
平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
1 河南 良いこと 人間関係が楽。干渉されない。 人・地域
2 河南 良いこと 人が優しい。 人・地域
3 河南 良いこと 子供時代に遊んだ人に会える。 人・地域
4 河南 良いこと 町内会での協力体制ができている。 人・地域
5 河南 良いこと 河川公園がきれい。 自然・環境
6 河南 良いこと 季節ごとに変わる音・色・風景（鳥の鳴き声・市民の森） 自然・環境
7 河南 良いこと 自然のままの風景が美しい。 自然・環境
8 河南 良いこと 白樺が多くて山村暮らしは久慈市の自慢。 自然・環境
9 河南 良いこと 市日 観光

10 河南 良いこと
あまちゃんのおかげで友人が久慈に来た。
塩の道を案内できた。

観光

11 河南 良いこと 新鮮な食べ物が久慈は特においしい。 観光
12 河南 良いこと 刺身がうまい。酒に合う 観光
13 河南 良いこと ラーメンがおいしい。千草もいいけどたつみ食堂。 観光
14 河南 良いこと おいしいお酒がある。 観光
15 河南 良いこと 短角牛が自慢 観光

16 河南 良いこと
山根の田楽が食べごたえがあっておいしい。
（山根＞侍浜＞野田）

観光

17 河南 困ること イベント会場が遠くて不便（山根、山形） 道路・交通
18 河南 困ること 荒町の歩道がでこぼこ。 道路・交通

19 河南 困ること
町内の停留所が岩銀前にしかないので、荒町付近から乗る
のに不便。市民バスがポケットパークに停まるといい

道路・交通

20 河南 困ること 長内橋～九戸印刷前の通りの車が、歩行者にとって危険運 道路・交通
21 河南 困ること 車イスだと歩けない道路・歩道。 道路・交通

22 河南 困ること
歩行者と自転車に優しくない道路・街
（特に踏切付近）ＪＲ

道路・交通

23 河南 困ること 食べ物の値段が高い。 生活・福祉
24 河南 困ること 市日で売られている物に魅力がない。 観光
25 河南 困ること コンビニが必要。近くに欲しい。 生活・福祉
26 河南 困ること 商店街に欲しい物がない。 市街地
27 河南 困ること まちなかで重いものを持ち運ぶのが大変。便利屋があるとい 生活・福祉
28 河南 困ること まちなかに車を停めるところがない。 市街地
29 河南 将来のまち歩行者・車イス・自転車に優しい道・街。 道路・交通
30 河南 将来のまちポイ捨てしないまち その他

31 河南 困ること
河川敷でスケボーすべきではない。他にやれる場所がある。
（中の橋上流の左岸に立看板がある）

生活・福祉

32 河南 将来のまち川のきれいな久慈市。 自然・環境
33 河南 将来のまちコンビニがあるといい。 生活・福祉
34 河南 将来のまち配達などをやってくれる便利屋さんがあるといい。 生活・福祉
35 河南 将来のまち街なかに駐車場がほしい。 市街地
36 河南 将来のまち山根温泉のような施設が街に欲しい 施設整備

37 河南 将来のまち
市民１人１人が自然を大切にして欲しい。
（ごみを拾っても減らない。魚がいなくなった）

自然・環境

38 河南 将来のまち１人暮らしの高齢者が共同で暮らせる仕組み・施設が必要 生活・福祉
39 河南 将来のまち町内の人が共同で作業するまち 人・地域
40 河南 将来のまち高齢者のために交通の便を良くして欲しい 道路・交通
41 河南 将来のまち若い人がやる気を持てるまちになって欲しい 雇用・産業
42 河南 将来のまち新しい建物は市の中心地につくって欲しい 施設整備
43 河南 将来のまち子供の声が響くまちなか 市街地
44 河南 良いこと 琥珀!! 観光
45 河南 良いこと 山形町の闘牛・平庭・白樺 観光
46 河南 将来のまち特産物を定着させよう!! 雇用・産業
47 河南 良いこと 景色がいい。 自然・環境
48 河南 良いこと 空気がいい。 自然・環境
49 河南 良いこと あまちゃんで認知度アップ!! 観光
50 河南 良いこと 美人が多い。 人・地域
51 河南 良いこと 地域の中で食べ物をおすそわけしてもらえる 人・地域
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平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
52 河南 良いこと 都会と比べて保育施設がある。 生活・福祉
53 河南 良いこと 小袖海岸 自然・環境
54 河南 良いこと 食べ物も水も美味しい。 自然・環境
55 河南 良いこと イベントでのもちまき 観光
56 河南 良いこと あまちゃんのロケに参加できた。 観光
57 河南 良いこと 知り合いが多い。 人・地域
58 河南 良いこと 仙台より美人が多い。 人・地域
59 河南 困ること 情報がもっと広く、わかりやすい形にしてもらいたい 行政
60 河南 困ること 地区単位ではキツいので市全体での取り組みが必要 行政
61 河南 困ること 行政からおりてくるものが、現状に即してない 行政
62 河南 困ること 人口が少なくなっているのを理解してもらいたい。（区長配布 人・地域
63 河南 困ること 子供たちにコミュニティをしっかり学習・体験してもらいたい。 人・地域
64 河南 困ること 商店街問題⇒市に１つ形を提示してもらいたい。 市街地
65 河南 困ること 人が少ない。 人・地域
66 河南 困ること 行政はＰＲの仕方× 行政
67 河南 困ること 町内会に若い人がいない。（出てこない） 人・地域
68 河南 困ること 市民全体が盛り上がらない。 人・地域
69 河南 困ること 現実よりバーチャルに依存している 人・地域
70 河南 困ること 先祖の土地を大切にしすぎている。 人・地域
71 河南 将来のまち自然の力を活用する。 雇用・産業
72 河南 将来のまちバリアフリーなまちづくり。 行政
73 河南 将来のまちまちづくりの重点を見つける。 行政
74 河南 将来のまち秋まつりを中心としたコミュニティづくり（高校生も参加） 人・地域
75 河南 将来のまち地域の魅力を再発見。 人・地域
76 河南 将来のまち市民以外も参加できるまつり 観光
77 河南 将来のまち完全に充足させないまち。 行政
78 河南 将来のまち国際的なまちづくり。 行政
79 河南 将来のまち避暑地のまち「久慈」 観光
80 河南 将来のまち背伸びしない、今ある魅力を活かしたまちづくり!! 行政
81 河南 将来のまち観光をＰＲ!! 観光
82 河南 良いこと 人とのつながり。 人・地域
83 河南 良いこと 海の幸がおいしくて、酒が飲めるようになった（天然ほや） 自然・環境
84 河南 良いこと 雪が少ない。 自然・環境
85 河南 良いこと お祭りが楽しい。 観光
86 河南 良いこと 山車が大きい。 観光
87 河南 良いこと ガタゴン祭りもある。 観光
88 河南 良いこと まめぶ。あっさり味でおいしい。 観光
89 河南 良いこと 海あり山あり。 自然・環境
90 河南 良いこと 海水浴ができる 観光
91 河南 良いこと やませのおかげで涼しい。 自然・環境
92 河南 良いこと 気候がいい。 自然・環境
93 河南 困ること 運動施設が散乱している（集約を） 施設整備
94 河南 困ること 大雨で水がたまる（中の橋） 生活・福祉
95 河南 困ること 市内の主要施設がバラバラ 施設整備
96 河南 困ること 街路灯が管理不足（老朽化） 施設整備
97 河南 困ること 盛岡に行くのに時間がかかる。 道路・交通
98 河南 困ること 市政懇談会で出した意見が反映されない。 行政
99 河南 困ること 街なかにお店が少ない。シャッターがしまっている。 市街地
100 河南 困ること 商店街が弱っている（復活を） 市街地
101 河南 将来のまちコンパクトシティ。 行政
102 河南 将来のまち学校（久慈高校）と駅が近くなっていたらいい。 施設整備
103 河南 将来のまち町内で子供の声がするまち。 人・地域
104 河南 将来のまち住みたい人（移住者など）が久慈に住む。 人・地域
105 河南 将来のまち裏通りをきちんと整備する 市街地
106 河南 将来のまち施設の集約化。 施設整備
107 河南 将来のまちショッピングモールがあればいい 生活・福祉
108 河南 良いこと 夏涼しくて、冬雪が少ない。過ごしやすい。 自然・環境
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平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
109 河南 良いこと 田舎の良さ（自然が豊か、散歩が自由、海釣りにすぐ行け 自然・環境
110 河南 良いこと イクラが新鮮でおいしい。 自然・環境
111 河南 良いこと 野菜（ホウレンソウ） 雇用・産業
112 河南 良いこと みんな協力的。町内会が仲良し。 人・地域
113 河南 良いこと 近所も仲良し。野菜等（ウニ、しいたけ）をお互いにもらう。 人・地域
114 河南 良いこと いろんな情報が早い。 人・地域
115 河南 良いこと 見守りがある（高齢１人暮らし） 生活・福祉
116 河南 良いこと 秋祭りがある 観光
117 河南 良いこと 女性がキレイ。奥さんもキレイ。 人・地域

118 河南 困ること
地域の人（家族以外もＯＫ）が学校に来る機会があってもよ
い⇒地域での老人・子どもの交流の場をもっと増やすべき

人・地域

119 河南 将来のまち
昔ながらの遊びを伝承する→①お年寄りの生きがい②子ど
もの成長③親世代の交流
（普代の例：読み聞かせ、海岸の清掃活動、竹とんぼ）

人・地域

120 河南 困ること

交通アクセスが悪い
・三鉄（時間）本数少ない。
・駅前に図書館あれば便利。
・バス本数少ない。（学校が18：30に終わると乗れない）
・6～7人乗りの循環バスがあればいい

道路・交通

121 河南 困ること

子どもが多いし、アパートも多いが、地元の人ではないので
町内会の行事に参加しない。
⇒敬老会・新年会（ＰＴＡ行事）などに、老人から子どもまで
たくさん参加してほい

人・地域

122 河南 困ること 観光案内が少ない。 観光
123 河南 将来のまち個人農家→企業としての農業 雇用・産業
124 河南 将来のまち現状、選ばなければ仕事はある。 雇用・産業
125 河南 将来のまちやりたい仕事がない。 雇用・産業
126 河南 将来のまち安定収入がほしい。 雇用・産業

127 河南 将来のまち
やりたい仕事が地元にあれば、10年後に戻って来る（公務
員、教員、研究員（バイオマス）、大学、ＩＴ利用（ネットで仕事

雇用・産業

128 河南 将来のまちヤマセの活用 雇用・産業

129 河南 将来のまち
・農業→全天候対応の野菜工場、大規模化して雇用を増や
す

雇用・産業

130 河南 良いこと 久慈南部八三人会があり、活動中。 人・地域
131 河南 良いこと 2世・3世も入ることができるネットワーク 人・地域
132 河南 良いこと 広くないのに海・山・川・自然、いろんなモノがある 自然・環境
133 河南 良いこと 食べ物が新鮮、ウマイ。 観光
134 河南 良いこと 海女・三鉄・白樺 観光
135 河南 良いこと 食材が豊か！ 観光
136 河南 良いこと つつじの花がきれい。 観光
137 河南 良いこと 秋祭り・七夕・花火大会が楽しい。よかった。 観光
138 河南 良いこと 人がよい！話をよく聞いてくれる！ 人・地域
139 河南 良いこと 寿司がうまい。 観光

140 河南 良いこと
住みやすい気候（でも、繊維の商売は寒暖の差が大きい方
が儲かる）

自然・環境

141 河南 良いこと 山・海の資源が豊富 観光
142 河南 良いこと 三鉄・食文化・食材 観光
143 河南 良いこと 岐阜より寿司がうまい。 観光
144 河南 困ること 気軽に集まれる場所がない。休憩場所がない。 生活・福祉
145 河南 困ること 遊ぶ場所がない。マック・ボーリング場 生活・福祉
146 河南 困ること 人口減少。 人・地域
147 河南 困ること 通学（交通手段）が不便（本数が少ない） 道路・交通
148 河南 困ること 高齢化・人が減っている。 人・地域
149 河南 困ること 住む場所の確保。 生活・福祉
150 河南 困ること 問合せ先が一元化されていない。古い情報だったりする。 行政
151 河南 困ること よそ者対応⇔街なかの観光客対応。 観光
152 河南 将来のまちつつじの花を何百種類も河川敷に植えてほしい! 観光
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平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
153 河南 困ること 人口減⇒コミュニティの維持に問題がある→担い手の不足 人・地域
154 河南 困ること 空き地が増えている→賑わいが創出できない。負のスパイラ 人・地域
155 河南 困ること 中心部の人口減少。 人・地域
156 河南 困ること 高校生の遊ぶ場所がない。八戸・盛岡に行っている。 生活・福祉

157 河南 将来のまち
自己主張できない人も意見を言える場が必要。その後の
フォローや公開も

行政

158 河南 将来のまち今の良さを伸ばす。拡げる（未来ノート） 行政
159 河南 将来のまち人の流れを商店街に戻す（大型店の郊外出店の規制） 市街地
160 河南 将来のまち子どもが増え、商店街に人が歩いている! 市街地
161 河南 将来のまち市民みんなが参加できる活動（ワークショップ） 行政
162 河南 将来のまち久慈管内と一緒に情報発信を！ 行政
163 河南 将来のまちみんなで話し合い、発信する。参加しなかった人も情報共 行政
164 河南 将来のまち中心市街地・商店街は残ってほしい。 市街地
165 河南 将来のまち行政と市民と一緒に考える 行政
166 山根 良いこと 山がいい。畑がある→採れたてのじゃがいも 自然・環境
167 山根 良いこと 水がおいしい!タダで湧き水、空気もおいしい。 自然・環境
168 山根 良いこと 薪で炊事ができる。災害に強い。 自然・環境
169 山根 良いこと べっぴんの湯、外から人が来る。 観光
170 山根 良いこと 日本一へんぴだが自慢。 自然・環境
171 山根 困ること 昔は診療所があった。（不安） 生活・福祉

172 山根 困ること
小学校が廃校して寂しい。若い人に住んでくれとも言えない
し、校舎が何かに活用されると良い

人・地域

173 山根 困ること 国有林の伐採（山が荒れ、水が汚れる。業者まかせ） 自然・環境
174 山根 困ること 数年後、バスの運行が心配 道路・交通
175 山根 困ること 除雪が大変。道路から家までの距離がある。 生活・福祉
176 山根 困ること 地域活動に参加する人が少ない。 人・地域
177 山根 困ること 町内会費の負担増。 人・地域
178 山根 困ること 山根の食堂がべっぴんの湯だけ 生活・福祉
179 山根 困ること 買い物は市内スーパー、週に１回生協。 生活・福祉
180 山根 将来のまち岩魚の干物や寿司の特産品化⇒販売・加工施設が欲しい。 雇用・産業
181 山根 将来のまち水車まつりを残す! 観光
182 山根 将来のまち雑穀を作れる環境づくり（ボランティアで畑作業） 雇用・産業
183 山根 将来のまち地域づくりの『人』が欲しい。 人・地域
184 山根 将来のまち行政がボランティアを支援 行政
185 山根 将来のまち郵便局がなくならないでほしい! 生活・福祉
186 山根 将来のまち自然をそのままに残す! 自然・環境
187 山根 良いこと 三鉄、あまちゃん 観光
188 山根 良いこと べっびんの湯、ＰＨ10.8東北一番。 観光
189 山根 良いこと 清流（山根が源流）、端神川（人の手が入ってない） 自然・環境
190 山根 良いこと 塩の道（守っていくもの） 観光
191 山根 良いこと 若い世代に文化が継承されている 人・地域

192 山根 良いこと
雨降りに近所の人が、洗濯物を入れてくれる。→都会ではな
いこと。

人・地域

193 山根 良いこと 「結」の気持ち、気づかい。 人・地域
194 山根 良いこと 四季を感じる。 自然・環境

195 山根 良いこと
介護を必要としない元気なお年寄りが多い→生きがいがい
ろいろある（農作業・ゲートボール・手仕事）

生活・福祉

196 山根 良いこと 高齢者も生涯現役。 生活・福祉
197 山根 良いこと 住みよい気候。 自然・環境
198 山根 良いこと 四季を感じる。 自然・環境
199 山根 良いこと 秋のマツタケ。 自然・環境
200 山根 良いこと 人の良さ、人情。 人・地域
201 山根 良いこと 互助（結い）の精神、近所づきあいがある。 人・地域

202 山根 良いこと
あまちゃんで認知度アップ。掘り下げられた地域の魅力。山
と海がリンクした。

観光

203 山根 困ること
若い人・よそ者の受け入れ体制不足（訓練、理解、知識）⇒
保育園や学校が無いなど、来てみてイメージと違うなど無い

人・地域
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平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考

204 山根 困ること
防災無線が聞きとりにくい。各家々に機器を設置してほしい
→半額補助でも良い。

防災

205 山根 困ること
バス、281号は良いが、山根は行き止まり。岩泉まで通してほ
しい。

道路・交通

206 山根 困ること 本当に困っている人をケアできる仕組みが欲しい。 生活・福祉
207 山根 困ること 総合的に楽しめる場所がない（食・スポーツ・文化・娯楽） 生活・福祉

208 山根 困ること
光回線がみきり発射。金のかけ方を工夫するべき。中心地
ばかりで地域の細かいところまでケアできていない。

行政

209 山根 困ること
バスも市町村を越えた路線設定（山根が終点）市内～山根
～安家とか。

道路・交通

210 山根 困ること
住民サービスは「村」の方がいい。→合併のメリットを享受し
た感がない。

行政

211 山根 困ること 不採算部分の手当も!!（例えば光回線、終活できる施設） 生活・福祉
212 山根 将来のまち長内橋の右折車両の混雑を解消する 道路・交通

213 山根 将来のまち
中心地の活性化（コアの重要性）
⇒市の中心で、市として何をするか。中心が充実していなけ
れば、山根にも人が住めない。（働く場、生活基盤）

市街地

214 山根 将来のまち山根では「木」を活用できると思う。 雇用・産業
215 山根 将来のまち高付加価値化のモノづくり 雇用・産業
216 山根 将来のまちある物を長い目で活用。 雇用・産業
217 山根 将来のまち若い人が誇りを持てるまち 行政

218 山根 将来のまち
道路を整備し、交流人口を増やす
（大月峠、一部トンネルでも良い→観光客が困っている）
（白石峠、カーブを減らす。観光資源にもなりうる）

道路・交通

219 山根 将来のまち
災害時の体制⇒やはり電気が必要になる。自然エネルギー
の活用。風力・水力）

防災

220 山根 将来のまち
大豆を地域で買い上げ、地域ブランド化で外貨を稼ぐ。「田
楽等で地域おこし」

雇用・産業

221 山根 将来のまち新エネの導入により、災害に強いしなやかなまちに。 防災
222 山根 将来のまち森林資源を活用したまち。工房ではなく、産業レベルで。 雇用・産業
223 山根 良いこと 人柄が良い。 人・地域
224 山根 良いこと 顔見知りが多い。 人・地域
225 山根 良いこと あまちゃんのおかげで認知度が上がった。 観光
226 山根 良いこと 湧水で水道代がタダ。 自然・環境
227 山根 良いこと 長寿が多い。（湧水のおかげ） 自然・環境
228 山根 良いこと 自然（海・山・川）が良い。改めて思った。 自然・環境
229 山根 良いこと 中戸鎖洞（大学からも見学） 観光
230 山根 良いこと 東京に比べて金がかからない 生活・福祉
231 山根 良いこと 水洗化遅れている。補助があれば。 生活・福祉
232 山根 良いこと 雪が少ない。 自然・環境
233 山根 困ること 若い人の仕事がない。 雇用・産業
234 山根 困ること 学校がなくなって元気がなくなった。 人・地域
235 山根 困ること 高齢者が増え、空き家が増えた。 人・地域
236 山根 困ること 子供が出ていったきり戻ってこない。 人・地域
237 山根 困ること 防災無線が聞えない。数が足りない。（赤間立地区） 防災
238 山根 困ること 草刈り、ごみ拾い等の地域活動が人手不足になってきた 人・地域
239 山根 困ること 携帯がつながらない（困らないけど、良し悪し） 生活・福祉

240 山根 困ること
今行動しないと、今後大変なことになると思うが、何をすれば
いいかわからない。

人・地域

241 山根 困ること 外から協力的な人が入ってこない 人・地域
242 山根 将来のまち子供や孫が暮らしやすいまちになって欲しい 人・地域
243 山根 将来のまち冬期限定の宿舎をつくる（雪が多いとき） 施設整備
244 山根 将来のまち全戸水洗トイレにする（子供、孫に嫌がられる） 生活・福祉
245 山根 将来のまち小学校や中学校等を拠点とした小さなまちづくり（集落） 人・地域
246 山根 将来のまち山根に産直や生活できるような場所をつくる。 雇用・産業
247 山根 将来のまち町内を巡回するバスで「べっぴんの湯」を結ぶ 道路・交通
248 山根 良いこと コミュニケーションをとりやすい→つながりが強い。 人・地域
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平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
249 山根 良いこと お金をかけずに遊べる→外から来た人にも教えてあげたい 自然・環境
250 山根 良いこと 奥様にめぐりあえたこと。 人・地域

251 山根 良いこと
若者の会の立ち上げ（スポーツ、演劇）→出会い、コミュニ
ケーションの場

人・地域

252 山根 良いこと
住めば都（アウトドア、魚釣り、キノコ採り、山菜とり）
草刈り、雪かき→楽しみと思う

自然・環境

253 山根 良いこと 魚介類、山の幸、海の幸（おいしい！） 観光
254 山根 将来のまち外からの新しい視点が必要だと思う。 行政
255 山根 良いこと 時間の楽しみ方が違う。（都会と田舎） 自然・環境
256 山根 困ること 将来が心配。老人のための施設が必要 施設整備
257 山根 困ること 若い人がいない。 人・地域
258 山根 困ること 学校、保育園がなくなって、若い人が住めない。 人・地域
259 山根 困ること 住みたくても住めない。住んでる人の意識も変わってしまう。 生活・福祉
260 山根 困ること 誰か気にかけてくれる人がいなくなる。 人・地域

261 山根 困ること

移動が大変
⇒タクシーが高い（お金がかかる）
⇒病気・ケガのとき、病院が遠い（時間がかかる）
⇒自家用車がないと、誰かに頼まなければならない

道路・交通

262 山根 良いこと 働くための資源、自給自足ができる。 生活・福祉

263 山根 困ること
車社会に対応しきれなかったまち（シャッター通りの商店街、
車で移動したときに不便）

市街地

264 山根 困ること バス停まで１時間かかる。バス停までの手段もない。 道路・交通

265 山根 困ること
飲兵衛と子供の声がしないまちはダメ！→地域は活気がな
くなる。静かすぎちゃう。

人・地域

266 山根 困ること ４～５年先、人口減少がせまっている 人・地域
267 山根 困ること 病人も元気な人も不便。負の連鎖が加速してしまう 生活・福祉
268 山根 困ること 世話してくれる人いない。 人・地域
269 山根 将来のまち楽しみを見つけて楽しんで生活していく。 生活・福祉
270 山根 将来のまちずっと山根にいたい。 人・地域
271 山根 将来のまち人口減少でも生き残れる策を考える 人・地域
272 山根 将来のまち今の住民（高齢者）への支援。 生活・福祉
273 山根 将来のまち若い人が定住してくれるような、仕事の支援 雇用・産業
274 山根 将来のまち人間関係が大切（子どもより近所の人） 人・地域

275 山根 将来のまち
若い人たちが住んでくれるようにしてほしい（助けあい、ご近
所づきあいが必要）

人・地域

276 山根 良いこと 人情ある。 人・地域
277 山根 良いこと 食べもの、旬のものもある。 自然・環境
278 山根 良いこと 自分で魚（イワナ、ヤマメ、鮎）釣り、山菜採りができる 自然・環境
279 山根 良いこと 燃料（ストーブ、薪） 生活・福祉
280 山根 良いこと 水車まつり・保礼羅（アイヌ語）同じ日 観光
281 山根 困ること 共稼ぎ。 生活・福祉
282 山根 困ること 子供を産み、育てる環境が不足。 生活・福祉
283 山根 困ること 自家水道→個人投資大。水の量も天候次第 生活・福祉

284 山根 困ること
買い物をする場所がない→これから先、車を運転できなく
なった時が心配。

生活・福祉

285 山根 困ること デマンドバス、タクシー 道路・交通
286 山根 困ること 人口が少ない。若い人が減少。昔は800人いた。 人・地域
287 山根 困ること 学校なくなった。 人・地域
288 山根 困ること 地域衰退どうするか・・・。 人・地域
289 山根 困ること お金を稼ぐ場所がない。 雇用・産業
290 山根 困ること 雪。除雪は進んでいるけど、やっぱり大変。 生活・福祉

291 山根 困ること
高齢者が多く、子どもが少ない。（80歳代多＞70才＞60才、
Ｓ20～30年代多、子ども10数人）

人・地域

292 山根 困ること 川の石を持っていく。資源泥棒。マナー違反。 その他
293 山根 将来のまち移住定住を増やすため、山根内に働ける場所を！ 雇用・産業

294 山根 将来のまち
山根温泉や自然など、今ある資源を活用して外の人に知っ
てもらう（まずは来て、知ってもらい、定住してもらう）

観光
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平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考

295 山根 将来のまち
空き家の整備。（住みつくための支援など）今の状態では住
めない。

生活・福祉

296 山根 将来のまち
せっかく帰ってきても、山根温泉に宿泊できないこともあるの
で、部屋数を増やしてもいいのでは？

観光

297 山根 将来のまち
気軽に集まれるオープンな場（公民館はあるけど、いつ空い
ている？集まりづらい。コミュニケーションとりづらい）

施設整備

298 山根 将来のまち
交流人口を増やす→いつでも、誰でも山根を訪れることがで
きるようにゲストハウスを作る（カフェ併設、交流の場、じじば

雇用・産業

299 山根 将来のまち
山根のお寺はあるが、通夜などは市内で開くので行けない。
山根内に小さなセレモニーホールがほしい。

人・地域

300 長内 良いこと
公民館　→　都会にはない!!低料金でスポーツができるし、
それが世代間交流に発展する

人・地域

301 長内 良いこと 郊外のショッピングセンターが便利。 生活・福祉
302 長内 困ること まちなかにも郊外ＳＣのような買い物する場がほしい。 市街地
303 長内 良いこと 森林資源が豊富→都会より安く家を建てられる 自然・環境
304 長内 良いこと 気候（夏は冷涼、冬は雪が少ない） 自然・環境
305 長内 良いこと 夏は海、冬はスキーが楽しめる 自然・環境
306 長内 良いこと 柔道、マンドリンを頑張る学生がいる。 人・地域
307 長内 良いこと 愛鳥の森（素晴らしいがあまり使われていない…） 自然・環境

308 長内 良いこと
ボランティアバンクがあること。
　使われていないが…→１円の利益が出てもＮＧ

その他

309 長内 良いこと 食べもの（しめ鯖、骨取りサンマ） 観光
310 長内 困ること 仕事（働く場）がない!! 雇用・産業
311 長内 困ること 遠出した帰りに遠く感じる（道路の走りやすさ、距離） 道路・交通
312 長内 困ること 病院を選べない。セカンドオピニオンなし。 生活・福祉
313 長内 困ること お産のたびに二戸に行くなんて…なさけない。 生活・福祉
314 長内 困ること 医師不足→毎日医師がいない。 生活・福祉
315 長内 困ること 移住者の受け入れ態勢不足（雇用、子育て、家） 行政

316 長内 困ること
ボランティアをしたくてもボランティアバンクが活用されてな
い。１円でも利益が出るとダメ等、しばりが多い。

その他

317 長内 困ること 愛鳥の森が使われていない。 自然・環境

318 長内 困ること
市民プール（温水プール）の料金が高い。種市に行っている
人も多い。

行政

319 長内 困ること 盛岡、東京までの時間距離が長い。 道路・交通
320 長内 困ること 雇用の場が少ないので、人口が流出している。 雇用・産業
321 長内 困ること 昔は今ほど豊かではなかったが、子供は多かった。 人・地域
322 長内 困ること 空き校舎が活用されていない。 行政
323 長内 困ること 若い人に「子供を産め」とも言えない社会。 その他

324 長内 将来のまち
発想の転換が必要（少数の反対は排除!!つるの一声（田中
角栄）でＧＯ!!）

行政

325 長内 将来のまち「仕事がない」と人任せにせず、自分で仕事をつくる！ 雇用・産業
326 長内 将来のまち山と海の資源を活かした仕事づくり→プラスαの付加価値 雇用・産業
327 長内 将来のまち遊休地を利用したダチョウの飼育 雇用・産業

328 長内 将来のまち
女性の残るまちづくり＋女性の魅力向上（女性が地元にい
れば、男性は来る）

人・地域

329 長内 将来のまち高齢者にやさしい交通網の整備（ケーブルカー、バス） 道路・交通

330 長内 将来のまち
医療と福祉を充実させる。そのことで移住者が増加する。元
気なうちは移住者に稼いでもらう。福祉関係の雇用増（若
者）にもつながる。

生活・福祉

331 長内 良いこと 秋まつりの手作り山車。 観光
332 長内 良いこと 夏は涼しい、冬寒い。 自然・環境
333 長内 良いこと 水がおいしい。 自然・環境
334 長内 良いこと 温泉がある。 自然・環境
335 長内 良いこと 雪が降らない。 自然・環境
336 長内 良いこと 台風がこない。 自然・環境
337 長内 良いこと 市民が協力的。 人・地域
338 長内 良いこと 海、山がきれい。 自然・環境
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平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
339 長内 良いこと 災害がこない。（地盤が強い） 自然・環境
340 長内 良いこと あまちゃんで久慈市の知名度ＵＰ。 観光
341 長内 良いこと 人柄がやさしい。 人・地域
342 長内 良いこと 人情味がある。 人・地域
343 長内 良いこと おいしいラーメン屋さんがある 観光
344 長内 良いこと 山菜が豊富。 自然・環境
345 長内 困ること 公園の計画がない（あったらいいな） 施設整備
346 長内 困ること 保育所不足が心配。 生活・福祉
347 長内 困ること 給食がない日、お昼を食べられない子がいる（長内小） 生活・福祉
348 長内 困ること 道幅が狭い。 道路・交通

349 長内 困ること
交通案内、看板が少ない（長内小、九戸ＩＣで久慈、あまちゃ
んのまち）

道路・交通

350 長内 困ること
通院に対する不満⇒バスがあったら乗るけど、本数がない
し、帰りも困る

道路・交通

351 長内 困ること 買い物に行くまで時間がかかる。 道路・交通

352 長内 困ること
交通の便（盛岡まで遠い、長内橋付近の交差点で渋滞、歩
道がない）

道路・交通

353 長内 困ること 田高地区の堤防に植えてある木の管理（枯れて危ない） 自然・環境
354 長内 困ること 田高地区の避難場所の入口に看板がない。 防災
355 長内 将来のまちいろんな国の人が集まっている、賑わっている。 人・地域
356 長内 将来のまち「養子縁組」のススメ。 人・地域

357 長内 将来のまち
好きなことをやって延命せずに死ねるように、家を有効に活
用する。

その他

358 長内 将来のまち仕事がある。 雇用・産業
359 長内 将来のまち高校出た子が戻ってきて、一緒に暮らせるまち。 生活・福祉
360 長内 将来のまち野田と合併して大きくなる。 行政
361 長内 将来のまち家から通える専門学校（東洋医学、医療、看護とか） 施設整備
362 長内 将来のまち若いうちに結婚できるように。（25才、収入確保） 人・地域
363 長内 将来のまち社会人経験した子が、勉強する時に助ける（奨学金とか…） 行政
364 長内 将来のまち道路が整備されている。 道路・交通
365 長内 将来のまち平庭の道路をまっすぐに。 道路・交通
366 長内 将来のまち上長内の道路を広くする。 道路・交通
367 長内 将来のまち仙台まで無料の道路。 道路・交通
368 長内 将来のまち年寄りをもっと頼りにする 人・地域
369 長内 将来のまち近所の”バーチャン”学童をつくる 人・地域
370 長内 良いこと ゴミステーションのマナーがいい 人・地域
371 長内 良いこと 山と海の距離がちょうどいい（特に長内） 自然・環境

372 長内 良いこと
長内町はコンパクトシティ（区画整理が早かった。下水・公
園・病院・学校・地価が安い。交通。大きい職場。住みやす

生活・福祉

373 長内 良いこと 防犯灯などがあり、安全・安心・治安がいい。 防災
374 長内 良いこと 良き妻、良き先輩 人・地域
375 長内 良いこと 地域を守る消防団 防災
376 長内 困ること 医師不足（呼吸器科・産科…責任が重く、担い手がいない） 生活・福祉
377 長内 困ること 新幹線、高速道路が遠いので、企業にとって不便、非効率 道路・交通
378 長内 困ること 海はいいが、東に土地がない。 自然・環境
379 長内 困ること 諏訪神社から平沢工業団地に通れる道路がない 道路・交通

380 長内 困ること
未利用観光資源を活かしきれていない→諏訪神社など（清
掃活動はしている）

観光

381 長内 困ること 地域の足が少ない。 道路・交通
382 長内 困ること 交通の便や距離の関係で、観光客が来づらい。 道路・交通

383 長内 困ること
市街地に保育園が不足している。（聖母幼稚園・閉）→認定
こども園が必要。

生活・福祉

384 長内 将来のまち良いことは継続、困ったことは解決。 行政

385 長内 将来のまち
地元出身者同士で結ばれる。→優秀な人材の流出を防ぐ。
（特に女性）

人・地域

386 長内 将来のまち・自給自足できる。→若者の仕事に。 雇用・産業
387 長内 将来のまち・医療機関の周辺にコンパクトシティを。 生活・福祉
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平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
388 長内 将来のまち老人ホーム・保育園を住宅地の近くにつくる 施設整備
389 長内 将来のまち閉校した校舎を高齢者施設にする 施設整備
390 長内 良いこと 海がキレイ!!山がキレイ!!白樺がキレイ!! 自然・環境
391 長内 良いこと 海・山の幸た同時に味わえる。 自然・環境
392 長内 良いこと 手先が器用な人が多い。 人・地域
393 長内 良いこと 色々いう人はいるけれど、私は久慈がやっぱり好き！ 自然・環境
394 長内 良いこと 食べ物がおいしいし、自然が素晴らしい。 自然・環境
395 長内 良いこと 気候、天候が安定している。（台風） 自然・環境

396 長内 良いこと
ＮＨＫの朝ドラの舞台となったこと。（都会の人に生のじぇじぇ
の発音を教えたりして会話をはずませました。）

観光

397 長内 良いこと 海産物が多く、おいしいです。 自然・環境
398 長内 困ること 一人暮らしの高齢者が増えている。 生活・福祉
399 長内 困ること 高齢者を地域の人たちで見守る意識が足りない 生活・福祉
400 長内 困ること 病院を選べないので、安心して利用できない 生活・福祉
401 長内 困ること 地域の高齢者がいつでも集まっておしゃべりする場所がな 生活・福祉
402 長内 困ること 玉の脇、諏訪下間の歩道に草が多く生えて、散歩が大変 道路・交通

403 長内 困ること
一人暮らし高齢者の生活が日々心配⇒地域の高齢者を急
病で病院に連れて行くと「家族は？」と聞かれるが、誰を頼っ
ていいのか悩む。どこまで手を差し出していいのか考える。

生活・福祉

404 長内 困ること 野生動物が今年は、やたら出てきている気がする。 自然・環境

405 長内 困ること
アンバーホールのチケット料金が種市よりも高いのはなぜな
のか。高くて、見たくても見れないのが困る。

行政

406 長内 将来のまち
福祉のまちにする!!（高齢者の受け入れ、大学・専門学校を
つくる、空き家を利用した福祉の総合施設）

生活・福祉

407 長内 将来のまち市内のバスを小型化して、本数を増やす。→10人乗り位 道路・交通

408 長内 将来のまち
映画館がほしい！ぜったい！
ついでに、買い物をして帰ると思う。

生活・福祉

409 長内 将来のまち市内外から人を呼ぶ、集まる場所。 観光

410 長内 将来のまち
大型店舗→若い人の働く職場を確保できて、自分の子供達
が久慈に住む。

雇用・産業

411 長内 将来のまち個人病院がほしい（耳鼻科・婦人科・外科・眼科） 生活・福祉
412 長内 将来のまち福祉施設が充実したまち 生活・福祉
413 長内 良いこと あーとびる麦生で展示会をやっている。→生きがい その他
414 長内 良いこと 景色、見どころが多い。 自然・環境
415 長内 良いこと 水がおいしい。 自然・環境
416 長内 良いこと 長内は近所付き合いが密だ。 人・地域
417 長内 良いこと 公害が少ない（無公害の企業を誘致） 自然・環境
418 長内 良いこと 趣味を持っている人が多い 人・地域
419 長内 良いこと 若い人を定着させること。 雇用・産業
420 長内 良いこと 若い女性が働ける場所。 雇用・産業
421 長内 困ること 若い人が少ない。戻ってこない。 人・地域
422 長内 困ること 体を使った仕事をしようとしない。魅力がない。 雇用・産業
423 長内 困ること サル、熊が出る。 自然・環境
424 長内 困ること 山の奥の方に木がない。山が荒れてる。 自然・環境
425 長内 困ること 企業が少ない。 雇用・産業
426 長内 困ること 交通の便が悪い（盛岡が遠い） 道路・交通

427 長内 困ること
道路網の整備が遅れている。小袖に入るまでの道路が細
い。待機所がほしい。

道路・交通

428 長内 困ること
長内区画整理事業が頓挫したため、総合的なまちづくりが
できず、下水、道路、歩道が遅れている

行政

429 長内 将来のまちめずらしさを。久慈に秘密を作ろう。 自然・環境
430 長内 困ること 久慈市は中途半端に困っている。もっともっと困ってしま その他
431 長内 将来のまち人を集める。 人・地域

432 長内 将来のまち
趣味を持ってる人が誰でも立ち上がれるように誘導する→市
の中心やアンバーホールなどに展覧スペースを作る

行政

433 長内 将来のまち盛岡まで真っすぐの高速道路を造って欲しい。 道路・交通
434 長内 将来のまち大型ドローン、地域交通、車に代わる!!地域どこでも移動で 道路・交通
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平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
435 長内 将来のまち農家が気軽に出品できる道の駅 雇用・産業
436 長内 将来のまち久慈市の宿泊費を無料にする 観光

437 長内 将来のまち
無償の交通システム（八戸では年間パス券を出している）
→若い人や子どもがお年寄りを手助けできる

道路・交通

438 長内 将来のまち保育園の数を充実させる 施設整備
439 長内 将来のまち市全体が老人ホームになるようなまち 行政

440 長内 将来のまち
高齢者が元気で地域で活動できる社会づくり。「ピンピンコロ
リ」を目指せ！

生活・福祉

441 侍浜 良いこと 自然がいっぱい。（山・海） 自然・環境
442 侍浜 良いこと 働き者（畑仕事） 人・地域
443 侍浜 良いこと 元気で長生き。 人・地域
444 侍浜 良いこと きのこ屋（客が増えた（満室）、おふろ、景色がいい） 観光
445 侍浜 良いこと 海水プール、子供たちが遊べる。 観光
446 侍浜 良いこと サッパ船（教育旅行）、年々増えている。 観光
447 侍浜 良いこと ジオパークの遊歩道（気持ちいい） 観光
448 侍浜 良いこと 洪水がない。（水が溜らない） 自然・環境
449 侍浜 良いこと 侍浜は高い場所なので、津波が来ない。 自然・環境
450 侍浜 良いこと 海がある。 自然・環境
451 侍浜 良いこと 漁港が９ヶ所。 自然・環境
452 侍浜 良いこと 夏は涼しく、冬は雪が少ない。 自然・環境
453 侍浜 良いこと 侍浜の人は地域を把握している。 人・地域

454 侍浜 良いこと
スポーツ交流ができる。（ゲートボール、マレットゴルフ、グラ
ンドゴルフ）高齢65～94才、交流。

人・地域

455 侍浜 困ること 県道角柄線（堀切～大野）が狭い。 道路・交通
456 侍浜 困ること 結婚しない人が多いので子供がいない。 人・地域
457 侍浜 困ること 空き家が多い。 人・地域
458 侍浜 困ること 産科の医師不足（里帰り出産の心配） 生活・福祉
459 侍浜 困ること 高齢者が多い（良いほうに考えると長生き） 人・地域

460 侍浜 困ること
子供、若者が少ない。都会に出てしまう。やりたい仕事がな
い（考え方を教育していく必要がある）

雇用・産業

461 侍浜 困ること 買い物（車がないと大変） 生活・福祉

462 侍浜 困ること
交通の便が悪い（新幹線に乗るまで時間がかかる、バスが
火、木曜の２往復しかない、駅が遠い、侍浜駅からの交通手

道路・交通

463 侍浜 将来のまち仲人の推進。出会いの場をつくる 人・地域
464 侍浜 将来のまち空き家対策の取り組みに力を入れる（情報収集→発信） 行政

465 侍浜 将来のまち
学校教育の中で、地元の職場の体験・見学。（将来の就職
の選択肢になる）

雇用・産業

466 侍浜 将来のまち子供が地元に残る仕組み（そばにいると安心） 人・地域
467 侍浜 良いこと 災害が少ない。 自然・環境
468 侍浜 良いこと 海、海産物 自然・環境
469 侍浜 良いこと 良い子供が多い。 人・地域
470 侍浜 良いこと 何もない所。 自然・環境
471 侍浜 良いこと インフラ整備（上下水）ができている。 施設整備
472 侍浜 良いこと 侍浜での経験が人生プランに繋がる（海洋系の仕事） 雇用・産業
473 侍浜 良いこと 地域の人たちとの壁のない交流 人・地域
474 侍浜 困ること 桑畑橋のイメージ その他
475 侍浜 困ること 交通の便が悪い（市内、二戸） 道路・交通
476 侍浜 困ること （栄えた裏返し）堀切の空き家が多い 人・地域
477 侍浜 困ること 港が９つあっても… 自然・環境
478 侍浜 困ること 若い人の仕事がない。（単価、魅力） 雇用・産業
479 侍浜 将来のまち小さい頃から世代間交流を進める 人・地域
480 侍浜 将来のまち廃校利用で子供の山村留学。 生活・福祉
481 侍浜 将来のまちもっと子供に向き合うこと（意識向上） 人・地域
482 侍浜 将来のまち高齢者の受け入れ施設の整備（安心して預けられる） 施設整備
483 侍浜 将来のまち安心して子育てできる環境 生活・福祉
484 侍浜 良いこと 横沼展望台 観光
485 侍浜 良いこと ９つも漁港がある 自然・環境

10



平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
486 侍浜 良いこと 海水プール・キャンプ場・トレイル→全国的にも珍しい 観光
487 侍浜 良いこと 自然 自然・環境

488 侍浜 良いこと
食べ物（山の幸・山菜、海の幸・ウニ・アブラメ・サケ・ドンコ・
ソイ・アワビ・海草・ジッカイソウ）

自然・環境

489 侍浜 良いこと 琥珀 観光
490 侍浜 良いこと 侍石（前浜） 観光
491 侍浜 良いこと 海女さん→「あまちゃん」で有名になった。 観光
492 侍浜 困ること まちに行っても駐車場がない 市街地
493 侍浜 困ること 中心街に活気がない 市街地
494 侍浜 困ること 一度、市外に出てしまうと戻ってこない 人・地域
495 侍浜 困ること 市内にもっと働く場、若者が働ける場所を 雇用・産業
496 侍浜 困ること 水産加工業があるとよい。 雇用・産業
497 侍浜 困ること 市内で働くことを考えている若者はいないのではないか。 雇用・産業
498 侍浜 困ること 医師不足…二戸に転送されたという話がある。 生活・福祉
499 侍浜 困ること 盛岡まで遠い。 道路・交通
500 侍浜 困ること 交通の便が悪い。 道路・交通
501 侍浜 困ること バスの本数が少ない。 道路・交通
502 侍浜 困ること 自家用車通勤。 道路・交通
503 侍浜 困ること 小袖に行く道路が狭い 道路・交通
504 侍浜 困ること 堀切～大野線も狭い 道路・交通
505 侍浜 困ること 携帯の電波が無い。 生活・福祉
506 侍浜 困ること 立派な運動公園が無い。 施設整備
507 侍浜 将来のまち新しい産直を侍浜に作ってほしい。 施設整備
508 侍浜 将来のまち交通（道路）インフラ整備して、企業誘致。 道路・交通
509 侍浜 将来のまち少子化対策として、市外から若い人を呼びこむ施策 行政
510 侍浜 困ること １次産業就労者が高齢化している。 雇用・産業
511 侍浜 将来のまち自分で運転できなくなっても、移動手段が確保されている 道路・交通
512 侍浜 将来のまち学生も市民バスを使う 道路・交通
513 侍浜 将来のまち大学や専門学校を建てる 施設整備
514 侍浜 良いこと 山・海のもの、食べ物がおいしい。 自然・環境
515 侍浜 良いこと 水害がない。安心。 自然・環境
516 侍浜 良いこと 畑仕事が出来る環境がある 自然・環境
517 侍浜 良いこと 生活するのに、都会に比べてあまりお金がかからない 生活・福祉
518 侍浜 良いこと 野菜や魚を東京にいる子や孫に送ることができる 自然・環境
519 侍浜 良いこと 自家生産した食べ物を近所でおすそ分けしている（風習） 人・地域
520 侍浜 困ること 車がないと不便 道路・交通

521 侍浜 困ること
農協・漁協の職員が少なくなったので、ＡＴＭの使い方とか
相談できない

その他

522 侍浜 困ること 働き場所がないので、東京にいる子供に戻ってきてもらえな 雇用・産業
523 侍浜 困ること 久慈駅から久慈病院が遠い 道路・交通
524 侍浜 困ること 久慈駅から市役所、アンバーホールへのアクセスが悪い。 道路・交通

525 侍浜 困ること
アンバーホールのイベントが秋・冬に多い気がする。冬は雪
の問題で運転しづらい。春夏にやってほしい。

行政

526 侍浜 将来のまち駅前を整備する 市街地
527 侍浜 将来のまちアンバーホールのイベントを春夏中心にに開催する 行政

528 侍浜 将来のまち
乗り合い（デマンド）タクシーで利便性を高める（採算性は分
からないけど）

道路・交通

529 侍浜 将来のまち
地域の草刈りを雇用につなげる仕組みがあれば、地域も助
かる（土地が広くて、高齢者が多くて、将来が不安）

人・地域

530 侍浜 将来のまちマレットゴルフ（人数集まる）と草刈りのコラボ 人・地域
531 侍浜 良いこと 縄文人が住める久慈市（知られざる絶景、多彩な自然・生 自然・環境
532 侍浜 良いこと 四季がきれい。 自然・環境
533 侍浜 良いこと 食べ物がおいしい。 自然・環境
534 侍浜 良いこと 自然が豊か。海、山、カモシカ、山菜。 自然・環境
535 侍浜 良いこと 琥珀・小久慈焼・海女。 観光
536 侍浜 良いこと 特徴のある資源がある。 自然・環境
537 侍浜 良いこと 横沼の絶景を知ってもらいたい。 観光
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平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
538 侍浜 良いこと 麦生の神社。 観光
539 侍浜 良いこと 夏はウニ、冬は鮑が最高 自然・環境
540 侍浜 良いこと 漁り火がきれい。 自然・環境
541 侍浜 良いこと サッパ船からの景色。 観光
542 侍浜 良いこと 自転車、ランニングにきつい坂道が魅力！ 自然・環境
543 侍浜 良いこと 海と山が近く、楽しめる施設がある（キャンプ場・スキー場） 観光
544 侍浜 良いこと 海から見た岸壁がすごい。（侍浜） 観光

545 侍浜 困ること
職場が少ない（農業・漁業だけでは難しい、市外に出れば
帰ってこない、仕事のミスマッチ、若い人が興味を持つ仕事

雇用・産業

546 侍浜 困ること 外に向けてのアピールが弱い（あるものを活かしきれていな 観光
547 侍浜 困ること 久慈市の場所が不便 道路・交通
548 侍浜 困ること 遊んでいる土地が多い→活用できるのではないか 行政

549 侍浜 困ること

車がないと生活が困る（お年寄りを病院に連れて行くのに休
みをとらなければいけない、バス、微妙。高校生のお父さん
お母さんは大変（３年間送り迎え）、バスも列車も使えない、
侍浜の各地区を回るバスがあればいい）

道路・交通

550 侍浜 将来のまち教育旅行、民泊の拡大（現状20戸→50戸へ） 観光
551 侍浜 将来のまち定置網漁業の活性化（侍浜に３組合） 雇用・産業
552 侍浜 将来のまち使いやすい漁港の整備 施設整備
553 侍浜 将来のまち仕事と所得の向上策 雇用・産業

554 侍浜 将来のまち
災害の少ない地域（地震に強い地盤）を企業誘致につなげ
る⇒データセンターなど

雇用・産業

555 侍浜 将来のまち急な用事のときに頼める介護サービスの充実。 生活・福祉
556 侍浜 将来のまち介護施設の整備 施設整備
557 侍浜 将来のまち地域資源を活用する 観光
558 侍浜 良いこと 地域のみんなにまとまりがある。近所付き合いがある。 人・地域
559 侍浜 良いこと 各地区にサロンがある。 人・地域
560 侍浜 良いこと 海産物が新鮮。 自然・環境
561 侍浜 良いこと 神社祭、収穫祭、敬老会。 人・地域
562 侍浜 良いこと 空気が良い。 自然・環境
563 侍浜 困ること 除雪（前は良かった） 生活・福祉
564 侍浜 困ること バスの本数がない→車に乗らないと困る。 道路・交通
565 侍浜 困ること 老人ホームが少ない 生活・福祉
566 侍浜 困ること 農地があるけどやる人がいない 雇用・産業
567 侍浜 困ること 病院がすごく時間がかかる。混んでいる。 生活・福祉
568 侍浜 将来のまち市の進む方向を決める→会社・ＩＣＴ・人材育成 行政
569 侍浜 将来のまち障がい者の人も生活できる、働ける場所。 雇用・産業
570 侍浜 将来のまち自然、昔をそのまま残す。 自然・環境
571 侍浜 将来のまち教育旅行。 観光
572 侍浜 将来のまち若者の座談会。 人・地域
573 河北 良いこと 住みやすい気候（夏が涼しい。冬は雪少ない） 自然・環境
574 河北 良いこと 緑がいっぱい。散歩コースがたくさんある 自然・環境

575 河北 良いこと
自然がすばらしい。山・海、釣り・山菜採りが出来る。久慈・
長内渓流がきれい！（平庭白樺林、山根の水車へ続く道）

自然・環境

576 河北 良いこと 琥珀、山根温泉。 観光
577 河北 良いこと 人柄が良い。近所のつながりが強い。 人・地域
578 河北 良いこと 水がおいしい（東京の人が言う） 自然・環境
579 河北 良いこと 人が多くない。コンパクトなまちが好き。 自然・環境
580 河北 困ること 交通の問題。東京・仙台から久慈に来るのが遠い。 道路・交通
581 河北 困ること 学力の底上げが必要。秋田のように全体的に向上すれば良 行政

582 河北 困ること
草刈りの参加者が少ない。若者が出ない（アパートに住んで
いる人は町内会に入らない）

人・地域

583 河北 困ること 個人病院の通院が半日・１日がかり 生活・福祉
584 河北 困ること 過疎化が進み、地域が成り立たなくなってきている 人・地域
585 河北 困ること 街なかで食事や飲み会があっても駐車場がない 市街地

586 河北 困ること
駅前におみやげ屋がない。遊びに行くとき、観光客が求める
ときは土風館。時間が無いとき困る。

観光
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平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
587 河北 将来のまち気候・自然を生かした地域づくり。久慈をアピール。 自然・環境
588 河北 将来のまち子育てにやさしいまち。中学生まで医療費を無料化してほし 生活・福祉

589 河北 将来のまち
男女の出会いのきっかけづくり（人口減少が心配。人がいな
いとまちが成り立たない）

人・地域

590 河北 将来のまちシルバー人材の活用、元気な老人が多い。 雇用・産業
591 河北 将来のまち町内会活動に各世代から出やすい仕組みづくりが必要 人・地域
592 河北 良いこと 寒暖の差が少ない。 自然・環境
593 河北 良いこと 旬のものが食べられる。おいしい!! 自然・環境

594 河北 良いこと
久慈には自然の観光資源があふれている（小袖海岸、久慈
渓流、白樺など）

観光

595 河北 良いこと 人がいい。 人・地域
596 河北 良いこと 優しい、親切！ 人・地域
597 河北 良いこと 内陸の方から海産物がとれていいね、と言われる！ 自然・環境
598 河北 良いこと 雪が少ない。（風は強いけど…） 自然・環境
599 河北 良いこと やませのおかげで過ごしやすい。 自然・環境
600 河北 良いこと 川魚・山菜が豊富なこと。 自然・環境
601 河北 良いこと 久慈で嫁を見つけた！ 人・地域
602 河北 困ること 農道の用水管理がされていない。耕作地が減っている 自然・環境
603 河北 困ること 高校を卒業して大学に行くと戻ってこない 人・地域
604 河北 困ること 映画館などの娯楽施設がない 生活・福祉
605 河北 困ること 若者の働く場がない（昔はたくさんあったのに…） 雇用・産業
606 河北 困ること 開放的な店が欲しい。 生活・福祉
607 河北 困ること 欲しいものが手に入らない！ 生活・福祉

608 河北 困ること
買い物に行く場所が限られている。ショッピングセンターは混
雑して駐車が大変

生活・福祉

609 河北 困ること 人が集まる場所が少ない 生活・福祉
610 河北 困ること 仕事が安い 雇用・産業
611 河北 困ること まちなかが暗い（銀座通りなどのメインストリートが弱い） 市街地
612 河北 困ること シャッター街。 市街地
613 河北 困ること 女性が集まってお茶が飲める場所がない 生活・福祉
614 河北 将来のまち久慈市のスポーツ（柔道）の設定 行政
615 河北 将来のまち保育料の無料化。出生補助金（３人目から３万円） 生活・福祉
616 河北 将来のまち農業をやりたい人に休耕地を紹介（一次産業の振興） 雇用・産業
617 河北 将来のまち久慈港の機能向上→雇用も生まれる「港町久慈市」 施設整備

618 河北 将来のまち
市街地の空き家を解体し、駐車場にする（例えば税金は10
年間免除）

市街地

619 河北 将来のまち
久慈市だからできる”第一次産業”の振興（しいたけ・ほうれ
ん草など）

雇用・産業

620 河北 将来のまち
雇用の確保（地元企業が頑張る、仕事の種類が豊富になれ
ばいい）

雇用・産業

621 河北 良いこと 備蓄基地がある 雇用・産業
622 河北 良いこと もぐらんぴあで同窓会 その他

623 河北 良いこと
豊富な魅力（山の幸・海の幸、べっぴんの湯、小袖・三陸海
岸、平庭、白樺林、ニリンソウ、山菜採りツアー、地域ガイド）
⇒東京の人から「すごい、すごい」と言われた

観光

624 河北 良いこと 作ったものではなく、そこにあるもの。資源。 自然・環境
625 河北 良いこと 釣り（海・川） 自然・環境

626 河北 良いこと
様々な体験活動から新たな仕事や移住につなげられる（空
き家もあるし、田んぼもある）

その他

627 河北 良いこと あーとびる麦生・新人個展 その他
628 河北 良いこと 前浜の流木、石拾い。 自然・環境
629 河北 良いこと 山野草。 自然・環境
630 河北 良いこと 県内で寿司が一番うまい。 観光
631 河北 将来のまち貝採りツアーを入漁料とってでもやるべき。 観光

632 河北 困ること
学校にプールがない。授業で田屋のプールまで行く。二戸
に比べて劣っている。

施設整備

633 河北 困ること 萩が丘団地の坂がきつい 道路・交通
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平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
634 河北 困ること 久慈モータースの踏切 道路・交通
635 河北 困ること ＪＲの列車入れ替え待ち 道路・交通
636 河北 困ること 久慈病院に常勤医がいない 生活・福祉
637 河北 困ること アクセスが悪い。災害時に大変。環じょう線。 道路・交通
638 河北 困ること 久慈駅と病院が離れている 道路・交通
639 河北 困ること 道路整備（狭くなったり、スムーズじゃない） 道路・交通

640 河北 困ること
交通ラッシュ（朝、国道に出れない、マナー不足、湊橋出れ
ない、車がつながってしまう）

道路・交通

641 河北 困ること 市役所へのアクセスを市外の人に説明できない（案内板が 道路・交通
642 河北 困ること 地域に元気がなくなる。枝成沢の廃校活用を。 人・地域

643 河北 困ること
孫が近くの保育園に入れなかった。まちなかは定員２割オー
バー（湊保育園一時期４割オーバー）

生活・福祉

644 河北 将来のまち町内での協働…できる範囲で 人・地域
645 河北 将来のまち企業を誘致 雇用・産業
646 河北 将来のまち安心して生み育てられる環境整備。就学前児童対策。 生活・福祉
647 河北 将来のまち保育士の増＆給与等改善（職も増えるし、定員増やせる） 雇用・産業

648 河北 良いこと
医療が充実しているほう（県立病院・個人病院が地域の核に
なっている、八戸にも近い、歯医者が多い）

生活・福祉

649 河北 良いこと 食べ物、ウニ・アワビ・刺身。 観光
650 河北 良いこと 海の開放感（伸びやか） 自然・環境
651 河北 良いこと 山も近い。海・山が揃っている。バランス良い。 自然・環境
652 河北 良いこと 地域の結びつき強い。 人・地域
653 河北 良いこと 夏は涼しい。雪が少ない（住みやすい） 自然・環境
654 河北 良いこと 昔に比べ災害が少ない。 自然・環境
655 河北 良いこと 自然が豊富、住みやすい。昔と比べて環境が変化。護岸・ 自然・環境

656 河北 良いこと
のびのび子育てができる（畑で収穫。じいちゃんばあちゃん
に子守りもしてもらえる）

人・地域

657 河北 良いこと 犯罪のない街。 生活・福祉
658 河北 困ること 介護施設が少ない。入所待機が多い。 生活・福祉
659 河北 困ること 保育園が少ない（多いほう？） 生活・福祉

660 河北 困ること
医療（診療科（産婦人科・小児科）が少ない、待ち時間が長
い、適切な処置受けられない。緊急的な時に大変）

生活・福祉

661 河北 将来のまち
予防医療を考える（病院に頼らない、ラジオ体操、自分でで
きることをやる）

生活・福祉

662 河北 困ること 高齢者の通院が困難。 道路・交通
663 河北 困ること 遠出が不便。交通網が不便。 道路・交通
664 河北 困ること 人口減。 人・地域
665 河北 困ること 若者向けの遊ぶところがない 生活・福祉
666 河北 困ること 大きな会社や仕事がない。 雇用・産業
667 河北 困ること 漁業の後継者不足 雇用・産業
668 河北 将来のまち市民がわかりやすい理念を！（具体的に） 行政

669 河北 将来のまち
人同士の交流を活発にする（モノの時代→心の時代）
。取り組みの経過を示してほしい。

人・地域

670 河北 将来のまち
子供を増やす対策や支援。安心して育てられるまち。
地域での見守りできる環境づくり
高齢者より若者の対策を（奨学金など）

生活・福祉

671 河北 将来のまち高校後の就学の場（学校・専門校・大学） 雇用・産業

672 河北 将来のまち
若者が住みやすい、魅力あるまち（仕事・子育て）を若者に
考えさせるまちづくり。若者を中心に!!

行政

673 河北 将来のまち移住者を増やす。 人・地域
674 河北 将来のまち久慈のいいものを根づかせる。それが久慈の魅力になる。 行政
675 河北 良いこと 小学生や高校生があいさつしてくれる。 人・地域
676 河北 良いこと 保育園が充分にあり、子育てしやすい 生活・福祉

677 河北 良いこと
月１回ふれあいサロン（12～13人集まり、おしゃべり・料理・
体操）

生活・福祉

678 河北 良いこと 食材がおいしい。魚介類が新鮮・豊富 自然・環境
679 河北 良いこと おすそ分け、ご近所づきあい。 人・地域
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平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
680 河北 良いこと 町内に公園がある。 生活・福祉
681 河北 良いこと 雪が少ない、夏が涼しい（過ごしやすい） 自然・環境
682 河北 良いこと スポーツ人口が多い！ 生活・福祉
683 河北 良いこと 山根の水源。 自然・環境
684 河北 良いこと 温泉（肌がきれいになる） 自然・環境
685 河北 良いこと 山・里・海の景観がいい。 自然・環境
686 河北 良いこと 自然に恵まれている。 自然・環境
687 河北 良いこと 平庭高原・小袖海岸 観光
688 河北 良いこと すぐ近所から遺跡が出る 自然・環境
689 河北 良いこと 福祉の村から病院が近い 生活・福祉
690 河北 良いこと 盆踊りの文化（町内会ごとに開催している→世代間交流） 人・地域

691 河北 困ること
情報不足で観光客に飲食店を紹介できなかった（パンフレッ
トはどこに？、寿司屋が昼に開いてる？、夜に田楽が食べら
れる？、旅館のアメニティがわからない、みんな八戸に行く）

観光

692 河北 困ること ホテルがないので旅館に泊まる。 観光
693 河北 困ること 久慈らしいものが食べられる場所がない（作って欲しい） 観光

694 河北 困ること
スーパーや病院に来る人が増え、交通事故が増えてきた
（交通量が増えてきて、信号がないところが不安）

道路・交通

695 河北 困ること
回覧板を見ない→ゴミの分別がうまくできていない人がい
て、管理の際に困る

人・地域

696 河北 困ること 声をかけると地域のトラブルに（不審者扱い） 人・地域

697 河北 困ること
子どもが少ない（特に低学年）。昔は敬老会にもたくさん来て
くれたが…。

人・地域

698 河北 困ること
交流できない人がいる（老人のふれあいサロン、若者の町内
会など）→一緒に楽しく参加して欲しい

人・地域

699 河北 困ること
県庁所在地・新幹線・高速道路が遠い。久慈から出かけるの
に大変＝久慈に来る人も大変なのでは？

道路・交通

700 河北 将来のまち世代間交流（ネットで回覧板の情報提供） 人・地域
701 河北 将来のまち小さい地域も生きる道。 人・地域
702 河北 将来のまち婚活をすすめる。三鉄を利用、広域的な交流・ネットの利用 その他
703 河北 将来のまち家庭を持てば、地域との関わりが出てくる。 人・地域
704 河北 将来のまち地域間の交流もしたい。 人・地域
705 河北 将来のまち久慈市内の各地域の交流 人・地域
706 河北 将来のまちふれあいサロンで高齢者を見守る 生活・福祉
707 河北 将来のまち独居老人のシェアハウス（元気な人が、近所に声掛けでき 生活・福祉
708 夏井 良いこと 暮らしやすい（自給自足できる、気候がいいＩ） 自然・環境
709 夏井 良いこと 近所付き合いも良好（互助） 人・地域
710 夏井 良いこと 人が良い、寛容。 人・地域
711 夏井 良いこと 顔が見える地域（安心、見守り） 人・地域

712 夏井 良いこと
伝統芸能（神楽（夏井ぼんてん神楽）⇒夏井中、杓子舞、生
平駒踊り⇒夏井小）

人・地域

713 夏井 困ること 道路整備（夏井中～東高）⇒災害時の移動確保。 道路・交通
714 夏井 困ること 道路の傷み（野中-田沢間） 道路・交通
715 夏井 困ること 市民バスのダイヤ 道路・交通
716 夏井 困ること 県立病院の医療体制 生活・福祉
717 夏井 困ること 若い人がいない。（20代） 人・地域
718 夏井 困ること 職場がない（ミスマッチ） 雇用・産業
719 夏井 将来のまち高齢者が元気なまち 生活・福祉
720 夏井 将来のまちサークル活動・スポーツ活動ができる施設整備 施設整備
721 夏井 将来のまち福祉の受け皿になる（若者の職場確保にもつながる） 生活・福祉

722 夏井 将来のまち
大規模な道の駅をつくり、にぎわいを創出する（産直や総合
防災公園との連携）

雇用・産業

723 夏井 良いこと 自分で食べ物をつくれる！ 自然・環境

724 夏井 良いこと
ホタルがいる。タニシ・エビが増えている
→農作物の育てかたのノウハウ↗

自然・環境

725 夏井 良いこと 市日がある 観光
726 夏井 良いこと 住民同士気をつかわなくていい 人・地域
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平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
727 夏井 良いこと 芸能がたくさんある（駒踊り、神楽、えんぶり、盆踊り、しゃくし 人・地域
728 夏井 良いこと 自然が豊か。 自然・環境
729 夏井 良いこと 空き家に転入者が入る。 人・地域
730 夏井 良いこと 町内会に積極的に参加している 人・地域
731 夏井 困ること 市道が悪い（穴ぼこ、未舗装、堤防が道路に） 道路・交通
732 夏井 困ること 交通の便が悪い。小さなバスでもいいので数を増やしてほし 道路・交通
733 夏井 困ること 八幡宮（平山公民館）避難所への避難道路が未舗装 道路・交通

734 夏井 困ること
395号　夏井橋～田中の道幅がせまい（北日本造船のトラッ
クがよく通る）

道路・交通

735 夏井 困ること
学校のクラブが限られるので、転入者の子供が地区小・中学
校に通わない

行政

736 夏井 困ること
アパート住まいの人が町内の事業に参加しない。ごみ分別
のマナーが悪い。

人・地域

737 夏井 困ること ゴミ収集員がカラスに餌をやる→カラス被害（半崎） その他
738 夏井 困ること 若い人が町内会活動に参加してくれない。 人・地域
739 夏井 将来のまち人口確保。 人・地域
740 夏井 将来のまち子育て世代への手厚い支援を！ 生活・福祉
741 夏井 将来のまち他地域からの転入者を増やす。 人・地域
742 夏井 将来のまち道路を整備する（生活の不安を解消） 道路・交通

743 夏井 将来のまち
久慈-八戸道ができて、人が出ていかないように工夫する。
観光客の滞在時間を増やす。

観光

744 夏井 将来のまち大きな駐車場が必要 市街地

745 夏井 将来のまち
拠点となる施設が必要→地元の食べ物などをＰＲ、関連店
舗の出店、雇用の場の創出にもつながる

施設整備

746 夏井 良いこと 台風等、災害（被害）が少ない 自然・環境
747 夏井 良いこと 虫が少ない。 自然・環境
748 夏井 良いこと 知り合いがたくさんできた 人・地域
749 夏井 良いこと アンバーでコンサートが開けること その他
750 夏井 良いこと 女性がきれい 人・地域
751 夏井 良いこと 生活費が安い 生活・福祉
752 夏井 良いこと 自然に恵まれている 自然・環境
753 夏井 良いこと 山菜・海の幸がおいしい、豊富 自然・環境
754 夏井 良いこと 隣近所からおいしい物をおすそわけしてもらえる 人・地域
755 夏井 良いこと ヤマセで夏が涼しい 自然・環境
756 夏井 良いこと 冬は比較的暖かい 自然・環境
757 夏井 良いこと 熊・さる・たぬきに出会える 自然・環境
758 夏井 良いこと ホタルがきれい 自然・環境
759 夏井 困ること 久慈病院（の待ち時間）が長い、混んでいる。 生活・福祉
760 夏井 困ること 医者が少ない 生活・福祉
761 夏井 困ること バスの本数が少ない 道路・交通
762 夏井 困ること 道路がせまい 道路・交通
763 夏井 困ること 通勤時にトラックが走る 道路・交通
764 夏井 困ること ゴミの分別ができていない 人・地域
765 夏井 困ること 時間にルーズ 人・地域
766 夏井 困ること あいさつなしで本題に入る 人・地域
767 夏井 困ること 会いたくない時、隠れる 人・地域
768 夏井 困ること よそ者に方言でからかう。 人・地域
769 夏井 困ること 図書館に本が少ない（専門書） 行政
770 夏井 将来のまち手を挙げたらマイカーで連れて行ってくれる。 道路・交通
771 夏井 将来のまち鳥谷川の整備（草だらけ） 自然・環境
772 夏井 将来のまち貸農園 雇用・産業
773 夏井 将来のまち出張大学が来て教えてくれる 生活・福祉
774 夏井 将来のまち医師の確保 生活・福祉
775 夏井 将来のまちたばこを人前で吸わない 生活・福祉
776 夏井 将来のまち健康長寿（ぴんぴんころり） 生活・福祉
777 夏井 将来のまち食生活を改善 生活・福祉
778 夏井 将来のまち介護なしで生活できるように自分で管理する 生活・福祉
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平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
779 夏井 将来のまち合併したら、小・中一貫校 生活・福祉
780 夏井 将来のまち町内会を合併して、行事を共同でやる（人数確保） 人・地域
781 夏井 将来のまち秋まつりに変化を（花笠まつりなど、他のまつりを招待する） 観光
782 夏井 将来のまち子育てに金がかからないように（通学カバンの指定など） 生活・福祉
783 夏井 将来のまち回帰率を高めるため、高校までは久慈で生活する 雇用・産業
784 夏井 良いこと 気候が良い。 自然・環境
785 夏井 良いこと 土地など財産がある。 自然・環境
786 夏井 良いこと 住みやすい、慣れ親しんだ土地。 自然・環境
787 夏井 良いこと 世代間の交流。 人・地域
788 夏井 良いこと 資源が豊か。（自然・民俗・ねん土・石炭・琥珀） 自然・環境
789 夏井 良いこと 知っている人がいる。 人・地域
790 夏井 良いこと 景色が良い。 自然・環境
791 夏井 良いこと 琥珀の産出地（国内唯一） 観光
792 夏井 良いこと あまちゃん効果（北三陸市） 観光

793 夏井 困ること
子どもと一緒に住みたいが仕事がない。子供が帰ってくるの
か、これるのか→空き家にもつながる

雇用・産業

794 夏井 良いこと 久慈は落ち着く。 自然・環境
795 夏井 良いこと 民泊の受け入れ（若い人にも知ってもらう） 観光
796 夏井 困ること 生活道が整備されていない 道路・交通
797 夏井 困ること 交通網が不便 道路・交通

798 夏井 困ること
市と地区の情報（仕事）共有ができていない
※矢巾町は町内会ごとに課題を文書化（町内会が作成）

行政

799 夏井 困ること まちなかをつなぐ道路が不足 道路・交通
800 夏井 困ること 市民の声を聞き、解決する行政の力が不足 行政
801 夏井 困ること 市の職員が率先して取り組むべき 行政
802 夏井 困ること 買いたいモノが売っていない 生活・福祉

803 夏井 将来のまち
市民の声を行政に届け、それを行政で真剣に考え、問題を
解決する方法を具体的に形にしてほしい。

行政

804 夏井 将来のまち地域内の人口減少を止める。 人・地域
805 夏井 将来のまち学べる、働ける、食がよい、遊べる、友人が増えるまち 行政
806 夏井 将来のまち健康で長生きするため、仕事（課題）を決め、働き続ける 雇用・産業
807 夏井 将来のまち三世代同居で助け合い（少子高齢化を打破） 人・地域
808 宇部 良いこと 小倉山～山根のあたりで山菜・きのこがとれる 自然・環境
809 宇部 良いこと チョウセンアカシジミ 自然・環境
810 宇部 良いこと じゃっこ釣り 自然・環境
811 宇部 良いこと 琥珀の坑道がある 観光
812 宇部 良いこと おじいさん、おばあさんが昔からの文化を継承している 人・地域
813 宇部 良いこと 四季を感じられる 自然・環境
814 宇部 良いこと 戦争中にできた中田街道。昔のおもかげがある 自然・環境
815 宇部 良いこと 昔の家並み。庭もきれい 自然・環境
816 宇部 良いこと 福来（地元の酒）がある 観光
817 宇部 困ること 少子化 人・地域
818 宇部 困ること 学校がどうなるのか心配 人・地域
819 宇部 困ること 中学校の生徒が23人しかいない。 人・地域
820 宇部 困ること 独身者がたくさんいる。結婚しない人が多い 人・地域
821 宇部 困ること デマンドタクシーのルートを長くしてもらうと助かる 道路・交通
822 宇部 困ること 病院代よりもタクシー代が高い 生活・福祉
823 宇部 困ること 男がいばっている（士族系が多い）→従わなければならな 人・地域
824 宇部 困ること 封建的（貧乏でもやせ我慢） 人・地域
825 宇部 困ること 生活は苦しかった 生活・福祉
826 宇部 困ること 高齢世帯が多くなってきた 人・地域
827 宇部 困ること 年をとって、班長ができなくなっている 人・地域
828 宇部 困ること 無人販売。お金を入れないでもっていく人のほうが多い その他
829 宇部 困ること 不耕作地が増えている 雇用・産業
830 宇部 将来のまち宇部農ファームを成功させたい（法人化した） 雇用・産業
831 宇部 困ること 第１次産業は所得が上がらない 雇用・産業
832 宇部 将来のまち作った野菜などを路上に並べて売ったり、６次産業化する。 雇用・産業
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平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
833 宇部 困ること 人はいると思うが、出て来る人がいない。 人・地域
834 宇部 将来のまち小袖の大漁唄を保存してほしい 人・地域
835 宇部 困ること やれる下地はあるが、若い人がいない。 人・地域
836 宇部 困ること 下の年代のまとまりがない。 人・地域
837 宇部 将来のまち青年会を盛り上げる（仕掛け人が必要） 人・地域
838 宇部 困ること 地域のまつりがなくなった（批判ばかり、協力がない） 人・地域
839 宇部 困ること 結婚しても宇部に住まない。 人・地域
840 宇部 困ること 仕事場がない。 雇用・産業
841 宇部 困ること 若い人がいなくなる。出て行くと帰ってこない。 人・地域
842 宇部 困ること 年よりがうるさい。 人・地域
843 宇部 困ること 便利さがない。店がない。 生活・福祉
844 宇部 困ること 子どもを生徒の多い学校に入れてしまう。 人・地域
845 宇部 将来のまち演芸会を復活したい→芸はたくさんある 人・地域
846 宇部 良いこと 久慈市唯一の地酒、名前も良い！ 観光
847 宇部 良いこと 山菜ときのこの宝庫 自然・環境
848 宇部 良いこと 琥珀をとっている（あまちゃん） 観光
849 宇部 良いこと おじいさん、おばあさんの技術。 人・地域

850 宇部 良いこと
昔ながらのナカタ街道の家並み。飛行機の滑走路用に作ら
れたので３ｋｍほどまっすぐ。

自然・環境

851 宇部 良いこと
チョウセンアカシジミとゴマシジミ（他市町村からも見に来
る。）手入れをしないと守られない。

自然・環境

852 宇部 困ること
おじいちゃん、おばあちゃんがつくったものを売りたいが、先
立つ人がいない。

雇用・産業

853 宇部 困ること 青年会活動がなく出会いの場がなくなった。 人・地域
854 宇部 将来のまち宇部と小袖のつながりがあってもいい 人・地域
855 宇部 将来のまち農家レストランなど足を止める場所。 雇用・産業
856 宇部 将来のまち福来の見学コースをつくる（岩泉ではやっている） 観光
857 大川目 良いこと 河川パークゴルフ場、冬でも使える！ 自然・環境
858 大川目 良いこと 小・中学校が協力的 人・地域
859 大川目 良いこと 仲小路公民館に公園があってよい 人・地域

860 大川目 良いこと
秋まつり。青年部が山車作り。備前組は16年目。自然と流れ
が続いている

観光

861 大川目 良いこと 米どころ。野菜もおいしい 自然・環境
862 大川目 良いこと 高齢者の活動が活発。 人・地域
863 大川目 良いこと ヤマセが少ない。温暖な気候 自然・環境
864 大川目 良いこと これまで大きな災害が少ない 自然・環境
865 大川目 良いこと 久慈文化の歴史の発祥の地 人・地域
866 大川目 良いこと 上大川目・下大川目→大川目踏切に名残り 人・地域
867 大川目 困ること 農業後継者がいない。10年後が心配 雇用・産業
868 大川目 困ること 除雪の出動が遅い！大きい路線ほど遅い。 道路・交通
869 大川目 困ること 位地指定道路や私道も除雪してほしい。 道路・交通
870 大川目 困ること 空き家が多い。 人・地域

871 大川目 困ること
荒れ放題の家をなんとかしてほしい。町内会活動に影響し
ている

人・地域

872 大川目 困ること
一人暮らし高齢者世帯⇒庭木の枝が伸び放題。ごみをス
テーションまで出せない。

生活・福祉

873 大川目 困ること 少子高齢化の傾向が急激に進んでいる 人・地域
874 大川目 困ること 医者が足りない 生活・福祉
875 大川目 困ること 県立病院の長期入院の期間が短い 生活・福祉
876 大川目 困ること 希望する働きたい場所がないので、若い人が定着できない 雇用・産業
877 大川目 困ること 女性の活躍の場が少ない。 人・地域
878 大川目 困ること 日用品の買い物が近くにない（将来が不安） 生活・福祉

879 大川目 困ること
上下水道の整備、上水道が通っていない地区がある。トイレ
の水洗化がされていない

施設整備

880 大川目 困ること バスに乗る人が少ない。小型化してはどうか？ 道路・交通

881 大川目 将来のまち
認定こども園をこの地区に早急に整備してほしい（２つの園
を１つに）

生活・福祉
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平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
882 大川目 将来のまち子供が増えてほしい。 人・地域
883 大川目 将来のまちまちづくり協議会に女性が役員として参画する！ 人・地域
884 大川目 将来のまち大型スーパーの大川目進出！ その他
885 大川目 将来のまち介護老人施設があると良い。 生活・福祉
886 大川目 将来のまち久慈城跡地の整備を早急に！久慈城の復活 観光
887 大川目 将来のまち市民の教育（老若男女、全ての階層向け） 行政
888 大川目 将来のまち国・企業の研修施設を誘致する（外部の人が来る） 雇用・産業
889 大川目 将来のまち産直施設を整備し、久慈広域の特産品を扱う 雇用・産業
890 大川目 将来のまち小・中学校の空き教室の有効活用（学童保育） 行政
891 大川目 将来のまち企業を誘致してミスマッチを解消する 雇用・産業
892 大川目 良いこと 子どもとのふれあいがある（あいさつなど） 人・地域
893 大川目 良いこと 人づきあいが良い！まとまりがある。みんな兄弟のよう!! 人・地域
894 大川目 良いこと 市街地に近い!!（国道で一本） 道路・交通
895 大川目 良いこと 災害に強い!!（少ない） 自然・環境
896 大川目 良いこと 元気な高齢者が多い!! 人・地域
897 大川目 良いこと 盛岡などへのアクセスも良い!! 道路・交通
898 大川目 良いこと 水が豊富!! 自然・環境
899 大川目 良いこと ほ場整備され、米どころ!! 雇用・産業

900 大川目 将来のまち
山口柿など地元の自慢を知ってもらったり販売をできる仕組
みづくりがあればいい。

雇用・産業

901 大川目 将来のまち通学路をもっとよくしてあげたい。 道路・交通

902 大川目 困ること
仕事がない。あれば、もっとここに残るはず…。帰ってきたく
ても帰ってこれない人がいる（久慈出身者とのつながりをい
かし、どうにかできないか）

雇用・産業

903 大川目 困ること
働く場所がもっとほしい（高齢者が多い→介護施設の充実
→雇用の創出につながる）

雇用・産業

904 大川目 将来のまち家庭事情で悩みのある子どもをサポートできる仕組みづくり 生活・福祉
905 大川目 将来のまち流通をよく、都会とのつながりをもつ 行政
906 大川目 将来のまち下水道を整備する 施設整備
907 大川目 将来のまち柔道をもっと盛んにする（将来も） 行政
908 大川目 将来のまち総合運動公園の整備 施設整備
909 大川目 将来のまち河川敷に遊歩道をつくる 施設整備
910 大川目 将来のまち農業の活性化（地元でとれたものを地元で消費など） 雇用・産業
911 大川目 将来のまち生産から販売、消費までの仕組みづくり 雇用・産業
912 大川目 良いこと お祭りに人がいっぱい参加する 観光
913 大川目 良いこと 市日がある 観光
914 大川目 良いこと 災害が少ない 自然・環境
915 大川目 良いこと 発電所がある 自然・環境
916 大川目 良いこと 自然がキレイ。 自然・環境
917 大川目 良いこと 田園風景 自然・環境
918 大川目 良いこと 食べ物がおいしい。 自然・環境
919 大川目 将来のまち久慈市発祥の地・久慈城（地域のほこり）を整備する 観光
920 大川目 良いこと 盆踊り（中学校の校庭で開催。景品800個） 人・地域
921 大川目 良いこと 人がいい。心がキレイ 人・地域
922 大川目 良いこと お互いが信頼している 人・地域
923 大川目 良いこと 山・海・川がある 自然・環境
924 大川目 良いこと 小、中学校・保育園が近い 自然・環境
925 大川目 良いこと 子供が安心して生活できる 自然・環境
926 大川目 困ること 生活に困っている人が多い（無年金） 生活・福祉
927 大川目 困ること 春先、風が強い 自然・環境

928 大川目 困ること
未婚者が増えてる（賃金が安く、家族を養えない）⇒共働き。
子どもにかかるお金を少なくする

人・地域

929 大川目 困ること
地域の受け入れ体制が不足。老人ボランティア多いが、若
いボランティアを育成していかなければ…。

人・地域

930 大川目 困ること 車持っていない人の支援。バスが少ない。 道路・交通
931 大川目 困ること 子どもたちの遊び場が少ない（公園、自然） 施設整備
932 大川目 将来のまちところイモの焼酎をブランド化。 雇用・産業

19



平成27年度 市政懇談会（ワークショップ）で出された意見
番号 地区 区分 内容 備考
933 大川目 将来のまち農家が自立して生計をたてれる販売ルートの設定 雇用・産業
934 大川目 将来のまち就農希望者を指導できる人の育成 人・地域
935 大川目 将来のまち高齢になって介護や生活に心配しないまち 生活・福祉
936 大川目 将来のまち交流の場をつくる（老人クラブ・サロン） 生活・福祉

937 大川目 将来のまち
シェアハウスで介護・共同生活（介護施設より費用が安く、年
金で入れるように）

生活・福祉

938 大川目 良いこと
『海のモノ』がおいしい。質良い・安い。内陸に行って新鮮さ
や良さを知る

自然・環境

939 大川目 良いこと 海、山、川があり、いろんな楽しみがある 自然・環境
940 大川目 良いこと 久慈渓流がキレイだ。 自然・環境
941 大川目 良いこと 山口柿…ここにしか育たない。 自然・環境
942 大川目 良いこと 津波の心配がない。 自然・環境
943 大川目 良いこと 人柄がいい。子供が素直。地域の環境の良さが要因。 人・地域
944 大川目 良いこと モノを育てる環境。 人・地域
945 大川目 良いこと モノを大切にする。 人・地域
946 大川目 良いこと 子と大人の境がない。 人・地域
947 大川目 良いこと 面倒見の良さ。 人・地域
948 大川目 良いこと 「地域のつながり」が残っている。 人・地域
949 大川目 良いこと 久慈城 観光
950 大川目 困ること 県立病院の眼科・産婦人科の医師が不足 生活・福祉
951 大川目 困ること 働く場がない 雇用・産業
952 大川目 困ること 若い人が働きたいと思う場所がない。ＩＴ関連等。 雇用・産業
953 大川目 困ること 若者が戻ってこない（人が増えない） 人・地域

954 大川目 困ること
若者の遊ぶ場所、交流を深める場所、美容室・映画・ショッ
ピングなどがない

生活・福祉

955 大川目 困ること 公園がない。子供の広場がない。巽山公園も小さい 施設整備

956 大川目 困ること
河川公園が久慈市街のみで大川目にない。ちゃんとしたイ
スを整備してほしい。

施設整備

957 大川目 困ること アクセスが不便 道路・交通
958 大川目 困ること 下水道整備が進まない 施設整備

959 大川目 将来のまち
渓流までの散策路を整備（自転車や徒歩で行ける旧道を整
備する）

施設整備

960 大川目 将来のまち子供の明るい声がもっと聞こえるまち。 人・地域

961 大川目 将来のまち
雇用の場、企業の誘致を進めてもらいたい。女性の働く場
（縫製業）など

雇用・産業

962 大川目 将来のまち中央へのアクセス道路を整備（物流時間の短縮） 道路・交通
963 大川目 将来のまち農業で暮らせる環境 雇用・産業
964 大川目 将来のまち高齢者対策（介護施設の整備、予防医療） 生活・福祉

965 大川目 将来のまち
大川目の国道沿いに産直をつくり、農産物や雑穀を出すこ
とで、農家の意欲も上がる。

雇用・産業

966 小久慈 良いこと あまちゃん（関連イベント） 観光
967 小久慈 良いこと 秋まつり（山車） 観光
968 小久慈 良いこと 小久慈は子供の数が他に比べて減っていない。住宅地。 人・地域

969 小久慈 良いこと
リトアニアとの姉妹都市。もっとＰＲしてよい（日本でひとつし
かない琥珀の産地）

観光

970 小久慈 良いこと 観光地（琥珀、小久慈焼） 観光
971 小久慈 良いこと 車が少なくて安心して暮らせる（子供がいても安心） 生活・福祉

972 小久慈 良いこと
小久慈には、いろんな工場がある（コンクリート、砕石、ブロイ
ラーなど）⇒寄付、町内会費、地元雇用など地域に還元され

雇用・産業

973 小久慈 良いこと 自然・景観が素晴らしい（海が見えるダム、つりがね洞） 自然・環境
974 小久慈 良いこと 第一次産業が身近にある 雇用・産業

975 小久慈 困ること
商店街に駐車場がないので、イベントに出かけられない。年
寄りを歩かせることができない。土風館もせまい（バスを停め
られない）

市街地

976 小久慈 困ること 久慈歯科前の長内橋交差点の形が悪い。右折レーンが必 道路・交通

977 小久慈 困ること
農林漁業の付加価値が低い。次産業の付加価値を高める
べき。久慈は一次産業だ!!

雇用・産業
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978 小久慈 困ること
道路が狭い（各家庭でたくさん車を持っている。車の数が多
くて、ラッシュ時は危険）

道路・交通

979 小久慈 困ること 小久慈の道路はたくさんあるが、狭い道路ばかり 道路・交通

980 小久慈 困ること
企業があるメリットの反面、大きな車が道路を壊してしまう。Ｔ
字路、カーブが特にやられている。

道路・交通

981 小久慈 将来のまち通学路を整備する。切れ目なく歩道をつなげてほしい 道路・交通
982 小久慈 将来のまち久慈生コンに行くＴ字路を直してほしい。穴があいている 道路・交通
983 小久慈 将来のまちこれからの若い人、子供達の声を大切にしてほしい 行政

984 小久慈 将来のまち
高速道路ができると良いところもたくさんあるが、地元で買い
物をする人がいなくなる。八戸にみんな流れる。
メリットデメリットをよく理解、分析して向き合ってほしい。

行政

985 小久慈 将来のまち
開放的な子育て（塾・学童・習いごとなどで、家でのびのび
遊ぶことができない。友達同士で遊べることが大事）

生活・福祉

986 小久慈 困ること 市で分譲した住宅地、側溝にまったくフタがない。 道路・交通

987 小久慈 困ること
議員定数を削減してほしい。他の市町村ではやっているの
になぜ久慈でできない

行政

988 小久慈 良いこと 地理的条件が良い!! 自然・環境
989 小久慈 良いこと 気象観測点が小久慈になった！ 自然・環境
990 小久慈 良いこと あたたかくて冬もあまり雪が多く降らないところ 自然・環境
991 小久慈 良いこと ナニャドヤラがある 人・地域
992 小久慈 良いこと 地域の行事にある程度参加している 人・地域
993 小久慈 良いこと 宅地開発が進んでいる 自然・環境
994 小久慈 良いこと 自然とまちが共存している 自然・環境
995 小久慈 良いこと やませがあまり来ない 自然・環境
996 小久慈 困ること 道路が途中で止まっている 道路・交通
997 小久慈 困ること 長内橋の交差点付近を直してほしい 道路・交通
998 小久慈 困ること 急な大雨で用水路があふれる 防災
999 小久慈 困ること 琥珀博物館に行く道路が狭い! 道路・交通

1000 小久慈 困ること
ごみ出しのマナーが悪い。外の人の投げ捨て→春のごみ拾
いの時、量が多い!!

人・地域

1001 小久慈 将来のまち久慈～盛岡をもっと短時間で結ぶ 道路・交通
1002 小久慈 将来のまち駅前の再開発 市街地
1003 小久慈 将来のまち久慈にももっと広い道の駅を!! 施設整備
1004 小久慈 将来のまち子どもにも地域の役割の一員になってもらう 人・地域
1005 小久慈 将来のまち若い人が頑張っている社会に!! 人・地域
1006 小久慈 将来のまち個人所有の山林を活用できるような仕組みづくりを!! 雇用・産業
1007 小久慈 将来のまち働き場の確保 雇用・産業
1008 小久慈 良いこと 生活しやすい気候 自然・環境
1009 小久慈 良いこと 人と人とのつながりがある 人・地域
1010 小久慈 良いこと 自己紹介が必要ない 人・地域
1011 小久慈 良いこと 顔を見て用事が分かる 人・地域
1012 小久慈 良いこと 仲人が出会いの場をつくってくれた 人・地域
1013 小久慈 良いこと 農産物の物々交換がある 人・地域
1014 小久慈 良いこと 川がきれい（奥入瀬などの名地にも負けません!） 自然・環境
1015 小久慈 良いこと 眺めがいい 自然・環境
1016 小久慈 良いこと 海が見えるダムは珍しい 自然・環境
1017 小久慈 良いこと ダムの紅葉が美しい 自然・環境
1018 小久慈 良いこと 何もないところが良い 自然・環境
1019 小久慈 良いこと 静かで過ごしやすい→心が洗われる 自然・環境
1020 小久慈 良いこと 海岸線がきれい 自然・環境
1021 小久慈 困ること 堤防の桜がきちんと管理されてない 自然・環境
1022 小久慈 困ること 天候・時間帯によってＴＶが見られない 生活・福祉
1023 小久慈 困ること 電波の悪い場所がある 生活・福祉
1024 小久慈 困ること 冠水や道路等の補修について、巡回点検してほしい 道路・交通
1025 小久慈 困ること 久慈の中でも小久慈の道路が１番悪い!! 道路・交通
1026 小久慈 困ること 空き家が多い→何とか活用できれば その他
1027 小久慈 困ること 困っていることを伝えても取り合ってもらえない 行政
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1028 小久慈 困ること 採石場があるため、土埃がひどい。川が汚れるし、道路も壊 自然・環境
1029 小久慈 困ること 市職員は始業５分前には仕事できる状態に!! 行政
1030 小久慈 困ること 東京に行くのが大変（遠い） 道路・交通
1031 小久慈 困ること 車のない年配の方の移動が不便。バスが必要 道路・交通
1032 小久慈 困ること 雪かきが困る。 道路・交通

1033 小久慈 困ること
秋葉～生出町を自転車通学をしているが、道路が悪いので
事故につながりそう

道路・交通

1034 小久慈 困ること
いじめや結婚相手の問題は、当人もしくは仲間内で解決で
きた問題だったが、今の時代は難しい。

人・地域

1035 小久慈 将来のまち
人口減少に対応→市職員・議員を減らす。税収減でサービス低下
は我慢する

行政

1036 小久慈 将来のまち自給自足の生活にする（自然をいかす） 生活・福祉
1037 小久慈 将来のまち一人一人が健康にきをつけて医療費を減らす 生活・福祉
1038 小久慈 将来のまちゴミを減らす→ゴミの焼却費を減らす 生活・福祉

1039 小久慈 将来のまち
中心市街地に市役所を移転し、川崎町を住宅地にする（市
外地の活性化）

市街地

1040 小久慈 将来のまち地区・町内会でゴミを処理できるような仕組み 生活・福祉
1041 小久慈 将来のまち小さい集落を街に集約する 行政
1042 小久慈 良いこと あまちゃんで認知度ＵＰ。あまちゃんは宝物 観光
1043 小久慈 良いこと 夏涼しく、冬暖かい。気候が素晴らしい 自然・環境
1044 小久慈 良いこと 海岸線がきれい 自然・環境
1045 小久慈 良いこと 山形の白樺 自然・環境
1046 小久慈 良いこと 自然が充実 自然・環境
1047 小久慈 良いこと 小久慈焼（昔は全国的だった。もっとＰＲを!!） 観光
1048 小久慈 良いこと 砂鉄 観光
1049 小久慈 良いこと 海の見えるダム 自然・環境
1050 小久慈 良いこと 新築の家が増加中!! 人・地域
1051 小久慈 良いこと 良いものをつくれる技術がある 雇用・産業
1052 小久慈 良いこと 山のきぶどう 観光
1053 小久慈 良いこと 琥珀 観光
1054 小久慈 良いこと 恐竜が住んでいたまち!!（場所） 観光
1055 小久慈 困ること 道路がデコボコ。舗装されててもボコボコしている 道路・交通

1056 小久慈 困ること
下水道が分断されてる。町内で半分しかない。下水あげの
助成も一部だし、下水処理について町内での差がある

生活・福祉

1057 小久慈 困ること 公園の遊具が撤去され、子どもの遊ぶ場所がない 生活・福祉
1058 小久慈 困ること みんなで遊べる場を!!（子どもたちにルールを教えたい） 施設整備

1059 小久慈 困ること
河川敷や川を利用する人のマナーが悪い。ちゃんと掃除を
しないので、看板を設置してほしい

人・地域

1060 小久慈 困ること
空き家が多い（幸町も多い）→所有者への声掛けと、必要な
若い人に提供できないか。

人・地域

1061 小久慈 困ること
高齢者が都会に住んでいる子どもの方へ行ってしまう→若
者の定住推進が必要

人・地域

1062 小久慈 将来のまち
用途地域の色分けや規制を柔軟にして、もっと自由な場所
の使い方、ルールを設定する
→商業施設・住宅・事務所・学校

行政

1063 小久慈 将来のまち１次産業を６時次産業へ 雇用・産業
1064 小久慈 将来のまち滝地区の難視聴地域対策 生活・福祉
1065 山形 良いこと 短角牛（大地の会との交流） 観光
1066 山形 良いこと 教育旅行 観光
1067 山形 良いこと ほうれん草 雇用・産業
1068 山形 良いこと 川魚（40cmのいわな） 自然・環境
1069 山形 良いこと マツタケで地域おこし 雇用・産業
1070 山形 困ること 道路が整備されていない所がある 道路・交通
1071 山形 困ること 雪がなくても冬季は通行止区間がある 道路・交通
1072 山形 困ること 火葬場へいくのに距離で料金が決まる 生活・福祉
1073 山形 困ること 地区の公民館のトイレ→水洗・洋式化 施設整備
1074 山形 困ること 土風館の駐車場がせまい 市街地
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1075 山形 困ること 駅前開発をどうするか（市の玄関口） 市街地
1076 山形 困ること １次産業への施策がコロコロ変わる（農家の平均年齢が68 雇用・産業
1077 山形 将来のまち１次産業で食べれるようにする 雇用・産業
1078 山形 将来のまち外から農業希望者を呼ぶ 雇用・産業

1079 山形 将来のまち
交流人口を増やす⇒廃校を利用した短期の居住施設をつく
り、体験農園など（他にも色々なアイデアがあるが、市と住民
との話し合いが足りない）

人・地域

1080 山形 将来のまち
下川井の土地に住宅を…。（何年か住んだらあげますとか。
墓もある）

その他

1081 山形 良いこと 闘牛 観光
1082 山形 良いこと キノコ 自然・環境
1083 山形 良いこと 短角牛 観光
1084 山形 良いこと 地元の野菜（旬のものを食べれる） 自然・環境
1085 山形 良いこと 豊富な食べ物 自然・環境
1086 山形 良いこと 助け合い、人づきあい、人のつながりがある 人・地域
1087 山形 良いこと 学校とのつきあい、交流がある 人・地域
1088 山形 良いこと お年寄りからの指導 人・地域
1089 山形 良いこと 自然が豊か（誇り） 自然・環境
1090 山形 困ること 地域のことを知らない 人・地域
1091 山形 困ること 地域間格差 人・地域

1092 山形 困ること
職員が塩対応（軽い）。合併後、相談に行ったら対応が悪
かった。「担当がいない」とか、たらい回し

行政

1093 山形 困ること 地域の実情を目で見て対応してほしい 行政

1094 山形 困ること
最低限のインフラ整備が必要⇒交流人口が拡大し、住みや
すくなる。いいのもがさらに生かされる

施設整備

1095 山形 困ること 地域の意見を施策にいかす 行政
1096 山形 困ること タクシーがなくなった（配置してほしい。帰省客も困る） 道路・交通
1097 山形 将来のまち高齢者の足の確保 道路・交通
1098 山形 将来のまち若い人たちが残るように 人・地域
1099 山形 将来のまち企業の誘致、若者の働く場（廃校の活用） 雇用・産業
1100 山形 将来のまちもらった市民の意見を動かす 行政
1101 山形 困ること 市道川井・関線が進んでいない 道路・交通
1102 山形 将来のまち平庭山荘の環境整備、憩いの場 施設整備
1103 山形 将来のまち道路網を整備する→魅力があがる 道路・交通
1104 山形 将来のまち小学校を存続する 人・地域
1105 山形 将来のまち人口流出させない 人・地域
1106 山形 将来のまち合併特例債の活用。 行政
1107 山形 良いこと 海のもの、山のもの（山菜・キノコ類）、おいしい食材が豊富 自然・環境

1108 山形 良いこと
近所の付き合いが良い。協力的（例えば、早朝草刈りとか出
席率が高い）

人・地域

1109 山形 良いこと 海・山・川のレジャーが楽しめる環境にある（自然が豊か） 自然・環境
1110 山形 良いこと 白樺林がきれい。東北唯一の闘牛がある 観光
1111 山形 困ること ケータイの電波の状況が良くない 生活・福祉
1112 山形 困ること 病院が充実していない 生活・福祉
1113 山形 困ること 高齢化が進み、地域の共同取り組みを行うのが大変 人・地域
1114 山形 困ること 集会所の管理（費用、人）が大変 人・地域
1115 山形 困ること 除雪（降りすぎ） 道路・交通
1116 山形 困ること レジャー施設（パチンコ以外）が少ない 生活・福祉
1117 山形 困ること 高齢者などの移動手段がない。[温泉（山根・平庭）、買い 道路・交通

1118 山形 将来のまち
結婚につながる「世話人」をつくる（人口減少を停めるため
に）。仕組みづくり

人・地域

1119 山形 将来のまち交流人口の拡大に向けた施策を強化する 観光
1120 山形 良いこと 田舎であること（働くのは都会だが、住むのは久慈が一番） 自然・環境
1121 山形 良いこと 平庭が山形の自慢。→これからも整備・活用 観光
1122 山形 良いこと 内間木洞 観光
1123 山形 良いこと 水が豊富、湧水が多い 自然・環境
1124 山形 良いこと 自然が豊か 自然・環境
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番号 地区 区分 内容 備考
1125 山形 良いこと 人情が厚い 人・地域
1126 山形 将来のまち盆と正月には帰ってきてほしい（移住してほしい！） 人・地域
1127 山形 良いこと キノコ・山菜・岩魚が豊富 自然・環境
1128 山形 良いこと 闘牛がある（東北唯一）、塩の道の文化 観光
1129 山形 良いこと 災害が少ない（地盤が強い） 自然・環境
1130 山形 良いこと ８地区の交流が盛ん 人・地域
1131 山形 良いこと 老人クラブ活動の充実 人・地域

1132 山形 困ること
交通の便が悪い。若い人がいる今は何とかできているが、将
来バスがなくなるのではと心配）

道路・交通

1133 山形 困ること 山形診療所がなくならないでほしい（懸念） 生活・福祉

1134 山形 困ること
保育園で０歳児の受け入れをしてもらえないので、久慈に貸
家→過疎化の進行につながる。

生活・福祉

1135 山形 将来のまち児童（学童）施設の充実 生活・福祉
1136 山形 将来のまちスクールバスの利便向上・効率的運行（運営上のムダ） 道路・交通
1137 山形 将来のまち市の財源をもっと山形に！公共施設の充実 施設整備
1138 山形 困ること 渓流のカーブ（Ｒ281の事故） 道路・交通
1139 山形 困ること ラジオの入りが悪い 生活・福祉
1140 山形 困ること 携帯電話が不通 生活・福祉
1141 山形 困ること 除雪の問題 道路・交通
1142 山形 将来のまち山形に喜んで住んでもらえる施策 行政
1143 山形 将来のまち企業誘致、若者の就職先確保 雇用・産業
1144 山形 将来のまち宅配サービス　配食、買物→ＮＰＯ法人、社協 生活・福祉

1145 山形 将来のまち
若い人の意識を変えられるように！行政も支援する（出産祝
い金、結婚祝金）

生活・福祉

1146 山形 将来のまち頑張っている地元農業者を支援 雇用・産業
1147 山形 将来のまち山林の活用 雇用・産業
1148 山形 将来のまちバイオマス発電、温水供給、熱利用 雇用・産業
1149 山形 良いこと 地域のつながり、支え合いが自然にできている 人・地域
1150 山形 良いこと 山、畑の恵みが豊富（きのこ、山菜、野菜） 自然・環境
1151 山形 良いこと ここがいい、都会は住みたくない 自然・環境
1152 山形 良いこと 水がきれい、水が豊富 自然・環境
1153 山形 良いこと 災害（地震）に強い 自然・環境
1154 山形 良いこと 炭がまのにおい、風景 自然・環境
1155 山形 良いこと 広い、静か、空気がきれい 自然・環境
1156 山形 良いこと 人と人とのつきあいが深い 人・地域

1157 山形 困ること
合併後、商店などがさみしくなった（大きい会議などが山形
地区で少なくなった）

その他

1158 山形 困ること
人が少ない分、地域での役割にかたよりが出てしまう。班長
さんの負担大。

人・地域

1159 山形 困ること 空き家も増えている 人・地域
1160 山形 困ること 除雪も大変。半日、１日がかり… 道路・交通

1161 山形 困ること
交通手段が少ない（バスが少ない、タクシーがない→買い物
が不便、宅配などもっと増えれば…）

道路・交通

1162 山形 困ること 高齢化で草刈りなどの作業が出来ない人も増えている 人・地域
1163 山形 将来のまち山の環境整備（前は山焼きもやった、山菜ももっととれた） 自然・環境
1164 山形 将来のまち公民館は地域活動の拠点。ＡＥＤの配置など施設の充実を 施設整備

1165 山形 将来のまち
ほうれん草など、農業の継続に向けて、作業のヘルパー制
度を（あれば、雇用の場にもなる）

雇用・産業

1166 山形 将来のまち医療施設の充実 生活・福祉
1167 山形 将来のまち点在する住居をなるべくコンパクトに（集落編成） 行政
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