用方法が大いに疑問。う

まく活用できなくて、数年ほったらかしたか

ら、あとは何でもいいの？/大町/男/50～59歳/

その他の職業 

○具体的にどんな企業を誘致しているのです

か？/水の工場など、あまり人が働く事もでき

ず、貴重な資源である水を持ってかれるような

企業はいりません。多くの人々が働けるような

企業の誘致が先です。道などを整備して流通な

ど良くして企業を呼ぶ必要があるかもしれま

せん。/大町/女/40～49歳/公務員 

○大町市には若者が働く企業が無いに等しい。学

校を出てから都会で就職してしまい、再び大町

へは帰ってこないため、人口減にもつながって

いる。100人～200人位の規模の企業を誘致して

もらいたい。/大町/男/70歳以上/商業（卸小売

業・飲食業) 

○民間に任せず、水の工場など大町市でやってみ

る事は！/社/男/60～69歳/建設業 

○結果が何も見えません。何をやったのか広報お

おまち等で、もっと発信して下さい。/平/女/50

～59歳/その他の職業 

○観光を盛り上げるために、ふるさと納税で、温

泉郷の宿泊券を取り入れてみたらどうでしょ

うか？ジュースやお酒、甘味セットなどはもち

ろん地物ではありますが、ありきたりな気がし

ます。宿泊券などにすれば、大町に来ていただ

けて観光にもなり、市内でお金を使っていただ

けるのではないでしょうか。/常盤/女/30～39

歳/その他のサービス業 

○大町市の人口を増やすには、足元に工場を造っ

て、若い男女をそこに勤めさせる事かと思いま

す。大町市が人口増で景気が良くなる様、願っ

ています（74歳の主婦）。/常盤/女/70歳以上/

建設業 

○一連長く続けていける様な、プロジェクトを考

えてほしいと思います。/大町/男/60～69歳/学

生・無職 

○景観の良い場所を、老人ホーム経営者に紹介

し、誘致する。/常盤/男/60～69歳/農林水産業 

○若い人が大町市で働く場所、安心して子育て出

来る大町市にしてほしい。80歳近い老人の願い

です。/常盤/女/70歳以上/家事専業 

○若者がこの町から離れて行く事も気掛かりで

す。何とか働く場所を作って下さい。働く所が

ないため、私の孫も、3人も出てしまいました。

/常盤/女/70歳以上/家事専業 

○大町で特化したい産業に力を入れるべきでは。

新産業に手を出して、あれもこれも…となって

しまうと中途半端になるのでは。大町は観光業

にもう少し力を入れて、水の街なので、信州サ

ーモン等淡水で育てられる魚の飼育をして、大

町としての新しいブランドを作る（難しそうで

すが…）。それを商店街の飲食店で販売、「大

町の水で育った魚」としてするとか、加工品や

燻製の製造業（地元でスモークチップを作る）。

/大町/女/20～29歳/その他のサービス業 

○若い人が働ける企業があると良い!!/常盤/女

/50～59歳/その他のサービス業 

○途中で仕事を失うと、全く働く場が大町にはあ

りませんでした（子供）。/大町/女/70歳以上/

家事専業 

○元気な高齢富裕者が、若い世代を動かすような

起業をする。/大町/女/30～39歳/その他のサー

ビス業 

○交通の不便さと、施設がない等、何をやっても

実現不可能の地域と思っています。地元民が産

業を興す手助けをしてほしい。/社/男/50～59

歳/工業（製造業) 

○企業誘致、働く場の確保をするためにも、早期

の高速道路の建設が必要だと思います。/常盤/

男/50～59歳/運輸・通信業 

○観光業/常盤/男/50～59歳/工業（製造業) 

○大いに期待しております。/平/女/70歳以上/農

林水産業 

○工業団地など大きな場所を造る。/常盤/男/50

～59歳/その他のサービス業 

○今後の発展を願っています。/平/女/70歳以上/

家事専業 

○他地域のまねではない、完全差別化した新産業

の創出を希望する。/常盤/男/60～69歳/学生・

無職 

○東山に駅からロープウェイを掛けて客を受け

入れる。/大町/男/60～69歳/建設業 

○若者が安心して働ける事を望んでいます。/常

盤/女/70歳以上/その他の職業 

○働く場は、みんな大町市中心部に集中してい

て、なかなか私の住んでいる近い場所にはあり
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ません。/八坂/男/40～49歳/農林水産業 

○産業おこしプロジェクトはこれで良いと思い

ますが、付け加えますと、農林水産業の地産地

消を発展させる事も大切ではないでしょうか。

/平/男/70歳以上/- 

○若い人達の働く場に力を入れて下さい。/大町/

女/70歳以上/家事専業 

○新生児の衣服、用品を購入する店が無いです。

大町市内で買い物をしようと思っても欲しい

商品が見つからず、つい南へ出向いてしまいま

す。ブランド品とは言わなくても品質の良い

物、センスの良い物を扱うようなお店に出店し

てほしいです。/大町/女/60～69歳/その他の職

業 

○働く所が少ない。/平/男/70歳以上/その他の職

業 

○移住するにしても、働く場、賃金が良くないと

感じる。/社/男/40～49歳/観光業 

○若い人材を増やすために、学校教育機関を誘致

できないでしょうか。美しい景観の中での人材

育成。/大町/女/50～59歳/その他のサービス業 

○企業誘致の選定基準がおかしい。呼べば良いっ

てものではないと思う。/平/女/20～29歳/家事

専業 

○なかなかすぐとはいかない様ですが、根気良く

施策を行って下さい。/大町/男/70歳以上/学

生・無職 

○50人以上、働ける場所が必要。企業の誘致は強

力に。/八坂/男/70歳以上/農林水産業 

○これが出来ればほとんどの問題は解決と思う。

大町の特性を最大限に利用、ビルドアップした

施策を。/大町/男/60～69歳/公務員 

○新しい産業を生み出す、準備を進めて下さい。

/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○どのように施策を展開しているのか、良く分か

りません。/平/女/50～59歳/その他の職業 

○通信ＩＴの進歩で、もはや東京に拠点を置く必

要がない企業は増えていると思います。専門家

に依頼して、そういう会社の誘致を図ってい

く。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○定住促進プロジェクトと働く場の確保が出来

ない（イコール）じゃなければ、定住する人は、

お金を持った老人しか定住できない気がしま

す。/大町/男/30～39歳/商業（卸小売業・飲食

業) 

○「にぎわい、活力のあるまち」は、人口を増や

し、保持していく事で実現できるのだと思いま

す。まずは現在の人口の現状維持に努める事。

次に人口を増やしていく事をする。という風

に、段階を踏んでいってはいかがでしょうか？

/社/女/30～39歳/工業（製造業) 

○観光バスの停まれる直売所の計画をして下さ

い。/社/男/50～59歳/農林水産業 

○農林水産業等は、他県より企業の誘致をするの

でなく、地元の企業（市の財団法人等）に、な

るべく助力しやらせる。/大町/女/70歳以上/家

事専業 

○魅力ある働き場所がないのと、他に比べると低

賃金なので、大町以外の所へ就職する人が多い

のじゃないですかね。/社/女/20～29歳/工業

（製造業) 

○補助金頼みの林業は、いずれ行き詰まるので

は？/八坂/男/60～69歳/商業（卸小売業・飲食

業） 

○定住するための働く所が不足している。働ける

所やレジャー等があれば、人は集まると思う。

/常盤/女/60～69歳/家事専業 

○市はもっと観光に力を入れた方が良いと思い

ます。白馬や松川、池田は独自のプロジェクト

で賑わっています。/大町/女/40～49歳/その他

のサービス業 

○大町は、交通経路が弱いと思います。高速に乗

るのに豊科、長野に行くまでの時間のロス、交

通をもっと利用しやすい環境にしていったら

どうでしょうか？/常盤/女/50～59歳/工業（製

造業) 

○大いに進めて下さい。/常盤/女/60～69歳/農林

水産業 

○働く場所の確保が第一。市単独でなく、広域で

も進める事は出来ないか？/大町/女/70歳以上

/家事専業 

○産業の横へのつながりをどうしていくのか、行

政が誘導していければと思います。/大町/男

/40～49歳/建設業 

○働く場を多くする。/大町/女/60～69歳/家事専

業 

○もっと努力が必要/常盤/男/50～59歳/運輸・通

信業 

○施策の具体的な内容が分かっていないのです

が、市街地を外れると休耕田が目立っていま

す。川魚の養殖事業(安来は“ドジョウ養殖”

で成功)を拡充する事も出来ると思う。又、観

光スポットとしては、電柱、電線を埋設する等

の視界の障害物除去も必要かと。/大町/男/70
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歳以上/学生・無職 

○働く場は少し増えた様にも思いますが、年齢的

な問題はどうでしょうか？/常盤/女/50～59歳

/その他の職業 

○最重点課題としたい、生活環境に優れた当地

に、情報都市及び、関連産業がセットされれば。

最大限努力を。東洋紡跡地が細切れになったの

は残念。/常盤/男/70歳以上/学生・無職 

○豊富な水などを活かし、製薬や精密機器の企業

誘致を積極的に行っていただきたい。企業誘致

のためにも、高速道路網の早期開通が重要であ

ると思う。/常盤/男/30～39歳/その他の職業 

○農林水産業に力を入れてもらいたい。/大町/男

/70歳以上/商業（卸小売業・飲食業) 

○若者が働きたいと思う魅力ある企業、産業の創

出。夢のある町づくりが出来ないでしょうか。

/大町/男/70歳以上/その他の職業 

○働ける企業振興、農林水産、製造業、観光、誘

致する。/大町/女/70歳以上/学生・無職 

○わざわざ松本、長野、安曇野、軽井沢に行かな

くてはいけない。ショッピングセンターやレジ

ャー施設、これから大町で暮らしていく世代の

お店を作らなければ、人は出て行きます。自然

だけでは暮らしていけない。/常盤/女/30～39

歳/その他のサービス業 

○農林業と観光を結び付けた産業の振興による

雇用の創出を図る事は出来ないでしょうか。/

大町/男/60～69歳/公務員 

○製造業の工場よりも、安曇野市にあるハマ園芸

のような、沢山人が来て楽しめるような、自然

にも優しいと思うので、そのような店を入れて

ほしい。温泉もあるので、健康ランドのような

ものとか。/大町/女/40～49歳/工業（製造業) 

○大企業の誘致等、就職先の確保が必要。/大町/

男/30～39歳/工業（製造業) 

○企業誘致、観光等、発展のためには、先ず、交

通機関の整備、特に「松糸道路」の早期実現が

必要。/常盤/男/70歳以上/学生・無職 

○成功している市町村のデータを取り込んでみ

る。/大町/-/-/- 

○付加価値の高い新産業の創出が全く見えてこ

ない。大町の水はアルプスの雪解け水をＰＲし

ていけたら良いのでは？/社/女/50～59歳/そ

の他の職業 

○若い子育て世代が住みたくなる様な町づくり。

子育て支援。/社/女/70歳以上/学生・無職 

○小さな事業の人手不足の発信を受け止めて、募

集を手助けする相談窓口を作る。/八坂/女/60

～69歳/その他の職業 

○新たな企業の誘致があれば、人口増につながる

と思う。/-/-/70歳以上/農林水産業 

○大学を卒業した子供達が、地元で正社員として

働けるよう、地元中小企業への雇用支援、助成

を手厚くすべき。親が稼ぎ出したお金が大学生

への授業料、送り金となって都会に流れ/出る

ばかりだ。/大町/女/50～59歳/その他の職業 

○起業する人への支援、相談をする部署を作る。

/大町/男/60～69歳/農林水産業 

○「水のまち、道」の環境を整え、自然の散策と

体験が可能になり、水を守り次世代に水文化の

継承をしていけるかと。/常盤/女/70歳以上/そ

の他の職業 

○大町では今は働く所がないので、働く場所の確

保と商店街の活性化を何とかしてもらいたい。

/大町/男/50～59歳/工業（製造業) 

○大変な問題だと思いますが、若者の意識改革が

必要だと思います。高齢者は経験、知識は優れ

ている方も多く、若い時代と比べ、脳力、体力

の衰えには反発する事は出来ません。やれば出

来る若い時代に、充分生かす工夫が大切だと、

しみじみ感じます。/大町/女/70歳以上/家事専

業 

○お年寄りの多い町内にできる事業を、地域に考

えてほしいと思います。/大町/女/70歳以上/そ

の他の職業 

○働く場は良く聞きますが、働き手がいなくて困

っている会社の話も良く聞きます。勤めても長

く続かないとも、最近良く聞きます。/平/女/50

～59歳/家事専業 

○若者の働く場所が少ないと思います。/大町/女

/70歳以上/家事専業 

○大学を卒業しても大町に帰ってきて働く所が

なく、都会にとどまってしまう。今後とも働く

場所が確保出来るようにお願いしたい。/大町/

女/60～69歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○大町市の人口減少は、働く企業が少ない。市長

はじめ、議員の皆様、選挙が終わったら活動報

告もなく、のんびりとお過ごしの様です。/社/

男/70歳以上/その他の職業 

○東洋紡跡地のプロジェクトに、現在経営中の商

店街を入れるというのはどうでしょうか。空い

た商店を宿泊施設にします。そして文化活動の

レクリエーション等も出来るようにすれば良

いと思います。/常盤/女/60～69歳/その他のサ
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ービス業 

○超高齢化社会を迎え、今後20年は介護事業の充

実が必要とされています。介護施設を造り、都

会の高齢者に来てもらい、雇用も生み出したら

いかがでしょう。/常盤/男/40～49歳/学生・無

職 

○小水力発電を、大町土地改良区と一緒に計画を

進めてはどうか（越荒堰）。/大町/男/70歳以

上/その他のサービス業 

○正社員としての雇用を創出してほしい。非正規

やパートでは、若者が生活できない。結局、結

婚しない、出産しないため、少子化改善できな

い。/大町/女/50～59歳/公務員 

○大町で生まれ育った方々が、どんどん市外へ就

職してしまう状況が続いていると思います。行

政と企業が連携して働く場の拡充をお願いし

ます。/社/男/40～49歳/その他のサービス業 

○電力、農林水産に関する新規起業が足りないと

感じます。公務に縛られず、もう一歩踏み込ん

だ支援が必要と思います。/大町/男/40～49歳/

その他の職業 

○若者の働く場所があれば、人口流出はなくなる

ので、企業誘致には力を入れてもらいたいが、

今ある自然がなくなる事がないように、環境問

題には気を付けてほしい。森林整備、松くい虫。

/平/女/30～39歳/農林水産業 

○新たな企業誘致は難しく、誘致が成功しても地

元住民が就職できる数はとても少ない。/大町/

女/60～69歳/その他の職業 

○八方美人ではなく、観光資源を中心に考え、そ

の上で必要なことを考えるべきなのでは？/大

町が、世の中、他の地域に自慢できることが他

に何かあるの？/他のまねしかできない今の行

政に何も期待していない！/常盤/男/40～49歳

/運輸・通信業 

 

◆安心して安全に暮らすまちプロジェクト 

 

○今後も継続してください。/大町/女/50～59歳/

その他の職業 

○大町総合病院が弱体化していきそうで心配で

すが、専門的知識を持ち合わせていないので、

具体的な提言はできません。/平/男/60～69歳/

学生・無職 

○核家族化や遠方からの転居等で、身近に子育て

の支援を受けられない家庭が昔に比べ増えて

いると感じる。近隣家庭、地域との交流促進や、

公的サービスによる病児保育（ニーズ調査など

検討してほしい。）などの充実をお願いしたい。

/大町/女/30～39歳/公務員 

○頑張って下さい。/社/女/60～69歳/家事専業 

○大町病院の医療の充実をさらに進めてほしい。

/大町/男/40～49歳/公務員 

○大町病院が郡内の医療機関としての中枢を担

うよう、高度医療機器の拡充を行う。松本市内、

長野市内へ行かなくてもよい様な病院になっ

てほしい。/大町/男/40～49歳/金融・保険業 

○大町病院を毎月利用している。最近、整形外科

の評判が悪い。患者は安曇病院へ流れているこ

とに残念です。/平/女/70歳以上/学生・無職 

○2025年には、高齢者がピークを迎えます。高齢

者が日々充実した生活が送れるよう、大町版

（シニア大学）等の企画を全庁あげて検討して

ください。/大町/女/70歳以上/学生・無職 

○大町病院の午後診療。持病持ちの子は心配。小

中学生の予防接種の受け入れが、学校を早退し

なければならず、個人病院へ行くしかない。/

平/女/40～49歳/その他の職業 

○大町病院が救急指定病院になってほしい。遠く

へ入院させられても、交通の便で大変となる。

/大町/女/70歳以上/家事専業 

○大町病院について、第3セクターが入って、自

分達の利益で給料等支給されると、自覚も出て

来て良いと思います。/大町/女/50～59歳/その

他の職業 

○病院と福祉に特に力を入れて取り組んでほし

い。/平/女/70歳以上/家事専業 

○大町市内4つの小学校の空きルームが多く、使

われていないと聞く。もっと子育て支援に力を

入れてほしい。市民税をここに使うのもやむな

し。/常盤/女/50～59歳/その他の職業 

○大町総合病院の看護師の質が悪すぎる。松本の

病院の看護師と比べると、だいぶ違う。市の職

員と思うのが頭に有るのだろうか？患者がど

んどん来なくなるのではないか？/大町/男/60

～69歳/学生・無職 

○地域のために大町病院を充実させてください。

高齢になると、他市町村への病院通いは大変で

す。/大町/女/50～59歳/その他の職業 

○大町病院に小児科医師を早急に派遣して、安心

して子供を育てられるようにしていただきた

い。/常盤/男/30～39歳/その他のサービス業 

○大町総合病院に産科をぜひ復活させていただ

きたいです。子育て面では、0歳から短時間で
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も可能な託児施設を設けてほしい。/常盤/女

/30～39歳/農林水産業 

○より一層の充実。/大町/女/60～69歳/家事専業 

○これらを担う子供達への支援を考える。甘やか

すという意味ではなく、教育の充実、郷土への

愛着を育てる。自然豊かな場所だからこそでき

る教育をお願いしたい。/社/女/50～59歳/金

融・保険業 

○あまり実感されない、今後少子化なので、子育

てを手厚くしても予算の総量は比重が少ない

と思う。推進をすべき。又、年をとっても安心

して暮らせるという実感は、地域の団塊の世代

などにあるでしょうか。今いる住民が地域に誇

りを持って暮らせる意識作り、環境提供が必要

では。/平/女/40～49歳/その他のサービス業 

○大町病院の産科の完全復活を早く望みます。子

供の医療費の完全無料化を望みます（現在は1

回支払いしてから手数料500円を引かれた分の

みが返ってきているのですよね？）。/常盤/女

/20～29歳/家事専業 

○続行して頑張ってやって頂けたらと思います。

/大町/男/50～59歳/その他の職業 

○私は福祉の仕事をしていますが、福祉（高齢者）

相談が弱いと思っております。福祉は専門職が

必要になる分野なので、縦割りではなく、高齢、

障害、精神と総合的で、継続的な職員配置をし

てもらいたい。成年後見支援センターの設置を

希望しています。/社/男/40～49歳/その他の職

業 

○申し訳ないが、大町病院に受診したいと思う市

民が少ない。自分も大町病院より安曇病院に受

診している一人です。役所が運営している限

り、サービスが向上するとは思えません。もっ

と民間の風を入れた方が良い。/社/男/30～39

歳/建設業 

○大町総合病院の再生に市民一人ひとりが協力

して、病院向上を応援します。/常盤/女/60～

69歳/家事専業 

○病院、市役所は大切なのですが、土、日がやっ

ていない事が多く、とても不便。もっと充実し

てほしい（担当がいないので分からないという

事が多い）。/平/男/20～29歳/工業（製造業) 

○医者、学校、保育園の先生は、信頼が一番重要

かと思います。市民が安心して任せられる人材

育成を望みます。/大町/男/60～69歳/学生・無

職 

○産婦人科はもちろん全科の維持。/常盤/男/40

～49歳/公務員 

○大町病院の再生とは、何を再生するのか。職員

のプロ意識の低さ。医師に対する信用がない。

うなぎの寝床の様な建物。素人の知恵よりも、

専門家に委ねる。10人の素人より、1人のプロ

の方が仕事は早いと思います。/大町/男/50～

59歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○産婦人科の早い再稼働を希望します。/社/女

/20～29歳/学生・無職 

○大町病院の医師確保は早急に実現して頂きた

いと思います。/社/男/50～59歳/商業（卸小売

業・飲食業) 

○実際、未満児（特に２歳児から）からの入園が

増えています。未満児保育の充実（ゆったりと

した中での保育が出来るように…）が理想で

す。０～１歳半までの関わり方が、とても重要

という事をもっと知ってほしい。/常盤/女/50

～59歳/公務員 

○大町病院の外来を午前だけでなく、午後も診察

する。/美麻/女/40～49歳/家事専業 

○防災無線が、山でこだまして、全く聞き取れな

い地区が多くあるようです。どこに住んでいて

も、防災無線がはっきりと聞こえるようにして

いただきたい。/平/女/70歳以上/学生・無職 

○苦労が見えています。/平/女/60～69歳/家事専

業 

○サギなど多く、安心して暮らせません。人を信

用出来ないです。/大町/男/70歳以上/家事専業 

○医療が未だひどい。/大町/女/50～59歳/運輸・

通信業 

○大町病院産科の再開を早く望みます。/大町/女

/50～59歳/家事専業 

○医者を若くても良いから医者らしい人を選ん

でください。/大町/女/70歳以上/その他のサー

ビス業 

○大町総合病院の再生で産科は是非必要。子育て

支援で、息子達は大変喜んで支援を受けていま

す。教育環境の充実のため、教員住宅の古いの

は壊して、新しいのは続けてほしい。/社/女/60

～69歳/家事専業 

○大町総合病院は、市民が安心して受診できるよ

うに、高度な医療や、優れた医師の確保、救急

医療センターの整備等を早急に確立し、診療科

も総合病院の名に恥じないような本当の大北

地域の中核病院になる事を願います。/大町/男

/40～49歳/農林水産業 

○大町総合病院の再生について、専門化と充実。
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必要としない診療科は力を入れない。/大町/男

/60～69歳/その他のサービス業 

○子育て支援のＰＲポスターは良かったと思い

ます。東京、新宿等の駅や電車の中吊りに貼れ

たら良いと思います。/平/男/60～69歳/建設業 

○病院の再生、絶対必要です。医療の改善、人材

育成、確保等、がんばって下さい。/平/女/20

～29歳/学生・無職 

○とにかく、産婦人科医、常勤２人を徹底してほ

しいです。/大町/女/30～39歳/家事専業 

○大町病院は、もっと患者に対し親身になってほ

しい。職員の再教育を徹底すべきだ。/大町/男

/50～59歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○産婦人科医を増員して頂きたい。/大町/男/20

～29歳/工業（製造業) 

○福祉というと高齢化対策に偏りがちなので、子

育て、もっと子供に対しての充実が必要なの

と、市内で生活の基盤が出来る事が必要（就業

が一番だと思う）。/平/男/40～49歳/商業（卸

小売業・飲食業) 

○子供が結婚しても実家に帰って出産が出来れ

ば、大町の自然の素晴らしさに気付く事もある

のではと思う。大町病院の充実をお願いした

い。/大町/女/60～69歳/家事専業 

○頑張ってほしい。/大町/女/20～29歳/工業（製

造業) 

○大町の雪対策は、素晴らしいと思います。予算

の許す範囲で、何とか頑張ってほしいもので

す。/大町/女/50～59歳/- 

○介護、子育て支援においては、支援できる人が

ボランティア的に（有償ボランティア）お助け

する。お互い様精神で住民同士支え合っていけ

ばいいと思う。/平/女/60～69歳/その他の職業 

○子育て支援は特に若い世代には必要。しっかり

やってほしい。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○除雪や凍結対策等、冬の安全対策も力を入れて

下さい。/常盤/女/20～29歳/家事専業 

○がんばって下さい。/常盤/男/40～49歳/運輸・

通信業 

○空き屋建物除去対策について/放置されている

老朽家屋の周辺などが危険、獣類の巣、不衛生

で、この数が増加の一途であって、まさに安全、

安心な暮らしを脅かしている。市の条例などに

より敢然として取り壊し処分などをすべきで

はないか。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○市立病院の職員の意識改革が必要。自分の場

合、検査等、穂高病院を利用している。/平/女

/60～69歳/家事専業 

○大町病院の職員の質の問題。すごい上からで、

意地悪に感じる。/大町/男/50～59歳/その他の

職業 

○幅広く意見を収集するために、市の職員等が色

んな所に行って、話を聞く場があると良いと思

う。市役所の窓口では、なかなか一人で行って

話す事が出来ない。/大町/女/30～39歳/その他

の職業 

○大町病院は少子化、人口減少で適切なサイズに

縮小していく事が必要になる。長期プランとし

て計画すべき。/大町/女/30～39歳/その他のサ

ービス業 

○災害対策は、特に力を入れて市民を守って下さ

い（常に啓発していく）。/社/女/50～59歳/そ

の他のサービス業 

○安心して暮らしいい、全てを進めて下さい。/

大町/女/70歳以上/家事専業 

○とにかく病院の再生を。信大医師はもちろん医

師を一人でも多く確保。専門系にしても良いと

思う。総合病院にこだわる必要があるのか？病

院に空きがあるなら附属の（例えば看護など）

学校を設置するとか。施設とか。/平/女/40～

49歳/その他のサービス業 

○産婦人科は絶対に必要だと思います。/平/女

/40～49歳/家事専業 

○これから高齢化が特に進んできます。そのため

福祉の必要性が大切かと思います。体操教室を

多くして介護を受けなくて元気に過ごせたら

と願っています。/平/女/60～69歳/農林水産業 

○がんばって下さい。/平/女/70歳以上/学生・無

職 

○人口が増え市民サービスが低下してしまった

ではいけないので、これらの上記は充実させて

おくべきである。しかし、必要以上の施策はい

らない。実際にそうなってからでもサービス向

上は出来る。/平/男/30～39歳/工業（製造業) 

○若い人達のための御発展を心から希望します。

/大町/女/70歳以上/家事専業 

○大町は水が豊富にある町と昔から言われて来

ています。しかし冬の除雪対策はどうでしょう

か。何十年も毎年数億円の費用が除雪費となっ

て「アワ」となって消えていきます。市民もこ

の頃では愚痴も出ます。せっかくの市税です。

子孫に喜ばれるものを残して行きたいと思う

年頃になりました。労力は惜しみません。融雪

路の建設を至急考えていただきたい。/大町/男
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/60～69歳/建設業 

○大町総合病院の再生と充実、ドクターの教育、

患者さんの立場、悩みに本気で取り組んでほし

い。患者の気になる言葉は控えてほしい。病院

離れの原因。/大町/女/70歳以上/その他の職業 

○大町市の地域の格差が、住民の意識の違いにな

っていると思うので、大変ですが頑張って下さ

い。/常盤/女/70歳以上/農林水産業 

○安心して安全に暮らす町とは、とても難しい事

だと思う。病院の再生、福祉の充実ｅｔｃ、今

すぐやっていかなければいけないが、何を実施

するにも金がかかる事だから、その金も税金で

行う事なので無駄の無い様にしていかないと

いけないと思う。/社/男/60～69歳/学生・無職 

○ご苦労様です。今後ともより一層頑張って下さ

い。安心して暮らせる大町市の伸展のために。

/平/男/70歳以上/農林水産業 

○少子化と言っている割に、市内に産科はなく、

安心して子供を産める環境でない大町病院も

不安。早急に改善して下さい。/大町/女/30～

39歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○医師が不足していて、受診したいのに科がやっ

てない日などある。隣の安曇病院は、医師が充

実して建物も新しくなります。とてもうらやま

しいです。やはり医療が充実してないと住めま

せん。市職でなく、経営のプロを病院に入れて、

サービスの面なども考え直すべきです！！/大

町/女/40～49歳/公務員 

○大町病院の再生については、医師の充実、受付

け職員の教育、応対が非常に悪い。初診に行く

人には特に親切に扱うよう心掛けねば駄目で

ある。/大町/男/70歳以上/商業（卸小売業・飲

食業) 

○産科がなくなってしまった事は、残念でなりま

せん。どうか、産科をお願いしたい。/社/女/40

～49歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○市民病院の充実、産婦人科。/大町/男/60～69

歳/工業（製造業) 

○大町病院の産科の開設を望む。/社/男/60～69

歳/建設業 

○病院の看護師（助産師）の意識改革、保育園の

先生の意識改革、もう少しサービス業を意識し

て、レベルアップして下さい。/平/女/50～59

歳/その他の職業 

○大町病院のスタッフに対応が悪い人がいる。全

員ではないが、横柄な態度をされてしまうと、

気分が悪くなります。そうなると他の病院に行

ってしまいます。スタッフの対応教育お願いし

ます。他の病院は、とてもスタッフの方々の対

応は気持ちが良いです。/常盤/女/30～39歳/そ

の他のサービス業 

○大町病院では、医師の足りない科もあるようで

す。複数医師による診断が行える体制を望みま

す。/大町/男/60～69歳/学生・無職 

○大町総合病院でのお産が可能になってほしい。

/大町/男/40～49歳/運輸・通信業 

○一日も早く産科が再開する事を望みます。/大

町/女/60～69歳/家事専業 

○災害対策に関しては、隣組や防災マップの作成

の充実を図る。隣近所の付き合いが薄いので、

もっとつながりが持てるように、どんな人が住

んでいるのか、何が必要か考えたりする場を持

てばどうか。/大町/女/20～29歳/その他のサー

ビス業 

○山間地域は今後、ますます高齢者の割合が大き

くなるため、万一の時の医療体制の強化をお願

いしたい。大町総合病院の再生は急務と思われ

ます。助かる命を確実に助ける体制の強化をお

願いします。/美麻/男/60～69歳/建設業 

○自治会を離れる家庭が多く、人とのつながりが

無くなって行く。/常盤/女/50～59歳/その他の

サービス業 

○何としても先ず、収入です。/大町/女/70歳以

上/家事専業 

○子育て世代にお金を配る。/大町/女/30～39歳/

その他のサービス業 

○以前Ａ病院では看護師の教育を行った。現在

は、患者の気持ちになり変わった。大町も人手

不足から、リタイアした人を再度雇用してはい

るが、年数を重ねたのみで患者への心が高く

（鼻が高い）なりつつある。早めに再教育して

ほしいです。/社/男/60～69歳/- 

○医師の退職すら読めずの恥ずかしい状況と思

う。医療には、特色をつける取り組みを。又、

良い教員を転勤させてくること。/社/男/50～

59歳/工業（製造業) 

○進めて下さい。/常盤/男/50～59歳/工業（製造

業) 

○大町総合病院の再生に特に力を入れてほしい

と思います。/平/女/70歳以上/農林水産業 

○是非、実現をお願いしたいです。/平/女/70歳

以上/家事専業 

○期待します。/常盤/女/70歳以上/その他の職業 

○大町市の中心市街地は便利になっても、美麻地
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区、八坂地区は限界集落になりつつあります。

ＩターンＵターンにもっと空き家を提供して

住んでもらえたらと思います。/八坂/男/40～

49歳/農林水産業 

○子供達が安心、安全に遊べる環境にしてあげた

い。/社/女/60～69歳/家事専業 

○少し体が不自由になっても自立できるような

援助をお願いします。/大町/女/70歳以上/家事

専業 

○高規格道路か豊科インターまでの道を一日も

早くお願いしたいです。インターまでの時間は

とてもかかります。観光客や企業も定住する人

もより便利な所へ行ってしまうのは仕方ない/

かなと思います。/大町/女/60～69歳/その他の

職業 

○大町病院が地元の人達が「必要としてない」事

に気付いてない。/平/女/20～29歳/家事専業 

○それぞれの施策について少しずつですが、応援

できるようにして行きたいと思います。/大町/

男/70歳以上/学生・無職 

○市民の高齢化に伴い、市立病院としての住民を

守る病院としての職員の意識改善が必要と思

います。/社/男/60～69歳/その他の職業 

○大町病院の産科は、なくてはならないので、是

非お願いします。安心して子供を産み育てる環

境がないと、人口も増えていかないと思いま

す。/常盤/女/40～49歳/公務員 

○現在の施策を進めてもらいたい。/大町/男/70

歳以上/学生・無職 

○大町病院産婦人科の末長い存続を望みます。/

平/女/50～59歳/その他の職業 

○限られた予算で、あれもこれもは無理。効果の

薄い物や、不必要になった物は、どんどん整理

する。そして新たに直ぐ必要なものに優先順位

を付けて予算を付けていく。/大町/男/70歳以

上/学生・無職 

○病院はやはり、一番重要。第二に子育て支援、

災害に関しては、良くやっていると思います。

/大町/男/30～39歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○この中に、防犯対策を加える事も、安心して安

全に暮らし続けていくには必要だと思います。

それには、隣近所を「気に掛ける」意識を芽生

えさせるためのきっかけがあると良いです。全

ての住民が「気に掛ける」意識を持てば、人々

の目がまわりに行き届く事になります。そうな

れば、犯罪は起こりにくくなるのではないか、

と考えました。/社/女/30～39歳/工業（製造業) 

○心臓、頭の病気は緊急を要します。大町病院で

の受け入れが出来たらと思います。/社/男/50

～59歳/農林水産業 

○これからも続けて下さい。/大町/女/70歳以上/

家事専業 

○病院の再生は早急にお願いしたいです。お医者

さんの確保。/社/女/20～29歳/工業（製造業) 

○大町病院の再生が特に重要。/八坂/男/60～69

歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○熊の出没が気になります。山にドングリを植え

たり、熊が出てきても分かるように、木の下を

きれいにして見やすくしてほしいです。/社/女

/30～39歳/その他の職業 

○病院の再生に力を入れていても、そこで働く人

の意識の低さが目に付く。自分達が住んでいる

所が良いのは誰でも思う事。市民全体で、良い

町にすると思う事こそ、大切だと思う。/常盤/

女/60～69歳/家事専業 

○とにかく色々な課題、要望はありますが、今一

番困っている事、農作物を荒らす猿対策、何か

良い方法があれば、個々でネット、支柱等お金

を掛け“よけ”はしているものの、あまり効果

もない状況です。すでに電気柵も申請はしてい

る様ですが、一向に取り付けていただけませ

ん。早急にお願いします。/常盤/女/60～69歳/

農林水産業 

○病院に信頼できる医師の常駐。/大町/女/70歳

以上/家事専業 

○特に地域福祉には力を入れてほしい。/常盤/女

/60～69歳/農林水産業 

○今は開業医で何とか健康が保たれています。今

後万一、救急車で運ばれる時、近くの大町病院

が受け入れてもらえる事が、先ず安心。大町病

院の充実をお願いしたい。/大町/女/70歳以上/

家事専業 

○大町総合病院は地元には不可欠の問題ですが、

他病院（池田、豊科）に通院する方が多いのは

なぜか？ 医師が変わりすぎるのと常勤医師

の一部、目線と言葉が患者を見下ろしている方

が多い。看護師の資質も疑問。再生の溝。/大

町/男/70歳以上/学生・無職 

○お金の事を考えた病院の再生を願います。ま

た、将来税収が減り、今のサービスがどの位落

ちるのか検証しながら施策を考えてもらいた

いです。/大町/男/40～49歳/建設業 

○安心して子供を産める環境、大町病院の再生

（産婦人科医の確保）等を望んでいます。/大町
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/女/60～69歳/家事専業 

○特に大町市南部に、災害時、安心して避難でき

る施設（大きな建物）を造って頂きたいです。

/常盤/女/40～49歳/工業（製造業) 

○早急に推進/常盤/男/50～59歳/運輸・通信業 

○定住と教育環境に関係するが、教育のために県

外へ出てから出身地に戻ってくるかが問題で、

戻ってくる魅力が必要である。子育てと老後ま

でのイメージが出来ないといけない。そのため

のシステム作りが肝要かと思う。/大町/男/70

歳以上/学生・無職 

○大町病院の第２、第４土曜日の診療を充実させ

て下さい。仕事の都合で土曜日にしか行けない

人も多いと思います。内科の医師一人にも驚き

ました。それも信大の医師です。なぜ大町病院

の医師がいないのでしょうか？ これでは大

北地域の基幹病院だなんて言えませんね。/常

盤/女/50～59歳/その他の職業 

○無駄な事業はやめて、大町病院でお産が出来る

体制や子育てに税金を活用してほしい。高規格

道路の開通を早期にしていただきたい。/常盤/

男/30～39歳/その他の職業 

○安心、安全、子育て、災害、できる町にしてほ

しい。/大町/女/70歳以上/学生・無職 

○大町総合病院の医師がもっと充実して、もっと

親しまれる病院になってほしい。/平/女/50～

59歳/工業（製造業) 

○書きましたが、産む施設が無くては人口増加は

あり得ない。出て行った若者が里帰り出産に帰

ってきても、病院が無ければ何のために帰って

来たのか…。すぐ暗くなる。夜、歩けない。通

学路に街灯を!!/もう昔のように安全な時代で

はない。バスが無いならなおさら。県外出身者

からの意見です。/常盤/女/30～39歳/その他の

サービス業 

○地域医療は、是非充実していただきたいと思い

ます。/大町/男/60～69歳/公務員 

○妊娠中に引っ越してきたが、産院の不充実には

驚いた。これじゃ大町で産もうなんて皆思わな

い。子供医療に関しても、一度全額払い、何ヶ

月後かに戻るなんて、要領悪すぎる。後々戻っ

てきても、その時（困った時）の助けにはなら

ない。子供医療無料の町を見習ってほしい。/

大町/女/20～29歳/その他のサービス業 

○大町病院の産科を早く再開してほしい。/平/女

/60～69歳/家事専業 

○その通りです。/常盤/男/70歳以上/学生・無職 

○産科の医師の人数を増やす事（先生方の負担が

多すぎて、気の毒です）。/大町/-/-/- 

○大町病院を新しくしても、医師不足の現状を何

とかしてほしい。災害対策マップをもっと市民

に定着するよう、自治会と協力してほしい。/

社/女/50～59歳/その他の職業 

○町内にある公民館を利用して、毎月老人を対象

にしたＮＰＯによる“健康教室”や“安全教室”

等の様々な日常にわたる色んな“老人の集い”

あっても良いのではないか。※主催は保健セン

ターで良い。/大町/女/50～59歳/家事専業 

○産婦人科の充実、早期実現（再開）を望む。/

常盤/男/60～69歳/学生・無職 

○働く場所の創設、誘致。/社/女/70歳以上/学

生・無職 

○子供、高齢者が、安全に移動、行動できる交通

手段が増える事を希望します。/常盤/女/50～

59歳/公務員 

○安心、安全はハードなものがあると得られると

は思いません。現在あるものを整理し、とこと

ん見直す、その分を安心、安全の源である健康

のために（診断が必要というのでなく）身体に

欠かせない“水”を市民は無料であやかりたい

ものです。/常盤/女/70歳以上/その他の職業 

○大町総合病院を、安心して入院できる病院にし

てほしいです。/平/女/50～59歳/家事専業 

○一番大事な項目ですので、あらゆる角度から検

討し、充実した施策をお願いしたいと思いま

す。大町病院も大きく発展し、喜ばしい限りで

す。足元に大きな病院があります事は、安心感

が得られます。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○町民の交流の場がほしいと思います。/大町/女

/70歳以上/その他の職業 

○大町病院で分娩が出来る様、さらに働きかけて

いただきたいです。/大町/女/40～49歳/公務員 

○大町はとても住みよい所だと思います。/大町/

女/70歳以上/家事専業 

○今後とも宜しくお願いします。/大町/女/60～

69歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○何年も前からの提案、実行あるのみ。/社/男/70

歳以上/その他の職業 

○通学バスを出してほしい美麻小への。/常盤/女

/40～49歳/その他のサービス業 

○病人が安心して診察してもらえるよう、医師、

看護師の向上を目指してほしい。大町病院の評

判が良くないので、遠くの病院まで行くという

のは、いかがなものでしょうか？/常盤/女/40
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～49歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○今は、戦争法案や、集団的自衛権など、安倍政

治の暴走で日本がどうなるのか不安です。でも

少しでも市や町から声を上げる事は大事だと

思うので、反対したい事はきちんと伝えていく

べきだと思います。/大町/男/20～29歳/学生・

無職 

○大町総合病院の再生と子育て支援について/努

力している様には、とても見受けられません。

女性に対しての積極的対応、相談を求めます。

/大町/女/20～29歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○大町総合病院が存続する様、国にも働きかけ

て、医師を確保し尽力して欲しいと思います。

/常盤/男/40～49歳/学生・無職 

○大町病院→救急医療の充実が急務。/大町/男

/70歳以上/その他のサービス業 

○安曇野以北の地域医療を確立してほしい。地域

で支え合うシステムづくり、又、高齢者の利用

する側の意識改革が必要と思う。/大町/女/50

～59歳/公務員 

○育児休暇取得者の保育園退園（未満児）反対。

育児休業を取ろうとしても、楽しく保育園に通

っている子から、保育園を取り上げる事になる

なら、妊娠を考えてしまう。これは働く親にと

って重大な問題です。第一子の保育園継続を考

えると、第二子妊娠が遅れる。いつまでも根拠

のない３歳児神話にとらわれすぎ。昔みたいに

祖母と一緒に住んでいる家庭ばかりではな

い！/大町/女/30～39歳/その他の職業 

○大町総合病院の信頼回復をお願いします。/社/

男/40～49歳/その他のサービス業 

○産科の不在に代表される医療の弱さが問題だ

と思います。５年計画と言わず、10～20年先を

見据えて、中学、高校生に長期的な視点での人

生計画をしてもらい、市が主体となりフォロー

し、彼らが30代になる頃に戻って来ていいと思

ってもらえればと思います（産科専門病院があ

れば、長野県中から人を集められるのでは）。

/大町/男/40～49歳/その他の職業 

○病院の必要性。安心して子育てのできる町づく

り。18歳までの医療費無料等。災害時の時に持

ち出せる災害バックの支給。/平/女/30～39歳/

農林水産業 

○今までも大町総合病院の再生が言われてきた

が、他の病院と比べると質の違いを感じる。建

物ばかり大きくなっても、市民は満足しないと

思う。/大町/女/60～69歳/その他の職業 

○子が少ない。人が他へ出て行く。それはなぜ！

/これを何とかしなければ収入が減少し、こん

なこともできなくなるのでは？/老人対策をし

ながらも、人が増える方法を職員ではなく民間

の考えを聞いてすぐにでも対応すべき。/常盤/

男/40～49歳/運輸・通信業 
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まちづくりへの提言 

その他意見欄から 

 

 

 

アンケート回答者から多数のご意見・ご要望等が寄せられました。原則と

して、原文どおり掲載しましたが、一部、原文を尊重しながら加筆修正し

て掲載したご意見もあります。 
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設問ごとの記述式による意見・要望 

 

問１⑦ あなたが大町市にお住まいになった主

な理由は/８ その他（具体的に：） 

 

○20代から、山岳、スキーを趣味にしており、リ

タイヤしても近い環境にいる方が充実可能と

考え、40代は安曇野、52歳より大町へ。/平/男

/60～69歳/学生・無職 

○白馬に住んでいたが、大町の方が全体的に住み

よいと思ったから（金銭面、生活面）。/八坂/

女/30～39歳/工業/製造業 

○住みよい市政作り。働く場所、生活の資金収入

が出来る市。/平/男/70歳以上/建設業 

○自然が良い。水がうまい。/大町/男/40～49歳/

金融・保険業 

○Ｉターンで就農のため。/大町/女/70歳以上/学

生・無職 

○父の出身地のため家族で引っ越した。/大町/男

/20～29歳/学生・無職 

○娘の家の近くが良くて来ました。/常盤/男/70

歳以上/学生・無職 

○美麻村にホレこんで。/美麻/男/60～69歳/その

他の職業 

○ロケーションが良い。/平/男/60～69歳/その他

のサービス業 

○娘の嫁ぎ先での近所で住むため。/大町/女/70

歳以上/家事専業 

○家が大町にあるから。/大町/女/50～59歳/その

他の職業 

○夫が退職し、その郷里に戻ってきた。/大町/女

/60～69歳/家事専業 

○農地があるから。/常盤/男/50～59歳/公務員 

○自分の趣味や生活したい環境に合ったため。/

社/男/40～49歳/その他の職業 

○子供の教育上、子供の人数の多い大町市を選ん

だ。/大町/女/60～69歳/家事専業 

○山登りやスキーが好きで、登れなくなっても家

からアルプスの山が見られる。/常盤/女/70歳

以上/家事専業 

○平成７年の長野県北部集中豪雨災害で、崖崩れ

等により、農家が出来なくなったため、子の住

まいに移り住んだ。/平/女/70歳以上/学生・無

職 

○土地を探していたところ、紹介され、気に入っ

たので。/常盤/男/50～59歳/公務員 

○白馬村より降雪量が少ないため（除雪負担が少

ない）。/常盤/男/70歳以上/家事専業 

○主人は糸魚川市の生まれ。結婚し大町が良いと

永住しました。その時は糸魚川より、税、水道

が安く、この大町を選び私の生れた所で生活を

するようになりました。/大町/女/70歳以上/そ

の他のサービス業 

○主人は山が好きで、若い頃大町へはよく来てい

て、いい所だと言っていた。定年後は住んでみ

たいと思うようになった。家は、定年前に建て

て（平成元年）、年に何回か、子供達を連れて

スキーに行ったりしていた。/平/女/60～69歳/

その他の職業 

○疎開、東京からです。/大町/女/70歳以上/学

生・無職 

○人ばかり多い都会には住みたくないから。/大

町/女/70歳以上/家事専業 

○良い別荘地があったから。/平/男/60～69歳/学

生・無職 

○自分を活かせる場を見つけたから。仕事、地域

活動等。/平/男/30～39歳/工業/製造業 

○父親の仕事の都合。/社/女/20～29歳/公務員 

○登山が趣味で、山の景観が大変気に入り、家を

購入しました。/平/女/60～69歳/家事専業 

○親の転勤先で生まれたから戻った（4歳の頃）。

/常盤/男/60～69歳/農林水産業 

○家賃が安かったから。/八坂/男/50～59歳/学

生・無職 

○太平洋戦争中、東京より疎開から定住。/常盤/

男/70歳以上/学生・無職 

○親の親の代から自営業だったから、この町に81

年住んでいます。/常盤/女/70歳以上/家事専業 

○親が転勤のために。社/男/70歳以上/学生・無

職 

○夫の仕事の都合。/大町/女/60～69歳/学生・無

職 

○社会にリタイヤして、居場所がなくなったた

め。/常盤/男/30～39歳/その他の職業 

○施設入所のため。/大町/女/70歳以上/学生・無

職 

○スキー場が近くなるため。/社/女/60～69歳/家

事専業 

○施設入所のため。/大町/女/70歳以上/学生・無

職 

○農地（水田）があったから。/大町/男/70歳以

上/学生・無職 



- 195 - 

 

○趣味（スキー、トレッキング）のため。/大町/

男/70歳以上/学生・無職 

○戦争で疎開。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○やりたい事のため。/大町/女/40～49歳/その他

のサービス業 

○妻の実家。/常盤/男/70歳以上/学生・無職 

○息子家族と一緒に住むため。/大町/男/70歳以

上/その他の職業 

○父の実家が大町にあったから。/大町/女/70歳

以上/家事専業 

○子供にスノーボードをさせたくて。/大町/女

/20～29歳/その他のサービス業 

○高校入学時に養子となり、移り住む。/大町/男

/70歳以上/工業/製造業 

○東京から、自然が多くある大町市に/平/男/70

歳以上/- 

○疎開。/常盤/男/70歳以上/学生・無職 

○大町市内に住む友人に勧められて。/大町/男

/60～69歳/学生・無職 

○変る理由がなかったから。/八坂/女/60～69歳/

その他の職業 

○知人を通し、空き家があるという理由。/常盤/

女/70歳以上/その他の職業 

○嫁に来たから。/常盤/女/60～69歳/家事専業 

○養子となったため。/大町/女/60～69歳/その他

の職業 

○Ｉターン志望により、再就職先の関係により。

/社/男/40～49歳/その他のサービス業 

 

問３ 大町市は、あなたにとって住みよいところ

だと思われますか。次の中から該当する項目を

１つ選んでください/４ 少し住みにくい（理

由：） 

 

○物価が高い。乗り物が不便。スーパーが少ない。

コンビニがない。/社/女/60～69歳/家事専業 

○野生動物が多すぎる。買い物するのに遠い。/

平/男/60～69歳/建設業 

○女性をバカにしている人がいる。セクハラ、暴

力、嫌がらせをする人がいる。（人をバカにし

ている地域がある。引っ越してきて、地区の行

事に子供と私と行くと、「母ちゃんはこなくて

よい、父ちゃん出せ。」次の年、主人が行くと

誰もいなかった。）/平/女/40～49歳/その他の

職業 

○アクセスがいまいち。/大町/男/20～29歳/その

他の職業 

○雪が多くて大変。/大町/女/60～69歳/家事専業 

○交通が不便。高速道路がない、電車の本数が少

ない、終電が早い等。/大町/男/40～49歳/工業

（製造業） 

○仕事が少ない。/大町/男/30～39歳/その他の職

業 

○年をとり、冬の雪の多さと寒さが大変。/大町/

女/70歳以上/家事専業 

○電車が少ない。店が早く閉まる。/大町/男/20

～29歳/学生・無職 

○外食する時、種類がなく困る時がある。/大町/

女/50～59歳/その他の職業 

○雪が降るため。/大町/女/40～49歳/家事専業 

○冬の雪が多くて大変。/大町/男/70歳以上/学

生・無職 

○寒い。/大町/男/70歳以上/その他の職業 

○隣近所との付き合いが難しい。/常盤/男/30～

39歳/その他のサービス業 

○利便性に欠ける（交通、商業施設などがない）。

子育てについてもサポートが少ない。/常盤/女

/30～39歳/農林水産業 

○交通の便で。免許証が無いので。/大町/女/70

歳以上/家事専業 

○冬の雪と寒さ。/大町/女/50～59歳/その他の職

業 

○冬、雪の問題。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○雪が多くて寒い。/平/女/50～59歳/その他の職

業 

○雪が多いので冬は大変。住んでいる所は湿気が

多い。/平/女/40～49歳/その他のサービス業 

○高速道路が無い。/常盤/男/30～39歳/その他の

サービス業 

○冬の寒さが厳しく、除雪、光熱費の負担が大き

い。/大町/男/60～69歳/学生・無職 

○公共交通機関（電車、バス）が発達していない。

寒い。/大町/女/50～59歳/商業（卸小売業・飲

食業) 

○雪の片づけが大変。/大町/男/70歳以上/その他

の職業 

○冬は寒くて、灯油代がかかるから。/大町/女/60

～69歳/家事専業 

○高校が一つになり、若い人がいない。高齢化が

進んでいる。/社/女/20～29歳/学生・無職 

○交通網が整備されていない。/社/男/50～59歳/

商業（卸小売業・飲食業) 

○資源物の収集は週２回市でやってほしい。行事

が多すぎる。/常盤/女/70歳以上/学生・無職 
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○買物等が不便です。買物をしたい店がありませ

ん。/常盤/女/50～59歳/公務員 

○高齢者にとって、免許がないため、交通の便が

悪いと感じる。/平/女/70歳以上/学生・無職 

○雪が多くて、年を取れば大変です。/大町/女/60

～69歳/家事専業 

○降雪、寒さ。/大町/男/70歳以上/農林水産業 

○雪の始末が大変、凍る。/大町/女/50～59歳/家

事専業 

○安定して働ける場が少ない。/常盤/男/50～59

歳/公務員 

○交通の便が悪い。冬の寒さが厳しい。/常盤/女

/40～49歳/工業（製造業) 

○年金生活のため苦しい。/平/男/70歳以上/学

生・無職 

○雪が多くて冬は大変。/平/女/70歳以上/農林水

産業 

○交通の便が悪い。/平/女/70歳以上/家事専業 

○冬、雪が多い。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○冬、雪が多い。/大町/男/60～69歳/建設業 

○車の免許がないので移動が不便。/平/女/20～

29歳/学生・無職 

○経済的な低迷、人口減少、高齢化。/大町/男/50

～59歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○積雪が多いため。/平/女/70歳以上/家事専業 

○冬場は除雪が行き届かず大変困る。それ以外は

住みやすい。/大町/女/50～59歳/その他の職業 

○物価、税金が高い。/大町/女/50～59歳/- 

○車がないと住みにくい。/大町/女/60～69歳/家

事専業 

○昔から住んでいるからこそ、今は住みにくさを

感じる。/大町/女/40～49歳/その他のサービス

業 

○雪の量と寒さ。交通、特に車での移動。/大町/

男/70歳以上/建設業 

○地域ごとにある慣習で、年齢層に応じたとらえ

方をしにくい。/大町/女/50～59歳/その他の職

業 

○冬期の間の除雪が大変である。/大町/女/60～

69歳/家事専業 

○心の裏表がある。/大町/女/60～69歳/家事専業 

○寒くて、雪が多いのでイヤだ。/常盤/女/50～

59歳/その他のサービス業 

○買い物に不便。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○就業先が少なく、若者が安心して定住しにく

い。/美麻/男/50～59歳/建設業 

○空地が多く、暗い。/大町/男/50～59歳/その他

の職業 

○救急医療センターがない。急病の時に困りまし

た。/大町/女/40～49歳/家事専業 

○交通が不便。/八坂/女/30～39歳/その他の職業 

○交通網の不便さ。/社/女/50～59歳/その他のサ

ービス業 

○雪が多い、店が遠い。/平/男/70歳以上/農林水

産業 

○交通の便、店の数。/平/男/40～49歳/建設業 

○交通面。/平/女/40～49歳/その他のサービス業 

○車が無い人にとっては…住みにくい。/大町

/-/40～49歳/- 

○自然環境が厳しい。文化施設（映画館等）、商

業施設が乏しい。/大町/女/50～59歳/その他の

サービス業 

○冬の雪/平/女/70歳以上/家事専業 

○交通の便が悪い。若者の店が少ない（ない）。

食べ物屋も若者向けのものが少ない。/平/男

/40～49歳/その他のサービス業 

○冬期の除雪。/平/男/70歳以上/農林水産業 

○税金が高い。地区集金が多い。家畜等の臭いが

困る。/常盤/女/50～59歳/その他の職業 

○冬、雪が多く、除雪が苦労。寒い。飲食店が少

ない。/大町/女/30～39歳/商業（卸小売業・飲

食業 

○交通が不便（車を持ってない人）。/常盤/男/40

～49歳/工業（製造業) 

○中学生以上の子供に対しての福祉（教育）が充

実していない。/平/女/50～59歳/工業（製造業) 

○雪/大町/男/50～59歳/その他の職業 

○産科が無くなり、大町で出産できなかった。二

人目の出産を悩む。大町は、日曜日休みの店が

多すぎる。特に駅前通り。子供が遊べる公園な

どが少ない。/常盤/女/30～39歳/その他のサー

ビス業 

○冬が寒いため。/社/男/20～29歳/公務員 

○医療事情の悪い部分がある。/大町/男/60～69

歳/学生・無職 

○家賃が合併以後、高くなった。/八坂/男/50～

59歳/学生・無職 

○交通機関が充実していない。/平/男/50～59歳/

その他のサービス業 

○冬が寒く、雪が多い。老人は大変である。/大

町/女/70歳以上/家事専業 

○お店が少ない。/大町/女/30～39歳/工業（製造

業) 

○雪が多い。/大町/女/70歳以上/家事専業 
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○税金が高い。/社/男/60～69歳/- 

○物価が高い、交通の便が悪い。/大町/女/70歳

以上/その他のサービス業 

○雪対策が遅れている（排雪抗）等。/大町/男/60

～69歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○必要な物、欲しい物が買えない。協調性のない

人が多い。/大町/男/50～59歳/公務員 

○除雪をしなければいけない。/大町/男/60～69

歳/建設業 

○冬は雪が多くとっても寒い。雪かきが大変。大

雪になると家が心配。/大町/女/60～69歳/学

生・無職 

○交通の便が悪い。/平/男/40～49歳/工業（製造

業) 

○交通の不便（バス、長野市行き）。耕作放棄地

の多さ。/八坂/男/40～49歳/農林水産業 

○電車やバスが少ない。/常盤/男/30～39歳/その

他の職業 

○病院（医師不足）。/大町/女/70歳以上/学生・

無職 

○雪が多い、雪かきが大変。/平/男/70歳以上/そ

の他の職業 

○買い物に不便。/平/男/60～69歳/農林水産業 

○排他的な所がある。/大町/女/50～59歳/その他

のサービス業 

○雪が多い。/平/女/60～69歳/家事専業 

○人が好きになれない。/平/女/60～69歳/家事専

業 

○子供が帰って来られない。何年か先が不安。/

大町/男/60～69歳/公務員 

○四季の中より、冬の雪の片づけが大変。/大町/

男/60～69歳/その他のサービス業 

○冬の雪の寒さ、また働く所がない。交通の不便

さ。/常盤/女/40～49歳/公務員 

○人との付き合い、接し方。/平/男/60～69歳/建

設業 

○雪が多い、大型スーパーが遠い。/平/女/50～

59歳/その他の職業 

○大雪が降るから。/大町/女/70歳以上/- 

○病院等が少ない。/大町/女/30～39歳/その他の

職業 

○車がないと、移動が大変。店が少ない。/社/女

/30～39歳/その他の職業 

○冬の雪片付けが大変のため。/大町/女/50～59

歳/その他の職業 

○文化的な娯楽がない（映画館等）。雪が多い。

/大町/女/40～49歳/その他のサービス業 

○交通の便が悪い、足がないので。/大町/女/60

～69歳/学生・無職 

○高齢者の福祉、利便性。/大町/女/70歳以上/家

事専業 

○高齢者世帯増加、地域負担（自治会等）増。/

社/男/50～59歳/金融・保険業 

○高齢になり、雪かきが大変になりました。/大

町/女/70歳以上/家事専業 

○交通の便が不便/大町/女/60～69歳/家事専業 

○自治会活動が多すぎる、店が少ない。/常盤/男

/30～39歳/公務員 

○冬雪が多い。家の前は通学路であるのに、雪か

き、除雪が行われない。除雪しても、かき方が

北に比べてへたくそである。/大町/男/50～59

歳/その他の職業 

○道路が悪い（歩道を含む）。野焼きの煙、交通

の便（公共）、除雪下手。/大町/男/70歳以上/

学生・無職 

○交通面での不便。/大町/女/60～69歳/商業（卸

小売業・飲食業) 

○田舎すぎる。/常盤/男/30～39歳/その他の職業 

○雪がいっぱい、寒い。/大町/女/70歳以上/学

生・無職 

○車の運転が出来ない人は不便。/平/女/50～59

歳/工業（製造業) 

○自然は豊かですが、公共機関が少なく、車がな

いと不便。０～２歳の子供が遊べる施設（特に

雨の日）がない。小学、中学になった際、登下

校の安全性に問題有り。/常盤/女/30～39歳/そ

の他のサービス業 

○人づて以外の情報収集手段が少ないから。/八

坂/女/20～29歳/その他のサービス業 

○職場が遠い。子供医療費のシステムが悪い。/

大町/女/20～29歳/その他のサービス業 

○自然は残してほしいが、商業施設が少ない。/

大町/女/40～49歳/工業（製造業) 

○雪が多く、物価が高い。又、働く所がない。/

平/男/70歳以上/- 

○若い時は良かったけれど、冬雪が多いので大

変。車がないと、買物も大変。救急の時でも大

町病院で診てもらえない。/平/女/60～69歳/家

事専業 

○働き先がない。/大町/男/30～39歳/工業（製造

業) 

○職場が少ない。若者が少ない。/大町/女/50～

59歳/その他のサービス業 

○子供の通学時間に平気でリンゴの消毒をする、
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やってもムダなのに、除草剤を山盛りまく、人

の家の花まで枯らす等、自分の事しか考えない

人が多い。/常盤/女/40～49歳/農林水産業 

○買物、病院すべて市外に行く。交通の便が悪い。

車で移動出来るうちは良いが、先が不安。/社/

女/50～59歳/その他の職業 

○税金が高い町である。/大町/女/50～59歳/家事

専業 

○冬の雪の問題がある。/平/男/60～69歳/観光業 

○商業施設が少なく、買物するには不便。/大町/

女/20～29歳/学生・無職 

○冬の季節が苦手です。/大町/女/60～69歳/その

他のサービス業 

○生まれ育った人達はいいかも？/常盤/男/60～

69歳/建設業 

○将来、安定して住めるような職場がほしい。/

八坂/男/60～69歳/建設業 

○雪が多いので、老人には冬は大変です。/大町/

女/70歳以上/家事専業 

○行政と住民に一体感がない。/大町/男/60～69

歳/その他の職業 

○夜は早くに店が閉まるし、買い物も遠くへ行か

ないと…。/常盤/男/40～49歳/工業（製造業) 

○冬の除雪が最悪です。他県の様子も勉強してみ

てほしい。/平/女/50～59歳/家事専業 

○降雪量が多いので、心細くなる。/平/女/60～

69歳/家事専業 

○大型ショッピングモール、映画館等が無いた

め、休日近場で何もする事がない。高速道路も

近くにないため、移動しにくい。/常盤/男/20

～29歳/工業（製造業) 

○交通手段。自治会の仕事の負担。/常盤/女/60

～69歳/家事専業 

○総合病院に不服があり、松本へ通わなければな

らない所。/常盤/女/40～49歳/商業（卸小売

業・飲食業) 

○自然は豊かだが、冬は雪が多く住みにくい。国

保税が高く住みにくい。/大町/男/20～29歳/学

生・無職 

○保育園を育休中退園しなくてはならない。大型

商業施設がない。/大町/女/30～39歳/その他の

職業 

○冬期の雪。/大町/男/60～69歳/公務員 

 

 

 

 

問３ 大町市は、あなたにとって住みよいところ

だと思われますか。次の中から該当する項目を

１つ選んでください。/５ 大変住みにくい（理

由：） 

 

○冬、雪が多い。企業が少ない。/大町/男/60～

69歳/その他の職業 

○若い時は住みやすかったけど、年をとり冬場の

雪の片づけが出来なくなり、ここは年寄りが住

めないと思った。痛切に感じている。/平/女/60

～69歳/観光業 

○生活環境が悪い。買い物が出来ない。バス路線、

本数が少ない。/平/女/70歳以上/家事専業 

○交通網が遅れている。市外より来る人をもっと

受け入れるべき。/常盤/女/50～59歳/その他の

職業 

○利便性が悪い。交通インフラが不足している。

/社/男/30～39歳/建設業 

○暇な人が多く、他人の事に干渉し過ぎ、建設的

でない。/大町/女/50～59歳/運輸・通信業 

○雪が多い。大型ショッピングモールなどが無

い。ＷＩＮＳが無い。/常盤/男/30～39歳/工業

（製造業) 

○ショッピングモールなどが無い。/常盤/女/20

～29歳/その他の職業 

○交通の便が悪い。人が不親切。インターネット

環境が整っていない。市役所が無能。/美麻/男

/20～29歳/建設業 

○人口減少の心配、雪かきが大変。/大町/女/40

～49歳/その他の職業 

○交通の便が悪く、交通手段も少ない。除雪もあ

まく、生活圏が狭くなりがち。税金が高い。子

を持つ女性の職場が少ない。/常盤/女/20～29

歳/家事専業 

○周りに何もない。/大町/女/30～39歳/その他の

サービス業 

○年をとったら、寒さと雪かき。/大町/女/60～

69歳/学生・無職 

○人情が無い。/平/男/70歳以上/農林水産業 

○雪かきが大変。/大町/男/50～59歳/工業（製造

業) 

○満足な勤務口がない。他、チャンスがない（相

対的に）。/社/男/50～59歳/工業（製造業) 

○仕事が少なく、人が定住しづらい。全体に活気

がない。/常盤/男/60～69歳/学生・無職 

○働く場所が少なく、買物は近くでは出来ない

が、水だけはうまい。/大町/男/60～69歳/農林
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水産業 

○周囲の目、噂、いせみが強い。/大町/女/70歳

以上/家事専業 

○夏の極暑、冬の極寒。/常盤/男/70歳以上/学

生・無職 

○トラック、観光バスが主だが、交通量が多く、

騒音とゴミで困っている。ダムの砂etcを運ぶ

ため。/平/女/60～69歳/家事専業 

○平地区、学校皆無。大型店は皆常盤地区に。日

常生活に老舗になる程苦労しています。/平/女

/70歳以上/商業（卸小売業・飲食業) 

○都会と比べて、市民の負担が多いと感じる。/

大町/男/40～49歳/その他の職業 

○雪がたくさん降り、除雪が大変。市にお願いし

てもダメ（私道が一本ある）。/常盤/女/50～

59歳/その他のサービス業 

○不便。自治体（市役所）が進めている地域自治

が今の世の中に合っていない！/地域行事、地

域の目が人権を侵害している。/常盤/男/40～

49歳/運輸・通信業 

 

問４ あなたは、これからもずっと大町市に住ん

でいたいと思われますか。次の中から該当する

項目を１つ選んでください。/３ できれば他

へ移りたい（理由：） 

 

○除雪の事を考えると、暖かい所へ移転したい。

/大町/女/40～49歳/その他の職業 

○住みにくいから。/大町/男/60～69歳/その他の

職業 

○交通の便が悪いため。/平/女/20～29歳/その他

の職業 

○雪が多くて寒くて健康上良くない。理由（除雪

車、最近はすぐ来てくれるが、玄関先50ｃｍ雪

の壁。50～60ｃｍになるので、雪かきした後、

硬い雪の壁で２度手間。雪かき車がバックで30

㎞で突進してくる。こちらは慌ててバックし

た。もうあわや大事故になりそう。冬、灯油代

が５万円かかる。車も４ＷＤで普通よりも割高

に。雪かき、屋根の雪おろし。絶対無理。もっ

と暖かい所に住めば良かった。）/平/女/40～

49歳/その他の職業 

○冬の寒さ、買い物。/大町/女/70歳以上/家事専

業 

○雪が多いため。/大町/男/60～69歳/建設業 

○松本に住みたいと思っている。/大町/男/20～

29歳/学生・無職 

○不便。/大町/女/50～59歳/その他の職業 

○冬の事。車の運転がおっくうになり町まで20分

はちょっとつらい。/平/女/60～69歳/観光業 

○交通の便で。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○暖かい海の近くへ住んでみたい。/大町/女/50

～59歳/その他の職業 

○雪の少ない所で暮らしたい。/平/女/60～69歳/

家事専業 

○雪、又は隣組の関係。/大町/女/70歳以上/家事

専業 

○仕事が無い（子供達）。/平/女/50～59歳/その

他の職業 

○交通の便が悪い。/常盤/男/30～39歳/その他の

サービス業 

○自分の家がほしい。/常盤/女/20～29歳/学生・

無職 

○雪かきが出来ない。/大町/女/70歳以上/学生・

無職 

○いろいろな所に住んでみたいから。/社/女/30

～39歳/学生・無職 

○不便。/常盤/男/40～49歳/公務員 

○暖かい（冬）所へ移りたいと思う。/大町/女/60

～69歳/家事専業 

○都市部近郊で、徒歩で行動したい。/社/男/50

～59歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○現在、住所は大町ですが、他市で働いている。

/平/女/20～29歳/その他の職業 

○住みにくい。/美麻/女/40～49歳/家事専業 

○雪の降らない所。/大町/男/70歳以上/農林水産

業 

○個々の人間関係がなければ、よい土地と思わな

い。/大町/女/50～59歳/運輸・通信業 

○年をとってくるにつれ、車の運転能力が劣る不

安があるから。/平/女/70歳以上/家事専業 

○冬が寒すぎて、雪も多く、その季節はとても住

みにくく感じる。/大町/女/30～39歳/家事専業 

○子供が県外へ移ったので、いずれは子供の元へ

行きたい。/大町/女/50～59歳/その他の職業 

○雪かきが出来なくなるから。/大町/女/60～69

歳/家事専業 

○大町市は、将来お先真っ暗。/大町/女/40～49

歳/その他の職業 

○陰で足の引っ張り合い。/大町/女/60～69歳/家

事専業 

○寒いし発展性がない。/常盤/女/50～59歳/その

他のサービス業 

○寒いので。/常盤/男/30～39歳/その他のサービ
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ス業 

○問３の理由同様。不便は感じるが、魅力は感じ

ない。/常盤/女/20～29歳/家事専業 

○子供の進学、通学に不便。/大町/男/30～39歳/

工業（製造業) 

○除雪が大変。買い物の不便さ。介護施設（有料

でも）不足。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○働く所が無い。/大町/女/60～69歳/家事専業 

○交通が不便である。これといった企業もない。

/大町/女/30～39歳/その他のサービス業 

○将来、病院もスーパーもなくなりそう。/大町/

女/40～49歳/その他の職業 

○もう少し温暖な所、商業施設が豊富な所へ行き

たい。/大町/女/50～59歳/その他のサービス業 

○雪が多すぎる。/平/男/70歳以上/農林水産業 

○寒いから、雪が多いから。/大町/男/70歳以上/

学生・無職 

○冬の雪。/平/女/70歳以上/家事専業 

○年を取って雪かき等の仕事が大変に思う。/大

町/男/60～69歳/商業（卸小売業・飲食業） 

○常会の付合が面倒。/大町/女/30～39歳/商業

（卸小売業・飲食業) 

○一人住まいで、これから先、不安があるため。

/大町/女/70歳以上/家事専業 

○雪のない町へ。/大町/男/50～59歳/工業（製造

業) 

○教育面で不満。高校進学が不便。/平/女/50～

59歳/工業（製造業) 

○降雪、寒冷、良い店舗がない。/大町/男/50～

59歳/その他の職業 

○仕事がない。雪が嫌だ。/社/女/40～49歳/商業

（卸小売業・飲食業) 

○野生動物が多すぎる。/平/女/50～59歳/その他

の職業 

○出来れば住み馴れた所にずーといたいと思い

ます。でも高齢になり、除雪が出来なくなった

り、畑作業、庭木の手入れなどが出来なくなっ

てきます。今から考えておかないと、早い事は

ないと思っています。/常盤/女/70歳以上/家事

専業 

○冬期間が不便。雪の少ない所へ移りたい。/大

町/男/60～69歳/学生・無職 

○冬、雪の始末に困る。/大町/女/60～69歳/家事

専業 

○雪が大変。/平/男/50～59歳/その他のサービス

業 

○活気のある所へ移りたい。/大町/女/30～39歳/

工業（製造業) 

○住みにくいから。/大町/男/50～59歳/公務員 

○雪が多いため。働き口が少ないため。/大町/男

/40～49歳/運輸・通信業 

○雪が降るため。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○自分さえ良ければという人が多い。/大町/女

/70歳以上/家事専業 

○年齢とともに雪の始末が大変。/大町/女/60～

69歳/その他の職業 

○不便。/平/男/70歳以上/その他の職業 

○雪のない所へ。/平/男/50～59歳/工業（製造業) 

○冬が寒い。/平/女/60～69歳/家事専業 

○人が好きになれない、でも今更どこにも移れな

い。/平/女/60～69歳/家事専業 

○雪が降る、寒い、仕事がない。/平/女/60～69

歳/その他の職業 

○冬寒いのと、雪の片づけが大変だから。/大町/

男/60～69歳/その他のサービス業 

○老後の生活が心配（冬の暮らしにくさ）。/常

盤/女/40～49歳/公務員 

○雪の降らない所へ。/平/男/60～69歳/建設業 

○冬期間、寒いし雪が多い。/大町/男/70歳以上/

家事専業 

○暖かい方へ行きたい。/平/男/60～69歳/建設業 

○何年暮らしても、肝心の所でよそ者と差別を感

じる。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○雪かきが大変。/平/女/30～39歳/家事専業 

○雪が多い。交通が不便。娯楽がない。/大町/女

/40～49歳/その他のサービス業 

○寒すぎる。/常盤/男/60～69歳/学生・無職 

○冬が大変。レジャー場所が乏しい。/大町/男/50

～59歳/その他の職業 

○老後が心配…除雪、自動車に乗れなくなった事

を考えると不安。/大町/男/70歳以上/学生・無

職 

○市職員に、ここに住んでいられない様な事をさ

れたから。/常盤/女/50～59歳/その他の職業 

○職場が遠いため。/社/女/30～39歳/工業（製造

業) 

○雪が多いから、冬は他へ移りたい。/平/女/50

～59歳/工業（製造業) 

○雪が多い。寒い。/大町/女/60～69歳/その他の

職業 

○車からのゴミ、空き缶のポイ捨ても多いので。

/平/女/60～69歳/家事専業 

○もう少し便利で温かく。安心して診てもらえる

病院があれば。/平/女/60～69歳/家事専業 
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○個人的な理由。/大町/女/20～29歳/学生・無職 

○雪かきが大変なので。/八坂/女/60～69歳/その

他の職業 

○冬は雪が多いから、寒い。/大町/女/70歳以上/

家事専業 

○他の土地の文化も知りたいため。/大町/男/20

～29歳/工業（製造業) 

○交通が不便だから。買い物をする所がない。/

平/女/20～29歳/その他の職業 

○色々不便だと感じる。/常盤/男/20～29歳/工業

（製造業) 

○限られた大型店しかない。/常盤/女/40～49歳/

その他のサービス業 

○便利ではないので。/大町/女/30～39歳/家事専

業 

○お金があれば出て行きたい。/常盤/女/40～49

歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○冬、雪の少ない所。/社/女/70歳以上/農林水産

業 

○山の奥にいるため。/八坂/女/50～59歳/家事専

業 

 

問４ あなたは、これからもずっと大町市に住ん

でいたいと思われますか。次の中から該当する

項目を１つ選んでください。/４ 将来転出す

ることを考えている（理由：） 

 

○夫の転勤があるので。/大町/女/40～49歳/家事

専業 

○地域の自治会の役回りが多すぎ、また協力も得

られにくい。/常盤/男/50～59歳/公務員 

○寒すぎる。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○県外に実家があるので。/大町/女/40～49歳/家

事専業 

○市外でやりたい事があるので。/八坂/女/30～

39歳/その他の職業 

○転勤のため。/大町/男/20～29歳/公務員 

○後継者が他市に住んでいるため。/常盤/男/70

歳以上/学生・無職 

○将来の大町を想像すると何もない。/社/男/50

～59歳/工業（製造業) 

○冬の雪が多すぎる。/平/女/70歳以上/家事専業 

○道の駅もなく、市政に期待が持てない。/大町/

男/60～69歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○高齢になって寒さはきつい。/大町/女/60～69

歳/学生・無職 

○発展が期待できなく、住みづらい。/常盤/男/30

～39歳/その他の職業 

○結婚。/大町/女/20～29歳/公務員 

○老人だから。/大町/女/70歳以上/学生・無職 

○転職を考えているため。/八坂/女/20～29歳/そ

の他のサービス業 

○都会に住みたいから。/平/女/20～29歳/工業

（製造業) 

○便が悪い、お店が少ない。/大町/女/20～29歳/

その他のサービス業 

○大町市にいても意見を聞いてもらえないと思

っているため。/大町/男/20～29歳/学生・無職 

○現在の負担の重さと将来の閉塞感から。/大町/

男/40～49歳/その他の職業 

 

問５ あなたは、大町市がこれからどのような都

市（まち）になることを期待されますか。次の

項目の中から、あなたが最も期待する将来の大

町市の姿に近いものを優先順位で３つ選んで、

その番号を回答欄（ ）に記入してください/14 

その他（具体的に：） 

 

○働く所がたくさんある都市。/平/男/50～59歳/

商業（卸小売業・飲食業) 

○活気があり、若者が大勢住む街。/大町/女/70

歳以上/家事専業 

○13について、新潟県糸魚川市やその周辺の漁港

とかと提携し、海産物直売場を作るとか。新鮮

市場みたいに…。/常盤/男/70歳以上/商業（卸

小売業・飲食業) 

○大町にも道の駅がほしい。/常盤/女/50～59歳/

その他の職業 

○介護に力を入れてもらいたい。もらっている年

金の範囲で施設に誰でも入れる所。/大町/女

/60～69歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○災害に強い防災都市。/常盤/男/30～39歳/その

他の職業 

○特性（例えば水）を活かした産業、雇用の場の

創造発展。/大町/男/60～69歳/公務員 

○自然災害から暮らしを守る［防災、減災都市］。

/大町/男/50～59歳/運輸・通信業 

○税金の少ない市。大町地区、市内に下水道や雪

対策等、手厚く偏り過ぎているので、社、平、

常盤地区などに配慮してほしい。/平/女/60～

69歳/家事専業 

○市長の親戚の企業に仕事が発注されるとか。不

正をしている事が分かっても、入札せずに森林

組合のみに仕事を出すとかいった、特定の利権
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で動く事がないクリーンな町。/常盤/女/40～

49歳/農林水産業 

○補助金に頼る行政でなく、トップがリーダーシ

ップを発揮してほしい。/大町/男/60～69歳/そ

の他の職業 

○税金の無駄遣いをしない都市。/大町/男/20～

29歳/学生・無職 

 

問６ 生活基盤整備等について、特に力を入れて

ほしいと思うことは何ですか。次の中から３つ

選んでください/14 その他（具体的に：） 

 

○企業を誘致し、市内で雇用が充実している都

市。/大町/男/40～49歳/金融・保険業 

○ＪＲの踏切、待ち時間を少なくさせる。子供達

の安全教育の充実、市民も…。大人の人々も日

本のツェルマットとの自覚をもって、きれいで

優しい全国の人々が憧れる街にできたら…。/

常盤/男/70歳以上/商業（卸小売業・飲食業） 

○歩道の整備（小学生、中学生の安全な歩道を）。

/社/女/30～39歳/その他の職業 

○農地の整備、農業従事者への補助と育成。/常

盤/男/30～39歳/その他のサービス業 

○子育てや介護等、今後生活していく上で直面す

るであろう問題についてサポートしてくれる

施設や環境を整えてほしい。/常盤/女/30～39

歳/農林水産業 

○なぜ大町市には道の駅がないのですか？/社/

女/40～49歳/- 

○就業場所を増やす。/大町/女/30～39歳/公務員 

○企業誘致。若い人の働く場所が少ないため、他

県へ流出してしまう。/大町/女/60～69歳/学

生・無職 

○市営バスのお正月休みを1日少なくして12月29

日、1日通してほしい。それがだめなら、朝と

お昼とか、本数を減らしても通るようにしてほ

しいです。/美麻/女/50～59歳/工業（製造業) 

○買物する所。/常盤/女/20～29歳/その他の職業 

○医療。/大町/男/40～49歳/農林水産業 

○大町市立病院の明確な将来の展望。借財の見通

し。/大町/男/70歳以上/その他の職業 

○誘客。滞在型、いやし施設の充実。/常盤/-/70

歳以上/農林水産業 

○子供の集まる場の管理。/大町/男/30～39歳/工

業（製造業) 

○市立大町総合病院の人気上昇。特に産婦人科と

整形外科の充実を。/大町/男/70歳以上/学生・

無職 

○東京までのアクセス時間を短縮してほしい。/

大町/女/30～39歳/その他のサービス業 

○空屋の再利用。/社/女/20～29歳/公務員 

○シニアタウンの構築。サンプルは福岡県朝倉市

「美奈宜（みなぎ）の森」。/平/女/60～69歳/

家事専業 

○猿の駆除。/平/女/50～59歳/その他の職業 

○水の流れを利用した発電。/常盤/女/70歳以上/

家事専業 

○工場等の誘致。/大町/男/60～69歳/学生・無職 

○上水道の整備。/平/男/60～69歳/- 

○バスの路線を減らした方が良い。その分、タク

シー補助。/大町/女/30～39歳/その他のサービ

ス業 

○隣接地域と交通、施設利用等の融通をする。創

業支援。/社/男/50～59歳/工業（製造業) 

○堤防、バイパス道路はただの通過道になってい

る。交通アクセスが悪いと企業も人も集まらな

い。/常盤/男/60～69歳/学生・無職 

○社公園内に水遊びのできる小川を造る等、水の

街らしい整備。/社/男/40～49歳/公務員 

○自然災害対策（地震、洪水）。耕作放棄地の草

刈り（熊、イノシシ、シカの対策）。/八坂/男

/40～49歳/農林水産業 

○中心市街地以外（山沿い等）の活性化と熊対策。

/常盤/男/30～39歳/その他の職業 

○子孫が増加する。若人の結婚の支援。人口を増

やす、活気ある町にする。/大町/女/70歳以上/

家事専業 

○お金を使わない町。/大町/男/60～69歳/工業

（製造業) 

○商業施設の集約化。駅前（周辺）の開発。高齢

者の無料送迎。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○市職員の資質の向上、無駄な市の行財政をなく

す。/常盤/女/50～59歳/その他の職業 

○医療、福祉の充実。/大町/男/60～69歳/公務員 

○地震、災害時における市の迅速で適切な対応。

Ｈ26．11地震はひどすぎた。タヌキ、ハクビシ

ンの住かになっているので、空き家対策。猿、

ハクビシン、カラス、鹿、熊等の鳥獣被害対策。

/平/女/60～69歳/家事専業 

○防災センター、避難施設の充実。/大町/女/50

～59歳/その他のサービス業 

○りんご園の消毒や、除草剤の規制。悪臭の規制

等、公害対策。子供がいる家庭は特に、わざわ

ざ引っ越してきたいとは思わないと思います。
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/常盤/女/40～49歳/農林水産業 

○大型スーパー等、日用品が揃う店舗。生活道路

の整備、幅員の確保、バリアフリーも出来れば。

/常盤/男/60～69歳/その他の職業 

○大町市と池田町（安曇総合病院）に直通のバス

がほしい。/大町/女/50～59歳/家事専業 

○若者向けの店を増やしてほしい。/大町/女/20

～29歳/その他のサービス業 

○自然を取り入れた観光の充実。/大町/女/40～

49歳/公務員 

○福祉の充実した町を望みたい。/大町/女/50～

59歳/工業（製造業) 

○年寄りが増えているため、福祉に力を入れてほ

しい。/常盤/女/50～59歳/その他のサービス業 

 

問７ 大町市の人口は平成27年４月１日現在で

29,050人（住民基本台帳）です。国においても

今後人口が減少するといわれており、大町市に

おいても、今後さらに、人口が減少していくこ

とが予想されます。あなたは、将来（10年後く

らい）の大町市の人口についてどのようにお考

えですか。あなたの考えに最も近いものを１つ

選んでください/５ その他（具体的に：） 

 

○子ども、若年層の増加に対して、これといった

ビジョンがほしい。/常盤/女/50～59歳/その他

の職業 

○努力しても無理だと思う。/平/男/70歳以上/学

生・無職 

○空気、水、温泉、景観等、日本有数の自然環境

に恵まれた大町は、介護施設（有料老人ホーム

等）にはもっとも適地と考えられ、大都市から

の誘致活動によって人口増と産業の活性化が

図れるものと考える。/大町/男/70歳以上/学

生・無職 

○大手企業が無いために、人口が減少しているた

め。/大町/女/60～69歳/家事専業 

○行政も民間も、共に人口増加に向けて努力すべ

き。/平/男/60～69歳/学生・無職 

○仕事がない、豪雪地帯、シャッター商店街とマ

イナス要素が多く、魅力のある街にしないと、

どんどん人口は減少すると思う。/平/男/30～

39歳/工業（製造業) 

○働く場所を増やし、若者が住みやすい市に。/

大町/女/70歳以上/その他の職業 

○若い人達が来てもらえる様な対策を考える。/

平/女/50～59歳/その他のサービス業 

○行政だけではなく、住民も一緒に考えるべき。

/社/女/60～69歳/家事専業 

○子供が増える事。それに尽きる。/大町/男/70

歳以上/学生・無職 

○県外から農業等をやりたい家族を市で協力し

て集める事等。/大町/女/60～69歳/家事専業 

○町に魅力がないので仕方がない。/大町/男/50

～59歳/その他の職業 

○保育料を安くする。/常盤/男/60～69歳/農林水

産業 

○産科は早く再開してほしい。/平/女/60～69歳/

家事専業 

○松川村は、人口が増えていますが…松川村は、

公園が多く、又、除草剤で真っ黄色の草などは、

あまりみません。今の大町のやり方、りんごの

消毒の事等を市役所に通報しても、適当に処理

されてしまう…では、大町の人口は減る一方で

しょうね。/常盤/女/40～49歳/農林水産業 

○公営住宅を町の中へ考えて、若い世代の人口を

増やす。/大町/-/-/- 

○若い人の働く場所がないので、考えてほしい。

/社/女/50～59歳/その他の職業 

○とかく若者世代の住民を期待されるでしょう

が、中～高年が住み、幅のある世代が入る事が

無理がないと思います。/常盤/女/70歳以上/そ

の他の職業 

○少子化により、現状のままであれば確実に人口

減少すると考えられるが、行政施策しなけれ

ば、益々減少すると思う。/大町/男/20～29歳/

学生・無職 

 

問９ 今後も施設整備が必要だと思われる公共

施設はどれですか。次の中から５つ選んでくだ

さい/17 その他（具体的に：） 

 

○道の駅。/大町/男/40～49歳/金融・保険業 

○災害時のボランティアセンター。/大町/女/70

歳以上/学生・無職 

○認知症、寝たきり老人を減らすための運動が出

来る施設（40、50代から）。市民が筋力を維持

できる施設。（人と会話が減ると認知症が進む

ので。そこに行けば、誰かと会話もできる）。

なぜ認知症の人が増えたのか研究し、予防でき

る事は率先して市でやって行ってほしい。寝た

きり老人ゼロを目指して。/平/女/40～49歳/そ

の他の職業 

○登山基地と登山ルートの整備。/常盤/男/70歳
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以上/商業（卸小売業・飲食業) 

○若一王子神社の舞台展示庫等。倉庫で眠らすだ

けではなく、観光のツールとして使うべき。六

町に展示して、スタンプラリーなど出来るよう

にする等。/大町/男/40～49歳/工業（製/造業） 

○子供が雨や雪の日に、体を使って遊べる施設。

室内に大型遊具など、お金を払っても利用した

い。一時間いくらとかで。都内では普通にある

施設がない。/社/女/30～39歳/その他の職業 

○町中の駐車スペース（店の前に駐車する車が多

いので、駐車スペースを確保したらどうか？）。

大町の施設が分散しているので、これをどうや

ってつなげていくか！/常盤/女/50～59歳/そ

の他の職業 

○大町市の玄関口である大町駅前が、タクシーの

溜まり場と駐車場、人工的で無機質な小公園で

「大町らしさ」が全くない（以前は、白鳥、カ

モ等の野鳥を見られる他の駅とは違うスペー

スがあった）。大町駅で下車した観光客も駅周

辺に魅力がないため、バス、タクシーでダム等

へ行ってしまう。駅周辺、本通りに、観光客が

大町らしさ（特に自然の良さ）を感じられる統

一感のあるスペース（塩の道博物館横のポケッ

トパークの様な人工的なスペースはいらない）

を作ってほしい。上原の湯、ぽかぽかランド、

明日香荘等の中途半端な温泉施設はいらない。

/大町/男/50～59歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○観光（ツアー）バスの発着施設。/大町/女/50

～59歳/その他の職業 

○選択した公共施設以外は、充実していると思

う。無駄な税金は使ってもらいたくない。/社/

男/40～49歳/その他の職業 

○道の駅、温泉、ゲートボール場、野菜、お土産。

/社/女/40～49歳/- 

○運動公園のトレーニング施設、器具等。/大町/

男/30～39歳/その他の職業 

○総合福祉センター/特に大町市総合福祉センタ

ーは高齢者や、障害者が利用している場所なの

に３階建てであり（理想は平屋）、三世代交流、

健常者も障害者も、老いも若きも、子供達も、

自然に触れ合えるセンターとしてオープンし

たのにも関わらず、現在は、子供の姿は無く、

高齢者と障害者が主に利用するセンターにな

っている。福祉が充実している町は、人も集ま

ってくると思うが…。/社/男/60～69歳/工業

（製造業) 

○平地区に住んでいます。マレットゴルフ場があ

れば良いと思います。高齢者（健康な人）の体

操教室を開いてほしいです。寝たきりにならな

い様に運動がしたいです。/平/女/70歳以上/農

林水産業 

○空屋の解体。森林整備。充実した市営キャンプ

場。/常盤/男/50～59歳/工業（製造業) 

○年間100万人余りの観光客が、立山黒部アルペ

ンルートに来訪するのだから、外から来られた

お客さんが楽しめる施設（半官半民でも良いの

で）を造る必要性があると思います。市が投資

するものが利益を出したりすれば問題が生じ

たりしますが、それは運営上、処理すれば良い

事で、大町市はこういった意識が欠けていると

思います。市に任せるばかりでなく、住民が知

恵を出し合って、危機感を持ってあたるべきだ

と思います。/大町/男/50～59歳/商業（卸小売

業・飲食業) 

○大町市立病院の解体。/大町/男/70歳以上/その

他の職業 

○大型ショッピングモール。/大町/女/20～29歳/

工業（製造業) 

○大型農産物直売所（加工を含む）。/常盤/-/70

歳以上/農林水産業 

○大町市内に道の駅がほしい。/常盤/男/70歳以

上/学生・無職 

○体力アップのための施設（各公民館に）。市民

プールをもう一つ。文化財の保護。/常盤/男/60

～69歳/運輸・通信業 

○サポートセンターの独立が必要。連合自治会の

事務を独立させる事（独自事務局を持つ）。/

大町/男/70歳以上/学生・無職 

○上下水道、一般家庭の配水。/平/男/70歳以上/

農林水産業 

○これから高齢者が増えるので、老人ホームや福

祉関係の施設はいいが、デイサービスやホーム

ヘルプサービス等の在宅福祉サービスステー

ションの拡充をして、今ある家に住んでもらっ

てヘルパーが訪問し介護にあたる。そのように

すればヘルパーとしての雇用も必要になって

働く場所は増える。新設の介護施設は最小限で

済むなど効率が良くなると思う。/平/男/30～

39歳/工業（製造業) 

○駅前通りの商業施設の整備。川越市のように人

を呼べる魅力的な街並み。/平/女/60～69歳/家

事専業 

○交通アクセスの良い商業施設。/大町/男/40～

49歳/公務員 
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○病児、病後児保育。/社/女/40～49歳/商業（卸

小売業・飲食業) 

○もう、公共施設は不用。/社/男/60～69歳/建設

業 

○訪問者の印象が良いよう、雑草の無い庭に、花

のある庭に。/常盤/男/60～69歳/農林水産業 

○屋内遊具場（入場料を安価に、ながの子育て家

庭優待パスで割引も？）。屋外で遊んでいるよ

うな、土の上にあるアスレチック場。雨などの

天気に左右されない大型遊具施設。お弁当等を

食べたりできる休憩スペース。子育て支援（支

援員による相談会。大町病院や、消防署等と小

児の救急や怪我等に関する講習、ケア？）。ベ

ビーヨガ、ベビーストレッチ等、お母さんと赤

ちゃんとのスキンシップ（ながら育児の軽減）、

赤ちゃんのストレスを解消する。子育て関係の

充実による人口増加？/中途半端なものではな

く、近隣市町村にない充実した環境整備をした

らどうか。/大町/女/20～29歳/その他のサービ

ス業 

○公衆トイレ（南大町、汚水満杯で使えませんで

した）。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○病理保育をしてくれる施設。保健師が常駐して

いる保育所。/大町/女/30～39歳/その他のサー

ビス業 

○体験型の施設。農業、林業、水産業、自然保護

と有害鳥獣駆除。教員の教育施設。/社/男/50

～59歳/工業（製造業) 

○駅前市営駐車場を無料化にしてほしい。/平/女

/40～49歳/その他の職業 

○集客を取るための駅前整備。駅前にコンビニが

ない（観光客の方が「不便だ」という声を良く

聞く）。飲食店（食堂、レストラン等）の昼食

時間の見直し（これも観光客の方が困ってい

る）。14時頃から駅前では全店、夕方まで休み

を取っている。/大町/男/50～59歳/商業（卸小

売業・飲食業) 

○多目的施設整備を図る。（一箇所でより多くの

公共サービスを受けられるような施設を）/市

役所で買物（デパート、スーパーマーケット

等）、食事等、医療を受ける事が出来たらおか

しいですか？/市役所に郵便局、銀行等があっ

たらおかしいですか？/大町/男/60～69歳/農

林水産業 

○５年、10年後を見据えた施設整備を。/平/男/50

～59歳/工業（製造業) 

○市の職員の採用について、商店の子どもばかり

採用しないで、一般家庭の子どもも幅広く採用

して頂きたい。近隣の市町村の大学卒業生など

も採用してみては。活性化になると思います。

/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○11、13の混合、博物館等と観光分野の組み合わ

せ。/大町/男/60～69歳/公務員 

○利用する人がいなければ…と。/大町/女/60～

69歳/家事専業 

○文化施設について/文化会館は規模が大きくて

使用しにくい。200人位の収容できる規模の施

設がほしいと思います。サークル活動をしてい

ますが、他の町村の施設を借りて活動していま

す。特に、歌（コーラス、カラオケ）等の規模

の小さいイベントが最近は多くなっています。

大町からも多く、他の町村の会場を利用してい

ます。小ホールがあれば、利用が高まると思い

ます。/常盤/男/70歳以上/家事専業 

○施設は充分整ってきたと思われるので、新しい

施設よりも、高齢化社会に向けてバリアフリー

だったり、福祉サービスに力を入れてほしい。

/常盤/女/40～49歳/公務員 

○施設は整っていると思います。ですが、その利

用率は高くない所が多い様に感じます。利用率

の低い所は、思い切って整理する事も考え、予

算の効率化を図る事が必要と思います。/大町/

男/70歳以上/学生・無職 

○若者の集会施設（話し合いの場、出会いの場、

勉強、未来を語る勉強等）。/大町/女/70歳以

上/家事専業 

○道の駅｡/大町/男/60～69歳/家事専業 

○明日香荘、又、ポカポカランド美麻は、利用す

る人が少ない。バスは4台も5台も必要ない。毎

月の収入、支出を計算して、新聞に載せてほし

い。毎日通りますが、ほとんど人がいない。ど

うして入らないか考えてはどうですか。無駄な

お金は使わないで。高い税金を使っているので

すよ。/大町/女/60～69歳/家事専業 

○商店街の排雪溝の整備。/大町/女/60～69歳/商

業（卸小売業・飲食業) 

○市立病院の内容の充実。/大町/男/70歳以上/そ

の他の職業 

○施設整備よりも、道路インフラの整備や情報発

信力の向上に努めるべきだと思う。/八坂/女

/20～29歳/その他のサービス業 

○何処、大町は道の駅がないのか。/大町/女/40

～49歳/工業（製造業) 

○施設を作ったり、維持にお金を掛ける事をしな
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いでほしい。統合、廃合を進めてほしい。/平/

女/60～69歳/家事専業 

○音楽活動の練習、演奏会等、安価に使用できる

小中規模の会場施設。併せて、絵画、写真等の

発表展示場。/社/男/70歳以上/学生・無職 

○トイレ。観光地でトイレが汚いとがっかりしま

すが、大町の市営駐車場のトイレは、だいたい

古い。あまりキレイじゃないです。高校生がタ

バコを吸っていて、臭い、吸い殻や灰があって

汚い事もあります。トイレの「音姫」の場所が

悪く、トイレットペーバーに手を伸ばすと、鳴

ってしまうのもうるさい。/常盤/女/40～49歳/

農林水産業 

○箱物はいらない。/常盤/男/60～69歳/その他の

職業 

○常盤の消防団詰め所。/常盤/女/40～49歳/工業

（製造業) 

○施設整備はこれ以上必要ないと思います。/八

坂/男/70歳以上/農林水産業 

○箱物はもう十分にある。いろいろ造るな！/大

町/男/60～69歳/農林水産業 

○箱物行政でなく、皆が動く事により、一つの目

的を持たなくてはいけないと思う。中途半端な

配分は良くない。/大町/男/60～69歳/その他の

職業 

○文化会館内、車椅子で出入りできるように改造

してほしいものです（スロープ、エレベーター

等）。/平/女/60～69歳/家事専業 

○美術館。各種の芸術作品を展示する事で、子供

には感性豊かな教育にもなりうる。/常盤/女

/60～69歳/家事専業 

○環境にふさわしい教育施設がほしい。/大町/男

/70歳以上/学生・無職 

○芸術の拠点となる施設。地域にある芸術、美術

を保存的に活動できる集合施設が必要と思う。

宝物は光を当てなければ、輝かない！地元芸術

家をもっと大切に、光を当てなければ…。/大

町/女/50～59歳/公務員 

○産業推進に関する施設。/大町/男/40～49歳/そ

の他の職業 

○大町市は何に力を入れているの？/今後５年、

10年先どうありたいの？/八方美人の何でもの

施策を続けている限り、25年、30年先の大町は

存在しないよ！/常盤/男/40～49歳/運輸・通信

業 

 

 

問11 大町市の今後の商業のあり方について、あ

なたのお考えをお尋ねします。大町市の商業振

興について、あなたのお考えに近いものを次の

中から３つ選んでください/12 その他（具体

的に：） 

 

○市の指導により、商店街を一本化した街作りを

したらどうか（佐久市中込の商店街がそうだと

思う、参考に）?/平/男/70歳以上/建設業 

○昔の農協のような、地域分散化。/常盤/-/40～

49歳/その他のサービス業 

○商店街の活性化はムダな努力。/大町/女/70歳

以上/学生・無職 

○日曜日は休み、夜は早い、これではダメ。夜7

時に行くと閉っている。/平/女/70歳以上/その

他のサービス業 

○物を売るだけでは大型店に絶対かないません。

歩いて楽しめる街にするとか、遠くからでも来

たいと思う店にしなければ。/常盤/男/70歳以

上/商業（卸小売業・飲食業) 

○近代化ではなく、歴史を感じられる味のある街

作りをして欲しい。ダムの町とかやぶさめとか

テーマを持ってほしい。/大町/男/40～49歳/工

業（製造業) 

○もっと大型店を誘致すべき。/常盤/女/30～39

歳/農林水産業 

○大町らしい品揃えや専門店としての信頼を高

める各店の努力。起業の補助。/平/女/40～49

歳/その他のサービス業 

○アーケードを撤去して開放的にする。屋根、壁

の色を統一する（自然環境にマッチさせる）。

/大町/男/60～69歳/学生・無職 

○時代の変化。車の時代で、大型店で全て買える。

小売店は無理な時代になってきている。/大町/

女/60～69歳/学生・無職 

○商店街は活性化しないので、カインズ、マクド

周辺に投資する。/常盤/男/30～39歳/商業（卸

小売業・飲食業) 

○個性のある飲食街、充実（ボリューム、おいし

い特徴）。/常盤/-/70歳以上/農林水産業 

○商業者の意識を向上する。/平/男/70歳以上/学

生・無職 

○商業は、質の高いものをより安く、しかも多く

の種類より選択が出来る店舗に出向くのが当

然で、個人商店は各店の独特な商品、製品の販

売、製造をしない限り成り立つ筈がなく、行政

の支援等を要請するなどは論外である。/大町/
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男/70歳以上/学生・無職 

○商業を行う若者をサポートして、これからの将

来に投資してほしい。/大町/女/30～39歳/その

他のサービス業 

○大町の商業の悪さ。殿様家業である。/平/男/70

歳以上/農林水産業 

○山が多い観光地であるので、山岳に関する専門

店を設けた方がいい。例えば、好日山荘や

mont-bell等。/平/男/30～39歳/工業（製造業) 

○商店の活性化に市のお金をかけても長く続か

ない。/大町/女/70歳以上/その他の職業 

○シェアオフィス、コワーキングスペース。/大

町/女/30～39歳/その他のサービス業 

○空き店舗を利用して、創業したい人に貸す橋渡

しをする。中心街が活性化してほしいが、駄目

ならつぶれるしかない。/社/男/50～59歳/工業

（製造業) 

○中心だけでなく、周囲にも気を配ってほしい。

/常盤/男/30～39歳/その他の職業 

○自然を利用して集客、それに伴う商業施設運営

を考える。/社/女/60～69歳/家事専業 

○魅力ある街並み、歩きたくなるような街の整

備。人が集まれば、自ずと商店街の活性化にも

なると思われる。/平/男/50～59歳/工業（製造

業) 

○中心商店街の活性化は無意味。/平/男/60～69

歳/農林水産業 

○大型店がいくつもあって、それらが競合してい

れば、普通の商店はやっていけない。どんどん

なくなる。その跡地をどう利用していくかを考

えておく事。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○営業している店を駅前に集めて運営させる。/

常盤/女/50～59歳/その他の職業 

○中心市街地は不必要。/常盤/男/30～39歳/公務

員 

○飲食店街が分かりにくい。商店との融合した街

造り。1の近代的再編が必要…うなぎの寝床式

は駄目。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○松本、長野の大型店に買物に出かけてしまう。

誘致する環境整備。/大町/男/70歳以上/その他

の職業 

○大型店との共存共栄。/大町/男/40～49歳/その

他の職業 

○個性的な街並みにする努力が不足。/常盤/男

/70歳以上/農林水産業 

○個性的な商店、商店街となってほしい。/大町/

男/60～69歳/公務員 

○地域振興券を一部行列に並べる人だけに税金

を使っていて、不公平でよくない。/平/女/60

～69歳/家事専業 

○補助金や行政に依存しない自立した組織の構

築。/平/男/40～49歳/公務員 

○本通りで努力している商店があるので、行政と

してヘルプできる事は積極的に対してほしい。

/大町/男/60～69歳/その他の職業 

○中心市街地に客を呼ぶのは難しいので、複合施

設を駅の近くに造った方が良いのではないか。

/常盤/男/40～49歳/学生・無職 

 

問12 大町市の今後の観光のあり方について、あ

なたのお考えをお尋ねします。あなたは、大町

市の観光振興のためには何に力を入れていけ

ばよいと思われますか。あなたのお考えに近い

ものを次の中から３つ選んでください/13 そ

の他（具体的に：） 

 

○扇沢、黒部ダムへの観光客（団体、個人問わず）

が、大町を素通りしているのが現状なので、そ

れらの客が立ち寄りたい魅力的な施設をデベ

ロッパー開発していくことが必要。観光客が、

飲食、土産物等、お金を使いたくても使いたい

場所が無いため、そのまま高速道Ｓ．Ａに向か

っているのが現状です。/平/男/60～69歳/学

生・無職 

○統一したテーマで進めていく。/平/男/50～59

歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○観光振興は収益が上がらないと事業は続かな

い。/大町/女/70歳以上/学生・無職 

○鷹狩山にロープウェイをかける。展望台、山博、

恋人の聖地をもっと利用すべき。/常盤/女/50

～59歳/その他の職業 

○大手旅行会社とタイアップする等、観光資源を

活かした観光地化を進めるべき。/常盤/女/30

～39歳/農林水産業 

○高速道路が出来れば理想的。自然を生かし、観

光の振興。/大町/女/60～69歳/学生・無職 

○高速道路のインターチェンジがなければ振興

は望めない。/社/男/50～59歳/商業（卸小売

業・飲食業) 

○安曇野市に来られる客をどうにか大町方面に

周遊させる。木崎湖、青木湖、仁科神明宮等、

客を呼べる資源があるのになぜ人が来ないか

不思議。/社/女/60～69歳/家事専業 

○熊とサルを何とかする。/常盤/男/50～59歳/工
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業（製造業) 

○雨降対策/平/男/70歳以上/学生・無職 

○大町公園～市霊園及び観光道路など東山麓全

体の整備を行い、高層展望台の設置や美術館の

建設とジョギングコースとされることが望ま

しい。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○アクセスの良さに力を入れる。/大町/男/30～

39歳/工業（製造業) 

○長い目で見た観光作りを。市のお金を無駄にし

ないで下さい。/大町/女/70歳以上/その他の職

業 

○観光資源に対し市民は、大切に思い、守ってゆ

こうとしているでしょうか。市民が大切にし

て、他の人達にも楽しんでもらうという気持ち

がないと、単なる金もうけにすぎず、一度は来

ても2度、3度は来ないでしょう。市内の美化に

力を入れてほしい。/平/男/60～69歳/- 

○山と湖を活かした観光。/大町/女/30～39歳/そ

の他のサービス業 

○仁科三十三番札所巡りを企画し、御来印、休憩

所等、地元の利益になる事業を進める。/社/男

/50～59歳/工業（製造業) 

○大町市には観光スポットがない。黒部ダムは富

山県で、大町温泉郷はほとんど寄らず、宇奈月

温泉へ行ってしまうそうです。鷹狩山へ信濃大

町駅からロープウェイを掛けたらどうか。途中

の駅を山岳博物館にする。観光スポット（市民

にアンケートを実施したらどうか）・松本市は、

松本城/・安曇野市は大王わさび農場/・大町市

は活気がない。真剣に考えてもらいたい。/平/

女/40～49歳/その他の職業 

○高額な宣伝費を使ってＰＲするのではなく、も

っと効果的な方法がないか考えて行く。/社/女

/60～69歳/家事専業 

○道の駅。/平/女/20～29歳/家事専業 

○ゆるキャラのおおまぴょんを広めて、観光をア

ピールする。/大町/女/20～29歳/学生・無職 

○ペットブームで犬を飼っている家が多いので、

観光と結びつけて、ドッグランとかあれば良い

と思う。犬と泊まれる温泉、犬も入れる温泉、

犬と入れるお店等。/常盤/女/40～49歳/公務員 

○町から電線と電柱を全て無くす（地中化）。そ

れが出来れば、町の景観は一変する。10年計画

ぐらいで、コツコツ進めていけば出来ると思い

ます。京都のある町で実施したところ、景観が

格段に良くなって、観光客がぐんと増えたと聞

きました。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○知名度を上げる施策。/常盤/男/30～39歳/公務

員 

○外国人観光客の誘致。/常盤/男/30～39歳/その

他の職業 

○道の駅に町村の特産物イベントだより（松川、

池田等、4回くらいあった）が年間を通じて置

いてあるが、大町市は探しても何もなかった。

また、道の駅はあってもいいと思う。/平/女/60

～69歳/家事専業 

○道路、公園、駐車場の整備。例えば、農具川の

アヤメ、キレイですが、車を停める場所に困り

ます。市内にたくさん駐車場がありますが、犬

連れだと近くに緑地がないと不便です。駐車場

も観光地もありますが、それぞれが独立してい

て、ただ「ある」感じで「歩きやすい、行って

みたい観光地」ではないです。/常盤/女/40～

49歳/農林水産業 

○もっと気配りをして、観光に来る人に喜ばれる

努力が必要。都会から来て何を望んでいるか

を、把握する事が大切。/大町/男/60～69歳/そ

の他の職業 

○大町は景観に恵まれた、町全体が公園のような

ものだと思っているので、景観にあまりそぐわ

ないものは作らない方がいいと思っている。落

ち着いた雰囲気の町でもあるので、何か昔懐か

しいものが、そこここにある様な町づくりをし

て、それを観光にも役立つように出来ないか。

景観について/今年度中に！電線の地中化、記

憶では大糸タイムス付近の何百メートルかの

ようだが期待している。毎年？春にＪＲ大町駅

前に、山野草のサクラソウがプランターで並

ぶ。とてもいい風景だと、見るのを楽しみにし

ている。最近（日本）在来のタンポポが西洋タ

ンポポに押されて少なくなっている（殆んど見

られない）。家の近くの公園に両方が混在して

いるので、西洋タンポポを抜いて在来種を増や

す努力をしている。公園に続く田畑の畔にもあ

るので（昔からの）、自生地と思ってもいいか

もしれないと思っている。公園にも今風の花は

なく、昔沢山あったが今は見られない山野草

が、季節季節に咲く、そのような場所にしたい。

/美麻/男/30～39歳/学生・無職 
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問13 大町市の今後の工業のあり方について、あ

なたのお考えをお尋ねします。あなたは、大町

市の工業振興のためには何に力を入れていけ

ばよいと思われますか。あなたのお考えに最も

近いものを次の中から１つ選んでください/４ 

その他（具体的に：） 

 

○工業事業は大町に向いていないと思います。こ

れが逆に大町をダメにしているのでは。軽井沢

でも無理でしょう。/常盤/男/70歳以上/商業

（卸小売業・飲食業) 

○現状の交通インフラでは、誘致は無理！方針か

ら除外すべき。/大町/男/40～49歳/工業（製造

業) 

○水力、地熱、風力発電でクリーンエネルギーを

生産し、販売する。/大町/男/50～59歳/商業（卸

小売業・飲食業) 

○水資源の保護は重要と思います。水産業はある

程度規制下に置いた方が良いかと。/平/女/40

～49歳/その他のサービス業 

○農業と観光の一体化をする。/大町/男/70歳以

上/その他の職業 

○他企業、城下町の現状を勉強して下さい。/平/

男/70歳以上/学生・無職 

○ロケーション、交通網から、大町に企業はまず

100％来ない。創業したい人に支援とともに、

中心市街地の利用を助ける。/社/男/50～59歳/

工業（製造業) 

○中小企業に、心理学による経営改善を進める。

/常盤/男/30～39歳/その他の職業 

○工業にも業種を考えていかないとリスクが大

きい。/社/女/60～69歳/家事専業 

○松糸道路を一日も早く開通させる。/大町/男

/50～59歳/運輸・通信業 

○誘致でなく、事業を立ち上げる。/平/男/70歳

以上/- 

○大切な水を汲み上げないでほしい。今ある企業

にも制限をしてほしい。/平/女/60～69歳/家事

専業 

○人材育成(特に中高生）。教育に力を注ぎ、起

業を促進する。大町に昔からある物を生かし

た、産品の開発支援。/大町/男/40～49歳/その

他の職業 

○これだけすばらしい観光資源に力を入れるべ

きであり、松本や長野のまねをしているだけで

なく、本気でピンポイントの力を入れ、他との

差別化のために資力を注入すべきである！/常

盤/男/40～49歳/運輸・通信業 

 

問14 大町市の今後の農業のあり方について、あ

なたのお考えをお尋ねします。非農家の人も消

費者の立場でお答えください。将来の農業につ

いてどのようにお考えですか。あなたのお考え

に近いものを次の中から３つ選んでください

/13 その他（具体的に：） 

 

○農家民宿を積極的に行う。/大町/女/70歳以上/

学生・無職 

○地場、地産、道の駅を造り、農産物、花、山菜

などを売る場所を作る（定着するまでに5～6年

はかかると初めから腹をくくってやるしかな

い）。※（農家と契約し、毎月5ｋｇ必要な人

は5kg…10ｋｇと必要な時に必要な量を、安心、

安全なコメを直接買えるならば、農家も少しは

助かる。重たいし、たいがいスーパーで買って

来る人が多いのだから）。/平/女/40～49歳/そ

の他の職業 

○国の備蓄米を海外へ輸出し、単価を上げる。/

常盤/男/30～39歳/その他のサービス業 

○観光バス等が立ち寄れるような大きな道の駅

等を造り、法人も個人も地元で販売できるよう

な施設を造るべき。/常盤/女/30～39歳/農林水

産業 

○この地域に適した農産物の開発をする（専門家

を招き）。/大町/男/60～69歳/学生・無職 

○ブルーベリー、りんごの生産拡大、水。/大町/

女/60～69歳/学生・無職 

○農作物に対する害獣の積極的な間引きをすべ

き。/平/男/70歳以上/学生・無職 

○農家を増やしてほしい（若者、後継者）。/常

盤/女/70歳以上/学生・無職 

○自己管理のできない農家さんがいる。害虫駆除

してくれない、草刈りの後始末。/大町/女/60

～69歳/家事専業 

○大町の農産物は何があるのか。何を食べても水

準以下です。/平/男/70歳以上/学生・無職 

○米がまずい。/大町/女/30～39歳/その他のサー

ビス業 

○農業は赤字で！米の安さ、もうやめます。/平/

男/70歳以上/農林水産業 

○高付加価値作物。国内であまり作られていない

珍しい物、野菜を生産する。/大町/女/30～39

歳/その他のサービス業 

○循環型のために、下水から肥料分を作り出す施
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設等、よそにない新規性のものを進める。/社/

男/50～59歳/工業（製造業) 

○荒廃農地の利用。/八坂/男/40～49歳/農林水産

業 

○市外に農産物を出さず、大町市に来なければ、

その農産物を購入できないようにして、観光に

つなげる。そのためにＰＲもする。/常盤/男/30

～39歳/その他の職業 

○地産地消を進める。/大町/男/60～69歳/農林水

産業 

○道の駅のような大型直売所がないのが残念で

す。/大町/女/70歳以上/商業（卸小売業・飲食

業) 

○大規模農家の育成と小規模でも農地を守る農

家への支援の両輪政策が必要ではないかと思

います。耕作放棄地を増やさないためにもお願

いします。/社/男/50～59歳/農林水産業 

○安全、安心（信）の農業を。/平/男/70歳以上

/- 

○中国や東南アジアの国々、他の国に、安心、安

全な食品として売り込んでいく。/平/女/60～

69歳/家事専業 

○農業は、自分達の食料を確保するだけ。今から

何をやっても先はないのでは？/ムダをなく

せ。/常盤/男/40～49歳/運輸・通信業 

 

問15 市では、林業の経営安定や林業後継者の確

保のため、森林の持つ公益性、多面的機能が発

揮できるよう、長期的・広域的な展望に立った

森林整備のため、間伐等への支援を行っていま

すが、適正な森林施業が推進されていると思わ

れますか。次の中から１つ選んでください/４ 

その他（具体的に：） 

 

○健全なる森林組合の育成。/大町/女/70歳以上/

学生・無職 

○無茶な森林開発は自然破壊を招き、熊や鹿や、

バランスがメチャメチャになっているのでは。

/常盤/男/70歳以上/商業（卸小売業・飲食業) 

○支援していることすら知らない。すなわち情報

開示の仕方を工夫するべき。/大町/男/40～49

歳/工業（製造業) 

○大北森林組合の問題でイメージが悪い。補助金

を適正に使い、森林の整備、手入れをして育成

すべき。/平/女/40～49歳/その他のサービス業 

○森林施業がどのように行われているか良くわ

からない。しかし山に行くと、あらゆる所に道

が造られ削られて様子が一変している。/社/女

/60～69歳/家事専業 

○間伐後の環境は維持されているか。やりっぱな

しの所が多い。/平/男/70歳以上/学生・無職 

○市街地に近い山林所有者などが、道路事情が良

いにもかかわらず、零細規模の所有者など荒ら

し放題としている者が多い現状であるが、林業

を志す起業家が市等からの補助金を得て、これ

らの所有者山林を集約し、造林事業を立ち上げ

ていただく事が好ましいと考えます。/大町/男

/70歳以上/学生・無職 

○建設土木、林業に携わってなければ、なかなか

分からない。/大町/女/30～39歳/その他のサー

ビス業 

○森林組合（県、国支援がある）があるのに、市

が行う必要はないと思う。/平/女/20～29歳/家

事専業 

○何をもって適正に森林施業が推進されている

と言えるのか？「適正な」森林施業とは何なの

かが分かりません。/社/女/30～39歳/工業（製

造業) 

○何をやっているのか分からない。/大町/女/70

歳以上/家事専業 

○まずは、県林務部と大町森林組合のお金の流れ

をはっきりさせてから、市はどのように関わっ

ているのかいないのか、説明してほしい。/平/

女/60～69歳/家事専業 

○森林組合にいまだに仕事を出しているのに、適

正なわけがないでしょう。/常盤/女/40～49歳/

農林水産業 

○土に携わる人々は、積極的に木造建築住宅にす

るべき。/常盤/男/60～69歳/その他の職業 

○組合の不正が発覚し、推進が後退してしまうと

思われます。/平/女/70歳以上/商業（卸小売

業・飲食業) 

○推進されておらず、特定の業者に偏っている。

/大町/男/40～49歳/その他の職業 

 

問16 市では、地場産業や伝統産業などを育成

し、地域ブランドの確立や需要の拡大と販路の

開拓を支援していますが、地域ブランド力は向

上していると思われますか。次の中から１つ選

んでください/４ その他（具体的に：） 

 

○ものづくりと、その見せ方（売り方）で、ブラ

ンド化を図ってほしいし、その事で、大町ブラ

ンドが全国区になるといい。/常盤/男/50～59
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歳/公務員 

○少し向上していると思う。/常盤/男/50～59歳/

公務員 

○向上はしているが、発信力が弱いと感じる。/

八坂/女/20～29歳/その他のサービス業 

○地元の人間が普段食べない高価な食品が地域

ブランドと言われても、分からない。/大町/男

/40～49歳/公務員 

○知らない人が多い。/八坂/女/60～69歳/その他

の職業 

○北アルプス山麓ブランドは、官業で非効率。/

大町/男/40～49歳/その他の職業 

○八歩美人の施策が良くない。/常盤/男/40～49

歳/運輸・通信業 

 

問17 高齢化社会において、住みなれた地域で、

健康で、安心して、安全に暮らすためには、社

会福祉法人、NPO等の育成や支援、ボランティ

ア活動の育成など、公的なサービス以外に地域

特性やニーズに対応した地域福祉が必要とさ

れています。地域福祉は、お互いが地域で支え

合い、助け合うという意識が大切ですが、地域

福祉への市民意識は高まっていると思われま

すか。次の中から１つ選んでください/４ そ

の他（具体的に：） 

 

○総合的な施策が不足。/平/男/70歳以上/学生・

無職 

○補助金を出し過ぎるため、金もうけ主義のＮＰ

Ｏが企業化し、太っていくのみ。/平/女/60～

69歳/家事専業 

○高まっているとは思いますが、結果が出ていな

いのでは？…/大町/男/60～69歳/学生・無職 

○行政の意識が低い。観光より、医療、福祉が重

要に思う。/八坂/女/20～29歳/その他の職業 

○一人一人は考えているとは思われますが、地域

としての取り組みは、あまり感じられません。

事業所社会福祉法人等からの地域への働きか

けや、地域との関わりが見られません（努力し

ている所もありますが）。/常盤/女/50～59歳/

その他の職業 

○お金の流れが不明。/平/女/60～69歳/家事専業 

○感じている人は、意識がある。接してみない人

には無理と思う。/八坂/女/60～69歳/その他の

職業 

○家族関係が希薄になり、独居老人、老老家族の

増加。/平/女/70歳以上/商業（卸小売業・飲食

業) 

 

問18 高齢化社会に対応し安心して住めるまち

づくりを進めるためには、何に力を入れて取り

組む必要があるとお考えですか。あなたが必要

と思われることを次の中から３つ選んでくだ

さい/13 その他（具体的に：） 

 

○介護施設と幼稚園や保育園の繋がるコミュニ

ティーハウス。/大町/女/50～59歳/家事専業 

○高齢者が益々増えていくので、3つと言わず全

部必要と思う。/常盤/女/50～59歳/その他の職

業 

○介護士の給与を良くし、介護士を増やす。/常

盤/女/20～29歳/家事専業 

○減税。/大町/男/70歳以上/その他の職業 

○介護予防の負荷機械体操を。/平/女/60～69歳/

農林水産業 

○大掛りなシニアタウンを構築する。/平/女/60

～69歳/家事専業 

○一人身の老人が対象のシェアハウス。/大町/女

/30～39歳/その他のサービス業 

○全てが大切と思う。/八坂/女/20～29歳/その他

の職業 

○誰もが誰に対しても気軽に手助けや、応援を求

められる心の育成とシステム作り。/常盤/男

/30～39歳/その他の職業 

○高齢者を支えるには、助ける人がいなくては成

り立たない。そういう人達が働きやすい環境を

整えてほしい。/社/女/60～69歳/家事専業 

○これ以上、お金をかけないでほしい。/平/女/60

～69歳/家事専業 

○上記（1～12）を有機的に統合する地域包括ケ

アシステムの構築。/平/男/40～49歳/公務員 

○保健師の自宅訪問指導。/八坂/女/60～69歳/そ

の他の職業 

 

問19 近年出生率が減少しています。この少子化

傾向は将来に向け大きな問題となります。市で

は、子どもを生み育てる環境づくりのための施

策を検討しています。子育てに関する支援策と

して特に必要と思われる施策を次の中から３

つ選んでください/13 その他（具体的に：） 

 

○結婚、出産、子育てをすることが、人生におい

てプラスになると考えられるような、社会づく

り。男女が共に家事、育児を負担し、女性ばか
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りが仕事に家事に育児に追われることのない

ような意識づけを幼年の頃から、家庭や教育の

場でしていくこと。/大町/女/30～39歳/公務員 

○子供の将来に対する親の認識を高める教育が

必要で、子供の数ではないと思う。/社/女/60

～69歳/家事専業 

○人口を増すためにも子育てに関しては、すべて

必要と思います。若年層の給与体制（昇給無）

が悪い今だからこそ、もっと手厚いフォローが

必要と思います。/常盤/女/50～59歳/その他の

職業 

○若者の定住促進。医療もお店も揃っている。学

校もあり、決して住みにくい条件ではない。土

地も安い。子育て世代がどんな住環境を望むの

か、大町に限らず一般的に結果のある調査など

からも汲み取れるものがあるので、目を向けて

ポイントを絞り整備すべき。/平/女/40～49歳/

その他のサービス業 

○医療費の窓口支払いをなくす。働く場所がな

い。/常盤/男/40～49歳/商業（卸小売業・飲食

業) 

○分娩施設の充実大町病院の産婦人科再開。/大

町/女/30～39歳/公務員 

○やり甲斐のある職場の確保。/常盤/男/70歳以

上/家事専業 

○保育料の無料化。/常盤/男/30～39歳/工業（製

造業) 

○若年層が、大町市内に定住していないのでは？

仕事をまず、大町でする事が必要。/平/男/40

～49歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○安心して産み、育てるための医療施設。/大町/

女/60～69歳/家事専業 

○若者等の市内転入を増進させることで、まず人

口増から…。/大町/女/50～59歳/その他の職業 

○子育て中でも積極的にスキルアップや就職の

ための勉強ができる体制づくり（子供が保育園

に入ってからでは遅い）。/平/女/40～49歳/家

事専業 

○大町病院の産科開始。/大町/男/30～39歳/工業

（製造業) 

○少子化問題が大町市にとって最も重要な問題

であると思う。/大町/男/50～59歳/工業（製造

業) 

○市内に産科を再び作ってほしい。/大町/女/20

～29歳/その他の職業 

○産婦人科医のいる病院の充実。/常盤/女/20～

29歳/家事専業 

○３世代以上の家族の減税。/大町/女/70歳以上/

その他の職業 

○産婦人科がない。/大町/女/30～39歳/商業（卸

小売業・飲食業) 

○保育園の先生のレベルアップ。/平/女/50～59

歳/その他の職業 

○産科医確保。/常盤/女/30～39歳/その他のサー

ビス業 

○医療の充実/社/男/50～59歳/工業（製造業) 

○産科（産む場所）の確保。/八坂/女/20～29歳/

その他の職業 

○育休等を求める社員を抱える企業に対する支

援。/常盤/男/30～39歳/その他の職業 

○結婚しない若者、結婚しても他の土地へ出てし

まう若者が多いと思う。Ｉターン等で、とにか

く大町に住んでもらわないと人口は増えない。

/常盤/女/40～49歳/公務員 

○児童の医療費の軽減、又は無料化。/大町/男/70

歳以上/学生・無職 

○大町病院の産科医。/常盤/女/40～49歳/農林水

産業 

○子供を育てる環境づくりだけの回答になって

いる。子供を生む環境づくりも考えてほしい。

/常盤/女/40～49歳/工業（製造業) 

○地元で働く事によって生活ができる仕組みを

取り入れたら、出生率は増加する。/大町/男/60

～69歳/その他の職業 

○若い人の働く場所がない。/大町/女/70歳以上/

家事専業 

○３人目からの手当の支給。/大町/女/60～69歳/

商業（卸小売業・飲食業) 

○昔みたいに子供がいないので、まず、若い人の

確保から。/常盤/女/50～59歳/その他のサービ

ス業 

 

問20 都市計画に基づき、市街地では地域資源を

活かした住環境の整備を推進しておりますが、

調和のとれた秩序ある市街地の形成が進めら

れていると思われますか。次の中から１つ選ん

でください/４ その他（具体的に：） 

 

○「調和のとれた秩序のある市街地」の定義が曖

昧なので分からない。/常盤/男/30～39歳/その

他の職業 

○都市計画の内容が、良く分かりません。/大町/

女/70歳以上/家事専業 

○秩序あるといっても、今現存の物は変えられな
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い。/八坂/女/60～69歳/その他の職業 

○人口減少と、大型店の進出で、個人商店が衰退

し後継者のない有様では、考えられない。/平/

女/70歳以上/商業（卸小売業・飲食業) 

○今さら市街地を整備してどうなるの？/ムダを

なくそう！/常盤/男/40～49歳/運輸・通信業 

 

問21 市では、地上デジタル放送が受信できない

地域の解消と、すべての市民がテレビを使って

情報を得ることができる環境を整えるためケ

ーブルテレビ網を整備し、自主チャンネル放送

により地域の情報を発信しています。あなた

は、どのような情報の発信を希望されますか。

あなたのお考えを次の中から選んでください。

（複数回等可）/13 その他（具体的に：） 

 

○市民へ何でもインタビューをして。/大町/女

/70歳以上/学生・無職 

○必要ない。/大町/女/50～59歳/家事専業 

○熊出没注意、○○サギに注意。/平/女/40～49

歳/その他の職業 

○申請すれば補助金等が受けられる情報。/大町/

男/60～69歳/学生・無職 

○現状維持。/常盤/男/50～59歳/公務員 

○加入者数が少なすぎませんか？/大町/男/40～

49歳/農林水産業 

○クマ情報の詳しい情報。/大町/女/40～49歳/そ

の他の職業 

○スーパーや商店街のチラシを放送する。/大町/

男/30～39歳/工業（製造業) 

○ケーブルテレビの料金を下げる。/八坂/女/50

～59歳/工業（製造業) 

○気象情報の更新が遅いので、早くしてほしい。

/大町/男/60～69歳/学生・無職 

○そもそも、テレビで情報を得ようとする発想が

古い。しいて言えば、家庭菜園情報や、園芸に

関する事柄。/大町/女/30～39歳/その他のサー

ビス業 

○ケーブルテレビが必要と思わない。市で行うべ

きでない。/社/女/50～59歳/商業（卸小売業・

飲食業) 

○マスコミに頼らず、行政の広報活動をする。（市

は、何をしているかを伝える。議会中継。）/

社/男/50～59歳/工業（製造業) 

○子どもの行事。/大町/男/50～59歳/公務員 

○国道19号にライブカメラを付けてほしい。/八

坂/男/40～49歳/農林水産業 

○家には入ってない。/大町/女/70歳以上/学生・

無職 

○ケーブルテレビは観ない。/常盤/女/50～59歳/

その他の職業 

○無料化、市民全体。/大町/男/50～59歳/その他

の職業 

○ケーブルテレビの必要性を感じない。/常盤/男

/30～39歳/その他の職業 

○大町市を題材としたテレビ番組（ドラマ、映画、

ドキュメンタリー、旅行番組等）の再放送。/

大町/男/50～59歳/運輸・通信業 

○映像だけではダメです。リポーター音声を入れ

て下さい。/常盤/男/60～69歳/その他の職業 

○アルプス体操、いきいき健康プラザ。/大町/女

/50～59歳/家事専業 

○必要を感じていない。/大町/女/50～59歳/その

他の職業 

○今ケーブルテレビで放送している内容の物を、

逆に地上デジタルでも見られる様にしてほし

い。/平/女/50～59歳/家事専業 

○テレビから地域の情報を得る事は殆んど無い

から、無駄な事業と思う。/大町/男/60～69歳/

公務員 

○公的資金を使うべきではない！/指定管理者

等、第三者に任せるべき！/常盤/男/40～49歳/

運輸・通信業 

 

問22 生活環境を保全するために、行政が今後ど

のようなことに力を入れていく必要があると

お考えですか。あなたが、行政に望むことを次

の中から３つ選んでください/14 その他（具

体的に：） 

 

○点検料が補助対象になる地域なのでありがた

いが、実際に行われていない浄化槽点検の料金

が高く請求されていたとかありました。業者の

不正受給を防止する体制整備を。/平/女/40～

49歳/その他のサービス業 

○清掃。/常盤/女/20～29歳/家事専業 

○上水道の安全、衛生、管理。/社/男/50～59歳/

商業（卸小売業・飲食業) 

○私企業による地下水のくみ上げには歯止めも

必要。/平/男/70歳以上/学生・無職 

○ゴミ屋敷、空き家等の行政の対応をしっかりし

てほしい。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○個人が意志をしっかりと持って行動しないと

変わらない。1、2、9、10はまとめて書けるこ
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と。/常盤/女/20～29歳/その他のサービス業 

○道路、川のゴミ対策、家庭でゴミ焼き禁止の教

育（異臭）、立ち入り検査指導。/常盤/男/60

～69歳/農林水産業 

○ほかにはもっと進んでいる地域があるはず。そ

の情報収集と提供をして下さい。/社/男/50～

59歳/工業（製造業) 

○熊対策。/常盤/男/30～39歳/その他の職業 

○空き家対策。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○無理だと思う、望まない。/大町/男/50～59歳/

その他の職業 

○野焼き（畑や田んぼの草刈りで出た草を焼く）

をやめてほしい。洗濯物干せません。日にち、

曜日を決める等。/常盤/女/30～39歳/その他の

サービス業 

○ゴミ処理施設を、水源地近くに造る計画をやめ

る。/平/女/60～69歳/家事専業 

○消毒、除草剤の規制。/常盤/女/40～49歳/農林

水産業 

○通学路に防犯灯を増やしてほしい。常盤地区、

多面的広場西側道路交通量が増えた、オリンピ

ック道路への交差点に信号機設置を望む。樹木

等で見通しが悪い。/常盤/男/60～69歳/学生・

無職 

○荒廃農地の解消/大町/女/50～59歳/その他の

職業 

○果実、田の消毒を出来るだけ少なくしてほし

い。/常盤/女/70歳以上/その他の職業 

 

問23 大町市の直下を南北に走る「糸魚川-静岡

構造線断層帯」による内陸直下型地震が、近い

将来高い確率で発生すると言われております。

地震を始めとする自然災害に備えての防災、減

災対策についてどのようにお考えですか。重要

であると思われるものを、次の中から３つ選ん

でください/13 その他（具体的に：） 

 

○空き家等を活用した、仮設住宅の迅速化。/常

盤/-/40～49歳/その他のサービス業 

○個人はもちろんですが、各企業共に訓練に参加

してほしい。白馬の地震も隣が大切だった。/

常盤/女/50～59歳/その他の職業 

○近くに空き家が多く、地震の際の倒壊や災害が

心配なので調査をして欲しい。/常盤/女/30～

39歳/農林水産業 

○自然災害は仕方がない。/平/女/60～69歳/家事

専業 

○地震に強い家づくりへの助成金の配布。/社/男

/60～69歳/建設業 

○昨秋、地震で被害があったが、市から調査には

来なかった。実際の被害を知ろうとせず、防災

が出来るのか。少しは考えるべきである。/平/

男/60～69歳/- 

○システムによらない市民同士の連携。/常盤/男

/30～39歳/その他の職業 

○神城断層地震で死者が一人も出なかったよう

に、地域住民の普段からのつながりを充実させ

る事。/大町/男/50～59歳/運輸・通信業 

○行政の迅速で適切な対応。/平/女/60～69歳/家

事専業 

○各人が各人で災害に備えることが大切。非常発

生時、最低でも一週間は行政に何ができる？期

待できない！/常盤/男/40～49歳/運輸・通信業 

 

問24 合併後の大町市の一体性を形成するため、

地域のまちづくり活動や文化などの地域情報

を紹介すると共に、交流事業を展開しながら市

民の相互理解を図ってきましたが、大町市の一

体性は形成できたと思われますか。次の中から

１つ選んでください。また、３を選んだ方は、

その理由を記入してください/３ 形成するこ

とができなかったと思う（理由：） 

 

○美麻、八坂地区と旧大町市との一体性の形成と

は何の指標で判断すべきか、感じるのか良く理

解できない。/平/男/60～69歳/学生・無職 

○一般市民までは伝わっていない。/平/女/70歳

以上/学生・無職 

○大町市でも南部では、町づくり活動は出来てい

ないと思う。/社/女/70歳以上/家事専業 

○合併で過疎化が増した。/大町/女/70歳以上/学

生・無職 

○合併前と変わっていない。/大町/男/20～29歳/

その他の職業 

○合併前と合併後の相違が全く実感されないた

め。/大町/女/60～69歳/家事専業 

○合併したアウトプット（メリット）が何かわか

らない。/大町/男/40～49歳/工業（製造業) 

○白馬地震の時の対応。被害が出ている事を“一

部のこと”の様に扱った。/美麻/男/60～69歳/

その他の職業 

○地域差がある。/大町/女/50～59歳/その他の職

業 

○よくわからないが、格差があると感じる八坂、
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美麻の山間地などと市内。/平/女/40～49歳/そ

の他のサービス業 

○合併後、特に優位になる事が無い（他の市町村

に比べ）。特例債が欲しかっただけでは？/社/

男/30～39歳/建設業 

○まだ不十分。/常盤/男/40～49歳/商業（卸小売

業・飲食業 

○あまり関心がありませんでした。/社/男/50～

59歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○美麻の地震被害の把握が遅れるなど、市全域に

わたり十分に行政の対応が行き届いていない。

/常盤/男/50～59歳/公務員 

○合併しても一つも良い事なんてないみたい。前

の美麻村の方が自分としては良かった。いろい

ろな面で。/美麻/女/50～59歳/工業（製造業) 

○一体性は感じられないです。/大町/男/40～49

歳/農林水産業 

○目に見えてこない。/大町/男/60～69歳/建設業 

○交流事業で何をやっているのか不明。情報の発

信が少ない。/大町/男/20～29歳/工業（製造業) 

○物理的に山などで分けられているように感じ

る。大町市としての一体性は感じた事がないの

で。/常盤/女/30～39歳/公務員 

○合併する自治体が、赤字などでかえってよくな

い。/大町/女/40～49歳/その他の職業 

○以前の方が良かったという村の人々の声を聞

いた。/平/女/60～69歳/家事専業 

○合併前を知らない。/大町/女/30～39歳/その他

のサービス業 

○昨年の地震で美麻への対応の悪さ。/大町/男

/50～59歳/その他の職業 

○八坂地区に住んでいるが、国道19号沿いなの

に、大町の中心地域からは距離も遠く、行く機

会もあまりない。安曇野市や長野市などの方が

なじみ深い。/八坂/女/30～39歳/その他の職業 

○八坂も美麻も遠く離れているので、若い方は交

流が出来ると思いますが、高齢者は出来ませ

ん。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○美麻、八坂はあまり行った事がない。/平/女/70

歳以上/家事専業 

○旧大町市ですが、美麻、八坂地区との交流が少

ない。/大町/男/60～69歳/学生・無職 

○交流事業等に参加した事が無いので、評価でき

ない。/常盤/男/70歳以上/学生・無職 

○形成自体が地域の状態から見て無理。現状でよ

いのでは。/常盤/男/70歳以上/学生・無職 

○八坂、美麻の事を知らない部分が多い。/社/男

/50～59歳/工業（製造業) 

○交流事業は何をしたか、わからない。八坂、美

麻と言った方が、わかりやすい。/常盤/女/40

～49歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○一体性は形では出来たかもしれないですが、深

から出来ているとは思えない。/社/男/60～69

歳/その他の職業 

○人口の減少等、高齢化問題。/大町/女/70歳以

上/家事専業 

○美麻、八坂の人達との交流事業等が、わからな

い。/常盤/女/70歳以上/家事専業 

○一体性のコンセプトが、良く分からない。/大

町/男/30～39歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○一部、表面的は形成できても、経済、予算、運

営面で問題である。/大町/女/70歳以上/家事専

業 

○市としての範囲が広すぎて、一体性は出来てい

ないと思う。/常盤/女/50～59歳/その他のサー

ビス業 

○八坂、美麻の人達がそう思っていない。/大町/

男/60～69歳/家事専業 

○美麻、八坂との対応が、大町と違うように思う。

/大町/女/60～69歳/家事専業 

○昨年の11月、震災被害の対応の遅れ等。/美麻/

男/70歳以上/学生・無職 

○市民の中に、一体性を形成する必要性を感じて

いない人が多いのではないか。/大町/男/50～

59歳/運輸・通信業 

○まだ、一体感がない。/平/男/70歳以上/- 

○26年11月地震の時、美麻の人達が「合併したか

ら家が傾いても誰も助けてくれない」とテレビ

インタビューに答えているのを聞いたから。/

平/女/60～69歳/家事専業 

○山地の住民はどんどん減っている。/大町/男

/60～69歳/農林水産業 

○神城断層地震の時、美麻への対応が遅れたの

で。/大町/女/40～49歳/公務員 

○昨年度の地震における、美麻地区の被害確認等

において。/常盤/女/60～69歳/家事専業 

○面積が大きくなっただけで、負の遺産を背負っ

た気がする。/平/女/70歳以上/商業（卸小売

業・飲食業) 

○白馬地震の際、被害の確認が遅くなった地域が

ありました。/常盤/女/60～69歳/その他のサー

ビス業 

○交流の場があまりにもない。/大町/男/40～49

歳/その他の職業 
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○何をしているか良くわからない。ということ

は、一定の人が喜んでいるだけ！/常盤/男/40

～49歳/運輸・通信業 

 

問25 人口減少や少子化、高齢化など様々な課題

に対応するとともに、市民のための効率的な行

政運営をしていくために、市の行財政改革が重

要な課題となっています。あなたが特に重要だ

と思われる改革について、次の中から５つ選ん

でください/14 その他（行政改革に対してご

意見・ご要望：） 

 

○勇気を持ってのリストラ。このままで良いと思

うのは進歩しない証拠。/平/男/60～69歳/学

生・無職 

○委員の顔ぶれがいつも同じ。/大町/女/70歳以

上/学生・無職 

○市の臨時職員の数を減らして、その分の税金を

市民に還元すべき！いらない市職が多すぎる。

無駄な税金使用が目立つ。/大町/女/50～59歳/

その他の職業 

○全ての改革が必要。/常盤/女/50～59歳/その他

の職業 

○市職員の数を増やし、雇用の場を設けるととも

に、きめ細やかなサービスに努める。/社/男/50

～59歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○職員の意識が低い、改革意識がない。/常盤/男

/70歳以上/家事専業 

○市立病院の人員整備。/大町/男/70歳以上/その

他の職業 

○働く環境づくりが第一。住環境整備（空地利用

も）。/常盤/男/60～69歳/運輸・通信業 

○暇な職員多すぎ！仕事中にクックパッド見る

な！市職員、旧センター職員、学校事務員。/

大町/男/30～39歳/工業（製造業) 

○市役所職員の評価を適正に行う。ちゃんと仕事

をしている人には、それなりに評価し、仕事を

しない人には適切な対応を！/大町/女/30～39

歳/その他のサービス業 

○民意に振り回されぬ様に。ご苦労様。/常盤/男

/70歳以上/学生・無職 

○外での経験が生きる様な『公』採用を。最初か

ら公務員の方には、１、２、３は理解難と思う。

/社/男/50～59歳/工業（製造業) 

○市役所等、職員の質の向上を図る。/大町/男/60

～69歳/農林水産業 

○職員に注文。橋下大阪市長曰く「君達（職員）

は倒産会社の社員である」と。公僕としての自

覚を持ち、自ら改革しようとする意識を持つ

事。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○職員の受付対応を良くする。たらい回し等をし

ない。/大町/男/50～59歳/その他の職業 

○人が人を育てます。まずは、市の職員はきちん

と研修を行い、公僕である事の自覚を持って仕

事をしてほしい。施設の新設、整備をするより、

市職員の意識改革が市の行財政改革に直結だ

と思います。/常盤/女/50～59歳/その他の職業 

○市職員の人件費について、市内の民間企業勤務

者の収入と比較し、毎年見直す。/大町/男/50

～59歳/運輸・通信業 

○各部署の異動は、いかがなものか。専門職が多

くいた方が良い。/平/男/70歳以上/- 

○市役所の中や、まわりの整理整頓。/平/女/60

～69歳/家事専業 

○安心して子供を育てられる様に、福祉や保育園

を充実させる（例、小学校まで、医療費は市で

負担する等）。企業を誘致し、若い人がＩター

ンしても働ける所がある。/平/女/60～69歳/家

事専業 

○係替、転勤したら、次の人にしっかり引き継ぎ

を行え！はいさようならでは、駄目！/大町/男

/60～69歳/農林水産業 

○市職員は、住民税（大町市）を支払う地元の人

を雇用すべきだ。/大町/男/60～69歳/その他の

職業 

○市議会の議員の数も半分で良い。数だけで全く

変わらない。/平/女/70歳以上/商業（卸小売

業・飲食業) 

○市の職員は、大町の住民である事が大事。意識

を高める。/大町/女/50～59歳/商業（卸小売

業・飲食業) 

 

問26 市では、市民、団体、企業、行政が一体と

なった「市民参加と協働のまちづくり」を推進

していますが、今後の市政運営に市民が参画

し、共にまちづくりを進めていくことが必要だ

と思われますか。次の中から１つ選んでくださ

い/４ その他（具体的に：） 

 

○指導者、つまり市長の考え、方針、行動で市が

変わると思います。/常盤/男/60～69歳/運輸・

通信業 

○普通に協働できる姿であるべき。/社/男/50～

59歳/工業（製造業） 
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○市が市民に何かをすると共に、市民が市に何を

できるかを考えるための機会がほしい。/常盤/

男/30～39歳/その他の職業 

○大切だと思うが、具体的なイメージが湧かな

い。/八坂/女/20～29歳/その他のサービス業 

 

問27 市では、市民によるまちづくり活動促進の

ための支援をしていますが、市民参加による協

働のまちづくりが進んでいると思われますか。

次の中から１つ選んでください/４ その他

（具体的に：） 

 

○一部的に。/常盤/男/60～69歳/運輸・通信業 

○無駄に税金を使わないでほしい。/平/女/60～

69歳/家事専業 

○よく活動の内容が見えてこない。/大町/男/60

～69歳/学生・無職 

○協働のまちづくりということ自体、意味が良く

分からない。/常盤/男/70歳以上/学生・無職 

○特定の団体だけが参加している。/社/女/60～

69歳/家事専業 

○１～３のいずれも選ぶ事は出来ません。理由

は、「市民によるまちづくり活動」では、具体

的にどんな活動をしているのかを知らないか

らです。また、市ではどんな支援をしているの

でしょうか？/社/女/30～39歳/工業（製造業） 

○わかりません。自治会にも入っていませんの

で。/常盤/女/50～59歳/その他の職業 

○何をしましたか？/大町/男/50～59歳/その他

の職業 

○市民の中には、自分の生活で大変な人も多いと

思われる。/平/女/60～69歳/家事専業 

○分からない、あまり見えない。/平/女/50～59

歳/家事専業 

○市民の代表の議員の存在が分からない。/平/女

/70歳以上/商業（卸小売業・飲食業） 

 

問28 これからの地方自治は、市民の皆さんと行

政が相互理解と共通認識のうえに立って、多く

の市民の皆様の参画による、協働のまちづくり

の推進が必要です。それを実現するためには何

が必要とお考えですか。特に必要と思われるも

のを次の中から３つ選んでください/９ その

他（具体的に：） 

 

○行政に熱意が感じられない。/大町/女/70歳以

上/家事専業 

○２以外は現状でよい。/大町/男/40～49歳/公務

員 

○行政のリーダーシップが益々必要。/大町/女

/70歳以上/学生・無職 

○職員の教育が必要では。/常盤/男/70歳以上/商

業（卸小売業・飲食業) 

○市内市民のみにとらわれず、県外や民間等の意

見を積極的に取り入れていってほしい。/常盤/

女/30～39歳/農林水産業 

○市会議員を減らし、給料も減らす。/常盤/男/40

～49歳/商業（卸小売業・飲食業) 

○年配者が多くなる町で、市民の皆さんとあおる

前に、市の職員がフルに活動してほしい。/常

盤/男/30～39歳/工業（製造業) 

○皆、自分の生活や仕事に追われ、地域の事を考

える余裕まで無いと思います。/大町/男/40～

49歳/農林水産業 

○市長、職員のモチベーションを上げる。/常盤/

女/60～69歳/その他の職業 

○バイパスの草取りなど、市民で行い業者委託し

ない。その分の税金を他へ使う。/大町/女/30

～39歳/その他のサービス業 

○行政のうち法定事務については住民参画で変

わる事はないと思う。また社会基盤整備は財源

が必要であって、住民参画で変わるはずもな

い。昨今、「住民参画」といわれるが、それで

行政が大きく変わる事はあり得ないと思う。/

平/男/60～69歳/学生・無職 

○行政や一部市民がご苦労している様だが、正直

いって一般人は「オマカセ」的だと思う。考え

ようによっては行政を頼っているとも言える。

/常盤/男/70歳以上/学生・無職 

○市が中・短期計画を作り、実現のためにいつ何

をする。その効果の確認を示し、公聴会を開く。

/社/男/50～59歳/工業（製造業) 

○街づくりに貢献した人々、団体等に対する大々

的な表彰。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○行政官ばかり増やしても民は良くならない。/

大町/女/70歳以上/家事専業 

○議員の活用。/平/女/60～69歳/家事専業 

○市役所の職員も一緒に汗を流してもらいたい

（指揮するだけでなく）。もう少しボランティ

アに入り込んでいくべき。/大町/女/50～59歳/

その他の職業 

○出来る事はすぐにやる、行動を起こせ！/大町/

男/60～69歳/農林水産業 

○上から目線、一方進行の報告では市民に何も伝
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わらない。市民と同じ目線に合わせられる職員

がいない様に思うが……/常盤/男/40～49歳/

運輸・通信業 

 

問29 価値観の多様化により、地域の「つながり」

が希薄となって市民生活に影響が出ないよう、

地域コミュニティーの必要性や機能の周知を

行うと共に、活動の支援をしていますが、自治

会等の地域コミュニティー活動が強化されて

いると思われますか。次の中から１つ選んでく

ださい/４ その他（具体的に：） 

 

○セクハラ、パワハラ、暴力、女性いじめがある

ので、あまり参加したくない人もいる。男性の

中に女性一人だったら、襲われる恐怖感がある

と、みんな言えないけど言っている。/平/女/40

～49歳/その他の職業 

○人口を増やすためにも、自治会の「あり方」を

現代の時代にマッチしたものにする必要があ

ると思います。/平/女/70歳以上/学生・無職 

○行政と住民のつながりがない？/大町/女/70歳

以上/その他のサービス業 

○多少、希薄になっても良いと思う。例えば大町

に住んでいるからと言って、消防団に加入する

必要はない。/大町/男/20～29歳/工業（製造業) 

○高齢化により自治会活動は無理。/平/男/70歳

以上/学生・無職 

○必要ない。/平/女/60～69歳/家事専業 

○今までとあまり変わらないと思う。/大町/女

/40～49歳/家事専業 

○住んでいる地区が自治会に参加していないの

で、自治会については、よく分からない。住ん

でいる地区の組織（管理組合）は良く機能して

いる。/平/男/60～69歳/学生・無職 

○地域差が出ている、強化されている所もある。

/大町/女/50～59歳/家事専業 

○強化は必要だが、その方法が違うと思う。避難

訓練、ボランティア活動紹介等、共通の目的意

識を持たせる方が良い。/社/男/50～59歳/工業

（製造業) 

○自治会の中で争いがあったり、揉め事があり、

自治会自体がうまく機能できていないと思う。

強化よりも、見直してほしい。/大町/女/40～

49歳/その他の職業 

○地区による差が大きいと感じる。/平/女/50～

59歳/その他の職業 

○自治会に入っていません。/常盤/女/50～59歳/

その他の職業 

○私の地域では、新しく宅地が開発され、入って

くる人が多いですが、隣組には入らない方が多

いです。地域のつながりは希薄です。そこに住

めばそこの生活があります。関わりをもちたく

ないのなら、仕方ないですが、冬の雪かき、春

の清掃、ゴミ当番等、地域での生活に欠かせな

い物がたくさんあります。せめてそこにかかる

費用につながる区費だけでも納めてほしいも

のです。/常盤/女/50～59歳/その他の職業 

○隣組で助け合う現状が維持できれば良い。/八

坂/女/20～29歳/その他のサービス業 

○わからない。生活や会社勤めのため、やめる人

がある。/平/女/60～69歳/家事専業 

○自治会等に加入していないのに、同等のサービ

スを受けているのは、逆に参加しない方向を目

指しているように感じます（ＰＴＡ、ゴミステ

ーション、広報など）。非加入であれば、それ

相応の負担を求めるべきと思います。/大町/男

/40～49歳/その他の職業 

○非常時には必要だろうが、人権侵害に近い今の

ありかた。江戸時代ではないのだから、もう少

しコミュニティのありかたを考えるべきだ！/

常盤/男/40～49歳/運輸・通信業 

 

問30 市では、個性と能力が十分発揮される社会

の実現に向け、人権啓発や男女があらゆる分野

において協働して参画しあう意識の啓発に取

り組んでいますが、人権尊重や男女共同参画の

意識が高まっていると思われますか。項目ごと

に次の中から１つ選んでください。 

 

①人権を尊重する意識が高まっていると思われ

ますか/６ その他（具体的に：） 

 

○効果が見えない。/大町/女/70歳以上/学生・無

職 

○大町市内の自治会が、自治会未加入者を差別し

ている感じが、少なからずあるように思えま

す。非常によろしくない事ではないでしょう

か。孫が小さい頃、平の運動会でかけっこに入

賞した時、自治会未加入であったため、運営委

員から自治会に入っていない子供が入賞の商

品をもらって帰るのはおかしいとの発言があ

ったと聞いた。親は、その言葉を聞き、商品を

もらわず子どもを連れて帰宅したとのこと。以

降、平の運動会には子どもを参加させなかった
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とのこと。私の家庭は、人一倍市税を納めてい

る。自治会は、市からの補助を一円も受けてい

ないのだ。/平/女/70歳以上/学生・無職 

○高まっている分、判りにくい陰湿な差別、扱い

が増えているのでは？/社/男/50～59歳/工業

（製造業) 

○男女差ではなく、障害者の相談できる機関が少

ない。/常盤/男/30～39歳/その他の職業 

○若者の意見を取り入れてほしい。/社/女/60～

69歳/家事専業 

 

②男女共同参画の意識が高まっていると思われ

ますか/６ その他（具体的に：） 

 

○効果が見えない。/大町/女/70歳以上/学生・無

職 

○男女共同参画の本質をもっと理解する必要が

ある。これは大きな問題で簡単に扱われる問題

ではないと思う。/常盤/男/70歳以上/学生・無

職 

 

③あなたは、女性が仕事や地域活動に参加するこ

とをどう思われますか/７ その他（具体的

に：） 

 

○賛成だが、仕事が遅いとか有休が取れない等は

困る。/大町/女/30～39歳/その他のサービス業 

○出産時期以外、女性を特別視すべきではない。

今、この質問はナンセンス。/社/男/50～59歳/

工業（製造業) 

○自分の事をある程度満たして、参加するなら良

い。/大町/男/60～69歳/公務員 

○５の続きです。家の事、仕事、地域活動に参加

する事。この3つを完璧にこなそうと頑張るの

ではなく、各々が自分の生き方に合わせて、3

つをうまく配分してやっていくのが良いと思

います。/社/女/30～39歳/工業（製造業) 

○「子供を育てる」子供が小学校低学年位まで、

女性、特に主婦（母）が生活の安定を保つ様な

生活を出来る市にする。その前後（子育て）の

女性の仕事の活動参加は賛成である。/大町/女

/70歳以上/家事専業 

 

 

 

 

 

問31 男女が互いに尊重し、個性と能力を十分に

発揮することのできる男女共同参画社会づく

りを進めるために、特に重要だと思われるもの

を３つ選んでください/13 その他（具体的

に：） 

 

○いつまでも重鎮、古株みたいな、かつての貢献

した人々を大事にしすぎないで、組織も常に見

直す事が必要。/平/男/60～69歳/学生・無職 

○女性の人権に対する基本的な差別撤廃。/美麻/

男/60～69歳/その他の職業 

○男性だけの「女性が社会に出る事を理解しても

らうための講演会」をする。どうしてもすべて

の事（育児、仕事、介護）は、女性中心になる

ため、なぜ女性が働きに出るのかを知ってほし

い。/大町/女/40～49歳/家事専業 

○市の職員で役職者に女性が少ない。市では積極

的に女性管理職者を増やしてほしい。/大町/女

/30～39歳/その他のサービス業 

○男女平等は大切だと思いますが、家事をやった

上で外へ出ていく事に無理が生じます。男性に

も家事、育児を分担できるような社会を考えて

ほしい。/常盤/女/40～49歳/家事専業 

○男女別の扱いをなくす。/社/男/50～59歳/工業

（製造業） 

○「男」「女」ではなく、「困っている人」を対

象とした支援をするべき。今は、「女」がむし

ろ優遇されているように思う。/常盤/男/30～

39歳/その他の職業 

○役割分担と対等な人権意識。/大町/男/60～69

歳/公務員 

○「女性の輝く時代」/女は女らしく（炊事、育

児）男は男らしく（生活力）それぞれ「らしく」

が大事。カット野菜、レンジでチンじゃ、輝い

てはいない。/平/男/60～69歳/建設業 

○女性が安心して子育て、仕事に集中できる環境

の構築。/大町/男/40～49歳/その他の職業 

 

問32 市では、平成14年度に山岳がもたらす豊か

な自然環境と共生する独自の山岳文化を受け

継ぎ次の世代に伝えていくため、山岳文化都市

宣言をしました。市民の山岳文化への関心を高

め、協働による登山道の整備や山岳景観ビュー

ポイントの設定等を行い、山岳文化都市づくり

を進めていることをご存知ですか。次の中から

１つ選んでください/４ その他（具体的に：） 
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○車内広告レベルのだれでもが考えつく内容で

はなく、人とは他とは異なる広告等、大切な資

源を生かした観光と宣伝に力を入れるべき！/

常盤/男/40～49歳/運輸・通信業 

 

問33 市では、さまざまな地域や外国との交流を

通じて、広い視野と感覚を身につけるととも

に、地域の活性化を図るための事業を推進をし

ていますが、交流事業の一つでもある都市と農

村等の地域間交流が促進されていると思われ

ますか。次の中から１つ選んでください/４ 

その他（具体的に：） 

 

○知らない。/社/女/60～69歳/家事専業 

○促進されてはいるが、一部の人のみだと思う。

/美麻/女/50～59歳/家事専業 

○知らない。/常盤/男/30～39歳/商業（卸小売

業・飲食業) 

○何が行われているか知らない。/大町/女/50～

59歳/家事専業 

○情報が全くないのでわからない。/常盤/女/60

～69歳/その他の職業 

○必要ない。/平/女/60～69歳/家事専業 

○理解していない。/平/男/60～69歳/学生・無職 

○促進されているが、一般市民の目には見えにく

い。/大町/男/60～69歳/公務員 

○地域の活性化を図るための事業を推進してい

る事を、今回初めて知りました。ですので、こ

の質問にはお答えしかねます。/社/女/30～39

歳/工業（製造業) 

○交流のみで、それが事業推進になっているか疑

問です。/常盤/女/50～59歳/その他のサービス

業 

○知らなかった。/常盤/女/60～69歳/家事専業 

○具体的な交流活動が分からない。/大町/男/60

～69歳/その他の職業 

○海外の情報が豊かで、視野と感覚を持つ指導者

が必要。/平/女/70歳以上/商業（卸小売業・飲

食業) 

○姉妹友好都市との交流がもっとあっても良い

と思う。/大町/男/40～49歳/その他の職業 

○必要なし！/常盤/男/40～49歳/運輸・通信業 

 

 

 

 

 

問34 あなたが「広報おおまち」で特に知りたい

と思われることや、取り上げてほしいと思われ

ることはどのようなことですか。いくつでも結

構ですので、次の中から選んでください/16 

その他（具体的に：） 

 

○自衛隊機の騒音による自己防衛。/平/女/40～

49歳/その他の職業 

○広報おおまちのみでなく、ＨＰをより充実させ

てほしい。地元商店や観光情報等のリンクを増

やす事も良いと思う。/常盤/女/30～39歳/農林

水産業 

○お店の情報など。/平/男/20～29歳/工業（製造

業) 

○空き家情報。/社/女/30～39歳/学生・無職 

○知っていれば得をする節税についての「情報、

アドバイス、Ｑ＆Ａ」（リフォーム、新築、起

業等の際に）。/常盤/男/50～59歳/公務員 

○一町内の良い所の紹介をしていくと、みんなが

大町市を分かって行くのではないか？/大町/

女/70歳以上/その他のサービス業 

○市職員の紹介等。除雪業者が一冬で除雪しても

らう金額を公表してもらいたい。/大町/女/40

～49歳/その他の職業 

○広報おおまちの印刷の紙を、もっと安価なもの

にする。お金をかけ過ぎている。/大町/女/60

～69歳/家事専業 

○あまり意味が無いと思う。/平/男/70歳以上/農

林水産業 

○多くの大使の方の市への提言。市出身者の提

言。/社/男/50～59歳/工業（製造業) 

○各地区をシリーズで紹介する紹介コーナー（世

帯数や年齢構成、諸々の情報）。/大町/男/70

歳以上/学生・無職 

○新店舗、お店の宣伝等。/常盤/女/30～39歳/そ

の他のサービス業 

○８に関連し、具体的内容をもっと公表すべきと

思う。/大町/男/60～69歳/その他の職業 

 

問35 市では、市民の意見・要望を市政に反映す

るため「市民意識調査」や「市長への手紙」、

「地域懇談会」などを行っていますが、その結

果は市政に反映されていると思われますか。次

の中から１つ選んでください/４ その他（具

体的に：） 

 

○そういった事業自体を知らない。/常盤/男/40
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～49歳/公務員 

○よくわからないという判断です。/常盤/男/50

～59歳/公務員 

○具体的な内容を知らない。/大町/女/50～59歳/

家事専業 

○手紙なんて出しても、どうせ実行なんてしてく

れそうもないみたい。無駄だと思う。一つでも

実行してくれたら良いけど…。最初の方にも書

いたけど、市営バスの時間とか休日をもう少し

考えてもらいたい。お正月休みとか。/美麻/女

/50～59歳/工業（製造業) 

○行っている事を知りませんでした。/平/女/20

～29歳/学生・無職 

○反映されているかを広報してほしい。意見を一

方的に伝えるのではなく、意見を聞いてどのよ

うな対応をしたのかを広く広報で伝えてほし

い。そうすると改善努力している事が伝わると

思う。/大町/女/30～39歳/その他のサービス業 

○意見を書いた事がないので分からない。/社/女

/70歳以上/家事専業 

○意見を出しても反映されていないと思うし（市

役所に電話で通報しても、適当にあしらわれる

事からしても）、そもそも、このアンケートも

質問が多すぎる。同じような質問を何回も、何

ページにわたって…この質問を見てウンザリ

…という人は出さないからアンケートの結果

自体も、「すごく意見を言いたくて暇な一部の

人」の意見になってしまい、偏りがある。やり

方を工夫すべき。/常盤/女/40～49歳/農林水産

業 

 

市の施策全般に対するご意見、ご要望、アイデア

等ございましたら、ご自由にお書きください。 

 

○大雪の際の道路の除雪で、道路の脇に雪がかな

りの高さになってしまい、通行する車が見えな

い事があり、危険を感じるので、まわりの除雪

方法を考慮してほしい。/大町/女/50～59歳/そ

の他の職業 

○アンケートの内容が、盛りだくさん過ぎて、途

中で回答が面倒になりました。何でも聞けば良

いという訳ではないと思います。/平/男/50～

59歳/商業（卸小売業・飲食業）) 

○商店街がさみしい。八十二以外は行かない。/

社/女/60～69歳/家事専業 

○市のきらり輝く協働のまちづくり事業助成金

ですが、その事業をやっている人達にとっては

いいかもしれないが、それが大町市、市民にと

ってどうなっているのか、検討していない。バ

ラバラやるよりは、もっと形に残る大きな事

に、市民が何をしているかわかるようにした方

がいいのでは。/大町/女/50～59歳/商業（卸小

売業・飲食業） 

○駅前、町中アーケードに統一感が無い気がす

る。人気がないのも仕方がない。人がどうすれ

ば集まるのか、住むのか、終の住処とするのか、

大町市の良い所を活用すべく、現状脱皮を。ラ

イフラインの充実、災害時もかねて力を注ぐべ

きですね。※このアンケートの細かさには大変

驚いたこととともに、是非とも答えを出して頂

きたい思いである。/大町/女/50～59歳/家事専

業 

○ありがとうございます。/(美麻/男/40～49歳/

公務員) 

○市民が期待できず、冷めている。/大町/女/70

歳以上/家事専業 

○財政面の心配もあるが、業務の民間委託や市の

職員削減や、市職員の負担増とならないように

して欲しい。/大町/男/40～49歳/公務員 

○南は安曇野市、東は長野市から大町に向かう道

程は気が重くなるほど道路の整備が遅れてい

る。国道、県道の整備を願いたい。冬はスキー、

夏は無い。活用の観光にもっと力を入れるべき

ではないか?/大町/男/40～49歳/金融・保険業) 

○個人的なことでお願いしたい。犬を飼う人が多

い。そこで一緒に散歩に出かけるのはいい事だ

が、犬の糞を取らずそのままで置いて行く人が

多い。何とかしてほしい。/平/女/70歳以上/学

生・無職 

○定住促進も大事だが、現住民が転出しない様に

施策を充実してほしい。自治会に未加入の世帯

が急増している。特効薬はないが、何か強制力

が必要ではないか。/大町/女/70歳以上/学生・

無職 

○トライアスロンを誘致。木崎湖（水泳）、美麻

（自転車）、運動公園（マラソン）開催できま

すか?とにかく大町を知ってもらう。大町ダム

市民紅葉まつり（観光客も来てもらう様、何年

も続ける事が必要。）。松本でやるネイチャー

市民まつりを参考に、子供まつりを大きく開催

する。※乱筆、乱文お許し下さい。多忙のため。

/平/女/40～49歳/その他の職業 

○除雪対策は、市内でも差があり、途中までしか
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除雪されていなくて困る道路があります。具体

的には、八坂から美麻ですが、広く除雪されて

いるので通行して行ったら、旧村境から全く除

雪されていなくて、立ち往生してしまい、遅刻

してしまいました。除雪されていないなら、大

町経由など初めから違う道を考えます。途中で

やめないで下さい。/美麻/女/50～59歳/家事専

業 

○設問が多すぎる。回答の選択肢も多すぎる。/

大町/男/20～29歳/その他の職業 

○外回りの仕事をしていますが、池田、松川に比

べると、公衆トイレが少ない様に感じます。/

社/女/50～59歳/その他のサービス業 

○子育てには支援金があるのに、老人にはない。

もっと老人を大切に。/平/女/70歳以上/その他

のサービス業 

○市議会議員に地元市民からの相当数のアンケ

ート等を、年2回以上義務付ける。地域自治体

にも自治会ごとのアンケートを義務とするよ

うに。/常盤/男/70歳以上/商業（卸小売業・飲

食業） 

○歴史ある王子神社祭をもっと全国に広めるよ

うにしてほしい（政教分離もあるかもだが）。

そのきっかけである宵祭りのあり方を考える

べき。屋台を出すとか、お客さんが飲み食いで

きるとか。カレーな町、大町と銘うったが、取

り組みが中途半端。少しではあるが浸透しつつ

あったのだから毎年続けるべき。/大町/男/40

～49歳/工業（製造業） 

○市役所に行くと人が多すぎると思います。一般

的な会社では、数字で結果を求められます。本

当に良くしたいなら、バカなりの意気込みで改

革を行わないと何も変わらないと思います。表

面ではなく内部まで改革を行ってください。市

民は変わらないことに慣れてきてしまってい

ます。/大町/男/30～39歳/その他の職業 

○市の職員、議員が多すぎる。給料も多すぎ！！

時代に合わせて減給があってもよいと思う。ボ

ーナスがなくてもよいのではないか？！人の

税金から出るのだから減少すべきである。/大

町/女/50～59歳/その他の職業 

○広報だけでなく、伊那市の様に“市報”として

一部にまとめて配布したら良いと思います。/

大町/女/40～49歳/家事専業 

○鷹狩山（タカガリヤマ）への道路整備（改修）。

鷹狩山へのロープウェイ計画！/大町/男/70歳

以上/その他の職業 

○大町市役所の職員は、夜遅くまで仕事をしてい

る人が多い。もっと残業を減らす努力をすべき

だ。窓口に行っても待たされるし、大きな声を

出さないと窓口に出てこない。職員はもっとボ

ランティアで、市の中の清掃をしたりしてほし

い。各企業も協力しているのに、職員だって道

の草刈りくらいしてもいいと思う。市役所の中

でパソコンに向かっているだけが仕事ではな

いと思う。/常盤/女/50～59歳/その他の職業 

○現在、子育て支援の一つとして病院や薬等の医

療費の補助がありますが、一領収書ごとに500

円の手数料を取るくらいであれば補助は無く

ても良いと思います。こちらは人件費等による

手数料でしょうか？今後、子育て世帯が納得の

いくような対応を期待しております。/常盤/女

/30～39歳/農林水産業 

○大町特有の花でも時期を埋める工夫。芝桜、コ

スモス、百合、季節に合った花や木で客を呼ぶ

工夫は沢山あるのに、他の地域で行っている事

を少し見学して見習ってほしい。空き地はいっ

ぱいあるのに少しも生かし切っていない。爺ヶ

岳にしても観光できる様、ロープウェイである

程度まで登れるようにしたり、開拓できるは

ず。ツアーバスがもっと来るよう、工夫してほ

しい。駅前があまりにも淋しい。センスが無い、

設計が悪い。/平/男/60～69歳/その他のサービ

ス業 

○防災行政無線について/火災地震等の緊急放送

以外の霜、大雪、熊出没等のアナウンスは、時々

女性の声で流したらと思う。男性の声のみでは

又かと思い、余り聞かないと思うが一考を願

う。/平/男/70歳以上/農林水産業 

○交通網の充実をお願いしたい。松本へ行くにも

長野へ行くにも「自家用車が便利」では、住む

事に躊躇する。高齢者、障害のある者にとって、

市内すら出歩けない。バスはＪＲ線との接続も

悪い。大糸線も不便。長野へのバスも少ない。

“物”“人”の流れを良くすることが必要だと

思うが…。/社/女/50～59歳/金融・保険業 

○総合計画は、どう作成されているのでしょう

か。一般的な内容でまとまっていますが、大町

の抱える課題が何で、どう取り組んでいくのか

は伝わって来ませんでした。市民参加もです

が、市民でもある行政の方々の工夫や地域の課

題の的確な把握が出来ていらっしゃるのか、疑

問を感じる計画内容でした。昔はあれでよかっ

たかもしれませんが、行政の積極性や、地域お
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こしへの真剣味は残念ながら伝わりません。あ

れを見て、大町へ是非移り住みたいと思う方は

いないと思います。行政の方の研究心に期待し

ます。/平/女/40～49歳/その他のサービス業 

○こういうアンケートも時間をさいて答えてい

るし、真剣に考えているので、しっかり反映し

てほしいです。/常盤/女/20～29歳/家事専業 

○若い人の意見が反映できる様、仕事を持ってい

る人でも議会に参加できる様、門戸を広げた方

が良い。市職員も議員も単なる名誉職と思って

いる人が多い。自分の雇用が安定するために市

職になる人が多いので、この時点で行政が変わ

る事が無いと思われる。市職員で威張っている

人が多く、分限免職も踏まえて、市の運営を市

長に望む。我々市民は、市職員を食わすために

働いているのではない。/社/男/30～39歳/建設

業 

○公民館を利用させていただいています。トイレ

の事ですが、洋式を希望します。/常盤/女/60

～69歳/家事専業 

○大町はとても自然豊かで皆温かい。雪が多く降

るのは仕方ないが、交通の便をもっと行きやす

くしてほしい。子育てする上で、仕事（育児休

暇）など統一してしっかりしてほしい。そうい

うのがないので一人二人が多いのだと思いま

す。市民の声をもっと取り入れて住み良い大町

市になればいいと思います。/平/男/20～29歳/

工業（製造業） 

○防災無線のスピーカーが地域によって全く聞

き取れません。/大町/女/70歳以上/学生・無職 

○市民にとって、市役所は玄関を入った所が顔だ

と思います。正面に案内係の方を移動しては如

何でしょうか。/大町/男/60～69歳/学生・無職 

○病院の看護師さんの様に準夜勤や深夜勤がな

いにもかかわらず、市役所庁舎で働いている職

員が生協（コープ）を利用している。子育てや

介護などで頼らざるを得ない人もいるでしょ

うが、市内スーパーは夜遅くまで営業している

し、市の職員は地元にお金を落としてなおか

つ、商業発展のために働いてほしい。仕事中に

長々と喫煙しているとの話も知人から聞き、は

っきり言って税金泥棒と言いたいです。/大町/

女/50～59歳/商業（卸小売業・飲食業） 

○来年もプレミアム商品券を発売して下さい。大

町市内にも道の駅があれば良いと思います。/

大町/女/30～39歳/公務員 

○除雪などを考えた町づくり。歩道の緑地をなく

して広く、緑地公園を増やす。/大町/男/60～

69歳/工業（製造業） 

○市の発展のために、自己の職責を超えてでも、

外部の部署と調整を行う意欲が希薄だと感じ

る事が多い。/常盤/男/50～59歳/その他のサー

ビス業 

○質問が多すぎる。とにかく市役所の職員は地域

の行事に参加して！/大町/男/50～59歳/建設

業 

○人口減少をどのようにストップをかけるか、手

っ取り早くは周囲町村との合併が上がります。

３万を切る人数の市は市ではありません。いけ

なければ町に格下げをしてはどうですか？も

う少し親しみのある市でなければ、誰も寄って

来ません。きれいごとを言わず、身を切る覚悟

が必要ではないでしょうか？がんばって下さ

い。/常盤/男/70歳以上/学生・無職 

○市職員の全体的、会員の意識、協力感が少ない

気がします。ハツラツとした人間性を身に付け

て、中心から活発になれたら良いなーと思いま

す。/大町/女/60～69歳/家事専業 

○若い子が働く場所がなく、大町を離れてしまう

様では、発展は望めない。雇用の確保第一.（安

定した企業）。現状を見ると、隣近所、年寄り

ばかりです。/大町/女/60～69歳/学生・無職 

○働く場を確保する（企業誘致）＝定住＝人口確

保。全てに働く場が最優先する事と思える。/

大町/男/60～69歳/学生・無職 

○議会、市職員の意識改革が第一ではないでしょ

うか。「昨年度と同じでよい」という意識での

行政に感じてしまう。「大町市を何とかしよう、

○○な市にしよう」と願い、考えるのは、市民

はもちろんだが、まずは職員ではないか。職員

は歯車ではなく、一市民であり、市民と行政を

つなぐ人としてもあってほしい。議員より身近

な人。/常盤/男/40～49歳/公務員 

○安曇野市の冬期の除雪がひどすぎる。安曇野イ

ンターをおりて、オリンピック道路の大町側ま

で、除雪をしていない。せっかく大町市が夜間

から除雪をしているのに、玄関口である、安曇

野インターがあの様な状況なら、スキー客は懲

りて、二度目は来てもらえません。大町市だけ

が頑張っても駄目です。安曇野市に働きかけは

出来ませんか。/大町/男/50～59歳/商業（卸小

売業・飲食業） 

○市職員が、市外に家を建てるのは、いかがなも

のかと思います。“大町が好き！”と面接で言
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っておきながら…。/社/女/20～29歳/学生・無

職 

○高規格道路を早く実現し、少なくとも２ヵ所の

インターがほしい。/社/男/50～59歳/商業（卸

小売業・飲食業） 

○東洋紡の跡地に松川の中央公園（りんりん公

園）の様な公園を造る。その隣には、児童セン

ターを造ったらどうでしょうか？/色々な設置

が昔のままなので、点在していてとても利用し

にくいように思います。センターの中には、保

健師、保育士がいて、０歳児からの相談、関わ

り方等のアドバイスをする。/常盤/女/50～59

歳/公務員 

○高速道路を早く大町まで造る。/社/男/60～69

歳/農林水産業 

○道の駅をどうして造らないのか。大町市にやる

気がないのか。長野から飯山をすぎ、新潟の十

日町へ行く道中には、数キロおきに道の駅があ

り、お客様もいるようです。先ず、平地区にで

も道の駅を造るべきでは、と感じます。/平/女

/70歳以上/学生・無職 

○ゴミのセンターがとてもきれいですね。苦労が

見てわかります。/平/女/60～69歳/家事専業 

○高齢者（年金生活者）、低所得者が、引っ込み

思案にならないような、また、０～６歳児まで

の子供さんを持つご家庭が安心して暮らせる

ような支援をして頂けたらと思います。さらに

欲を申せば、若い方が働ける企業の誘致を進め

て頂けたらと思います。/常盤/男/50～59歳/公

務員 

○安曇病院の様な高度な医療を行える人材を確

保する。やる気が感じられない中心商店街に力

を入れず、大型店舗を誘致する。松川村を見習

う（企業誘致、ＴＶ出演、宣伝etc）。/常盤/

男/30～39歳/商業（卸小売業・飲食業） 

○おおまぴょんが描かれたふれあいバスは目に

付きやすく、とても良いと思います。/大町/女

/50～59歳/家事専業 

○農地を宅地にする時、以前の美麻村の担当者

が、きちんと仕事をしてなくて、何ヶ月もムダ

にしてしまいました。四月～七月まで掛ってし

まいました。/美麻/女/60～69歳/その他の職業 

○牛越市長の行政に対する姿勢が意欲的で、頭が

下がります。牛越市長を応援しております。/

大町/女/70歳以上/家事専業 

○海外からの観光客のニーズに対応できる様な

取り組み、語学ボランティアや、育成等。/常

盤/女/40～49歳/工業（製造業） 

○外国のメンドシーノと美麻が長く交流してい

るようですが、私はずっと反対です。外国と交

流して何の得があるか理解できない。やめてし

まえば良い。/美麻/女/50～59歳/工業（製造業） 

○市長以下役所職員の年度の方針を具体的に市

民に知らしめよ（市長のみの方針しか示されて

いない）。企業への体験研修をさせよ！/常盤/

男/70歳以上/家事専業 

○大町商店街は暗いイメージ。何とかならない

か？ 年寄りが多くなるにつれ、除雪が負担に

なる人が益々多くなっていくと思う。それらの

対策をもっと考えてほしい。/平/女/70歳以上/

家事専業 

○職員にもう少し働いてもらいたい。パートばか

りが働いていて、窓口で説明できない人をおい

てはいけません。/大町/女/70歳以上/その他の

サービス業 

○市長さん頑張って下さい。ダメな職員はクビに

して下さい。よろしくお願いします。/大町/男

/40～49歳/農林水産業 

○医師を増やしてほしい。/大町/男/60～69歳/そ

の他の職業 

○大町市にお金が落ちる事を行った方が良いと

思います。例えば、山と湖を利用した事を。/

大町/男/60～69歳/建設業 

○そもそもアンケートで聞かれるような事を考

えている若者がどの位いるのでしょうか？/ま

ずは、そういう意識改革が必要だと思います。

/平/女/20～29歳/学生・無職 

○公務員の皆さん、毎日ご苦労様です。引き続き、

頑張って下さい。/大町/女/30～39歳/家事専業 

○高瀬川河川整備をし、歩道、できたら自転車道、

植樹し、健康増進のための遊歩道、バーベキュ

ー、多世代の野外活動のために、税金を使って

下さい。箱物を造るよりメンテナンスは安上が

り、と感じます。自然を生かした、トレイルロ

ードを整備し、森林セラピーを行えるような環

境を作れば、都会等からの観光客を誘客できる

のではないだろうか？北アルプス風景、絶景で

す。/常盤/女/60～69歳/その他の職業 

○市立病院の負債が８億円と上昇しているが、病

院存続の早期の判断が必要。このままではだめ

だ。器だけが増え、維持費が大変。/大町/男/70

歳以上/その他の職業 

○知らない施策があるので、分かりやすく説明し

てほしい（上の３つ等）。/大町/男/20～29歳/
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建設業 

○害獣の頭数の削減なくしては、農業の衰退は避

けられない。農地が放棄されると、ますます害

獣が増えるのは当然。農地が荒れた土地には魅

力はないために、人口増加は難しい。県は森林

税を設けたが、森林が荒れた所に害獣は増える

と思う。/平/男/70歳以上/学生・無職 

○交通機関をもっと増やしてほしい。食べ物等の

災害対策等をお願いしたい（特にサルについ

て）。/平/男/40～49歳/工業（製造業） 

○大町が美麻、八坂に対する差別意識をなくさな

いと、全てのプロジェクトは成功しないと思

う。大町、美麻、八坂が一つになる事が出来れ

ば、より良い町づくりもできる。そのあたりを

理解できないのなら、スタートラインにも立て

てないと思うべきだ。/美麻/男/20～29歳/建設

業 

○大町は夏場が涼しく、自然も豊かで大変住むに

は良いと思いますが、水道代、国保税が高かっ

たり、他県から移住し職を変えても、同じ内容

でも賃金が安かったりと、現実と理想のギャッ

プがありすぎると思えます。働く場所がなけれ

ば、若者も皆外へ出てしまいます。Ｉターン、

Ｕターンにしろ何より生活の基盤となる働く

場の充実、安定した収入が得られる、安心して

暮らせる大町にしてほしいです。一度県外で生

活してしまうと、子供達ももう戻れなくなって

しまうと思います。/大町/女/50～59歳/その他

の職業 

○商店街が静かすぎてもったいない。イベント事

で盛り上がるのは市街地だけで、山の方はよく

知らない。中心地だけでなく、大町全体をもっ

と活性化していかないと人口増加にならない

し、減少していく一方だと思う。/大町/女/20

～29歳/工業（製造業） 

○ある紙面で、地域を活性化させるものは、若者、

よそ者、バカ者とありました。そうかも…。差

別なく、タテ、ヨコ、ナナメの関係が必要だと

思います。役所の人も少々冷たい感じです。意

識を高めて下さい。/大町/女/50～59歳/- 

○クマ、イノシシ、猿が出ない安心して住める町

づくりをしてもらいたい。/大町/女/40～49歳/

その他の職業 

○市の施策とは関係あるかどうか分かりません

が、高齢世帯、特に独居世帯の方が自治会費を

納入するのに経済的に大変な方は、免除されて

もいいのではないでしょうか？ 家の近くま

で猿が頻繁に来て困る。農作物の被害等。/平/

女/60～69歳/その他の職業 

○市職員が公務員であるという意識を捨てるべ

きである。一日自分がどんな仕事をしたかを反

省すべきであり、ダラダラと過ごした時間で終

わる職員が多すぎる。/大町/女/60～69歳/家事

専業 

○今回の意識調査ですが、調査する意味はあるの

でしょうか？ 市民の意見は、反映されるので

しょうか。ＴＤＬパレードは、意味ありません。

パレードでお金を使うなら、もっと違う使い方

をしてほしい。市議会議員候補者は身辺調査し

てから立候補してほしい。野焼きする時のルー

ルを作ってほしい。大量の野焼きをしている方

がいて迷惑です。暗くなってから野焼きする人

がいます。火の始末をしなくて困ります。消防

団の方がしています。/大町/女/60～69歳/家事

専業 

○山岳、文化都市にふさわしいチャレンジマップ

の作成、発信、目的地、工程、所要時間、食べ

物、宿泊施設、ガイドetc。Ｂ＆Ｇ湖水祭ボー

トレース。一人、二人、親子（家族）、オール

漕ぎによる仁科湖一周マラソン大会。/常盤

/-/70歳以上/農林水産業 

○子育て支援のキラリ商品券、本当に有難かった

です。子供に新しい自転車を買ってあげるつも

りです。使用可能店舗も多くて助かりました。

本当にありがとうございました。/大町/女/30

～39歳/家事専業 

○自然に恵まれていて素晴らしいと思う。あと人

と人とが思いやる心が生まれれば、とても素晴

らしい地域となり、明るい楽しい暮らしが出来

ると思う。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○交通手段を自家用車に依存しないまちづくり

をお願いします。/常盤/女/20～29歳/家事専業 

○大きな改革が必要な時だと思います。市街地、

商業維持は難しいと思います。大きい商業施設

への移転を進める。/常盤/男/60～69歳/運輸・

通信業 

○松糸道の早期実現。/常盤/男/40～49歳/運輸・

通信業 

○人口減少が大町市にとって致命的になりかね

ない重要な問題であると思う。そのためには、

少子化問題や定住促進等の対策を、10年～20年

のスパンで考えて、他の市町村と横並びでない

大町市独自の戦略を立てるべきと思う。/大町/

男/50～59歳/工業（製造業） 
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○90歳近い年寄りには難しい質問で、量が多すぎ

ると思います。この質問を答えてもらう人は、

もう少し若く市政に対して興味のある人（年）

世代にした方が良いと思います。/常盤/女/70

歳以上/学生・無職 

○18名の市会議員が次の５チームに属して専坦

されたい。 １）高規格道路建設促進チーム 

２）東山麓観光道路及び展望台開発チーム 

３）温泉を引湯しての保養、別荘及び有料老人

ホーム等福祉施設用地の開発チーム ４）零細

農地所有者を集約しての大規模農事法人の開

発チーム ５）小規模山林所有者を集約しての

造林業社の誘致又は造林起業者の開発チーム/

大町/男/70歳以上/学生・無職 

○駅前の活性化。道の駅を造ったらどうでしょう

か。/大町/女/60～69歳/家事専業 

○民間企業は、高速道路から10～15分位の所に工

場を建てる。早く高速道路の開通を願う。/大

町/男/60～69歳/その他の職業 

○年金の範囲で誰でも入居できる施設があれば

良いと思う。/大町/女/60～69歳/商業（卸小売

業・飲食業） 

○このアンケートも“支援”していますって言葉

がたくさん出てきました（支援って何？）。じ

ゃあなんでアンケート？//大町/男/50～59歳/

その他の職業 

○個人情報の徹底をお願いします。/平/女/70歳

以上/家事専業 

○長野県民だけでなく、移住して来た方や、県外

の大学生等、外からの意見をもっと聞く場を設

けたらと思います。転勤で住んでいますが、（2

県住みました）、どの地域も、色々と意見を聞

いているようでした。色々な地域に住んだ経験

のある人の意見も重要だと思います。※県外の

大学に通っている地元学生にも意見を聞くの

もいいかと思います。/大町/女/40～49歳/家事

専業 

○アンケートに的確に答えられるほど、深く市政

を理解しておらず、役立つ意見を書き込めませ

ん。申し訳ありません。これからの市をよろし

くお願いします。/大町/男/60～69歳/学生・無

職 

○市長、がんばっていると思う。これからもよろ

しくお願いします。民間で企業再生等行ってい

る人や、観光誘致に成功している人をアドバイ

ザーとして市で採用したらどうか。/大町/女

/30～39歳/その他のサービス業 

○交通網が良くならなければ、人の流れがありま

せん。一刻も早く、道路を考える（進めて）下

さい。/社/女/50～59歳/その他のサービス業 

○全部大切な事、がんばって進めて下さい。/大

町/女/70歳以上/家事専業 

○職員に対して。本当に市を良くしようとしてい

る方と、ただ給料をもらうために働いている

人。後者はどんどん入れ替え、活気ある職場に

してほしい。一般企業のように、緊張感を持っ

て働いてほしい。そういう所はどんどん成功し

ていると思う（他県例）。/平/女/40～49歳/そ

の他のサービス業 

○大町市、長野県は自然を売りにして、恩恵を受

け共存している地域です。アルクマ君、おおま

ぴょん等、動物をマスコットにしていますが、

実際は野生動物が侵入すると処分してしまう

方法しかありません。どうか共存できる方法

を、大町市がモデルとなれるような解決策を作

って下さい。/大町/女/50～59歳/その他のサー

ビス業 

○いわゆる“あて職”の廃止。安易な自治会の依

頼文書の見直し。市職員はもっと汗を流すべき

と思います。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○同じ税金を払いながら、どうして下水道がこな

いのか納得できません。旧大町の方ですが、ど

うなっておるのですか。これでは私も税金は払

いません。今後大町は良くなるのか不安です。

/平/男/70歳以上/農林水産業 

○福祉の充実として、器具（今ある）を使って負

荷をかけた体操を充実してほしい。/平/女/60

～69歳/農林水産業 

○定住促進について 現在の大町市の定住促進

は、働く世代や若い人をターゲットにしている

ように思えます。しかし、その場合には勤労の

場を確保する必要があります。つまり企業誘致

が必須だと思います。しかし世間全般に景気が

厳しくて、企業が地方の支社、営業所、工場等

を統合しているような現在の状況で企業誘致

するのは、大変に厳しそうです。いっそのこと、

私のように退職後に美しい自然やスキー環境

に憧れて都会から移住してくる人間を、ターゲ

ットにできませんか？/白馬、穂高にはそのよ

うな人種が多少移住してきているようです。大

町でも、少しくらいなら出来そうな気がしま

す。完全に移住しないまでも、年の半分くらい

大町に居れば、一定の消費活動をして地域の内

需拡大に多少貢献すると思います。なんせ、年
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金暮らしなら住む場所に勤労の場は必要ない

ですからね。/平/男/60～69歳/学生・無職 

○私は大町で育ち、田舎が嫌で東京へ15年程行っ

ていました。戻ってくるキッカケは、結婚でし

た。将来子供が生まれた時、都会より大町で伸

び伸びと育てたかったからです。子供が増えな

くては、10年後、20年後を見据えても意味が無

いと思います。子育て支援、そして婚活の推奨

がとても重要であると考えます。市に期待する

だけでなく、我々もできる事があれば、何かし

たいです。/大町/男/30～39歳/工業（製造業） 

○最近サッカー、駅伝大会等スポーツの分野で、

大町運動公園周辺に人々が集まっている。夏は

避暑地として合宿でも賑わいを見せている。そ

の大自然を活かし発展させるために、山の上か

ら自然を眺められるように、鷹狩の展望台への

有料乗り物施設や、温泉を活かした、例えば、

箱根ユネッサン的なアミューズメントの施設。

とにかく訪れてもらって楽しんで大町温泉郷

で一泊してもらう旅行や観光を計画しやすく

し、活性化を望むようにすればいいと思う。/

平/男/30～39歳/工業（製造業） 

○市の職員中、夫婦共働きで子育ても後期の人に

は、一方が退職してもらい、新しい人材、高卒、

大卒等が市職員として就職できるようにし、定

住人口増対策を進めてほしい。/大町/女/70歳

以上/家事専業 

○県下で過疎の市になってしまいました。今後が

心配です。市職員もデスクワークでなく、外に

出て、市民と一緒に活動してもらいたいです。

私たちはいくつかのボランティアで活動して

います。今後に期待しています。/大町/女/70

歳以上/家事専業 

○日頃、市行政の皆様方は、市民のために、全力

でお勤めされている事に対しまして、心より厚

く御礼申し上げます。少子高齢化の時代、今こ

そ市民と行政が一体となって知恵を出し合い、

住みよい社会、福祉作りに進みたいものです。

/大町/男/60～69歳/建設業 

○職員の減、税金を安く、水道代が高い。2世代

続いての市の職員体制の廃止と退職後の天下

り、是非、検討して下さい。/大町/女/70歳以

上/その他の職業 

○木崎湖畔の有効活用。湖畔周りに若手アーティ

ストの手作り雑貨や、カフェ、食事、公園、自

然の環境を活かした商業、観光の推進。/平/男

/40～49歳/その他のサービス業 

○居宅サービス、オムツ巻、居宅介護支援、特別

障害者手当、訪問看護支援、福祉の方の充実で、

後期高齢者としては安心して生活できると思

うが、お世話になるばかりでは心苦しい。何か

出来る事は、分からない事ばかりで、今回の意

識調査で改めて考えさせられた。/常盤/女/70

歳以上/農林水産業 

○第一線をリタイヤした色んな職の人がいると

思うので、そのような人の協力を市でも考えて

やっていると思うが、今まで以上に働きかけを

していけばどうだろうか。ボランティアへの働

きかけ。/社/男/60～69歳/学生・無職 

○ひとつひとつ確実にやっていってほしい。/社/

女/20～29歳/公務員 

○いま少し各町村落との意見懇談の機会がもた

れないですか？/平/男/70歳以上/農林水産業 

○このアンケートで市は取り組みをしているそ

うだ…ということが伺えますが、市民はどれだ

け知っているでしょうか。情報不足と思います

が、まずは日常生活の利便性が市民の望む事で

はないでしょうか。/大町/女/30～39歳/商業

（卸小売業・飲食業） 

○南の地域にも、平公民館の様な高齢者が運動で

きる施設がほしいです。遠いので行くのが大変

です。/常盤/女/60～69歳/家事専業 

○大町市も、子供医療（０～18歳）無料化にして

ほしい。大町のオリンピック道路に、道の駅を

造ればいいと思う。大町には無いので。/大町/

男/50～59歳/工業（製造業） 

○職員の給料、人数は適正ですか？/住民税を下

げる努力はしていますか？/無駄遣いはしてい

ませんか？/大町/男/60～69歳/学生・無職 

○山岳博物館職員は、お客様を温かく迎えてほし

い。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○老人、小学生までの子供への福祉ももちろん大

切ですが、中学、高校と子供は成長するほどお

金がかかります。医療費の無料化、手当等の福

祉面の見直しをしていただきたいと思います。

教育面においても、進学にあたり選択肢が広が

る環境を望みます。※アンケートをさせておい

て、これがムダにならない事を願います。/平/

女/50～59歳/工業（製造業） 

○東洋紡跡地になぜ今、メガソーラーなの？九州

電力では再生エネルギーの買い取りを制限し

はじめており、他の電力会社も高い再生エネル

ギー買い取りは高い電気料金、つまり利用者の

負担となり、メガソーラー設置者、あるいはそ
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の周辺の方が利益を得るだけです。この一点を

見ても大町市はどこへ行こうとしているのか、

大いに疑問です。/大町/男/50～59歳/その他の

職業 

○現在の大町市で土産品として自慢できるもの

がない。これぞという逸品を作り出して頂きた

い。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○無駄なものはカットして、企業誘致、医療体制

の確保をすべき！/恋人の聖地とかどーでもい

いです。生活保護の人が増えているという事も

聞く。簡単に生活保護に認定するのは、市役所

職員の怠慢だ！/市の職員の個人差があるにし

ろ、いい加減な人もいる。民間企業ではありえ

ない。税金どろぼうと言いたくなる人もいる。

こんな長いアンケートやらして、結果を必ず出

してほしい。/大町/女/40～49歳/公務員 

○何々委員会といわれる市長が委嘱する委員に

ついては、特定の人がいくつもの委員として委

嘱されているが、市民から広く選考して一人が

一委員会のみとするよう、切に希望します。特

に会議所、市職のＯＢからの選考はやめるべき

である。/大町/男/70歳以上/商業（卸小売業・

飲食業） 

○おおまぴょんを大いに活用し、特産品など開

発、ＰＲし活性化に期待。/社/女/40～49歳/商

業（卸小売業・飲食業） 

○全てとは言わないが、各種に出している助成金

を再度考えて、一般会社と同じように助成金な

しで運営させてみる事も大事。行事を見て助成

金を考えては！/社/男/60～69歳/建設業 

○山間地域は野生動物（特にサル）に悩まされて

います。おいしい野菜、稲、果物が作れるのに、

あきらめざるを得ません。猟友会と協力のも

と、もう少し殺傷をお願いしたいです。/平/女

/50～59歳/その他の職業 

○子供達が遊べる公園や施設を増やしてほしい。

主に保育園にまだ行っていない年齢（1歳～3

歳）ぐらいの子が遊べる場所があると、親同士

情報交換もできるし、その場所にアンケート等

を置いて、市民の意見を聞くと良いと思う。子

育て世代の意見を聞く事で、人口確保等の問題

解決につながるのではないでしょうか？/常盤

/女/30～39歳/その他のサービス業 

○今、問題になっている空き家があちこちに見ら

れるようになっていますが、人事ではなく、現

実にわが家でも何年か先、遠い日ではない事で

す。80歳の高齢者、これから益々空き家が出て

くると思います。どうしたらよいか悩んでいま

す。市では、空き家の利用を何か考えはあるの

でしょうか。お聞かせ下さい。/常盤/女/70歳

以上/家事専業 

○55号線、八坂トンネルの展望台は、せっかく北

アルプスがきれいに見えるのに電線のおかげ

で台無し。電線さえなければ観光客や自転車乗

りにアピールできる最高の場所なのに…。/大

町/男/40～49歳/運輸・通信業) 

○アルプス鉄道等の撮影スポットを紹介し、その

場所の美化をする。/常盤/男/60～69歳/農林水

産業 

○一部の市役所職員の対応が残念に感じる。職員

の研修、教育に力を入れると更に良いと思う。

/大町/男/20～29歳/公務員 

○定住促進、働く場の確保等の施策を支える基盤

は、高速交通網の整備が不可欠。その点、大北

地域はとり残されている。/常盤/男/70歳以上/

学生・無職 

○各施策へのご尽力は何となく分かりますが、○

○委員会とか○○○会というような組織を作

っての活動のほかに、行政と市民とが手を取り

合い気安く意見交換が出来る場が作れないも

のですかね。市職の皆さん一人ひとりがポスト

役になる事も大切な事だと思います。政務多忙

な皆さん、無理をなさらずに。市役所内の空気

が堅いですね。通路を歩いて行って、堅さ、と

っつきにくさを感じます。時々、道路の調査や

補修などに来る若い人達は、まことに感じの良

い人達でついお喋りしたくなる。仕事の邪魔な

のに、老人相手に手を止めてくれる。相手をし

てくれる。/常盤/男/70歳以上/学生・無職 

○おおまぴょん、しっかりＰＲしてほしい。色々

な場所に、人間が入ったぬいぐるみ。/常盤/女

/60～69歳/その他のサービス業 

○年金収入だけでも安心して暮らせる事を望み

ます。/大町/女/60～69歳/家事専業 

○大町市に来て1年程度です。まだ、行政の事等

不明点があり、上記に書いた事もすでにやって

いる事かもしれません。ご容赦下さい。今まで

ずっと白馬村に住んでいましたが、これからは

大町市に住むつもりです。家を建て、子供がで

きた時に、子育てに関する事が充実していたら

嬉しいです。充実を図るためには、行政と市民

がひとつにならなければ成り立たないと思い

ます。ただ何でもしてほしいと市民も受け身に

なりすぎず、このようなアンケートを通じて意
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見を出してほしいですね。行政の皆さんも頑張

って下さい。よろしくお願いします。/大町/女

/20～29歳/その他のサービス業 

○防災無線が反響で全く聞こえない事が多いで

す。戸別受信機の普及は、是非早急に進めてほ

しいです。/大町/女/30～39歳/その他のサービ

ス業 

○猿などの野生動物がたくさん出るため、農作物

が荒らされて困っています。市でも何とか対策

を考えてほしいです。若い後継ぎが無く、農業

もできなくなるかもしれないです。/常盤/女

/50～59歳/その他のサービス業 

○プロジェクトを立ち上げて７年、施策を展開し

ているといっても人口は減る、空き店舗が増え

ている現状です。もっと市民に成果が分かるよ

うにしてほしいです。税金を大切に使ってほし

いです。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○問が多すぎてギブアップです。保健所のトイ

レ、ストーブのほこり、色々ほこりがいっぱい

です。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○タバコを吸っている暇があったら働きなさい。

一部の喫煙者の市職員のイメージが悪すぎる。

病院や、他の企業は勤務中にタバコなど吸って

いないですよ。喫煙所撤廃。入社試験で落とせ

ばいいだけじゃないですか。/大町/女/30～39

歳/その他のサービス業 

○市役所に行って思う事は、月によっては忙しい

時もあるだろうが、各課の人員が必要以上では

ないかと思う。秋から春に人員を短期に雇えば

良いではないか？と思う。身内も関わっている

ので分かりますが、財政が厳しくなったら税金

を上げるのではなく、人員整理を見直してほし

いです。/社/男/60～69歳/- 

○大町だけの特色のある物、事を作り進める。薬

草、栽培漁業、それに伴う工業の振興等。太秦

と同じで補完できる映画等、撮影施設を造る。

ＷＩＮＳ等の施設誘致。/社/男/50～59歳/工業

（製造業） 

○雪が多く降った時、街中の道に雪を出している

けど出さないように注意してほしいです。車で

通った時に、ハンドルが取られて危険。土、日、

街中に買物に行ってもシャッターが閉まって

いるので、みんな南へ行ってしまうから交代で

も営業するようにしなくては、大町が繁盛しな

いと思う。/平/女/40～49歳/その他の職業 

○松本山雅のホームタウンに期待します。/平/女

/70歳以上/農林水産業 

○一市民ではあるのですが、知らない分野も多く

ありました。今の生活でいっぱいです。今後は、

少しでも目を大きく開いて見て話を聞いて、生

活に取り入れていきたいと思いました。ありが

とうございました。/常盤/女/60～69歳/その他

のサービス業 

○もっと人の集まる事をやってもらいたい（ラー

メン博）。外に向けての広告や宣伝。/常盤/男

/50～59歳/その他のサービス業 

○市民の声や諮問機関ばかりやっても、具体的に

行政がやらないと目に見えてこない。安心して

働ける大企業等、若者が働ける所がないと、若

者はいつかない。高等学校も最近では、地元の

高校へ行かずに安曇野市や松本市へ行く生徒

が増えてきている。町の中を歩いても、年寄り

ばかりで暗い町でしかない。/平/女/70歳以上/

家事専業 

○山岳文化都市としてだけでは、一般市民は食べ

ていけない！！自然を生かした企業誘致、道路

アクセスを整備してほしい。経済が向上しない

限り、全ての発展はないと思う！！/常盤/男

/60～69歳/学生・無職 

○高齢者といわれる年齢になってみると、何を言

っても社会のお荷物という感じで、つい何事に

も消極的になってしまいます。皆で参加したい

なという、イベント、教室等、色々あればいい

なと思います。/社/女/70歳以上/家事専業 

○大町から近隣へ出て行く人は、除雪が嫌だとい

う人が多い。造成をする時に、消雪を考えてブ

ロックごとに進めてほしい。/大町/男/60～69

歳/建設業 

○市民意識調査を受けましたが、実際、市の施策

をあまり知りませんでした。ケーブルテレビな

どで施策を公表し、市民が知り、取り組みに参

加できるようになっていけばいいと思います。

/八坂/女/20～29歳/その他の職業 

○旅での事、大町黒部ダム玄関口と言っても知ら

ない方がいてびっくり。もっと大町の魅力を全

国に発信をお願いします。商店街、日曜日シャ

ッターが閉まっておりさびしい町です。時代が

変わったとはいえ、町を賑やかにする様、考え

るべきです。/常盤/女/70歳以上/その他の職業 

○合併して10年、八坂村時代と私の住んでいる所

は何も変わりません。/八坂/男/40～49歳/農林

水産業 

○１）今回のアンケート全般を見て下さい。全て

選択肢のみの質問となっています。1、２、３
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だけでなく、全ての選択肢になぜそれを選んだ

のか、という理由を書く欄を設ければ、一層市

民の思いが分かるようになると思います。 

２）スクラムネット以外にも、相談できる窓口

を設けてほしいです。/常盤/男/30～39歳/その

他の職業 

○私がこれから書く事柄が、市の施策にかかわる

事柄かわかりませんが、ここ２回ディズニーパ

レードを行いましたが、なぜ大町市にディズニ

ーを呼ぶのか全く分かりません。これからも行

っていく予定らしいのですが、1回目は、大勢

見に来たと思いますが、今回はさほどではなか

ったと思います。もう少し考えてほしいです。

/大町/女/50～59歳/家事専業 

○職員が地域に出向いて、総花的ではなく、例え

ば、子育てについてとか分野に於いて意見交換

する事も大切ではないでしょうか。/平/男/70

歳以上/- 

○催し物、講演会などあっても、文化会館までは

行く手段が無くて困ります。運転も出来ません

ので何とか良い方法を考えて下さい。町中でや

る方法も考えてみて下さい。/大町/女/70歳以

上/家事専業 

○市は、一生懸命様々な施策に取り組んで頂いて

いますが、大町市をこういう町にしようという

ものが見えない。目玉を見つけ、そこにお金を

使う。10年前と変わっていないように思いま

す。無駄なものは省く。施政の見直しをしてほ

しいです。市長は「子育て日本一」と言ってい

ますが、お金を使っていただいているでしょう

か。「人が人を育てます」そこにお金を使って

下さい！！/大町/女/60～69歳/その他の職業 

○市役所の平日定時後及び、休日の庁舎内職員有

無把握は、どのようになっているか？残業時休

日時の庁内職員の氏名管理がされていないの

では。/大町/男/60～69歳/農林水産業 

○市の事について知らなさすぎた？/平/男/70歳

以上/その他の職業 

○冬プロジェクトの連携情報等、一般市民にも共

有できる情報の提供。ただやっていますでは、

わからない。/平/男/50～59歳/工業（製造業） 

○市内商店街はシャッターが閉まった店ばかり

で、市も活性化を目的としたイベント等を開催

しているが、商店主等の意欲が見られず、相変

わらずシャッター商店街となっている。大切な

税金を使っての商店街でのイベントは無意味

と思う。又、商売を行う店が土、日休業では、

商店主の努力が見られず活性化には程遠いと

思う。/平/男/60～69歳/農林水産業 

○働く場の確保が必要。仕事が無いので若い人が

出ていってしまう。/平/女/60～69歳/家事専業 

○いつも思う事ですが、何をやるにも遅いし、雑

だと思う。イベントもセンスがない。外部の意

見をもっと取り入れるべきだと思う。市職員の

若い人達の意見を、市長とか上役の人達は受け

入れるべきだと思う。/平/女/20～29歳/家事専

業 

○今検討している糸魚川高規格道路の早期実現

に尽力して頂きたい。/大町/男/70歳以上/学

生・無職 

○東山（鷹狩山）の整備、特に駐車場とＰＲ活動。

日本一の景観を目指す（北アルプスの展望）。

/大町/男/60～69歳/その他のサービス業 

○市長、職員、市民とも結構頑張っているように

感じる。多少の失敗は恐れず、他のコピーでは

ない斬新な発想、レベルアップさせた方法等を

駆使した行政運営、街の活性化を。/大町/男/60

～69歳/公務員 

○アンケートは市に来た人達の意見も大切です。

/大町/女/60～69歳/家事専業 

○勉強不足で、市で色々なプロジェクトを組んで

頑張っている事に対し、感謝申し上げます。た

だ今一つ私には伝わっていません。どうすれ

ば、皆さんの活躍を知る事が出来るか…？/大

町/女/60～69歳/その他のサービス業 

○子供の人数も、我が子が保育園の頃は園児の空

きがない位、いっぱいいました。近所にも遊び

相手がいて、同級生も何人かいて賑やかでした

が、ここ10年位の間に、近所に小さい子供がい

なくなったように感じます。今何とかしない

と、大町市の近い将来がどうなっているのか、

すごく心配です。結婚しないでいる人、独身の

若者や、独身の方々にも出会いのチャンスを作

ったり…何か良い方法があるといいのですが。

昔みたいに縁談をお世話する事もなくなって

きたからでしょうか…。/常盤/女/40～49歳/公

務員 

○特に不満はない。/大町/男/70歳以上/学生・無

職 

○働く場所がなく、若者は都会に出ていく…。人

口減少。企業、大学校（短大）の誘致を。スキ

ー客の誘い（スキー教室等）スポーツを楽しむ。

/平/男/60～69歳/建設業 

○私は常盤住民のため、大型店が出来る予定です
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が、私は南の方へ出掛けるため、あまり大型店

には賛成しません。文化会館への帰り等、少し

お茶をしてのカフェや、手芸店がなく、女性と

しては淋しい大町です。78歳高齢者には、少し

難しいアンケートでした。/常盤/女/70歳以上/

家事専業 

○大町を全国、全世界にアピールできるものを作

り、合言葉に。「岳の町、大町」も良いと思い

ます。景観を誇る大町からは是非、電柱、電線

を取り去ってほしいと思います。そうなれば街

中から眺められる山々が、どれだけスッキリ美

しいものになるかしれません。是非、研究、検

討してみて下さい。/大町/男/70歳以上/学生・

無職 

○アンケートの内容が、難しすぎるので、もうち

ょっと、Yes、Noだけでもいいかなと。一般の

人は、わかりづらいと思います。/大町/男/30

～39歳/商業（卸小売業・飲食業） 

○特定の公共施設に関する要望です。市立図書館

の窓口カウンターを、2つに分けてはいかがで

しょうか（返却用カウンターと貸し出し用カウ

ンターをはっきり区別して、分かりやすく表示

する、という事です）。その都度、「借ります」

とか「返却です」というやり取りをするのはど

うなのだろう？と利用していて感じたからで

す。現状では、職員の方もスムーズに対応しに

くいのではないか？とも思いました。検討して

頂ければ幸いです。/社/女/30～39歳/工業（製

造業） 

○北アルプスや、仁科三湖を主体に観光を進めた

らどうか。/大町/男/70歳以上/家事専業 

○山間地には使用されていないトイレ等があり

ます。電気だけでも切っておけばどうでしょう

か？/社/男/50～59歳/農林水産業 

○仁科三湖、日本一美しい山々、おいしい空気、

水、四季がはっきりしている日本の中央と数多

くの良い所がそろっている大町、この条件は、

人間にとって最も好む事です。これを生かした

活気ある大町に、専門家の知識も入れ見当して

ほしい。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○荒れ地が多くなっている様に思います。荒れ地

の利用を促進してほしいと思います。/平/女

/60～69歳/家事専業 

○大町の道路は、ガタガタなので整備が必要だと

思います。/社/女/20～29歳/工業（製造業） 

○高齢者が増え、介護にあたる施設増加。病院で

の３ヶ月の期間を、病気に合わせて長く見てほ

しい。/大町/女/50～59歳/工業（製造業） 

○大型ショッピングセンターができる様だが、近

郊にない観光バスが５～６台は駐車できる大

規模な道の駅を造り、商店街も仲間入りして活

性化してほしい。/大町/女/70歳以上/その他の

職業 

○借金の無い財政に。/大町/男/60～69歳/工業

（製造業） 

○子供が小さい時には、申請の手続きで市役所に

出向く事が多くて、寝不足や体調不良で大変だ

と思います。市役所職員の方が訪問して取りに

来てもらえたりすると、ありがたいと思いま

す。/社/女/30～39歳/その他の職業 

○リサイクルごみの回収がないのは、非常に不便

です。なぜ、定期的な回収を行わないのです

か？/大町/女/40～49歳/その他のサービス業 

○若い世代が働く場所を求めて県外へ、また若い

人達の農業離れ、10年先、20年先を考えた時、

自分達が出来なくなったら田んぼや、畑はどう

すれば良いのでしょうか？/税金がかかるだけ

で、土地を…心配です。/常盤/女/50～59歳/工

業（製造業） 

○東山から眺める北アルプス、並びに山々は、本

当に絵になるような景色です。すでに各地、パ

ラグライダー等で客寄せをしている所もあり

ますが、大町市でも見当してみてはいかがです

か？/常盤/女/60～69歳/農林水産業 

○定年退職した市職員の再就職について一向を、

天下り的廃止。/大町/女/70歳以上/家事専業 

○みんなで知恵を出し合って、住みやすい町を作

るために頑張りましょう。/大町/女/70歳以上/

家事専業 

○農具川尻で高瀬川と合流する所を見て下さい。

/大町/女/70歳以上/家事専業 

○議会改革を推し進める/・議員の活動が見えな

い。/・市民に身近な議会にするよう、見直し

を図る。※もっと簡単なアンケートをする事。

/大町/男/60～69歳/家事専業 

○市長の方針でプロジェクト、委員会を作ってい

るが、メンバーの中でもマンネリ化の意見と、

愚痴が聞こえる。適性メンバーに同一人物が多

いためか？一般より公募で人材を取り上げる

方法を検討されたい（隠れた逸材がいるはず

…）。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○定住、人口増加には、若い人が働ける企業の誘

致が必要であり、企業誘致、観光都市として発

展するために、早期高規格道路の整備が必要。
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長野県の市の中で高速道路、新幹線の無い市は

大町市だけで、これでは人口の減少、過疎化に

なる。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○昭和の時代に植林した杉の木等は、伐採の時期

がきている。雪害で根こそぎ倒れ、無残な姿が

多くみられる。外材に頼らない地元の木で林業

関係の雇用の場と、山国、大町市としての活性

化を望む。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○今回の意見を行政はまとめ、それをもう一度市

民に意見、要望を聞くともっと違う意見が出る

のではないでしょうか。/大町/男/40～49歳/建

設業 

○市役所に勤めている人々は、少し体を使って仕

事をしてほしい。何でも外の人に頼んでいる

が、役所の人達はあまりにも楽しすぎ…少し汗

をかいて、外の仕事をしたらどうか？良い給料

をもらっているのに、考えて下さい。/大町/女

/60～69歳/家事専業 

○大町市は「岳の町」、これをメインテーマにし

て何をすべきか…。大町駅に着いた時から観光

の町？/に魅力が低下するとの話も聞いた事が

あります。駅前をタクシーが占めているのは、

どうでしょう。タクシーは必要ですが、細かい

事ですが…。/大町/男/70歳以上/学生・無職 

○上記の様な施策を展開している様ですが、私達

市民には、具体的なものが目に見えてきませ

ん。机上の計画だけでは、と思います。職員の

方々は、もっと外に出て担当の事柄を目で見、

体で実感して施策を展開していってほしいで

す。/大町/女/60～69歳/商業（卸小売業・飲食

業） 

○我が町内を見ても、人口減→空き家が目につき

ます。かたや、震災等で住む家がない地域もあ

り、何かいい方法はないかと思われる。空き家

に人が住めば、住民税だけでも市はいいと思う

し、人口が増える事を切に願う。何の行事をす

るにしても人がいなくては…。/大町/男/60～

69歳/運輸・通信業) 

○若者が住みやすい街づくりをしてほしい。大町

図書館を子供から大人までの憩いの場にでき

るように、他地域にあるようなカフェや、児童

センター併設の施設に改修していただきたい。

市役所職員の中には態度が悪い人がいる。公私

共に公務員である自覚をして生活していただ

きたい。/常盤/男/30～39歳/その他の職業 

○地域が生き残っていくために、行政と共にそこ

に住む住民が自分の考えを述べる事が必要だ

と思います。/常盤/女/60～69歳/商業（卸小売

業・飲食業） 

○「中心市街地の活性化」は、長年の課題であり、

様々な施策が行われてきたが、実りあるものと

なっていない。今後も活性化策を講ずるのであ

れば、第一になぜ税金を使って中心市街地を活

性化させる必要があるのかという点を広く議

論するべきである。/大町/男/50～59歳/運輸・

通信業 

○私は今から６年前にこの街に移り住みました

が、街の印象は美観（街路樹等）にまで手が回

っていないと思いました。/大町/男/70歳以上/

その他の職業 

○この意識調査用紙は同じような内容の選択項

目が複数回出てきて、回答に時間が非常にかか

る。項目を見直し、より簡略化する必要がある

のではないかと思う。/八坂/女/20～29歳/その

他のサービス業 

○具体的な施策は思い浮かびませんが、都会の大

学などに行った若者が帰ってくる地域になれ

ばと思います。/大町/男/60～69歳/公務員 

○冬の花火にお金を使うよりも、市民が楽しめる

施設を作ってもらいたい。/大町/女/40～49歳/

工業（製造業） 

○空き家を野生動物が住みかにして、田畑を荒ら

したり、熊が秋だけでなく出てきたり、カラス

やハトが作物をダメにしたりと大変困ってい

ます。しっかり駆除をしてほしい。/平/女/60

～69歳/家事専業 

○大町市の現状をみる時、人口の減少は町の活性

化を鈍化させている。とりあえず、大町市の誕

生当初の３万人を目標に努力すべきです。施策

は幾つかありますが、今まで市で進めてきた企

業誘致をはかり、就業場所の確保が第一で、若

い者の市からの流出を防ぐと同時にＩターン

や空き家の活用等により、移住者の促進等、一

層ご検討しては如何でしょう。/常盤/男/70歳

以上/農林水産業 

○大町住民は、気付かない事が多いと思うので、

周りの人達の意見を聞き入れる。/大町/-/-/- 

○ディズニーパレードは、町の活性化になってい

ないと思う。税金の無駄。大町の魅力をテレビ、

ラジオを通して発信してほしい。/社/女/50～

59歳/その他の職業 

○１）道路網の整備。 ２）住民が互いに近隣等

に迷惑をかけない意識づくりの確立。/大町/男

/60～69歳/学生・無職 
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○余り、質問項目が多く、同じような事を聞いて

いる様に思った。/-/-/70歳以上/農林水産業 

○大町が発展しますように!!!/頑張って大町を

盛り上げて行きましよう。/平/女/20～29歳/工

業（製造業） 

○バイパスでの交通事故が増えているので、監視

カメラの設置をしてほしい。/大町/女/50～59

歳/その他の職業 

○定住するには、働く場があり、魅力がなければ

机上計画に終わってしまいます。行政に携わる

人が、市民の思いをもっと理解し、自分の生活

も考えた中での行動が必要。産婦人科もしか

り、他の市町村ではもっと充足できているとこ

ろがある。考えて動く事が大切であり、縦割り

の中で終わってはいけない。/大町/男/60～69

歳/その他の職業 

○地積調査、どうなっているのでしょうか。/美

麻/男/70歳以上/農林水産業 

○私はＩターン族です。この土地で生まれ育った

方々は、大自然の恵みを当たり前のようにな

り、感動もせず過ごされている様です。生きて

ゆく事に一番大切な、自然環境、空気、水。米

（地）があり、この宝物をわざわざ他に回して

の逆導入。全ては経済の歯車に巻き込まれてい

るのではと思います。21世紀に入っています。

これまでの続きで物事は運ばない時代、宝物を

再々見直してはどうでしょうか。/常盤/女/70

歳以上/その他の職業 

○公園の在り方について/国内国外を問わず、旅

先でよく手入れされた（行政だけでは出来ない

と思う。近くの公園は、年に何回かの草刈りの

後以外は、草だらけで荒れた感じになってい

た。折角の公園がと思い、少しずつ草を抜いて、

サクラソウや山オダマキやウツボ草、ミズヒ

キ、菖蒲など増やすようにしている。ボランテ

ィアでやれたらそれが一番と思っている。）公

園に行き合うと、とてもいい気持になってこの

町は住み易そうだと思ってしまう。公園の在り

方は、その町の豊かさの程度を表しているよう

な気がしている。/美麻/男/30～39歳/学生・無

職 

○高齢者にとって足になるタクシーについてで

すが、介護保険のお世話になっておりませんの

で、割引制度を考えていただけたらと思いま

す。議員の方々と連携を図り、益々市の発展を

御祈念申し上げます。/大町/女/70歳以上/家事

専業 

○大町市に道の駅は、場所的に無理でしょうか？

/大町/女/70歳以上/その他の職業 

○高齢者サービスや企業誘致でも、これからの大

町を反映させたり、担っていく子供達に育てて

いかない事には、器があっても中身がないので

は勿体無いです。まず道徳を教え、素晴らしい

人材に育てて行く事が一番先にやらなければ

いけない様な気がします。/平/女/50～59歳/家

事専業 

○プロジェクトや取り組みの結果が市民へ伝わ

るよう、情報発信をお願いします。/大町/男/20

～29歳/工業（製造業） 

○大町駅、公園のムクドリの対策を…木の伐採！

（観光客の声で、道路を歩くと、糞の臭いで気

分が悪くなる、ベンチへ腰かける事が出来ない

等）“噴水公園”にしてほしいです。低木を植

える。/大町/男/60～69歳/その他の職業 

○高齢者医療費軽減のため、高齢者向けの健康遊

具を市運動公園等に設置する。高齢者に優しい

健康遊具が無料のリハビリ施設として気軽に

使用でき、インストラクターまで配置する。高

齢者に明るい交流の場と健康増進と医療費の

節減がされることと思い、提案致します。/社/

男/70歳以上/その他の職業 

○医療と介護の町/大町/空気と水、美しい北アル

プスの自然をアピールし、東洋紡跡地等を利用

し、大型介護施設を造り、温泉を引きリハビリ

を兼ねた公園を造り、医療と安心な大町を全国

に発進する。/社/男/60～69歳/その他のサービ

ス業 

○国内有数の水資源（特に平地区）仁科三湖、黒

部ダム、大町ダム、葛温泉、矢沢水源、北アル

プスの山並み、その地区にゴミ焼却施設が出来

ること、切ない。水を外に出すだけでなく、外

から大町に来て素晴らしいと思われる水のオ

アシスがあったらいいなと思う。水が無くては

生きられない。/平/女/70歳以上/商業（卸小売

業・飲食業） 

○お年寄りが住みよい町になったら嬉しい。/常

盤/女/40～49歳/商業（卸小売業・飲食業） 

○私達市民の声を市や行政になかなか伝える事

が出来ないので、今回のように、こんなにたく

さんのアンケートを1回に出すのではなく、些

細な事でもこまめにアンケートしてもらった

方が、取り組み易いです。あと、その声も届い

ているのか、反映されているのか、よく分から

ないので、きちんと情報を分かりやすく提供し
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てほしいです。/大町/男/20～29歳/学生・無職 

○市の職員の勤務態度を見直すべきだと思いま

す。市の行っている活動をもっと情報公開して

下さい。/大町/女/20～29歳/商業（卸小売業・

飲食業） 

○街全体が老人化している。町の切り売りはしな

いで下さい。破壊するな！街に子供の姿が見え

ず、声もない。考えるだけでは、人口は増えな

い。この街で働く仕事を作る事だ！/この事は

市だけの仕事ではなく、住む人（老人）、外国

人、店人でしたい人の知恵を借りて…。/大町/

男/70歳以上/学生・無職 

○市内に点在する小さな直売所を集約し、大きな

直売所を一つ造り、花畑、ブルーベリー畑等を

周りに造り、体験等も出来る様にしたらいかが

でしょうか。/常盤/男/40～49歳/学生・無職 

○市役所職員の意識も大変前向きであり、行政サ

ービスが良くなっています。この頃大町病院に

家族が入院しましたが、医療職（医師、看護師）

の対応が、すごく丁寧で良くなっていました。

お忙しいのに言葉、声掛けが行き届いていまし

た。ロビーの雰囲気も、お客様を受け入れる姿

勢がうかがえます。/大町/女/50～59歳/公務員 

○大町病院の産科が停止している今、子育て世代

の大町市移住促進対策の一つとして、育休時の

保育園退園の廃止をするべき。近隣の安曇野や

松本でも退園させる状況と差別化する事で、大

町への移住が見込まれるのではないか？/大町

/女/30～39歳/その他の職業 

○特にいいアイデアはありませんが、少しずつで

も大町市が住み良い街になる事を期待してい

ます。/社/男/40～49歳/その他のサービス業 

○地球温暖化に伴い、異常気象も人事ではない激

しさを増してきました。情報によりますと、今、

会社や役所関係でも職員の皆さんの質の向上、

お育てが大切である事をテレビ等で知らされ

ています。大町市役所も先ず、市長さんを盛り

上げ、対立や裁き合いのない協調管理に切り替

え、皆が健康で笑顔で心の温かい人に…話し合

い助け合う事のできる市役所職員皆さんの成

長が、ひいては大町市のため、市のため、自分

のためにより良い市政へと、つながっていくの

ではないでしょうか。/平/女/60～69歳/農林水

産業 

○市長は回りの耳に聞こえの良い意見を聞いて

満足するのではなく、現場（自治会役員が負担

にあえいでいる様子等）をしっかり見て、危機

感を感じてあたっていただきたいです。発熱児

の保育等、他の自治体でやっていない事に取り

組み、特色のあるまちづくりをしてもらいたい

です。/大町/男/40～49歳/その他の職業 

○今の市政は正常だと思っているの？ 慢性化

した市政、上から目線の職員、「心」のない人、

「考える」力のない人、市役所に行くと暇そう

にしているこんな職員ばかりを見ます。国と同

じ、今何とかしなければ５年、10年先どうなる

だろう。まずは、自分達職員の削減と人として

公の人としての人間の再教育から始めるべき

ではないか！ 還暦以上は口出すな！ 南三

陸町を大町市役所も見習え!! 市民が何を望

んでいるのか？ こんな方法でしか知るすべ

はないの？ お役所はこんなレベルなの？ 

市民として情けないよ。/常盤/男/40～49歳/運

輸・通信業 

 

 


