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一般社団法人 南陽青年会議所 

 

 

１．はじめに 

 

青年会議所は、「明るい豊かな社会」の実現を理想として、次代の担い手たる責任感を

持った２０～４０歳までの指導者たらんとする青年の団体です。そして、青年会議所の

行動の基軸は「自らに活力と知力を兼ね備え積極果敢に社会改革運動を実践できる人

間」であるとの考えから人間力開発も必要であるとし、日常の活動の場を通して、われ

われ自身を開発し、市民運動の先頭に立って進む団体でもあります。 

そして、まちづくりとは道や建物・観光施設などといった「もの」「場所」のみではな

く、そこに「ひと」が存在し生活している中に、社会・経済・文化・環境が交わってこ

そ本当のまちづくりといえます。まちづくりとは単なる空間の創造だけではなく、社

会・経済・文化・環境といった生活の根に繋がるものを構成するファクターをも含め

た、住民の暮らしそのものの創造なのだと思います。したがって、生活を取り巻くあら

ゆる要素を総合的に抽出したアイデアを糧に市民と行政と南陽青年会議所が協力をし

て、真に豊かなまちの暮らしを永続的に創造していくことこそが「まちづくり」なので

す。自分たちの子供に今よりも良い環境を残すという責任感を持ち行動を起こした結果

の本アイデアブックが今後の相互関係強化の構築や地域の可能性を再認識するきっかけ

に寄与することを切に願います。 

  

 

 

 

 

 

２．想いを届ける目安箱プロジェクトについて 

 

【 趣旨 】 

 

総合戦略勉強会では、「南陽市まち ひと しごと創生総合戦略」は、日本の急速な

少子高齢化の進行に対応して人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過

度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して将来にわたって活力ある

日本社会を維持することを目的としていて、南陽市においては若者の流出によって更な

る人口減少に陥ることが予測されているということを学びました。 

 

そして、南陽青年会議所メンバー自らが住まう南陽市の存在に関わる重大な問題であ

る若者の流出に歯止めをかけるアイデアを創出するために、子育て世代である我々自身

が、自ら行動を起こし市民とともに南陽市を想い考え、誰もが「住みたい、住み続けた

い」と思える魅力あふれるアイデアを集めることで市民がまちづくりに参加する意識を

持つことを願うとともに、行政と南陽青年会議所のまちづくりに関する協力関係の構築

の礎となることを願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【 アンケート使用原本 】 

※表面 

 

 

※裏面 

想いを届ける目安箱プロジェクト 

アンケートにご協力いただき、ありがとうございます。 

アンケートは、右記の QR コードからもお答えいただけます。 

  性別  男性  女性 

 年齢 19 歳以下 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳以上   

結婚  未婚  既婚 

  子供  いない 1 人 2 人 3 人 4 人以上（  人 ） 

 

 問１  南陽市で行っている「南陽市まちひとしごと創生総合戦略」を 

 

問２ 下記のキーワードを基に南陽市に対する悩みや不安、そして改善するための

アイデアをご記入ください。 

① イベント・祭り ② 交通・公共施設 ③ 娯楽・遊び場 ④ スポーツ 

⑤ 教育・食育 ⑥ 仕事・職場 ⑦ コミュニティ・見守り 

⑧ 補助金・助成金 ⑨ 空き家・耕作放棄地 ⑩ その他 

【問 題 点】 
※上記番号をご記入下さい 

【アイデア】 
※ アイデアをご記入ください 

（記入例） ③ 雨の日でも子供を遊ばせられる屋内施設が欲しい。 

  

  

 

 ご存知でしたか？  

 □ 知っていた  □ 知らなかった 

 
 



３．アンケート集計結果 

Ⅰ．回答者概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） イベント・祭り 

（回答数：１３９件） 

 

 

 

 

 

 

 

 



性別 年齢 結婚有無 子供人数 問①「創生総合戦
略」をご存知でした
か？

問②キーワード ◎アイデア記入欄

男性 ５０代 既婚 ２人 知っていた ① イベント・祭り 夏休み期間に魅力的なイベントあるといい

男性 ４０代 既婚 １人 知っていた ① イベント・祭り 参加型のイベントがあると子供を連れていきやすい

女性 ３０代 未婚 いない 知っていた ① イベント・祭り 子供が作るイベントなど他ではやっていないことに目をつけるべき

男性 ６０代 既婚 ４人以上 知っていた ① イベント・祭り 菊まつりは無くしてはならない

男性 ５０代 既婚 ３人 知っていた ① イベント・祭り 多くの団体があるのに一緒にイベントを開催しないのはなぜか？仲が悪いのか

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り フェスをやって欲しい

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り ミュージックフェスを開催

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り ラーメンがどこでもタダの日で人を集める

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 南陽市全体でかくれんぼ大会。

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ① イベント・祭り 有志の団体が集まって年に一度の大きいお祭りを開催して、有名になれば人は集まってくると思います。

女性 ３０代 既婚 １人 知っていた ① イベント・祭り 山形の花笠みたいな全国的に知られるイベントやフェスが必要です。

男性 ４０代 未婚 いない 知っていた ① イベント・祭り 婚活に特化したまちづくりをしてほしい。そうすれば結婚して出ていくことは少ないように思う。

男性 ３０代 未婚 いない 知っていた ① イベント・祭り 菊祭りの変化が必要。若者向けに。

男性 ４０代 未婚 いない 知っていた ① イベント・祭り 二分の一成人式

男性 ３０代 未婚 いない 知っていた ① イベント・祭り テレビでやってるお見合いイベントの開催

男性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ① イベント・祭り 音楽フェス

女性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り シングルマザーのためのお見合いパーティー

男性 ２０代 既婚 ２人 知っていた ① イベント・祭り 文化会館のアーティストライブの日に合わせて多くのイベント開催

男性 ６０代 既婚 １人 知っていた ① イベント・祭り ラーメン課主催のグルメイベント

男性 ４０代 未婚 いない 知っていた ① イベント・祭り 山でやる山フェス

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り グリーンツーリズムの開催

女性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り イベントが色々行われているのは良いがPRをもっと大々的にやらないといつやっているのかわからない。

男性 １９歳以下 既婚 １人 知っていた ① イベント・祭り 音楽ライブと花火大会を同時にする祭り

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 市全体(市民、企業、行政、団体)で準備する一大祭りを作る

女性 ６０代 未婚 いない 知っていた ① イベント・祭り バラバラのイベントを一斉にやって一大イベントにする。

男性 ２０代 既婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り ラーメン課を推進するのであれば、南陽市のラーメンの日なんて作ってイベントを開催したらいいんじゃないかな。

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 菊まつりを若者向けに変革する

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り ダーツの大会を開催してほしいです！

女性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 都会の洋服屋さんが参加するフリーマーケット開催

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 婚活、お見合いイベント

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 夏休みのころの大型のイベントがない。花火大会など

男性 ２０代 既婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 花火大会

『　想いを届ける目安箱プロジェクト　』



男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 多くの団体が団結して一つの大きなイベントを開催する

男性 ３０代 既婚 １人 知っていた ① イベント・祭り イベントは多くやっているが、PRが弱くていつやってるのかすらわからない。しっかり市外にも広告をするべきだと思う。

男性 ３０代 既婚 ４人以上 知っていた ① イベント・祭り 地元企業同士が協力して町おこしをすることが必要ではないか。行政も協力して南陽市の名前を知らせるイベントの開催。フェ

ス。ラーメンのグルメイベント。

男性 ４０代 未婚 いない 知っていた ① イベント・祭り 大きな花火大会

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 女性や障害者など特定の人が格安でラーメンを食べれる日。レディースデイなど。

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 大型フェス

男性 ４０代 既婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 高畠、南陽市にはワイン工場が清酒工場がたくさんあるので、それらの飲み比べができるツアーやイベントなどを企画してほし

い。赤湯温泉に泊まり、ワイン工場を強くし、ぶどう農家も活性化させ、お金や人が回るような工夫をしてほしい

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り 近隣の町と合同の婚活イベント

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 数打てば当たるを狙うようなイベントでは無くて、一本にかける地形を生かした大型イベント開催

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 地元の食材やグルメの祭りや市場

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り えくぼの位置にある南陽市でえくぼ美人グランプリ

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り 子供たちが参加できる職業体験イベント。資金繰りから出店まで。

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 東京から洋服屋さんの売れ残りを販売するフリーマーケット

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り ウィンタースポーツの受け入れ

男性 ５０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り 夏休みにおおきなお祭りをしてください。

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り イベントの広告をもっとしください

女性 ２０代 既婚 ２人 知らなかった ① イベント・祭り 子供が考えてやるお祭り。費用は行政や親や学校で補助したり協賛を募ってもいいと思う。何より子供の勉強になり町に愛着を

もつのではないかと思います。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り イベントを行う際の広告費を行政で協力してほしい。広告が弱くていつどこでやってるのかわからない。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 菊まつりは必要なのでしょうか

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ① イベント・祭り 大型花火大会

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り お見合いイベントや婚活の推進。

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り どんなイベントをやっているのか告知をどんどんしてほしい。

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ① イベント・祭り あかり絵と24時間テレビの融合

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 冬の花火大会

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り 赤湯温泉無料入浴の日

男性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ① イベント・祭り フジロックみたいな音楽フェスティバル

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り ラーメンの町らしくラーメン一杯無料の日

男性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ① イベント・祭り 南陽市民でギネスに挑戦。

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ① イベント・祭り 行政がクラウドファウンディングをした資金で、各団体で協力して一つの大きなイベントを行う。

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 2年に一回の花火大会

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り スカイパークから紙飛行機大会

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 出会いの場を増やして欲しいです。

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ① イベント・祭り 南陽市の踊りを作ってお祭りで踊る。

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 冬にできるのなら花火大会

男性 ４０代 既婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り お見合いパーティーの開催

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 大勢動員出来るイベント

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 広告をもっとした方がいいです。



男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り 何年かに一回の大型イベント開催

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 山形や赤川みたいな花火大会

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り お見合いパーティー

男性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り 多くのイベントをやってるけど、広く伝わってないと思う。もっと広告した方が

男性 １９歳以下 未婚 いない 知っていた ① イベント・祭り いい町だ

男性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ① イベント・祭り イベントPRをもっとしてほしい

男性 １９歳以下 既婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り もっと人を呼び寄せるためにプロの方々にお願いして謎解きイベントを行うべき。

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ① イベント・祭り 謎解きイベント

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 若者が主体の盛り上がるイベント開催

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 嵐を呼んで欲しい

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り 菊まつりの変化。若者向けにできないでしょうか？

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 婚活お見合いパーティー

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り ラーメンの特化したお祭り

男性 ５０代 既婚 ４人以上 知らなかった ① イベント・祭り 何をするにも広告が弱い。

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り ラーメンレディースデイで女性にも広めてもらう

男性 ３０代 未婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り 大型イベント。野外音楽ライブ。

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り 米沢でやってた謎解きイベントが楽しかった

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 婚活コンセルジュのような駆け込み寺

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 大型の花火大会

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り イベントの広告が弱い

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り いいイベントが多いのにＰＲが下手。

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 他の町でやってるような大きな花火大会

男性 ２０代 未婚 いない 知っていた ① イベント・祭り 前にやっていたワインフェスティバルみたいにＤＪ呼んでやるような刺激的なイベントがもっと増えて欲しい。

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 子供も楽しめる、親子で楽しめるイベントをして欲しい。花火大会とか、ストライダー大会など

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り フラワー長い線を盛り上げるイベント列車を走らせる。アニメの聖地になる

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ① イベント・祭り 楽しいイベントを企画して欲しい

男性 １９歳以下 未婚 いない 知っていた ① イベント・祭り 花火

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 婚活パーティー

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り おしゃれな祭りを開催してほしい

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 結婚につながるきっかけが欲しい。出会いがないです。

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 祭りのPR不足

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 有名な人連れてきて欲しい

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 大規模な広告

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 花火大会

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り イベントの告知をもっとしてほしい

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り 子供だけラーメン無料の日

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 花火大会

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 花火大会

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り PRをしっかりして周知のできるようにして欲しい。

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 赤川のような花火大会



男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 野外音楽ライブ

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り 告知やチラシ配りをもっと増やしてください。

男性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り 農地など広い場所で音楽ライブやクラブイベントなどやるのもいいと思う。

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ① イベント・祭り 南陽市全体で行えるイベントが欲しい

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り イベントPR不足

女性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ① イベント・祭り 南陽市と言えばの祭りがあれば。赤湯か宮内かではなく。

男性 ６０代 既婚 いない 知っていた ① イベント・祭り 雨の日でも子供を遊ばせられる屋内施設が欲しい。

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 花火大会をやってほしい。

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 山崎賢斗を南陽市に呼んでほしい。

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 花火大会

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り フリーマーケットを開く。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り 熊野大社を活用した対策。縁結びによるカップル成立による補助金給付。

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ① イベント・祭り 花火大会

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ① イベント・祭り お笑い芸人のサンドイッチマンを呼んで

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ① イベント・祭り イベントを知らないことが多いのでもっとしゅうちできるような工夫をしてほしい

女性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ① イベント・祭り 市民が誰でも参加できるレクリエーション大会の様なイベントがあるといい。

男性 ５０代 既婚 ３人 知っていた ① イベント・祭り 花火大会があっても良い

女性 ５０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り 小さなイベントを開催するよりも、全国的に認識されるような規模のイベントを開催する方がいい。毎年開催でなくちも、隔年

やW杯のように４年に一度でもいいと思う。

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り 子供の笑顔が見れるのが1番なので子供を中心とした楽しいイベントがあれば嬉しいです。

女性 ３０代 未婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り イベントを増やしてほしい

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ① イベント・祭り イベント、祭りの継続が不安

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ① イベント・祭り 市内にはいいものがたくさあるのでお店同士のコラボが見てみたい。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ① イベント・祭り もっと若者も楽しめるイベントが欲しい。そして盛り上がるイベントをして欲しい！

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ① イベント・祭り 南陽市を有名にして欲しい

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ① イベント・祭り もう少し長い間イベント、祭りをして欲しい

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ① イベント・祭り イベントを増やしてほしい

女性 ５０代 既婚 ２人 知らなかった ① イベント・祭り PRをしっかりしてほしい

女性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り イベントを知らないでいることが多いので、もっと周知できるような工夫をお願いします。

女性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り 市民参加型イベント開催。

女性 ５０代 既婚 １人 知らなかった ① イベント・祭り こちらは観光協会の南陽の桜まつり、バラまつり、がメインだと思いますが、「菊まつり」は別予算なのでここでは触れませ

ん。これではなく違う事に力を入れてるとしか思えません。ここでの資料が前者の2つのイベント（桜、バラ）に関してなので書

かせていただきます。観光協会の総会はいつも5月末でその総会の予算（案）はもう4月の桜、6月のバラまつりの内容です。とこ

ろが「桜まつり」に関しては特に祭りが終わってからの「予算の承認」で事後報告が毎年繰り替えされております。これは「予

算の承認」ではなく祭りのあとの「会計報告会」です。ここ5年以上まつりの内容もあまり変わらず同じことの繰り返しです。ポ

スターも他市町村がアイディアをだし変わる中、同じパターンのポスター意見が出ても次の年には関係なく同じことを行い事後

報告会。この方針が27年にできてから３年「地域の資源を活かして魅力のある観光、活力のある地場産業をつくる。」ことを本

当に真剣に考えているか疑問です。考えたのはラーメンとかワインかもしれませんが、でもここ「南陽市まちひとしごと創生総

合戦略」書かれたこととは違うのです。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 交通・公共施設 

（回答数：２３７件） 

 

 

 

 

 

 

 



性別 年齢 結婚有無 子供人数 問①「創生総合戦
略」をご存知でした
か？

問②キーワード ◎アイデア記入欄

女性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 駅前の商業施設を充実させ、活気ある雰囲気を印象付けする。

男性 ４０代 既婚 １人 知っていた ② 交通・公共施設 赤湯駅西口の公園など公共施設を有効活用するべき。

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 今ある公共施設ももっと活用することが重要だと思う

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 地元の人のために車の交通の便は良くても、観光客向けの徒歩の環境が悪い

男性 ６０代 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 観光客数を増やすためにビジネスホテルを駅西に建設するべき

女性 ３０代 未婚 いない 知っていた ② 交通・公共施設 ショッピングモール

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 赤湯駅周辺に公共施設を集めるべきだと思う

男性 ７０歳以上 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 駅前にビジネスホテル建設が必要

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 せっかく高速道路が伸びるなら道の駅があると活性化する

女性 ４０代 未婚 いない 知っていた ② 交通・公共施設 フラワー長井線の有効活用

女性 ４０代 既婚 ３人 知っていた ② 交通・公共施設 フラワー長井線を廃線にしてバスなどの交通機関を充実させる

男性 ６０代 既婚 ４人以上 知っていた ② 交通・公共施設 宿泊施設をもっとつくるべき。周りの町に観光客が離れていくから

男性 ５０代 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 企業の保養所の誘致

男性 ３０代 未婚 いない 知っていた ② 交通・公共施設 ハイジアパークの裏道から高速へ乗れるスマートインターチェンジがあると宮内が錆びれず人の出入りがしやすくなる。

男性 ３０代 既婚 いない 知っていた ② 交通・公共施設 駅西の公園いらない。駐車場にしたらいい

女性 ３０代 既婚 １人 知っていた ② 交通・公共施設 市立美術館などアートの街

男性 ３０代 未婚 いない 知っていた ② 交通・公共施設 観光ルートの設営熊野の参道がガタガタ

男性 ５０代 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 ビジネスホテルの誘致。旅館とビジネスホテルでは全く違うから建てても問題ないと思う。

男性 ４０代 既婚 １人 知っていた ② 交通・公共施設 旅館やホテルをもっと増やしたほうがいい

男性 ６０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 フラワー長井線市役所前駅を活かし、公共施設の利便性向上を図る。小中高生など交通弱者が長井線を利用して市民体育館、文

化会館に容易に行けるようすることで、それぞれの利用率向上につながる。また置賜地区の各種スポーツ大会、文化行事などの

誘致んいも有利になる。①東側にも乗降ホームを設け、市民体育館までの連絡歩道を整備する。

②文化会館での大型イベントの開催時には山形鉄道と提携して長井線の臨時運行すれば、梨郷、宮内方面の子供たちも参加しや

すく、西置賜方面からの集客拡大の効果も期待できる。

男性 ４０代 既婚 １人 知っていた ② 交通・公共施設 バリアフリー観光の推進

女性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 新しいホテル建築

男性 ５０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 宿泊施設の新設

女性 ２０代 既婚 １人 知っていた ② 交通・公共施設 高齢者の免許返納が進むので、バスやタクシーなどの路線の整備が必要ではないか

男性 ５０代 既婚 ３人 知っていた ② 交通・公共施設 ホテルや旅館の誘致をすれば市外に宿泊する人が南陽市にとどまってくれるのではないか。

男性 ２０代 既婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 若者向けの公的住宅の貸し出し

男性 ５０代 未婚 ４人以上 知っていた ② 交通・公共施設 安く利用できるコミュニティバスの整備をしてほしい

男性 ６０代 未婚 ３人 知っていた ② 交通・公共施設 カーシェアリングの推進をすれば駅から車で南陽市を観光してくれるのではないでしょうか

『　想いを届ける目安箱プロジェクト　』



女性 ６０代 既婚 ３人 知っていた ② 交通・公共施設 フラワー長井線を廃線にして遊歩道やサイクリングロードをつくる

女性 ６０代 未婚 ３人 知っていた ② 交通・公共施設 赤湯の灯りをもっと明るくすると人が集まる要素になると思います。

男性 ５０代 既婚 ３人 知っていた ② 交通・公共施設 道の駅

男性 ５０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 病院の設備や技術の充実

男性 ４０代 未婚 １人 知っていた ② 交通・公共施設 ハイジアパークをもっと行政が活用するべきだと思う。

男性 ５０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 除雪の後の玄関先の雪片付けが高齢者は大変だと思う。もっと綺麗に除雪することはできないのか？

男性 ７０歳以上 既婚 ３人 知っていた ② 交通・公共施設 東北中央道から見える場所に南陽のシンボルを設置

男性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 電車の本数を増やして利便性をよくすればベッドタウンにはなりやすいのではないだろうか？

女性 １９歳以下 未婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 赤湯駅周辺が住宅街で旅館周辺が栄えている。普通は逆じゃないのでしょうか。

男性 ４０代 未婚 いない 知っていた ② 交通・公共施設 南陽市の歴史や文化に触れられる場所が必要だと思う。

女性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 旅行に来て泊まる場所がないとどんどん市外へ行ってしまうので、宿泊場所を増やすべき

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 タワーマンションを建てる。除雪の必要がなくなって、ネガティブなことが減ると思います。

男性 ６０代 既婚 いない 知っていた ② 交通・公共施設 歩きでも暮らせる町

女性 ６０代 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 無料バスの整備

女性 ４０代 既婚 １人 知っていた ② 交通・公共施設 赤湯駅前の活性化

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 安心な町にするために地下水や井戸水を利用した防災対策

男性 ５０代 未婚 いない 知っていた ② 交通・公共施設 アートを活用したまちづくりがとても魅力的だと思う

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 南陽市のみのFMラジオでコミュニティの活発化

男性 ５０代 既婚 ３人 知っていた ② 交通・公共施設 企業の保養地への推進活動

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 大企業の保養地を誘致すれば、新しい雇用が生まれ若者の定住を促進できる思います。

男性 ２０代 既婚 １人 知っていた ② 交通・公共施設 保育施設の充実(未満児)

男性 ５０代 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 自分が住む街に対する愛情の薄れを感じます。歴史や文化を知るための投資をした方がいいと思う。施設を建てるなど

男性 ５０代 既婚 １人 知っていた ② 交通・公共施設 ハイジアパークに高齢者施設を併設してはどうか

女性 ４０代 既婚 ３人 知っていた ② 交通・公共施設 文化会館のギネス登録についてもっと大々的に宣伝する

男性 ５０代 未婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 ハイジアパークをもっと市民が有効活用出来るように変える

男性 ５０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 東北中央道から人を引き込む何かが必要です。何かしないとどんどん人は出て行く。

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 宿泊場所の増加

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 まずは南陽青年会議所の皆様、「町づくり」にお力添えを頂き感謝申し上げます。

「南陽市まちひとしごと創生総合戦略」は、南陽市に住みたい、住み続けるためにはどうするかを考えた戦略だと思います。

「南陽創生の実現に向けて、市民・行政一丸となった取り組み」大変大事だと思います。女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 通勤通学時間の赤湯駅の電車の本数を増やして欲しいと思います。

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 どんなイベントや観光客の呼び込みをしても、駐車場や交通機関が整っていないと気持ちよく観光が出来なくて、また戻ってき

てもらえないと思います。

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 高速道路が通れば人は通過すると思います。だからこそ目に付くようなシンボルやイベントを催さないといけない。白竜湖の周

りをお花で彩るのはどうでしょうか

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 ハイジアパーク南陽や夕鶴のさとなどもっと活用するべき施設が多い。若者向けの体験などが出来るようにしても良いと思う。

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 駅西にビジネスホテル建築

男性 ２０代 既婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 東北中央道が開通するのでインフラ整備が最優先だと思います。

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 白竜湖の文化的かつ観光地としてな価値を上げる活動をしてみてはいかがでしょうか

男性 ５０代 未婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 ブロック塀倒壊のニュースになったような通学路の安全面の確保は大事だと思う。



男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 赤湯の旅館街など観光地に無料wifiスポットを作れば滞在時間が増えるのではないでしょうか。

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 小学生までのこどもがいつでも遊べる全天候型の施設

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 美術館やアートなどインスタ信者が来てくれるようなオシャレな場所を準備したら来る人は増えると思います。

女性 ２０代 未婚 いない 知っていた ② 交通・公共施設 南陽市の道路は除雪のせいか凹凸が多い。まずは道路の整備が必要だと思います。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 宿泊施設を増やすことが急務ではないかと思います

男性 ４０代 既婚 １人 知っていた ② 交通・公共施設 共働きがしやすいように女性が活躍する場所を確立してほしい

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 メイン道路を走りやすい環境にしてほしいと思います。

男性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 ハイジアパークを活用する。高齢者福祉施設にするなど。

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 高速道路が出来たから、トラックターミナルを作るといいのではないか？

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 観光地に無料のWiFi、スポットを作る。

男性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 高速の降り口付近にトラックヤードと運転手のための入浴施設や休息場所を作ったら、一泊することは増える。

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 赤湯駅から文化会館までの遊歩道やインフラの整備は急務

男性 ５０代 既婚 ３人 知っていた ② 交通・公共施設 文化会館の大型イベント時にフラワー長井線の臨時列車を増やす

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 直島のようにアートの街にして観光客を増やす試みをしたら、おしゃれな街として人が集まる。

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 アウトレットモールで買い物したい

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 放課後勉強出来るような施設と無料のネット環境を用意して欲しいです。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 道路を良くしないと観光に来ていい街だとは思ってもらえないし、住みたいとも思わない。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 長距離ドライバーが休憩したり、温泉に入ったり、宿泊できるようなトラックヤードがあってもいいのではないか。

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 在来線のアクセスを充実させてほしい

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 長井市と比べると道路やインフラの状態が悪い。整備をすべきだと思う。

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 市外にいかなくても安心できる医療機関

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 赤湯駅周辺の開発。有名店の誘致。

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 高速付近にオートキャンプ場

男性 ７０歳以上 既婚 ３人 知っていた ② 交通・公共施設 病院の待ち時間が長いので、病院や医師を増やして欲しい。

男性 ６０代 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 空き家を旅館組合と宿泊施設として運営する。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 高速道路と宮内を繋ぐインフラ整備

男性 ５０代 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 室内で遊ぶ場所が欲しい。

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 無料の入浴スポット

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 白竜湖の観光地化

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 道路が悪い。整備するべき。

男性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 観光の起点に無料のwifiスポットを作ったら滞在時間は増えるのではないでしょうか。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 高速が通るので、オートキャンプ場があれば南陽に降りてくれるのではないでしょうか。

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 ハイジアやシェルターなど託児サービスや遊具の充実。

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 雪遊びのテーマパーク

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 除雪で削れた道路を整備し直すことが先決だと思う。

男性 ３０代 既婚 １人 知っていた ② 交通・公共施設 ハイジアパークを高齢者施設にしてはいかがでしょうか？

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 無料のインターネット回線

男性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 置賜総合病院の待ち時間を解消することが最優先だと思う。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 父が透析をしています。病院の待ち時間を減らして欲しいです。

女性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 安心して住めるまちにするには救急でもすぐに治療をしてくれる病院があることです。



女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 医療の進んだまちは発展すると思う。それに伴って製薬会社が参入してきて雇用も生まれるのではないでしょうか。

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 赤湯駅にビジネスホテルを直結させる

男性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ② 交通・公共施設 専門学校の設立

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 道路がもっと綺麗で便利にしてほしい。

男性 ５０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 観光地にwifiスポットがあった方がいいんじゃない

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 置総の待ち時間短縮

男性 ６０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 病院をもっと効率的に治療をして欲しい。

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 長距離トラックが宿泊できる施設。

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 インスタなどで撮影に来るような絶景ポイントを作る。

男性 ６０代 既婚 ３人 知っていた ② 交通・公共施設 病院の待ち時間を減らすことで安心して暮らせます。

男性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 パラグライダー場を活用して鳥人間コンテストみたいなアイデア大会の開催

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 都会と比べて道が悪いと思います。

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 旅館だけでなく安く泊まれるビジネスホテルが必要です。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 宿泊施設を増やす

女性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 病院が古いので立て直しをする。そしてお医者さんを増やして欲しい。待ち時間短縮。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 自由に利用可能なwifiスポット

女性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 夕鶴の里は何のためにあるのでしょうか。見直すべきです。民営化してもいいのではないでしょうか？

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 赤湯駅の整備。児童公園設置。

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 除雪でガタガタになった道路を綺麗にして欲しい。住み心地が悪い。

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 カーシェア

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 夜の赤湯が暗いので、もっと照明があれば飲みにで歩きやすくなる。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 フラワー長井線を廃線にして、自動運転のバスを走らせて生活導線の確保

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 道路をキレイにしてください。

男性 ５０代 既婚 ４人以上 知っていた ② 交通・公共施設 まずは宿泊施設の増加でしょう

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 高速が繋がるから、遠距離トラックが車中泊出来るオートキャンプ場のようなものを設置してはどうか。

男性 ５０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 フラワー長井線廃線にして遊歩道を作る

男性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 災害に強い町が安心して住めると思う。それを公言すれば人は集まる。

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 文化会館から花公園までまっすぐ繋がった道

男性 ５０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 バリアフリーのまち

女性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 赤湯が暗い。ライトをもっと増やしてください。

男性 ５０代 未婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 病院の待ち時間短縮するべき

男性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 フラワー線を無くしてサイクリングロードや遊歩道を作る。

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 コミュニティバスで交通手段の確保をする。

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 病院の待ち時間が長すぎる

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 南陽に人を呼び込むにはオートキャンプ場は必要でしょう。

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 駐車場が少ないので、24時間同一料金のものがあればいいと思う。

女性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 かなり安く乗れる高齢者用タクシー

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 えくぼプラザの駐車場をもっと増やして欲しい

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 赤湯駅で途中下車してワイン飲み比べが出来るような駅にしてほしい

男性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 ビジネスホテルがないので作ってほしい



男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 フラワー長井線をアニメの聖地にする

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 各施設で無料駐車場をやめて駐車料金を運営に回す

男性 ６０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 病院の待ち時間短縮

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 大型ショッピングセンター

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 観光地wifiスポット

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 病院の中に保育園を作って病児保育

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 公民館の駐車場拡大。えくぼとか

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 各駅前にレンタサイクル

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 安いコミュニティバス

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 長井線を廃線にしてサイクリングや遊歩道の設置

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 道路が汚いし、雑草も多い。

男性 ６０代 既婚 ３人 知っていた ② 交通・公共施設 公立病院の待ち時間短縮して効率よく治療をする。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 赤湯駅の販売所がしょぼい

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 赤湯駅の駐車場を増やす

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 道路の整備

男性 ３０代 未婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 ハイジアパークをオシャレにしてほしい。

男性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 宿泊施設を増やすべき

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 南陽の名所の熊野大社の参道が見栄えが悪い

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 ショッピングモールで買い物できるようにしたら市外に行きづらくなると思います。

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 シェルターから花公園までの遊歩道

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 道路が凹凸がひどい

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 コミュニティバスが必要

女性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 高齢者、免許返納者の足の確保を充実できるのか

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 耕作放棄地を住宅地にどんどん変えていくこと

女性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 低額で乗れるショッピングセンター巡回バスがあれば高齢者ドライバーが減る

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 たくさんの人が赤湯駅を利用しているのにおもてなしができていない。飲食店無さすぎ

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 えくぼプラザの駐車場増やして欲しい

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 赤湯駅を観光スポット化してまちの入口として南陽市に人を呼び込んでいくために赤ユ駅でワイン１００種類飲み比べやったら

いいと思う。

男性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 ビジネスホテルが無いので建てて欲しい。

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 赤湯温泉から赤湯駅への公共交通をもっと

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 高速が繋がるのでトラックターミナルやワンストップサービスなんかが期待出来そうな気がする

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 赤湯駅直結のショッピングモール。駅ナカ。

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 長井と比べて道路が悪いからイメージも悪いです。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 全体的に夜が暗い。怖い。

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 宿泊場所を増やしてまずは人を呼ぶ体制が必要ではないか

男性 ５０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 病院の待ち時間が長い。どうにかしてほしい。

女性 ２０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 ハイジアの活用

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 乗りやすくわかりやすいバス設備

男性 ４０代 既婚 ３人 知っていた ② 交通・公共施設 駅の待ち時間に南陽市のアピール動画を流したらまた行きたくなるかも



女性 ５０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 駅から観光地までを回るバスを走らせる。置賜総合病院まで直通バス

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 コミュニティバスの無償化

女性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 買い物で回れるコミュニティバス

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 遊歩道など自然の中で歩ける場所が欲しい

男性 ５０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 ハイジアパーク南陽はなんのために建てたのでしょうか

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 飲み屋と赤湯駅が離れてるのは利便性が悪い

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 夕鶴の里を民営化するべき。

男性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 フラワー戦を廃線にしてください。

男性 ４０代 未婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 無料wifi

男性 ６０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 車がなくても暮らせる町になるため、タクシーやバスを活用しやすくしてほしいです。

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 吉野など離れた部落への交通機関が乏しい

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 駅周辺に駐車場を増やして欲しい

男性 ６０代 既婚 ４人以上 知らなかった ② 交通・公共施設 病院の待ち時間を減らす取り組みはできないだろうか。

男性 ３０代 未婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 こどもの電車賃を安くならないでしょうか

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 小型バスを利用してコミュニティバスを民間で運営する。

男性 ５０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 飲屋街の灯りがくらい

男性 ５０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 まずは交通網である道路を綺麗に直すべきだと思います。

女性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 駅直結のビジネスホテル

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 走りやすい道路にしてほしい。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 夜道が暗いので明るくしてほしい。

女性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 タクシーの利用券配布

女性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 バスの路線を増やす

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 除雪はきちんとできないでしょうか？

男性 ５０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 道の駅

男性 ５０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 無料駐車場を有料にして設備投資に回す

男性 １９歳以下 既婚 １人 知っていた ② 交通・公共施設 複合エンターテイメント施設、ラウンドワンが欲しい。

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 病院の待ち時間を減らしてほしい

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 公共機関の利用料が高い

女性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 公共機関の本数を増やしてほしい

女性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 駐車場の増設

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 道が狭い

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 荻小学校をなくさないで

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 学校を無くさないで

女性 ５０代 未婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 高齢社会になる中で車が必須なのは大変。他の市町村で行っている取り組みを一時的でも行い、色々考えてほしい。交通手段が

無いのは住んでいる人にも大きく反映している。観光客の減少にも繋がっていると思う。

男性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ② 交通・公共施設 吉野からの公共機関の充実

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 宿泊施設の増加

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ② 交通・公共施設 ハイジアをもっとスパっぽくしてほしい

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 インフラ整備と子供が安心して遊べる施設の充実はどちらも非常に大切だと思います。

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 冲郷地区における循環バス(駅、病院経由)があれば良い。住宅地が増えているため。



女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 屋内の遊び場+保育施設の併設

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 赤湯駅直結のホテル建設

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 障害者の方が住みやすい交通網

男性 ５０代 既婚 １人 知っていた ② 交通・公共施設 赤湯駅直結のホテル建設

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 道路の凸凹を直してください。走りづらいと来ても気持ちよくない。

女性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 赤湯駅から赤湯温泉街までの道をもっと発展出来ればいいなと思う。

温泉街のセブンイレブンまでコンビニが一件もないので増やして欲しい。

男性 ５０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 フラワー長井線の廃止→線路を道路にして、無人バス運営

男性 ４０代 未婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 南陽市で安心して子供が産める医院、病院をつくる。いくら「子育てしやすい」とうたっても、私には産める所がなくて、何

言ってるの？と強く思います。これは、前に、市長に直接きいていますが、返事がどうだったか不明のままです。

男性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ② 交通・公共施設 駅周辺の発展

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ② 交通・公共施設 公共施設の予約がＷＥＢでできるのが当たり前に時代に直接行かないとできないのは不便すぎる。

男性 ５０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 無料駐車場の前面有料化。赤湯駅の駐車場はフラワー長井線の支援へ。赤湯駅がパークライド化していることでフラワー長井線

の利用客を減らしている。えくぼプラザの駐車場大は図書代へ、長時間利用する人にはある程度の負担はお願いするべきかと

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 サイクリングロード

女性 ５０代 既婚 ４人以上 知らなかった ② 交通・公共施設 学校にクーラー

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ② 交通・公共施設 高齢となった場合等車が運転できない場合の交通機関の拡充(バス増発)

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ② 交通・公共施設 子育てしている人がゆっくり安心してご飯が食べれるお店が欲しい。子育てをしていると外食をするだけでとても気を使う。完

全個室で子供が騒いでもあまり気にならないようなお店。少し机を高めにして子供にテーブルの上のものが届かないようにし角

がない工夫。BGMはおかあさんといっしょなどでかかる曲。離乳食の提供。子供が喜ぶメニュー。子供のことを中心に考えたお

店があったらもっと子育てを頑張れると思います。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 娯楽・遊び場 

（回答数：２０３件） 

 

 

 

 

 

 

 



性別 年齢 結婚有無 子供人数 問①「創生総合戦
略」をご存知でした
か？

問②キーワード ◎アイデア記入欄

男性 ３０代 既婚 いない 知っていた ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも遊べる場所がほしい」

女性 ３０代 未婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨や冬でも遊べる遊び場があるといい。今は天童に遊びに行ってます！

男性 ３０代 未婚 いない 知っていた ③ 娯楽・遊び場 もともとの赤湯温泉街は色町もあり、それを目当てのお客様もかなりいた宿場町でした。都会は何でもあってさらに色町もあ

る、田舎はその逆ではやはり人は集まりません。それで色町復活をしたらどうかと思います

女性 ２０代 未婚 いない 知っていた ③ 娯楽・遊び場 雪遊びのテーマパーク

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雪を活用した遊び場が欲しい

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雪合戦、かまくらなど雪のテーマパーク

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 南陽フェス

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 花公園は他県の方からもとても人気で素晴らしいと思う☆夏は水遊びが出来る様な所が欲しい。同じような屋内施設もあるとと

ても良いと思う。ハイジアパークの中に出来た施設は遊び道具が中途半端。年代的に小さい子はあまり遊べない（せめて滑り台

やボールプールくらいあれば良かったと思う）

男性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 連休に県外から人を呼び込むようなテーマパークやイベントを増やして欲しい

男性 ４０代 既婚 １人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 室内で子供を遊ばせられる公園

女性 ６０代 既婚 ３人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 ゲートボールやパークゴルフ場があると人が集まり、活性化する

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 南陽市は山が最大の観光資源だと思う。山のあそびが体験できる施設を設置する。

男性 ４０代 既婚 ３人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 子供がいろんな体験学習をできる場所があるといいと思う。

女性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 ゴルフ場やパークゴルフ場を作って観光客を呼ぶ

女性 ５０代 既婚 ２人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 パチンコ屋を無くして欲しい。治安や教育に悪い

男性 ３０代 未婚 いない 知っていた ③ 娯楽・遊び場 親子で遊びに行ける遊び場があれば市街からも遊びに来たりするのではないか！

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 乳児向けの公園

男性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 乳児が遊べる場所が欲しいです。ボールプールとか。

女性 ３０代 既婚 １人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 幼児の遊び場はあるけども乳児を遊ばせられる場所がない。安全な遊び場が必要です。

女性 ２０代 未婚 いない 知っていた ③ 娯楽・遊び場 雨や冬でも室内で遊ばせられる場所が欲しい

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 乳児の遊び場がないので作って欲しいです。

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 乳児の遊び場やスペースがない

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 成人までの医療費無償化

女性 ２０代 未婚 いない 知っていた ③ 娯楽・遊び場 室内の子供を遊ばせられる公園が欲しい。

男性 ５０代 既婚 ２人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 孫と一緒に遊べる場所が必要です。

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 屋内外問わず公園など子どもの遊べる施設がない。他市にあるような大型遊園施設は欲しいが、2歳を境にゾーン分けされてるけ

ど、0歳と1.2歳児では全然違うので、そのあたりも考慮した遊具が配置された施設があれば安心。

同じように感じてる人は結構いると思う。

『　想いを届ける目安箱プロジェクト　』



男性 ４０代 既婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 結婚、子育てしなから移住する人なんてなかなかいないので、まずは南陽で生まれた若者や身軽な若者がここで暮らしたい暮ら

さなければならないと思える環境づくりが必要。例えば田舎でしか出来ない事もたくさんあるのだからそういうライフスタイル

とか遊びとかの環境がもっと整備されるべき。地元愛が強い人が多いのだから公園とか河川敷に花見やバーベキューや芋煮とか

キャンプとか若者が遊べる場所をもっと整備したら戻ってきたいと思う機会も増やせると思う。あればJCや飲食店など主催のイ

ベントなんかもたくさん出来ると思うし。山形市の馬見ヶ崎や西公園などは整備してあってすごく賑わっている。南陽市でも出

来ると思う

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 今は子供が小さく、遊ばせるのに山形のべにっこひろばや、上山のめごりん。天童のげんきっずまで足を伸ばしています。南陽

市にも休日も遊べる同規模の施設があったら良いなぁと思っています。噴水など、水遊びができる場所もあると良いです。

男性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 子供が思いきり遊べる屋内施設が欲しい

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 子供を育てやすい環境。夏場や冬場などは外で遊べないため。室内で遊べるところを増やしてほしい。山形県は夏はとても暑く

冬は雪もあり公園で遊べる時期はほとんど決まっている。冬は雪遊び祭りなど開催してもらえればとても助かる。夏は噴水な

ど、水遊びができるととても助かる。

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内で遊ばせられる施設

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 5才くらいまで子供が遊べる場所があればいいと思う。

男性 ５０代 既婚 ２人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 公園が点々とあるけど、大型の公園があればいいと思う。

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内の遊び場

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 山形市、天童市、東根市にあるような屋内の子供用遊具施設をつくって欲しい。

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 べにっこ広場の様な施設

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 小さい子でも遊べる場所が欲しい

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 子供を安全に遊ばせられる場所をもっと作って欲しい。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 地方でしか出来ない暮らしが魅力になると思います。空き家や空き地を貸し出して起業補助したり、農地を貸したりできないの

でしょうか？

女性 ２０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 他と比べると圧倒的に子供の遊び場が少ないと思う。

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 噴水などの水遊びや雪遊びが出来る場所が欲しい。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 福島伊達市のような充実した遊具施設がある

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 ジャブジャブ池

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内で安心して遊ばせられる

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内遊び場が必要

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 公園の整備、屋内施設の整備

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 大型ショッピングモールなど、買物する場所と、子供の遊び場が一体化した施設が欲しい。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 幼児、小学生、中学生、高校生、大人が思いっきり体を動かせる場所が屋内外問わず欲しい。

女性 ２０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 子供たちがたくさん体を動かし遊べる室内施設が欲しい！わざわざ山形、天童、上山まで連れていき遊ばせなきゃいけないのは

非常に大変。外にはべにっこ広場にあるような水遊びができるものもあるといいです！

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 屋内の遊び場が少ない。山形市べにっこ広場、天童市げんきっずのような大きな屋内遊戯施設が欲しい。週末は、買い物、子供

達の遊び場を考えると南陽ではなく、山形市などに出てしまう

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 乳児の遊ぶ場所が必要

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 天童のげんきっずの様な土日も空いていて自由に遊べる屋内施設があると時間を気にせず使えるしママさん達の交流の場にもな

り、他の市から人が来ると思うので活性化につながると思います。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 子供の遊び場がもっと欲しい



女性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 子供が遊べる無料のじゃぶじゃぶ池や噴水

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 冬でも遊ばせられる施設が必要です。

女性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 アウトレットモール

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 乳児が安心して遊べるところがあると新しいコミュニティが生まれると思います。

女性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 サッカーやバスケ、バトミントンなどちょっとしたスポーツが出来る場所が欲しいです。また雨の日など室内で子供だけでも遊

べる施設などがあるとありがたいと思います。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 乳児に遊び場

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 屋内の遊び場が欲しい

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内で遊べるベニっ子広場のようなところがあると助かります。

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 屋内遊技場が必要

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 乳児の遊び場が欲しいです。ベニっこ広場に行ってます。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 子供が毎週でも行きたくなる公園。

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内の遊びがしたい

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも遊べる屋内施設

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも子供を遊ばせられる屋内施設が欲しい

男性 ６０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも子供を遊ばせられる屋内施設がほしい

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 乳児の遊び場

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 遊ぶところがほしい

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内での遊び場がほしい

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 思い切り遊べる場所がほしい

女性 ５０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 駅から赤湯温泉までバスがあれば行きやすい

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 近くに楽に遊びに行ける場所がほしい

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 イオンがほしい

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 ハイジアではなく、べにっこひろばの様なところがほしい

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内の遊び場

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 各年齢の屋内の遊べる場所が欲しい。

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 ROUND1

男性 ６０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 べにっこ広場

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 ROUND1誘致

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 赤ちゃん乳児の遊ぶ場所

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内の遊び場。ベニっこよりもいいやつ

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 子供が遊ぶ噴水やじゃぶじゃぶ池

女性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 げんきっずのような遊び場

男性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内の遊び場

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 ボールプールなどの遊び場

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 乳児が安心して遊べる場所

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 スカイパークでドローン体験

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨天でも遊べる施設

女性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内に遊び場

女性 ４０代 既婚 ３人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 ハイジアはイマイチ



女性 ５０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 げんきっずやべにっこ広場みたいなところ

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 大型ゲームセンター

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 ディズニーランド誘致

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 中高生が遊べるところがない

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも子供を遊ばせられる屋内施設が欲しい。

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも遊べる屋内施設

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも遊べる屋内施設

男性 ６０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 屋内施設。東根、天童、山形にはもうあるのでぜひお願いしたい。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 無料で男がかわいい彼女にできる施設が欲しい。

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雪遊びスポット

男性 ４０代 既婚 ４人以上 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも子供を遊ばせる屋内施設が欲しい

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 べにっこ広場のような所があればうれしい

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 屋内の遊び場が欲しいです。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 カフェなどお洒落な店が少ない。

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内の遊び場

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 ハイジアを利用して子供の遊び場を作る。

男性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 公園が少なすぎ

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 遊べる施設が欲しい

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 ベニっこ広場のような屋内の遊べる場所、水遊び出来るせせらぎが欲しい

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 ROUND1

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 道の駅は南陽市だけありません。米沢南陽道路のジャンクション付近に是非大きな道の駅を作ってください！

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 若者向けの娯楽施設求む

女性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内の遊び場

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 乳児でも遊べる施設を市民体育館に作って欲しい

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 屋内の遊び場

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 噴水で水浴びできる遊び場

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 ラウンド1

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内の遊び場が欲しい

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 ハイジアを活用して屋内にもっと遊び場を作る。

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨でも遊べる施設

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内の遊び場

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 赤ん坊でも遊ばせられる場所。ボールプールとか。

女性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内で遊ばせられる施設が欲しい。ベニっこ広場。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 大型の子供の遊び場が必要。全年齢用の遊び場。

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 じゃぶじゃぶ池で遊ばせたい

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 健康のためにヨガやホットヨガをレッスンする施設があるといい

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内の遊ぶ場所

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 中高生が遊べるスポットがあるといいかも。

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 冬でも子供達に運動をさせてあげられる室内の遊び場。ベニっこ広場やげんキッズなど。

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨天でも遊べるところ



女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 屋内の遊び場は必要だと思う。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨や雪でも遊ばせられる施設

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 乳児の遊び場

男性 ５０代 既婚 １人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 子供が安全に遊べる場所

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 室内遊技場

女性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 花公園以外の魅力的な遊び場

女性 ５０代 既婚 ４人以上 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 保育施設に病院と遊技場を併設した施設

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 川に水遊び場を作る

男性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 子供を中心とした会館が欲しい。

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 山形市のべにっこ広場のようなものがほしい。

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも子供を遊ばせられる屋内施設が欲しい。

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 小滝小学校の体育館に、木造の遊戯施設を作る。

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 複合エンターテイメント施設、ラウンドワンが欲しい。

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 年齢を問わず遊べる場所が欲しい。

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 屋内で遊べる場所がほしい。

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 遊び場を増やしてほしい。

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 遊ぶ場所がほしいです。

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 花公園で、サッカーをする場所をただにしてください。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 スポーツ大会

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 みんなで遊べる所がほしい。

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 遊ぶ所がほしい。

女性 ２０代 既婚 １人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 子供を遊ばせられる屋内施設

女性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 子供を遊ばせられる屋内施設

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも遊べる屋内施設と、駐車場も屋根付きで

男性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも遊べる屋内施設

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも遊べる屋内施設

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 べにっこ広場

男性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも遊べる屋内施設

女性 ２０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 乳幼児の遊び場

女性 ２０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 福島市にある十六沼公園のピョンピョンドームという施設がとても良いのでほしい

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 ROUND1

女性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも遊べる屋内施設

男性 １９歳以下 未婚 いない 知っていた ③ 娯楽・遊び場 ROUND1

女性 ５０代 既婚 ２人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 ハイジアの有効活用(プールなど)

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも遊ばせられる施設

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 屋内の遊び場

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 ベニっこ広場みたいなとこ

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 大型ショッピングセンター

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 何か買おうと思っても店がない。結局しまむらに

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 宮内の中に放課後集まれそうな公園何もない。散歩するところもない。カフェとか、並木道とか



女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 べにっこひろばみたいなやつがほしい。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 屋内施設がほしい。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも子供を遊ばせられる屋内施設がほしい。

女性 ３０代 未婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも子供を遊ばせられる屋内施設がほしい

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 屋内施設で子供が体を使って遊べる場が欲しい。また大人も見守りながらリラックスできる空間もあるといい。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 大きな室内遊具施設がほしい。

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 屋内(無料)施設がほしい。

女性 ４０代 未婚 ３人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 山形市、上山市、天童市、東根市の様な室内施設がほしい。

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも子供を遊ばせられる屋内施設がほしい

男性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 もっと子供の遊ぶ施設を増やしてほしい。

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも子供を遊ばせられる屋内施設がほしい

女性 ３０代 既婚 ３人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 屋外、屋内ともに子供の遊び場がほしい

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも子供を遊ばせられる屋内施設がほしい。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも遊べる施設がほしい。今は天童に行ってます。

男性 ５０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 赤湯～宮内間を結ぶサイクリングロードを整備する。河川改修がすすむ吉野川堤防を活用して親子が楽しめる自転車専用道を作

ることで、花公園や体育館と一体となったリクレーションゾーンが生まれ、二極化している宮内、赤湯の交流にも寄与する。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 冬に乳児でも楽しめるような室内施設を充実させてほしい

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 屋内の遊び場が欲しい

女性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 雨天時の子供の遊び場。働く場所の確保。若年の定住者に対しての補助を拡充。

女性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 河川敷にバーベキュー、水遊び場を作る

男性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 お酒飲みづらいから、居酒屋まわりながらドリンクや料理をテイクアウトして車のなかで楽しめるリムジン走らせて欲しい。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 乳児の遊び場

男性 ６０代 既婚 いない 知っていた ③ 娯楽・遊び場 駅前に娯楽施設を作る

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 雨の日でも子供を遊ばせられる屋内施設が欲しい。

男性 ７０歳以上 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 公園を増やしてほしい。

男性 ５０代 既婚 １人 知っていた ③ 娯楽・遊び場 ブックオフが欲しい。

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 水遊びできる場所が欲しい。

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 遊歩道を作ってください

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 ハイジアもったいない。もっとスパっぽく。ハイジアビーチも屋内だったら1年中楽しめた。スイミングスクールもできたはず。

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 南イオンや天童イオンの様なショッピングモールがほしい。

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ③ 娯楽・遊び場 以前(数年前)中央花公園にプレハブの軽食屋さんがありました。かき氷、ソフトクリーム、フランクフルトなどまたあのようなお

店がほしいです。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） スポーツ 

（回答数：４２件） 

 

 

 

 

 

 

 



性別 年齢 結婚有無 子供人数 問①「創生総合戦
略」をご存知でした
か？

問②キーワード ◎アイデア記入欄

女性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ④ スポーツ 子供の遊び場を増やしてほしい

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ④ スポーツ スケボーパークなど若者向けのスポーツ施設を増やす

女性 ７０歳以上 未婚 ３人 知っていた ④ スポーツ パークゴルフ場があると活気が出る

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ④ スポーツ 雪で遊べる公園

女性 ４０代 未婚 いない 知っていた ④ スポーツ マイナースポーツの大型施設を作る

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ④ スポーツ ゴルフ場が南陽に作ると観光客が増える

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ④ スポーツ 市民参加の運動会

男性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ④ スポーツ マイナースポーツ大会の開催。スポーツの主要都市化。

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ④ スポーツ メジャースポーツチーム買収

男性 ５０代 既婚 ２人 知っていた ④ スポーツ 自転車用のサイクリングロードを作れば市外からも輪行に来ると思います。

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ④ スポーツ オリンピックやパラリンピックに出場するような選手を育成して既存の施設も活用する

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ④ スポーツ 塾や専門学校や大学の新設

女性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ④ スポーツ 障害者向けスポーツ施設

男性 ５０代 未婚 ４人以上 知っていた ④ スポーツ 健康長寿の街を目指して、景色のいい場所で行うヨガを推進しても良いと思う。

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ④ スポーツ サイクリングロードを作る

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ④ スポーツ パラリンピックスポーツの推進

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ④ スポーツ 一流スポーツ選手を雇ってスポーツの強化選手を育てる

女性 ２０代 既婚 いない 知らなかった ④ スポーツ サイクリングロードを整備

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ④ スポーツ パークゴルフ場など

女性 ２０代 既婚 １人 知っていた ④ スポーツ パラグライダーをもっと観光地にするべき

男性 ４０代 未婚 １人 知らなかった ④ スポーツ ドローン体験してみたいです。

男性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ④ スポーツ 市民のスポーツ施設利用は無料にする。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ④ スポーツ バスケのプロ選手をコーチとして読んでほしい

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ④ スポーツ スポーツ少年団みたいな文化系のもあってもいいのではないか。

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ④ スポーツ ウィンタースポーツの施設を作り誘致する

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ④ スポーツ プロスポーツのチームをつくる

女性 ６０代 既婚 ４人以上 知らなかった ④ スポーツ 健康のためにゲートボール場

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ④ スポーツ ラウンド1をたてて

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ④ スポーツ ウィンタースポーツの施設を作ってチームを作る

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ④ スポーツ なんらかの県内ゆういつのスポーツ施設

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ④ スポーツ サイクリングロードを作って

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ④ スポーツ サイクリングロードと遊歩道もあった方が人は集まると思う。

『　想いを届ける目安箱プロジェクト　』



男性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ④ スポーツ パラリンピックのスポーツチームを作る

女性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ④ スポーツ 各施設、中学生までの子供は使用料免除。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ④ スポーツ スポーツジムを作る。

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ④ スポーツ スポ少、部活は保護者の負担が多くて今、変。スポーツクラブとかに子供を入れた方がいい。先生、コーチも専門が教えるべ

き。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ④ スポーツ 何かひとつのスポーツに特化した施設を作り、南陽市を代表するスポーツとして世界を目指す。

女性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ④ スポーツ 屋内遊技場の充実

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ④ スポーツ 小さいときから運動の基礎を学べる施設

男性 １９歳以下 既婚 １人 知っていた ④ スポーツ プロ野球球団を作る。

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ④ スポーツ 特殊スポーツ施設

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ④ スポーツ スポーツ施設がもっとほしい。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 教育・食育 

（回答数：１１４件） 

 

 

 

 

 

 

 



性別 年齢 結婚有無 子供人数 問①「創生総合戦
略」をご存知でした
か？

問②キーワード ◎アイデア記入欄

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 大学があれば地元に留まるかも

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 専門学校など進学先があるといいと思います

男性 １９歳以下 未婚 いない 知っていた ⑤ 教育・食育 進学先がいっぱいあって選べるといいのに

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 特殊な専門学校があると県外からも来るんじゃないか

女性 １９歳以下 未婚 いない 知っていた ⑤ 教育・食育 就職先を探せるイベントがあると周辺から集まってくると思う。

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 就職先がその場で決まるイベントがあれば多くの人が南陽市に来ると思います。

女性 ３０代 既婚 １人 知っていた ⑤ 教育・食育 就職体験できるイベント開催を希望します。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 アイデア料理を教える教室

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 大学があれば人は集まる

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 大学をつくるべき

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 市立大学があると残りたい

男性 ３０代 未婚 いない 知っていた ⑤ 教育・食育 大学を誘致して南陽市内だけで小学校から大学まで一貫して通えるようにする。

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 就職先まで斡旋してくれる専門学校

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 他にはない勉強が出来る専門学校

女性 ３０代 既婚 １人 知っていた ⑤ 教育・食育 保育時間の延長

男性 ３０代 既婚 いない 知っていた ⑤ 教育・食育 スポ少もいいけど、吹奏楽やアートなどの育成プログラムがあってもいいと思う

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 こども料理教室など

男性 ５０代 既婚 ２人 知っていた ⑤ 教育・食育 専門学校を創立

女性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ⑤ 教育・食育 学校と地元企業が協力して行う社会科事業

女性 ７０歳以上 既婚 ４人以上 知っていた ⑤ 教育・食育 お洒落な保育施設

男性 ５０代 既婚 ２人 知っていた ⑤ 教育・食育 文化的な教育も推進するべきだと思います。

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 ・第一子からの行政支援(第三子は意味なし)・裸足保育(足底筋を鍛えるからこそ、体は強くなる)

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 赤湯中学校のグラウンドがいつも大雨で川が氾濫し使えなくなってしまって可哀想。学校も古いしそろそろ新しくしてきちんと

整備したらどうか。また、赤湯中学校の自転車通学可能な距離の設定がおかしいと思う。ココス近くに住んでいる子が自転車通

学出来ないのはかなりきついと思います。きちんと見直して欲しい。我が子はまだまだ中学生にはならないが話を聞いているだ

けで入れるのが不安。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 南陽市に当事者意識を持つような教育をするべき

女性 ３０代 未婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 少なくても第一子からの助成金

男性 ４０代 未婚 いない 知っていた ⑤ 教育・食育 ラーメン課があるのは知っているけど、効果は生まれているのでしょうか？広告費用はかけないとラーメンを食べに来る人は増

えないと思う。

女性 １９歳以下 既婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 スポ少だけではなく、文化部もあってもいいと思う。

『　想いを届ける目安箱プロジェクト　』



男性 ６０代 既婚 ２人 知っていた ⑤ 教育・食育 企業をもっと呼んで雇用を作り出す

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 文化系のスポ少

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 夢を持てるように教育をするべきです。希望を断ち切るのが教育ではない。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 預かり保育の時間延長をお願いします。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 進学先がないから、市外に出ざるおえない。

職業訓練校でもいいと思う。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 進学先がもっとあって、就職先に繋がっていれば住む若者は増えると思う。

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 職業訓練校や専門学校が必要だと思う。

男性 ２０代 既婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 養蚕業や製糸業で栄えた町だということを子供達に伝える場を作って欲しい。そして、その文化を少しでも復活できないのだろ

うか？

女性 ２０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 無農薬の野菜を生産する街にする

男性 ３０代 未婚 いない 知っていた ⑤ 教育・食育 文化部の放課後レッスンを受けれたらいいと思う。

男性 ３０代 未婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 就職や進学が出来ないため、住めない。専門学校や職業訓練校があってもいいと思う。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 放課後勉強する場所がもっと必要だと思う。

女性 １９歳以下 未婚 いない 知っていた ⑤ 教育・食育 専門的な職業の専門学校があれば市内で勉強できる

男性 ３０代 未婚 いない 知っていた ⑤ 教育・食育 男性の育休促進

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 専門や大学が必要と考えます

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 食育。乳児期の離乳食や幼児期の食事で悩んでいるお母さん方もいると思うので、作ってみる・食べてみるの経験ができる機会

があれば嬉しいと思いました。

例)初期食→〇/〇(木) 14時〜、中期食→〇/〇(水) 14時〜 など。

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ⑤ 教育・食育 農業高校復活

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 放課後に行うスポ少の文化系版

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 農業高校を復活して卒業したら農地をプレゼント

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 吹奏楽を放課後教えてくれる場所があれば少しは市内で進学するかもしれません。

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 子供の食事バランス講座

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 出産費用の補助金

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 全学校にエアコンなどの設備を充実してほしい。

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 子供や大人や高齢者などの食事の勉強会

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 専門学校や大学

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 学校生活を過ごしやすくするため、冷暖房をしっかりしてほしい。

男性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 高畠のように学校を合併してバスで送り迎えしてもらえると設備投資できるのではないでしょうか。

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ⑤ 教育・食育 預かり保育の時間延長を希望します。

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 病後保育ではなく、病児保育も必要なのではないかと思います。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 農家産による家庭菜園の講座

女性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ⑤ 教育・食育 子供の教育でスポーツだけでなく文化系をもっと体験しやすくするためにスポ少の文化系の開催。吹奏楽とか。

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 延長保育

女性 ４０代 既婚 ４人以上 知らなかった ⑤ 教育・食育 共働きの時代なので保育時間の延長が必要ではないか

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 保育施設を充実させて欲しい。

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 専門的な学校があれば

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 保育時間の延長



男性 ５０代 既婚 ４人以上 知っていた ⑤ 教育・食育 進学校の設立

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 中高一貫校

男性 ６０代 既婚 ２人 知っていた ⑤ 教育・食育 親が共稼ぎでコンビニ弁当など出来合いのものばかり食べているので、手作りの物の大切さを学ばせてほしい

男性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ⑤ 教育・食育 学校で地場産の農産物を食べさせてほしい

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 えくぼ以外の勉強できる場所

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 南陽産の食物で作りアイデア料理教室

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 子供のバランスのいい食事の作り方

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 家庭菜園の講座受講後、農地が安く借りれる

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 大学を作るべき

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 専門学校があればいいのにと思います。

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 全学校にエアコンをつけてほしい

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 保育時間の延長

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 書道吹奏楽等の放課後レッスン

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 ベニっこ広場のような場所

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 学生までの医療費無料

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 専門学校や大学の新設

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 ＷＥＢにいくらでも情報はあるのに知らないか、慣れていないかで新しい情報にアクセスしようという人が少なく感じる。そう

したものを危険だと遠ざけて新しいことをしったり挑戦したりする人が減らすことくらいなら、市として積極的に今の時代に必

要な教育機会を提供しなければならないと思う。子供にかぎらず大人に対しても情報リテラシーを底上げしていくような場つく

りをしていけばよいと思う。

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 共働きが増え、また一人親も珍しくはない状況で、学童保育は盛況であるなか、低額の寄宿舎を用意して安心して残業ができる

環境づくりを目指してはどうか。ハイジアパークの転用も検討

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 農業学校の復活が必要です。後継者育成する

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 地元の就職先までエスカレート式の学校

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 学校への設備投資をしてください。エアコンとか。

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 勤務時間が限られるので、保育時間の延長をしてほしいです。

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 健康を意識する時代なのでバランスの良い食事について講習会

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 放課後勉強できる施設を増やして欲しい。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 専門学校

男性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ⑤ 教育・食育 専門学校

女性 ２０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 専門学校

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 小学校にエアコンをください

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 小学校にエアコンを

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 文科系の放課後レッスン

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 進学先の専門や大学

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 保育園の無償化

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 荻小学校を廃校にしないでください。

男性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ⑤ 教育・食育 農業高校

男性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ⑤ 教育・食育 何かに特化した専門学校建設

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 保育園入園児の祝い金



女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 母子家庭にもっと補助すべきと思います。

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 土日でも預けられる保育施設

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 一時保育利用推進と利用料引き下げ

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 農業高校を作って卒業したら農地がもらえる。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 全部の学校にエアコンをつけてください。

女性 ２０代 既婚 ２人 知らなかった ⑤ 教育・食育 学校にクーラー

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 空き家はででくるだろうからそこを有効活用。畑もしながら子育てできたら最高に良い環境です。ただ、一度県外に出ると教育

の格差に驚く。英語は必須

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 バンドやアーティストの育成

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 ラーメン屋以外の飲食店の誘致。子連れで行けるような店がファミレスしかないので、アレルギー表示をして、子連れ大丈夫！

とアピールしてくれるだけで行ってみようかなと思う。

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 将来、学童保育は、引き続き保育園のように、18:30頃まで見てもらえるのか、学童保育に入れるのか不安です。

もう一人子供が欲しいが、兄弟で別々の保育園に入った等聞くと、心配で前向きになれない。

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 ＷＩＦＩつなぎやすい町

男性 ６０代 既婚 ２人 知っていた ⑤ 教育・食育 えくぼ以外に勉強できるところがほしい

女性 ６０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 教育という理由で地域参加が多すぎる。子供が忙しすぎる。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑤ 教育・食育 専門学校

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑤ 教育・食育 核家族で両親ともに仕事をしている人達のために保育時間や学童の迎え時間に融通利かせてほしい。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 仕事・職場 

（回答数：９６件） 

 

 

 

 

 

 

 



性別 年齢 結婚有無 子供人数 問①「創生総合戦
略」をご存知でした
か？

問②キーワード ◎アイデア記入欄

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 専門学校出てそのまま働ける環境があれば定住します。

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ⑥ 仕事・職場 パートやアルバイトの仕事相談会みたいなのがあると町のためにいいと思う

男性 ７０歳以上 既婚 ４人以上 知っていた ⑥ 仕事・職場 これからは働く場所が無ければ人口は減るでしょう

男性 ３０代 未婚 ２人 知っていた ⑥ 仕事・職場 後継者不足

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ⑥ 仕事・職場 どこで就職を募集しているのかわかりづらいから、ハローワークみたいな施設があると雇用促進になると思う

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 後継者を募集する街にする。農家など

男性 ２０代 未婚 いない 知っていた ⑥ 仕事・職場 事業継承するために必要な知識や準備のセミナーを開催してほしいです

男性 ２０代 未婚 いない 知っていた ⑥ 仕事・職場 最低賃金の上昇

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 女性が活躍できる仕事場を紹介してくれるシステムやイベント

男性 ５０代 既婚 いない 知っていた ⑥ 仕事・職場 工業地域として発達させて職人を育てる

男性 ６０代 既婚 ２人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 南陽市はR113とR13、東北中央道が交差する交通の要所であるにも関わらず、その地の利を生かした産業施策が行われていませ

ん。一方、南陽高畠ICの東に広がる谷地田は、排水不良の湿田地帯で早晩耕作放棄地になることが目に見えていますが、これと

いった将来の土地利用計画は見当たりません。このエリアを再開発することは、市外から集客できる仕事が生まれ、活力あるま

ちづくりにつながると考えています。

【提案】

・白竜湖周辺からIC付近までの遊休・耕作放棄地を農地環境整備事業によって集約再整備し、転用地を生み出す。そこに物流ト

ラック運送事業者、就労運転手のための大規模なトラックターミナル、物流団地を整備する。さらに、トラックの整備点検ドッ

ク、運転手が飲食、休憩、仮眠できるワンストップサービス施設を併設する。

・温泉を生かした入浴施設や飲食施設などで特徴あるターミナルを目指すことで、雇用の創出、既存事業者の業務拡張など複合

的効果が生まれる。

・物流拠点がそばにあることで、当市特産の新鮮な青果物の販路拡大につながる。

物流業界では長距離トラック運転手の就労環境の改善が求められています。東北の中心仙台と新潟、北陸、関西を中継するR113

は長距離バスも深夜運行されるなど、利便性に富む重要な路線です。先進的なトラックターミナルの需要は潜在的あると考えら

れます。南陽市の農業、観光の振興、新たな就労も期待できることから、国の補助事業も研究して是非とも実現したい。

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ⑥ 仕事・職場 専門学校や職業訓練校を新設して就職先も紹介してくれるシステム作り

男性 ５０代 既婚 ３人 知っていた ⑥ 仕事・職場 後継者不足を解消するために、人材育成塾のようなことが必要なのではないか？

男性 ４０代 既婚 ３人 知っていた ⑥ 仕事・職場 雇用を増やす

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ⑥ 仕事・職場 企業の地域貢献活動への参加を推進する

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ⑥ 仕事・職場 企業と地域貢献を補助推進して大きい力に助けてもらう

『　想いを届ける目安箱プロジェクト　』



男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 【良質な雇用があり、それが周知（働く世代に）されているか。】

・人手が足りてない中小企業は、潜在的に多いはず。マッチングイベントをポンと企画する、という単発的なことではなく、丁

寧にそこを掘り起こし、該当企業に寄り添う。労務状況の改善などのブラッシュアップも並行して行いながら、「良質な雇用」

を増やしていく。【ラーメンマップのように、南陽市にどんな企業があって、どんな雇用があるのか、各々のリストがあれば、

面白いと思う。】

・市長個人の発信を拝見すると、メームバリューの大きい企業さんへ少々寄り過ぎているのではないか、と思ってしまう、新し

い企業、目立つ企業、確かに、地域にもたらす好況は少なくないでしょう。追従する動きにつながればよいですが、温度差を生

み出すことになってしまう弊害もある。熱のない人をエデュケートするというのは、大変ですけれど、そこにすでにあるもの

に、もう少しエネルギーを向けると、結果は変わってくるのではないかと思う。

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 シェルター南陽で各種公演がある時の託児サービス充実。男性の育休促進

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 今の仕事が遠隔で出来たらいいと思います。電話なりネットなりで。今地元に戻っても、収入が減ることしか想像できません

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 企業が増えるためにはマッチングサイトなどを活用するといい

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 企業を呼び込むための取り組みが必要。就職体験をさせるなども必要。

男性 ５０代 既婚 いない 知っていた ⑥ 仕事・職場 企業に対する後継者育成の協力がこれからは必要だと思う。でないと企業が衰退する。

男性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 果樹農家は後継者が不足しています。市外から後継者を呼ぶため、仕事体験などのイベントをしてはどうだろうか。

男性 ３０代 既婚 １人 知っていた ⑥ 仕事・職場 女性の社会進出を最低限まで下げる。現状、女性が働く理由は男性の所得が少なく、働かないと暮らせないからという理由が多

数。女性が働いて世帯の所得が少し増えても保育料だけでもかなりの負担。さらに、女性が働くと男性の負担も増える。女性は

子を産み、育てるという役割の重要性を理解し、それに価値を見出す必要がある。例えば、義務教育期間中は専業主婦の子ども

一人に対し月〇万円支給など、専業主婦に対し助成する。女性の社会進出が原因で少子化が進んでいると思う。低賃金で使い捨

てられる女性の雇用と仕事を無くし、女性が社会進出したために生み出された仕事を無くして生産性を高め、社会に必要とされ

る仕事を男性を中心に取組み生産性と所得を上げて子どもを産み育てやすくする環境を整えて欲しい。女性にしか出来ない仕事

もある事は承知の上です。仕事をしたい女性は続けたらいいのですが、子どもを産んで育てる事に対して幸せを感じていない女

性が多いと思います。どうしても仕事をしたい女性は、子どもを産み育てる事の重要性を理解しその選択の上で仕事を続けたら

いいと思います。専業主婦になるメリットを作ることによって男性が仕事に専念し家庭を支えているという充実感をもって仕事

をし、社会に貢献出来る環境をつくる事が大事かと思います。

女性 ２０代 未婚 いない 知っていた ⑥ 仕事・職場 就職先が少ない。

男性 ２０代 既婚 １人 知っていた ⑥ 仕事・職場 ワインの醸造所を増やして全国にワインの地だと広める

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 企業したい若者を呼んでセミナー開催や空き家を安く貸し出す。お試し期間を作るのもいいかも。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 進学から就職までエスカレーター式の学校

男性 ５０代 既婚 いない 知っていた ⑥ 仕事・職場 有名企業を呼び込んで雇用を作ることが必要

男性 ３０代 未婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 企業は人材不足になっている。学校から直接推薦をもらう制度で地元に若者を残るようにする。

男性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ⑥ 仕事・職場 川西や米沢には病児保育があるが、南陽にはない。病後児保育ではあまり意味がないため、病児保育ができる場所を希望する。

女性 １９歳以下 未婚 いない 知っていた ⑥ 仕事・職場 職場体験

男性 ３０代 既婚 １人 知っていた ⑥ 仕事・職場 人と企業をマッチングするシステムがあれば

男性 ４０代 未婚 いない 知っていた ⑥ 仕事・職場 行政や学校や企業が協力してまちづくりを行うためにマッチングが必要。

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 職場があれば市外には出ないと思う。

女性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ⑥ 仕事・職場 職場に子供を連れて行ける企業を増やして欲しい

女性 ２０代 未婚 ２人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 待機児童持ちの親でも働ける環境の職場が欲しい。



男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 市内で進学ができるといいと思う。

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 ワイン専用の葡萄作りに特化してワインの醸造所を誘致する

男性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 最低賃金上昇

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 女性だけでなく男性の育休促進

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 高校卒業したら就職しやすい環境作り。職場体験など。

男性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 市内での就職が直結した学校建設。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 専門か大学の設置

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 働く場所さえあれば住む人は増えると思う。

男性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 企業の保養所を呼び込んではどうでしょうか

男性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 企業の後継者不足が進んでます。M &Aを活用推進するべき。

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 大企業の誘致

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 レンタルスペース

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 小さな子供を育てながら(育てやすいと感じるような)職場が増えてほしい。

女性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 子供がいても働きやすい環境整備

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 県内に誇れる企業が少ない

男性 ６０代 既婚 ３人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 中高一貫

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 男性の育児休暇

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 就職相談会などのきっかけが必要

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 女性が活躍できる職場紹介

男性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 後継者不足を嘆くならM &Aを推進補助するしかない

女性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 産休育休を取りやすいように派遣会社からの斡旋

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 山形県内の農業高校卒業で南陽で起業する場合は農地をあげる

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 就職したい企業がない。企業を育てて欲しい。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 就活案内人の設置

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 片親でも働きやすい環境が欲しい。

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 企業や農家の後継者不足の解消するため人材の育成塾

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 子供達に職業体験や企業体験の機会を与えてほしい。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 卒業して就職が直結していれば市内に家を建てると思います。

女性 ３０代 未婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 共働きや片親でも働きやすい環境を企業に進めてほしい

女性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 小さい子供がいても肩身の狭い思いをせずに働けるようにできたらいいと・・

男性 ６０代 既婚 ３人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 若者へ働く職場の提供

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 大企業の本社にきてもらう

女性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 企業がない。市長はもっと目の前に目を向けてほしい

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 仕事があれば住みたい

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 企業が増えれば雇用が増えて人口も増えると思います。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 子供のお迎えで帰っても平気な職場環境。

男性 ４０代 未婚 いない 知っていた ⑥ 仕事・職場 中高一貫校

男性 ７０歳以上 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 都会から帰っても職場が無い

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 市内企業のみの就職説明会実施

男性 ５０代 既婚 ２人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 大企業を誘致して雇用を作る。



女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 戻ってきて起業したくなるような仕組みを作って下さい。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 学校で就職を地元でできるようにサポートしてくれるといいのではないか！

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 ジョブマッチング(職探し)が気軽にできる場所が欲しい

男性 ６０代 既婚 ２人 知っていた ⑥ 仕事・職場 雇用を増やす事が必要。

女性 ６０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 若い方々が都会から戻られても、仕事があれば生活、結婚も考えられる可能性が開かれると思います。

男性 ４０代 既婚 ４人以上 知らなかった ⑥ 仕事・職場 就職先、説明会を増やしてほしい

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 働く場所がない

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 高畠 ：仙太郎下駄、米農家。赤湯 ：フルーツ農家、ワイン農家など、全てかどうか分かりませんが、後継やスタッフの不足があ

ると思います。後世に残さないといけない、技術、技、商品なども。経費はかかるかと思いますが、山形大学付属日本酒専門学

校？ぶどう、ワイン専門学校など？どこにもないので、全国から生徒さんがくるかも。私の娘は山形に沢山のホテル、旅館があ

るのに、わざわざ費用だして東京の専門学校に行ってます。全国の人がくる、サクランボ、ぶどうの時期にアンケートすると沢

山のデータが取れると思います。来年はサクランボ詰めして、高級旅館に泊まりませんか？お試し宿泊も出来ます。(赤湯に来た

方々が優先、興味があり来てくれた方だと思います)それと高校2年では進路が決まる頃にアンケート。何の仕事につきたいか？

それが市内にあれば出ていかない。逆の発想でした。職人が育つ町。

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 工業に特化して職人を育てる町にすれば後継者が増える。

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 学校を卒業しても就職したいと思える企業や職場が少ない。南陽市は子育てのことばっかりで企業を育てる気がない。ウチの会

社は山形市長の懇願により一部機能を山形市に移設しました。また人材獲得でも南陽市にある事がマイナスになって来ているの

で南陽市から本社機能を徐々によそに移しつつあります。市の仕事かと思いますが企業を育てたり支援する仕組みを作って企業

を伸ばして欲しい。そうしないとどんどん若者が活躍する場は失われます。労働力不足が深刻になる中で都会に出た人や田舎に

住みたい人への情報提供も積極的にして企業とつながる取り組みをお願いしたいです

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 川西町や米沢市の実施する病児保育（病後児保育では意味がない）があれば、より子育て世代は南陽市から安心して仕事場へ行

ける。

女性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ⑥ 仕事・職場 農業高校卒業したら農地をもらえる

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 産休をとりやすいように会社に助成金や派遣会社からの職員の斡旋

男性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 就活のマッチングシステム導入

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 農業を始める方に農地を寄付する

女性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 子供の行事で有休を使うことが多く、毎年使い切って足りなくなるので有休制度を見直してほしい。(子供のいる家庭+5日とか)

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑥ 仕事・職場 仕事と育児のバランスが難しいので、働きやすい環境を作ってほしい。

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑥ 仕事・職場 住み続けるには仕事が必要。仕事があるところに人は住む。田舎から都会に人が出ていく大きな理由は、田舎には仕事ががな

く、都会には仕事があるからに他ならない。つまり言いたいことは唯一つ、企業が仕事を行うのに最適な町にすること。都会よ

りも働くメリットのある町にすること。ただそれがどういう町なのかは私にはわかりません。

それから、これからの人口減社会と南陽市の将来を真剣に考えると、いずれ米沢市に吸収合併されることになるのではないだろ

うか。それは過去の経緯を見るに、置賜に住む米沢市民以外は望まない未来であり、そういう将来から目を逸らさずに、南陽市

民が主導して置賜市を作っていく機運も必要ではないかと考える。また、仮に米沢市を除く置賜地方の自治体が合併しても、絶

対に南陽市が出しゃばってはならない。対等に力を合わせてお互いの持つ良さを尊重して行かなければならない。当然市の職員

給与は下がるだろうし反対も多いだろうが、住み続けたいと若者世代に思ってもらうには、例えば身を切るという様な覚悟を示

す事も必要ではないかと思う。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７） コミュニティ・見守り 

（回答数：２７件） 

 

 

 

 

 

 

 



性別 年齢 結婚有無 子供人数 問①「創生総合戦
略」をご存知でした
か？

問②キーワード ◎アイデア記入欄

女性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り 地域の人との繋がりがもっと深くなるような何かがあるといい

女性 ５０代 既婚 ３人 知っていた ⑦ コミュニティ・見守り 地域ぐるみの助け合い。除雪作業など

男性 ５０代 既婚 １人 知っていた ⑦ コミュニティ・見守り 地産地消の専門ショップを解説する

男性 ３０代 既婚 いない 知っていた ⑦ コミュニティ・見守り 隣組を強化する

女性 ６０代 既婚 ３人 知っていた ⑦ コミュニティ・見守り 隣組同士で除雪や見回りをすると安心できる

女性 ５０代 既婚 いない 知っていた ⑦ コミュニティ・見守り 農業と別の業種の企業を提携させてアグリ事業推進

男性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り 朝活ツアーで街歩きや観光スポットを巡る

男性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り 社会福祉協議会が民間施設に協力をしてもらい1人暮らしの高齢者宅の見回りを強化する。

男性 ３０代 既婚 １人 知っていた ⑦ コミュニティ・見守り 誰でもいつでも参加できる組織を作り自分自身がまちづくりに参加する意識を持たせる

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り 周りには昔からの家が多くガチガチの部落意識が強そうな土地が多くて新興の分譲している他市町に目がいってしまう。土地な

どの情報を載せた総合HPなどで、各地域に住む同世代の方の匿名でいいからリアルな声を載せるとか、地域の行事を年間で乗せ

る。また、町内会の議事録とかも乗せるとイメージしやすいかも。面倒な近所づきあいのイメージを断ち切る工夫は必須。

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り 子供が外で遊べるような環境作り

男性 ５０代 既婚 ４人以上 知っていた ⑦ コミュニティ・見守り いくら行政が頑張っても、街の雰囲気を作ってるのは人ですから、市民の気持ちを変えないことには何も変わらないでしょう。

リーダーシップを取れる人間が必要です。

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り 安心安全なまちづくり

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り 市外に出て行った若者のアイデアをもらう会を開催する。お盆や年末年始がいいと思います。

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り 自己中心的な意見ばかりだと何も進まない。

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り 部落の女性たちの組織に6次産業商品の開発をしてもらう。

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り 除雪のボランティア部隊を結成してほしい

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り 堅苦しい関わりを無くすべき

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り しがらみがめんどくさい。無くして欲しい。

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り ヘルプマーク

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り 高齢者が集まって仕事ができるシステムが必要ではないか。

女性 ５０代 既婚 １人 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り 子供の見守りだけでなく老人の方にもコミュニティの場所があったらいいと思う。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り 年寄りが集まって活動できるような施設

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り 赤湯が暗い

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り 教室に店を開いて、学校内が商店街になる。

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り シニアの方々が外に出る機会が多くなり、色々な方々と関われる場が多くなる様になると、生き甲斐を持つ事が出来るのではな

いでしょうか。

『　想いを届ける目安箱プロジェクト　』



女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑦ コミュニティ・見守り レクリエーション大会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 補助金・助成金 

（回答数：１１１件） 

 

 

 

 

 

 

 



性別 年齢 結婚有無 子供人数 問①「創生総合戦
略」をご存知でした
か？

問②キーワード ◎アイデア記入欄

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 子育て助成金を増やしてほしい

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 月に一回の南陽市全体のレディースデイ。女性が多く集まるようになると思います

女性 ４０代 既婚 ３人 知っていた ⑧ 補助金・助成金 市外から引っ越してくると貰える助成金制度

女性 ３０代 既婚 いない 知っていた ⑧ 補助金・助成金 市外から引っ越してきたら、転入祝い金のような助成金

男性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ⑧ 補助金・助成金 新規事業や事業所移転する際の補助金が必要

男性 ６０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 新築住宅の助成金をもっと増やしたら、移住者が増えると思います。

男性 ２０代 未婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 高すぎて家が買えない。賃貸でいいと思うから何処へでも引越しが出来る。住宅購入の助成金をもっと増やすと購入する人が増

える。

女性 ４０代 既婚 １人 知っていた ⑧ 補助金・助成金 南陽市のみで利用できる市民通貨なんてどうだろうか

女性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 古民家を再利用して宿泊場所を増やす

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 子供の医療費補助を18歳までしてほしい。

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 東北中央自動車道南陽IC～上山IC開通による山形市及び米沢市の中間に位置する地理的条件を生かし市内に居住し市街へ通勤通

学する人への補助金の導入

男性 ７０歳以上 既婚 １人 知っていた ⑧ 補助金・助成金 二世帯住宅に建て替える先の助成金を増やす。核家族化を少しは抑えられると思います

男性 ６０代 既婚 ３人 知っていた ⑧ 補助金・助成金 冬の雪に備えるための施設に対する補助金。排雪場やロードヒーティング。雪さえ苦にならなければ住む人は増えるでしょう。

女性 ４０代 既婚 いない 知っていた ⑧ 補助金・助成金 不妊の夫婦が急増しています。不妊治療の補助金を増やしたら転入してこないでしょうか？

男性 ４０代 未婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 一人っ子からの補助金

女性 ２０代 既婚 いない 知っていた ⑧ 補助金・助成金 農業の後継者を呼び込むため、ひきこもりの人たちを雇用して、空き家を貸し出し南陽市に居住してもらう。

女性 １９歳以下 既婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 乳児保育料の無償化を希望します。

男性 ２０代 既婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 1人目の子供からの補助金

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 企業の育休推進

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 子供の医療費免除

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 住みたいと思う町は金銭的に助かるまち

男性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 転入して来た夫婦に家賃を決まった期間の間、いくらか補助して、家を建てる時も補助金が出れば定住したくなると思います。

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 雪に対応するための施設の補助金

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 不妊治療の助成金

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 子育て都市宣言のわりに住民税や保育料が米沢市などの隣接する自治体より高い。宣言しただけの事をすべき。医療の補助範囲

も狭い気がする。

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 若者が企業しやすいように空き家を無償で借り出したり、開業後の補助をほかの市より優遇する。

女性 ３０代 既婚 １人 知っていた ⑧ 補助金・助成金 一人っ子からの子育て補助金がある街は魅力があります。

『　想いを届ける目安箱プロジェクト　』



男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 1人目から子育て助成金

女性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ⑧ 補助金・助成金 三人以上の子供がいると助成金が多くなると助かります。

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 都心と比べて土地は安く大きい家が建てられる。何平米以上の新築には補助金を用意する。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 一人目からの補助金を

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 市内在住の夫婦で三人以上からの出産祝い金

男性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 出産費用が高いので、差額補填や出産祝い金など

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 除雪の設備投資の補助金

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 出産費用の補助

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 子供の医療費延長。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 Uターンの家族に戻る時の引っ越し代を補助する。

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 出産時の差額補助金

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 子供の医療費補助延長して欲しいです。

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 出産祝い金

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 高校生までの医療費無償化

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 子育て助成金。出産時とか家建てる時とか子供の医療費などの充実。

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 新築住宅の補助増額

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 いまは、子どもが3人目以降の助成がありますが、もう、2人目が生まれた時点で、1人目にも負担が減る助成内容にする。3人

目、4人目と生まれた時点でまた更なる助成があれば、生まれてからの経済的な不安も軽減され、家族計画にも先が見える。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 不妊治療の助成強化

女性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 学生まで医療費無料

女性 ２０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 もっと子供のために補助金がほしい

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 農地の税制免除

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 2人目以降の出産祝い金

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 出産時の病院による差額を補助金でまかなってほしい

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 除雪費がかかる。補助してほしい。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 子育て世代定住の補助金はありがたいです。続けて下さい。

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 三人目以降の祝い金

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 転入の補助金強化

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 Uターン世帯の引越し金補助

女性 ４０代 既婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 不妊治療の補助金

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 Uターン企業の補助金

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 農業を始める方へ空き地を提供

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 出産祝い金

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 不妊治療の補助金

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 子供の医療費免除

男性 ６０代 既婚 ３人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 中学生まで医療費免除



男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 持続化とか販売促進とかそういう本来自助努力ですべきものに出している補助金はすべてやめればよい。新しいことへのチャレ

ンジや失敗した人の再起などに対してお金を出してやりたいことを応援することに資金を投じるべき。もちろん社会的弱者の救

済や社会的意義のある文化等分野には補助金をある程度準備すべき。小～大学生にやりたいことを自由に挑戦できるように仕組

みを含めた補助金を作って欲しい。

女性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ⑧ 補助金・助成金 3人目以降の補助金

女性 ２０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 子供の医療費無料延長

女性 ４０代 既婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 不妊治療の助成金

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 出産祝い金

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 子育て世代の新築住宅補助金を増やして欲しい。

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 三人目以降の補助金

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 出産費用差額の補助金

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 南陽市に戻ってくる家庭の引越し費用負担

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 不妊治療費や出産費用の補助があれば戻ってくるのではないでしょうか。

男性 ４０代 未婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 高校生まで医療費無料化。ほかの地域ではやってます。

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 出産祝い金

男性 ５０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 除雪作業の補助金

女性 ４０代 未婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 医療費無料の年齢延長

女性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 不妊治療補助金が少ないと多いところに引っ越そうと思います。

男性 ３０代 未婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 出産費用が病院によって違うので差額だけでも補填してほしい。

女性 ３０代 未婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 ひとり親でも気軽に使えるサポート体制

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 入学時の祝い金

女性 ５０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 教育資金の補助

男性 ５０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 市外からの転入助成金があるといいと思う。

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 児童手当を増額してほしい。

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 若者に多く出してほしい

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 子供に補助金を

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 三人目以降保育料無料とか収入の制限があったりして完全なる制度ではない。

女性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 出産祝い金

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 南陽市に長く住んでいる夫婦でも新築を建てるときの助成金を出してほしい。

女性 ２０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 市外から転入助成金があるといい

女性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 片親家庭支援の為の、住宅アパートなどがあると良い。赤湯は地盤が悪いので家を建てようとすると地盤を直す為の余計なお金

がかかる為建てるのを躊躇してしまう。それでも、他県や他市から引っ越して来て家を建てる人には補助金等が出るなどの制度

があれば増えると思う。

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 保育料の実質無償化

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 ・一時保育利用の拡大周知、利用料引き下げ

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 がん検診の補助金が欲しい

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 人間ドックの補助金が欲しい

男性 ２０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 第一子からの補助金



男性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 ①他市から移住に対して助成あるけど、市内在住のアパート住まいの人に対しての助成が皆無。新築定住希望者に助成を。

②子育て家庭への支援が少ない。

産後のお祝いがゴミ袋数袋とか笑ってしまった。せめて一年分何度でも無料券とか、オムツ半年分プレゼントとかの方が考えて

くれてるなと思う。それか産後のパパママの疲れを癒すマッサージプレゼントとか子ども手当以外の支援。

③一人目から保育園無料か半額の助成。

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 第三子以降に対する支援を拡大して欲しい。所得制限を設けると多くの家庭が支援を受けられない。

女性 ２０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 3人目以上の出産祝金

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 3歳児未満の保育料の助成が少しでもあると助かる。

女性 ２０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 がん検診、人間ドックの補助金が欲しいです。

女性 ５０代 未婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 予防接種が昔に比べ非常に多くなりました。自費での出費が非常に高いものもあり、他市では助成してくれたりもします。是非

南陽市でも子育て支援にもっともっと力を入れ、他市に住まわれている方が羨むような活動をしていってほしいと思います！

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 子育て定住補助金はすごくありがたかった。私も実際に米沢より引っ越してきました。今後も続けていただきたいです

女性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 所得制限を無くしてほしい

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 他の市から来て家を建てる人に補助金が出ると良い。地盤が悪い

男性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ⑧ 補助金・助成金 老害より未来ある若者に金を！

男性 １９歳以下 未婚 いない 知っていた ⑧ 補助金・助成金 高校生の医療費無料(他の市町村では実施しているところがある)

男性 ４０代 既婚 ４人以上 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 不妊治療補助金

女性 ５０代 既婚 ２人 知っていた ⑧ 補助金・助成金 3人目以降保育料無料とか、収入の制限があったりして嘘だ。完全な制度ではない。安心して働けない。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 住みたい、住み続けたいと思わせるのなら補助金、助成金が他と比べて良くないと何の魅力もないと思う。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 子育て支援を充実してほしい。オムツのゴミ袋は燃えるゴミ袋ではなく、透明袋でも可にしてほしい。ゴミ袋の助成より有用と

思います。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑧ 補助金・助成金 不妊治療補助金



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９） 空き家・耕作放棄地 

（回答数：９１件） 

 

 

 

 

 

 

 



性別 年齢 結婚有無 子供人数 問①「創生総合戦
略」をご存知でした
か？

問②キーワード ◎アイデア記入欄

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 高齢者が集まるサロンがあるといいんではないか

男性 ４０代 既婚 ３人 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 ビジネスホテル建設

男性 ５０代 既婚 １人 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 観光客を集めるにはビジネスホテルを建設すること

男性 ６０代 既婚 いない 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を市で所有の宿泊施設にしたらいいだろう

男性 ６０代 既婚 ２人 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を利用して起業する方へ補助金で推進する

男性 ６０代 既婚 ２人 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 空いた土地でパークゴルフ場

男性 ７０歳以上 既婚 １人 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き地をパークゴルフ場にしてほしい

男性 ６０代 既婚 いない 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 パークゴルフ場があるといい

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 屋内の遊び場があると子育て世代が増えると思う

女性 ５０代 既婚 ２人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家をリノベーションの勉強してる方々にリノベーションしてもらい安価でできるといいのですが、更にデザイン的にも枠に

はまらず良い物が出来るのかな？まず毎年沢山の人、家族で1週間位過ごしてもらう。費用は住むので、水道、電気などかかるの

で多少は費用は負担して頂く。無料にするから本気の人が来ないんだと思います。アンケートには街に何が必要だと思う、逆に

何がないと住めないとか？南陽市には産婦人科かないと聞いたのですが、病院の先生などにも移住を勧めるのもいいのかな。巷

では全国安心な町は少なくなりました。自分も東京で子育てしてた時は公園には浮浪者、小児科は子供の減少で閉鎖が続いた

り。こちらに来て小児科に連れて行くと点滴してもらえる。びっくりしました。人によって何が必要かは違うので。住んでもら

うのが一番かと。

男性 ３０代 既婚 いない 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家や空き地をアーティストに無料提供

男性 ６０代 既婚 ３人 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 ビジネスホテルを作れば観光客を呼び込める

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 使ってない農地をレース場にしたら活性化されるのではないか。自転車とか

男性 ３０代 未婚 いない 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を利用して、町全体を美術館にする

男性 ３０代 既婚 いない 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 農地の貸し出しをして若者の農家を増やす

男性 ４０代 既婚 １人 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を市で所有して、宿泊施設として使用。管理は旅館組合にお願いするなど。

男性 ４０代 未婚 いない 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を利用した民泊施設

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 使ってない田んぼを利用した泥遊び場

女性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家をニートに貸して、南陽市で自立支援を促し就職先を斡旋する

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家をアーティストに無償提供でアートの街

男性 ５０代 既婚 ３人 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 宿泊施設をもっと増やすべき

男性 ５０代 既婚 １人 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 宮内に泊まれる場所が少ないので、民泊できるシステム

男性 ６０代 既婚 ４人以上 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 ハイジアパーク近辺にオートキャンプ場を作る

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 昔の街並みのまま利用して赤提灯横丁を作る

男性 ７０歳以上 既婚 ４人以上 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を利用して井戸端会議出来るようなサロンにする

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家と人材のビジネスマッチングにより商業の発展

『　想いを届ける目安箱プロジェクト　』



女性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 耕作放棄地を整備して屋外の劇場を作ってライブなどのイベント開催地とする。

女性 ５０代 既婚 ２人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 オートキャンプ場の整備によって高速道路から呼び込めると思う

女性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 人材を育てるベンチャースクールを空き家などで開催する起業促進

男性 ４０代 既婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 売り地、貸地があるのに分譲、新築の家が増え続けるのが不思議に思う。売る側、貸す側の顔や素性、その家や土地の経緯がわ

からないからそういう物件は遠慮されるのだと思う。なので土地や建物のオーナーが自らアピール出来る場があれば良いなと思

う。

男性 ５０代 既婚 １人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き地を活用したイベントや体験教室は出来ないだろうか

男性 ５０代 既婚 ２人 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 オートキャンプ場を作り、高速から引き込む

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を宿泊施設に改装する

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 田んぼでのアート作品

女性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家に若者の経営するネットショップの事務所に貸し出す。

男性 ５０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を利用した宿泊施設を運営する

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 348の空き地を全部ひまわり畑にしたら、高速から降りて南陽市を通過してくれる人も出てくると思います。

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家や空き地を有効に使わないといけない。

男性 ３０代 未婚 いない 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 旅館ではなくて大勢が宿泊できるホテルをつくったほうがいい

男性 ３０代 未婚 いない 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 まずは宿泊施設を増やしてまちづくりの環境を整えてはいかがでしょうか。

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 企業する農家さんに農地の無償貸し出し

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 起業する人へ無料貸し出し

男性 ４０代 未婚 いない 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 新居建設時の助成金はいいが届け出が分かりづらいし、助成金の広告をもっとするべき。市が考えている良さが伝わらない。

女性 ４０代 未婚 いない 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 放棄地を利用して桑畑を再生してみてはどうでしょうか。子供達に歴史を教えることもできる。

男性 ２０代 未婚 １人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 後継者がいる農家に農地を無償で提供する。

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 一般の人が空き家をリノベーションして住んだら助成金が出る仕組みができたらいいなと思う。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 農家を始める人への農地無償貸与

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き地を振興開発する。

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 スケボーパーク。

男性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を利用して宿泊施設

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 新築住宅補助金

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家をリフォームしてひとが集まる場所にする

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 農業の推進に向けて、農地を無償で提供して、売り上げの一部か作物をを貸主に還元する。

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を安く子育て世代に貸し出す。

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家でアーティストに絵を教えてもらいたい。

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を貸し出して直島のような町全体をアートの町にする。

女性 ２０代 既婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を市民同士で結婚した夫婦にプレゼントする。

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 古民家を利用した起業者に補助金や空き家の無償貸与。

男性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 解体費用の補助金

男性 ６０代 既婚 ３人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 リフォーム自由の空き家を子育て世代が新築を建てるまで無料貸与

男性 ５０代 既婚 ２人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 新築を建てるまで空き家を無償で貸す

男性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 若者向けの公的な住宅

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 土地を安くしてほしい

男性 ２０代 未婚 いない 知っていた ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家が探しにくい。あっても改修に何百万かかるみたいなのばっか



女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 起業する人に周りの市より安く貸し出す

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 猫が住みついていたりして臭いがあるので何とかして欲しい

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 新築住宅を立てるまで空き家を貸し出し

男性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 起業する方に空き家プレゼント

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を宿泊施設にする

男性 ６０代 既婚 ３人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 パークゴルフ場

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を利用した高齢者サロン。

男性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 地元に戻ってマイホームを建てるまでの間に空き家を貸してもらえるといいですね。

女性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 南陽市で起業したい方に無償で貸し出し

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を高齢者が集まれる場所にする。

女性 ５０代 既婚 １人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を活用して高齢者が集まる場所にしてほしい。

男性 ４０代 未婚 １人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を利用して片親家庭支援のための住宅アパートがあるといいと思います

男性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き地をいっそ工業地域にしてはどうでしょうか

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 若者向けの公的住宅への利用

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を無料で貸し出し(1ヶ月とか)

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家をリノベートして、市外からの移住者を増やしてほしい

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空いた土地を工業地域に転換する

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 若者向けの公的住宅への利用

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 道の駅

女性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 新たな宅地造成を行うのでなく既存の住環境を再編し【リフォームリノベーション】

新規の戸建て住宅の平均価格よりも安く子育て世代などに提供する

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 若い人に空き家を貸す、若い人に畑を貸すなど

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家耕作放棄地再生プロジェクト。空き家や耕作放棄地を借りて若者グループが何か出来るような仕組みを作ってほしい。週

末とかに耕作放棄地で何か作物を作ったり、空き家になった古民家などを自由にリノベーションして活用出来るような補助金や

支援をしてほしい

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家の持ち主で、空き家の処分を検討しているような方から協力を頂いて、空き家を子育て支援住宅にし、低い家賃で、子育

て世帯があまり家賃の心配をしなくても住んで行けるようにしたら良いのではないか。また、その住宅を気に入れば購入も可能

なようにすれば、空き家の減少にもつながるのではないだろうか。

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家を子育て世代へ提供

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 眺めの良いところはたくさんあるのに家を建てる場所がない。

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 空き家などは危険なため、チャレンジ施設(リフォームの練習や改装して店として活用)に利用する。放棄地も同様に営農を考えて

いる人に貸し出しをする。

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ⑨ 空き家・耕作放棄地 若い人に空き家を貸す、若い人に畑を貸す、もしくはあげる



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０） その他 

（回答数：９８件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



性別 年齢 結婚有無 子供人数 問①「創生総合戦
略」をご存知でした
か？

問②キーワード ◎アイデア記入欄

女性 ４０代 未婚 １人 知っていた ⑩ その他 シングルマザーが住みやすいまち

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 古い考えも重要だと思うが、確信も大切だと思います。

女性 ５０代 既婚 １人 知っていた ⑩ その他 安全な街であればいい

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 お洒落なお店が増えると若い人は遊びに来ると思う。

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 若者や子育て世代が住みたい街になるには、補助金が多いかオシャレで憧れる町です。何かが足りないくらいなら住みますが、

何もない町には住まない。

男性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 マンション建設

女性 ５０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 高齢者に地域情報アドバイザーとして観光案内をしてもらうと雇用も生まれる

男性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ⑩ その他 バリアフリーは、新しい価値をつくる。バリアバリューの考えのもと、トイレ、お店、はたまた観光果樹園南陽市内のほとんど

が理解し、バリアのない南陽市にする政策を進めること。バリアがないことは、お年寄りに優しく、子育てのベビーカーお母さ

んにもやさしい。生きている住民すべてが住みやすくなる。車椅子の方も飲んだくれる街、福祉を楽しく考える街。南陽市に

は、スカイパークがある。一体として、整備も必要。水道を出る環境をつくる必要があると思います。パラグライダーのパラリ

ンピック、ナショナルチーム誘致も進めてはどうでしょうか。

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 企業と市が協力した地域活動があると雇用が生まれて人が集まる。

男性 ５０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 障害者やシングルマザーや高齢者など弱者に優しい街づくり

男性 ４０代 既婚 ２人 知っていた ⑩ その他 養蚕業の復活。桑畑の再生

男性 ４０代 未婚 いない 知っていた ⑩ その他 想いを届けても実行してくれるとは思えない。

女性 ４０代 既婚 １人 知っていた ⑩ その他 現市民が住みやすく愛着を持たないと考えることも伝えることもしないでまちづくりは成り立たない。

男性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 山が枯れて来ている。自然は財産です。樹医などを呼んで自然が生き生きした町に戻して欲しい。

男性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 若者に人気のあるショップを開店する。スタバ、ハンバーガーショップ、洋服屋さん、雑貨屋さんなど。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 災害が少なくて安心して住めるので、そのことを大々的に発信してはどうでしょうか。

男性 ６０代 既婚 ４人以上 知っていた ⑩ その他 まちを作るのは人の心です。心を変えない限りまちが変わることはないでしょう、

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 どこかで落ち葉を活用して高齢者などの雇用を生んだ行政があります。高齢になっても働かないといけないのだから、高齢に

なっても仕事がある町であれば、住みたいと思うのではないでしょうか。

女性 ２０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 オーガニック専門店

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑩ その他 菊まつりをもっとイベント化して若い人が参加したくなる祭りに変える。

女性 ３０代 既婚 １人 知っていた ⑩ その他 パチンコ屋はいらないと思う。教育にも悪い。

男性 ４０代 既婚 １人 知っていた ⑩ その他 地元に帰って来たら給料が下がった。最低賃金を上げる必要があります。

男性 ３０代 既婚 ２人 知っていた ⑩ その他 空き家を家具付きの宿泊施設にして南陽市民のお試し期間を作る

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 都会に出て行った人に協力を促してまちづくりのアイデアをもらう。自分で作ったからには戻ってくるのではないでしょうか。

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 医者の質が悪い。

『　想いを届ける目安箱プロジェクト　』



男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 人口を増やすには目立つことをするべきだと思う。

女性 ４０代 未婚 １人 知らなかった ⑩ その他 片親でも活躍できるようにして頂きたいです。

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 大型店舗に押されて個人店が衰退しています。個人店には個人店の良さがあります。

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 ワインの醸造所を誘致や企業支援を行う。

男性 ３０代 未婚 いない 知っていた ⑩ その他 無料WiFi

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 観光地化するのなら、宿泊施設を増やす。そして安価なところと高価なところとの住み分けが必要。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 市外に出て行く人に聞いてみるといいんじゃない

男性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ⑩ その他 医療機関の強化。待ち時間が長いので医者を増やして欲しいです。

男性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ⑩ その他 ビジネスホテルがあると便利だと思う。

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 南陽産ワインのブランド化

男性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ⑩ その他 障害者でも観光できる町なら、住みやすい町につながるのではないでしょう

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑩ その他 南陽市の子育て情報やイベント情報、市の魅力や産前産後に役立つ情報などがまとめられたアプリやサイトがあるといいと思い

ます。産後の悩みもなかなか相談しづらい方もいると思うのでネットで相談する場があっても良いと思います。

女性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 ワインの産地として有名にする取り組みが必要です。

男性 ２０代 既婚 いない 知らなかった ⑩ その他 市議会議員がどんどん若い人に変わって行かなければ新たな町には生まれ変われないのではないでしょうか！

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 無料インターネット

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 南陽の良さを全国放送コマーシャル

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 一戸建てを建てるのはハードルが高いです。マンション建設してほしいです。

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 歩いて楽しい町

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 ラーメンを押し出すのであれば、もっとPRすべきだと思う。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 このキーワードの一つひとつではなく掛け合わせて行うといいと思います。例えば、空き家を利用して雇用の推進。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 南陽市にいるとき使える観光や生活アプリ

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 南陽市で大地震が起きたらどうなるのでしょうか？安心安全が一番です

男性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑩ その他 都心の学生にまちづくりの実験をしてもらうのはどうでしょうか。

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑩ その他 ユーチューブの活用

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 町全体wifi無料

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 特になし

男性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ⑩ その他 Youtubeなどで市の観光案内

女性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 南陽市でしかできない暮らしをユーチューブなどののせる

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 魅力的な男性がいないから市外に嫁いで行くのでしょう。

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 観光ガイドマップの統一

女性 １９歳以下 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 コンビニをもっと増やして

女性 ３０代 未婚 １人 知らなかった ⑩ その他 まずは観光客を増やすために観光案内所の近くにwifiスポット

男性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 古い考えがいらない

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 南陽産の直売所を大々的に経営してほしい

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 バリアフリーの観光をもっと進めるべき

男性 ３０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 白竜湖の整備と観光地化

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 ディズニーランドの誘致



女性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 上山市と芸工大で行っている空き家プロデュースを参考にし、市内の空き家を子育て世代が購入しやすいようにする。また、小

規模な子供遊び場としても活用することで家庭的な遊び場とする。何箇所か用意すれば市外の大型施設へわざわざ行かなくても

すむし、市民が集う場とすることができる。

男性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑩ その他 災害が少なく安全な町だという事をもっと公言してもいいのではないか。

男性 ４０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 物価が高い。

男性 ７０歳以上 既婚 ４人以上 知っていた ⑩ その他 高速道路が通って人が通過するようになるので、白竜湖や烏帽子山付近にシンボルが必要ではないだろうか。

女性 ２０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 乳児の遊び場が必要

男性 ４０代 既婚 ３人 知っていた ⑩ その他 南陽市に期待していない

女性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ⑩ その他 出会いの場の提供

女性 １９歳以下 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 近くで遊べる場所が欲しい

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 ミスタードーナツ復活

男性 ４０代 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 星野リゾートに協力していただく

男性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ⑩ その他 まず行政がやっている取り組みを知りたいと思わないといけない。市民の意識を向上させないといけない。

男性 ５０代 既婚 ３人 知らなかった ⑩ その他 災害が少ないので安心できる町ですが、それをもっと伝えるべきだと思う。

女性 ３０代 未婚 ２人 知らなかった ⑩ その他 入りづらいお店が多いので、各お店の前にどういうことが得意な店なのかを共通のデザイン看板で掲示するようにする。

男性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 出産祝いを実用的なものにしてほしい。長井市のような感じで。

男性 ７０歳以上 未婚 いない 知らなかった ⑩ その他 水害を始めとする災害対策を行って、安心して住めるようにしてほしい。

男性 ５０代 既婚 １人 知っていた ⑩ その他 人が変わるべき。

女性 ３０代 既婚 いない 知らなかった ⑩ その他 駅前に温泉が欲しい。

男性 ２０代 既婚 ２人 知らなかった ⑩ その他 なし

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ⑩ その他 素掘りの農業用水路が危ない。蓋を付けてほしい。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑩ その他 シェルター南陽ができイベントでたくさんの人が訪れる中、気軽に泊まれるビジネスホテルが必要だと思う。旅館もいいが、若

者にはハードルが高く、コンサートなどは21時前後に終わるので泊まればいいと考える人にはビジネスホテルが適しており、な

いと山形や米沢にお客さんが流れてしまうと思う。

女性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ⑩ その他 特になし

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ⑩ その他 素掘りの農業用水路が危ない。子供が落ちておぼれる危険性があるので、蓋をかけてほしい。

女性 ３０代 未婚 １人 知らなかった ⑩ その他 市民税が高い、他と比べて

女性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ⑩ その他 特になし

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑩ その他 冬場の光熱費が高い。

女性 ３０代 既婚 １人 知らなかった ⑩ その他 マクドナルドがあってほしい。

女性 ３０代 既婚 ３人 知らなかった ⑩ その他 ハンバーガーのファーストフードがほしい。

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑩ その他 【出産祝いを、いっそ、物質的な還元でなく、それ以外のところを強化してはどうか。】

現状の、ゴミ袋、他地域の人に住んでる友人から、ギャグだろレベルで笑われた。予算が限られてるでしょうから、しょうがな

いことです。わかってはいるんですが、「子育て世代を応援する」という看板をあげている市として見たとき、残念感がハンパ

ない。椅子or手形の木工品にしても、そこまで嬉しいと思わない人もいるのでは？

ハイジアパークで月１で行っている身体測定のような、例えば母親のコミュニティつくりにつながるような機会を増やす、小学

生が仕事を体験できる、経済、お金の仕組みを学ぶ機会がある、など、モノではなく経験の面で打ち出していってはどうだろう

か。



女性 ４０代 既婚 ３人 知らなかった ⑩ その他 子育てする若者が定着しないと人口減少問題は、前に進まない。子育て世代減税を模索、子育てするなら南陽市を実現してほし

い。税収が減少しても、長期的には、子育て世代の転入を増やして、税収確保。

難しい場合は、子育ては市民全体の役割の理解のもと、南陽市民から、毎年１人1000円の南陽市未来子供環境税なるものを頂

き、子育ての施設整備など、子育てに関してインパクトのある政策、施設整備をしてほしい。南陽市屋内子供の遊び場は、ぜ

ひ、検討してほしい。とにかく、子育て世代の20,30台が南陽市に帰ってきて、他から転入して生活を営むことのできる政策を進

めて頂きたい。

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ⑩ その他 今回の内容に直接関係ないが、将来的に考えて運転免許返納後の移動手段が少ない。これでは活動機会や範囲は大幅に減少し、

結果的に寝たきりの方が増えてしまう。デマンドタクシーの導入やバスを病院だけでなく店舗をとおるような工夫が欲しい。

女性 ３０代 既婚 ４人以上 知らなかった ⑩ その他 そこそこ近くにイオンがほしい

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑩ その他 医療費学生は無料

女性 ３０代 既婚 ２人 知らなかった ⑩ その他 人口減を見据えたコンパクトな街作り。公共のコスト削減して他のプランに予算を回す。

女性 ３０代 未婚 １人 知らなかった ⑩ その他 吉野地区に人を

女性 ３０代 未婚 １人 知らなかった ⑩ その他 除雪をもっときれいにしてほしい。道の端に塊を置いていく。

女性 ４０代 既婚 ２人 知らなかった ⑩ その他 病院等の医療関係の充実。皮膚科、眼科、耳鼻科が少ない。



 

４．掲載メディア 

山形新聞社（Ｈ30.7.11） 

 

米澤新聞社（Ｈ30.9.18） 

 

 

 

５．おわりに 

       本書では、『南陽市まちひとしごと創生総合戦略』に関わる行政の取り組みをより良いもの

にするため、私たちは南陽市に関わる様々な方へアンケートによるヒアリングを実施し、行

政や我々のような諸団体だけではなく多くの市民がまちづくりに積極的な関りを持つことが

必要であるということがわかりました。本アンケートでは、主に「子育て世代の定住促進」

に資する内容とさせていただき、集計したものをアイデアブックとしてまとめさせていただ

きました。本書をきっかけに私たち市民が地域の未来を後世に繋ぐ責任を自覚し、今後地域

発展に向けてまちづくりに取り組むための一助となればと切に願います。 
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