
大子町第5次総合計画 後期基本計画策定のための住民意向調査

意　　　　　　　　　　見

子供がいないのに、その方が先だ。
子供の遊ぶ場所がない。
高齢化社会の中で大子町の６５歳以上が茨城県の中でも最も高い、少子化も進んで
おり出生率も最低である。これからもっと若者世代は大子町から離れていく。大子町か
らまた戻ってくるような町づくりをお願いしたい。私も孫が町外にいるが大子町では職も
ない、子供を預ける場所もない（ベビーシッターなど時間外の預かりなど）ので戻りたく
ないと言っている。
少子化になる理由を考えてほしい。高齢者ばかりで通学する子供が近くにいない状態
で、見通しが悪い山林の歩道のない狭い町道。スクールもないし１０も９も心配で仕事
もローテーション毎日不安です。みんな便利のいいところに出て行ってしまう。統廃合
ではなく今現在で困っている子供達へ！家の半分もない子供たちが家の前でスクー
ルバスに乗せてもらっているのはおかしい！距離でスクールバスを出していただかな
いと不満です。
もう少し子育てのしやすい環境や、手当てがあるといいと思う。子育てをするのに、払う
ものが多すぎてたくさん子供が産めない。（３人とか４人とか）矢祭町みたいな資金的な
援助があるだけでも違う。
子育て支援対策は地域づくりの根幹である。これ以上の学校の統合はすべきではな
い。学校のない所に若者は帰ってこない。
学童の保育の時間、人数などの充実
子供の医療完全無料化
子育て支援住宅等の期間を考えてほしい。（子供がいない家庭に限って長い期間住
んでいたり・・・子供がいるのに住めなくて不自由）そのために大子町から出ていく世帯
がいるので。必要性のない道路を作るならば、支援住宅、子供にとって過ごしやすい
町営住宅にするなど（リフォーム、建て直し）考えた方が良いと思う。アパートの数や金
額も満足できないため。
子育てについて、急な都合でどこかに子供をあずけなければならない人にとって、あ
ずけるところがない現状について
子育て支援を手厚くしてほしい。
学校や仕事が終わる時間（１７：００以降）は商店街が閉まっていることがあり、買い物
や児童保護の面等で疑問がある。
子育てについては、家庭内で両親にまかせれば良いし学校教育については先生にま
かせれば良いと思う。家庭と学校で連携仕合って協力すれば良いことだと思う。
子育て支援については、地域間で格差があり、解決には民間の協力を得てはどうか？
子育て支援策は，過疎化対策，少子化対策にもつながりますので，予算をたくさんつ
けて支援してほしい。
検診（癌検診も含む）の有用性及び検証について
昨今の書類によると，その必要性に疑問を呈する物が多々見受けられる。結果の分
析，検証の必要があるのでは（早期発見早期治療と死亡率との関係）。
子育て支援対策については、ますます力を入れて欲しいです。
自分たちが子育てしてきた時、（３２年より前になります）よりず～っと子育て支援対策
が充実しているのがありがたいと思います。
高齢者の福祉対策も同様だと思います。
子育て支援対策で「まいん」や「広域公園」以外の子供が遊べる施設が少ないと思い
ます。大子町の人口を増やすにはまず、子育てがしやすい環境を作るべきだと思いま
す。大子駅や滝のトイレもオムツ交換ができる所がなく、とても不便だと感じました。車
イスの方も使用できる様に改善すべきだと思います。
学校が終わった後、親が仕事から帰るまで子供を預かれる場所があるといい。現在は
年齢制限があるようだが、兄弟がいる場合、上の子だけ家で待つようになってしまう。
高齢化が進む中で孤立してしまうお年寄りが出ないように、地域で出来ることは何か考
えてほしい。荒れ地になっている土地の活用、また、みんなが元気になれるよう継続で
きるものを探せればいいと思う。町おこしに協力が必要と思われる。
高齢者に優しい町づくり
高齢者の福祉対策、青少年の育成
車等、運転のできない人にもやさしい町づくり（買物とか）をお願いします。

　問７　問６の町の施策について，ご意見がありましたら，記入してください。
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　問７　問６の町の施策について，ご意見がありましたら，記入してください。

項目

大子町は高齢社会となっているので、病院、介護、訪問などを強化すべきである。高
齢者が心配なく安心出来る町づくりをもっとした方がいい。
高齢者の福祉体制強化に
防災ＦＭの活用
主目的以外の活用の検討の有無。不審者情報，特殊詐欺情報，各種連絡事項等。
高齢者及び障がい者の福祉の充実はこれからの社会で重要なことだと思います。誰も
が安心して生活できる町づくりに期待します。
高齢者の福祉対策については、高齢者に良くしすぎているし何もかも高齢者優先なの
はおかしい。その為高齢者の人間性もおかしくなっている。今後力を入れる必要はな
い。
老人が今日も元気に生活していることがわかるテレビ電話などの工夫。
⇒一人で死亡していることのないように
障害者の福祉について、社会復帰に向けて、仕事を練習できる場所があったらいい。
自分が今、どの程度の仕事ができるのか確認する為、短期の仕事に協力してくれる店
を探し、地域で支えていく。
障害者福祉対策、しっかりしてほしいです。グループホームとか、日中一時支援が適
切に行える施設とか必要だと思います。また、当事者の気持ちにしっかり寄り添うべき
です。一人の人間として、誠意のある対応が出来るのではないかと思います。
大子町は障がい者福祉施設が全くなっていないと思う。近隣市町では，入所型福祉
施設があるのに対して大子町はどうなのでしょう？
通所のみの施設では，家庭での負担も増えるばかり。もう少し力を入れても良いと思
う。
獣被害対策
各個体の減少にさらに積極的に取り組むべき。結果が見えてこないどころか，増加し
ているのでは。
福祉制度の充実、全くしていないと思います。「まいん」の障害児・者の日中一時支
援、全く行っていません。時間、支援体制、意見等しっかり聞いて、取り組むべきだと
思います。
耕作放棄地の取り組み
有用農地，宅地隣接農地の放棄地が散見される。強制力のある方法の検討，早期実
施。
医療体制の充実は病人の悪い所を早く発見し、（町医者の対応が遅い気がする。）緊
急処置の取れるシステム作りにしてほしい。
医療体制の充実、されているか疑問です。ちゃんとした、安心して見てもらえる病院は
あるのでしょうか。
子供の方が、容態の急変などが多いのに対して、夜間緊急対応していただける小児
科が少な過ぎるので町での対応をお願いしたいです。
病院がたくさんあるが，小児科が充実していない。信頼できる病院がほしい。
医療体制について，様々な方面から不満の声を聴きます。設備の充実（医療設備含
む）や清潔感の改善等に力を入れて頂きたい。
医療設備が充分に整った病院が少なすぎるし，ない。大子から水戸市内まで通院しな
ければならない事が度々ある。
救急で夜間でも小児専門の医師に見てもらえるよう、他の地域との協力があるといい。
小児の扱いになれてない医師に救急の子供を見せるのは心配。現に左右両うで点滴
を失敗された。
私は大字大子に住んでおりますが、毎日適度な散歩をし私なりに健康づくりをしており
ます。現在久慈川沿いの遊歩道と押川沿いの遊歩道が湯里大橋で分断されており、
これが継る事で、個々に合った健康増進のための散策道となるのではないかと考えま
す。ご検討いただければ幸いです。
誰でもいつでも使える健康設備があるときいていない。

６について、私は６０代前半ですが、車がない時が多くもっと参加したいと思っても中
央まで出向くには無理が多く今は１つだけのサークルに通うのがやっとのことです。区
の集会所は会議ぐらいでほとんど空いていますが、もっと活用できないだろうか？体操
までいかなくても、お茶会で血圧を計る位から始めても良いのではないだろうか。少人
数からでも気軽にお茶会に行って話したいです。
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　問７　問６の町の施策について，ご意見がありましたら，記入してください。

項目

無駄遣い（ラジオ局、ラジオ）電池が少なくなり使えない。
ラジオなんかより停電でもつながるテレビ電話を支給してほしい。ボタン一つで大子町
の救急連絡や緊急時につながる機能や迷惑や振り込め詐欺防止機能、緊急放送機
能がついてるもの。何にしても大子町は遅れていると思う。
ラジオ配布有効でした。身近な情報が入ります。我が家は若い世代がいて電波の良
い所を探して置いてますが、年配の方宅は聞けるような状態でしょうか。配布だけで
は、まだ箱の中かも・・・。
FMだいごはすばらしい。FMだいごの投稿の仕方を簡単にしてほしい。ハガキとかで
の。パソコンを持っていないから。本名は出したくないので他の名前（ペンネーム）みた
いなので。
FMだいご、聞いてない人が多いのでは？
災害に強いまちづくりの推進については、東日本大震災での経験より生かす為にも町
民参加の防災訓練の実施等、町職員と住民の災害に対する意識改革が必要と考え
る。
防災ラジオは電波が入るかどうか町でしっかり把握してほしい。例えば、ある地域の人
が入らないと町へ申し出た場合、その家１件だけが入らないとは考えにくいのでは？
町としてしっかりしてほしい。
災害対策はあくまでも各個人の責任で行うべきでそのための啓発活動をきめ細かく町
で行うべき。
これ最低！
緊急ラジオ、屋外に持っていかなければ意味がない。
犯罪防止対策は安心して暮らすための第一です。大子町の中にも駐在所が閉鎖があ
ると聞いています。安心して暮らすためにぜひ現状を維持してもらいたい。
盗難に関する事件を聞きました。（車）人事ではないので、治安の強化をお願いした
い。
大子駅前の道路が新しくなった事は良かったが、以前よりも車のスピードが速く、高齢
者の多い町の通りとしては道路が渡りづらく、横断歩道の手前にスピードを緩急する為
のデコボコをつけるなりの対策をとっていただきたいです。（特にサンローラン近く）
交通安全対策について、せまくて暗い道、通学にむかない道の整備をすすめてほし
い。
だいご小がなぜ旧大子二高跡に移動しないのか？交通安全，環境の面で良いので
はないか。
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消防，救急体制の強化では，消防団員の数が減少しています。若い人達が入団する
ように町としても働きかけてほしい。
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消費者支援体制の強化は，直接消費者を支援するのではなく，地域の小さな個人の
小売店をつぶさないように支援することで，間接的に消費者の支援になると思います。
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他の市町村では終えている。昭和のうちに！

町道等の道路の整備は、生活するに必要条件であるが、道路の舗装の補修が必要な
個所については簡易でよいので連絡すれば町内をかけずり対応してほしい。又、大雪
の時の除雪について検討してほしい。部落で除雪しているが、高齢者のみでやるので
今後は困難となってくるので、又、除雪する人もいなくなってきているので。
道路のレンガは、車いすや高齢者にはきびしいです。（振動やつまづきやすいです。）
町道等の道路の整備については、裏通りも道路を舗装し側溝や街路灯も付けてほし
い。
危険な通学路の整備
町道林道に付いての整備に付いては、もう少し治す必要性があるところを把握してほ
しい。（観光地で治すべき所があると思う）
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　問７　問６の町の施策について，ご意見がありましたら，記入してください。

項目

町道の陥没等の整備が交通事故防止につながると思う。陥没箇所等の確認や、町民
からの知らせに速やかに対処すべきである。
道路１１８号大宮～大子間を車がすむうずに進めるよう作ってもらいたい。

15
上水
道・簡
易水道
の整備

学校の統廃合による学校の減少では、若者の定住は望めない。
住みやすくきれいな町づくりには下水道整備は必要だったのではないか。

若者の定住を図るため池田地内に格安な分譲住宅を開発すべき。大子町開発公社
の本来の目的。
大子町に越してきてから３０年経ちますが、なかなか若い人が働けるところが少なく企
業誘致は昔と変わらないと思います。進んでないと思います。もっと水戸とかひたちな
かみたいにたくさんの人が格安で入れるきれいな市営、町営アパートがあるといいと思
います。
公営住宅をもっと増やして、入りたい人は誰でも入れいるようにしてほしい。
ペットをかってる人がふえているので、かえるようにしてほしい。（室内）
光ケーブルがほしいです。大子町芦野倉田野沢
光ネットのインフラの整備を一日も早く設備ください。世界とつながる→ITなくて、今の
社会は暗闇です。情報の老朽化、発信が大子の地からでも可です。
光通信網の整備
インターネットが光が通っていなくてかなり不便。今は子供の塾も自宅でネットで受ける
時代なのにうちの子は通信が鈍くて受講が満足にできない状況で残念です。学校は
部活が子供の人数が少なくて運営できない状態になってきている。学校を越えた交流
を持つのか、合併になるのか、心配しています。大子は滝があるのにその他に町にお
金を落としてもらう観光スポットが少なくてもったいない気がする。広域公園周辺のあ
まった土地や、袋田近辺のあまった土地に観光者が喜んでお金を使ってくれるスポッ
トを建設したらどうなのでしょうか。
国道沿いと依上地区とでは、インターネット等の情報設備に差があり、業者と町とで協
力のもと解決してもらいたい。
例として、国道沿いはフレッツ光が入るが、依上地区では入らない。
情報通信基盤の整備、今後、地震災害が再度発生した際に、公的機関からの情報が
すぐに得られるか心配しています。
最低限，携帯電話と光インターネットは，全町民が利用できる状態にして下さい。
ラジオが入らないので、災害対策のためにも、電波が入るように整備してほしい。
光ファイバー未整備地区の今後の計画、予定はどのようになっているのでしょうか。将
来を見通した時、医療・福祉面等で町の行政等と直接つながれるネットワークを整える
のは必要と思います。
学校教育の充実、特にスポーツ等について隠れた能力を持っている子供達を発見す
る方法等考え、能力を最大に伸ばす政策等考えてみては。
大子町小、中学校の教育に最大の力を盡してほしい。学力は他の地域に比べて低す
ぎる。５教科に専念出来る様教師を指導してほしい。
清流高校廃校の噂があるが高校が失われると同時に大子町も終わりとなる事を肝に銘
じてほしい。
小、中学校の統合をしてほしい。

学校教育の充実、障害児・者も含めて、充実させる必要があると思います。

学校教育の充実は、人口減少が大きいことが明確のようなので、小、中学校とも再編
をし、学校の数を出来るだけ少なくするべきと思います。
少子化でぜひ中学校を大子町１校にして統合を
学校教育には地域差は許されない。あくまでも町内一律に統一し、学校間の交流も大
学校教育について，町の担当者は，定期的にガサ入れみたいにいきなり学校に行き，
学校内のいじめや教師の態度などをぬきうちでチェックしても良いと思う。現に不登校
の児童もいるらしいので。その把握はしているのか？町としてはどの様に考えているの
でしょう？
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　問７　問６の町の施策について，ご意見がありましたら，記入してください。

項目

教育の充実とは，わかりやすくどういうことを言うのですか。学校の人数が少ないのだ
から，もっとよく教えたらいいのでは。スクールバスを使って，歩かせないのは，いかが
なものか。
都会の子供達のように文化的なものにふれる機会が少ない大子町の子供にも、まいん
を使ったコンサート体験などもっと取り入れるべきだと思います。子育て支援は、親に
お金（物資）を与えることではないと思います。親が子供に与えることが難しいのが、こ
の文化的なものだと思います。
小さな子供が遊べるような遊具が町の中にあっても良いのではないでしょうか。（例え
ば湯の里公園とか元町通りの空地とか）
進む少子化により、学校統合などで教育現場の減少が心配です。
町の過疎化を防ぐために学校教育の中の大子町の現状をもとにして、大子町を繁栄
させるためには、若い人が必要という講議を町の教育機関がお話をする。
町の大切な子ども達をきちんと教育すべきだと思います。
⇒給食費をただにするのは親としてのつとめをしていないだけ。根本的にずれてうたり
すると思いますが。
スポーツ施設の整備について、気軽に参加できるスポーツワークショップを月１くらい
でやってほしい。無料体験を通じ、スポーツ教室を開くまでにつながったらいい。廃校
になった学校の体育館を安く町民に貸し出してスポーツできる場所を増やせたらいい
と思う。町民の交流にもなるかと思う。

スポーツ施設の整備されていません。仕事の後の時間まで利用できるスポーツ施設が
ほとんどなく、やりたいと思っていても、出来ません。クライミングも、利用には制限があ
るので・・・。

若者の定住に向けた就業対策
ここを一番に力を入れてほしい部分だと思います。基本的に仕事が地元にあれば，地元に帰り
たい，残りたいという意見はよく聞きます。大子には若者が就ける職業が乏しいです。役場にい
けば若い職員さんはいらっしゃいますが，やはり公務員ぐらいしか安定して若者が就ける職業
がないからと考えられます。
どの地域に行ってもそれは同じことかもしれませんが，大子の場合それが極端に表れている感
じがあります。
大子にはまだ高校があって，そこを出て就職するという形の方もいらっしゃるとは思いますが，こ
れでもし高校がなくなったりした場合，更に若者が出ていく状況は深刻になると思います。
就職できる場所を作るとして，観光に力を入れて，若者を取り込む形をとるもの手かとも思いま
すが，やはり観光だけでは全然足りないと思います。大手の企業や工場なども誘致するのもま
た一つ。
最近自分が考えているのは，大子でしかできないことを大子でやるということです。
大子には農地が沢山あります。林業，酪農も主要産業と言えると思います。
ただ最近は農業に関してはあまりいい状態とは言えません。辞める農家もかなり多くなってきた
と感じています。こういった農業全般を企業化するということです。会社として経営史，みんなが
シフトしあっていろんな作物を作る。どうしても農業には命を育てる業務で，一度育て始まった
ら，それを出荷するまでは目を離すことはできない。そのスタイルが今の若者には合わない気も
するんです。シフト制にすればその都合に合わせたり，作物の育つペースに合わせたり，さまざ
まなスタイルが取れると思います。
そういった新しいスタイルの農業を促進し，モデル企業として大子をピックアップしてもらい，そう
いうスタイルが普通になってくれば，大子にも仕事口が増え，使われてない農地も使われるよう
になるかと思います。
国産の農作物はどうしても高いイメージがあって売れないのもあるかと思いますが，企業化する
ことで，コスト削減や，日本にしかできない，大子にしかできない作物なんてのもできると思いま
す。
かなり浅はかな知識で語ってしまいましたが，企業化するには様々な問題もあるかと思います。
けどここは大子で，大子にしかできないことを，大子でやるしかないと思うのです。
若者が増えることで，街に活気が戻ってくるはずです。それがすべての政策，まちづくりにつな
がってくる。そう思うのです。是非若者の定住，就職に力を入れてすいただきたいと思います。

ジムが欲しい
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大子町第5次総合計画 後期基本計画策定のための住民意向調査

意　　　　　　　　　　見

　問７　問６の町の施策について，ご意見がありましたら，記入してください。

項目

「読書の町」と言うのであれば、書店の誘致が最優先ではないか。コンビニやAmazon
での書籍購入あるいは、寄附をあてにした増書頼りの図書館が事業のメインでよいの
でしょうか。
読書の町・・・とアピールしても本屋が無いのは残念。図書館も町民が関心を寄せるよ
うな催しなどで行ってみたくなるところになってほしい。学校から一歩出た時の読書の
町を期待したい。
町の出身で成功した人の話，実演をする事をＮＨＫの課外授業として放映している番
組を大変良い番組と思っています。
文化祭、ふるさと博覧会、よさこい祭りなど文化的な行事を多く実施している町の取り
組みには感心しています。作品のレベルも高いと思います。

町の財政がきびしいので無理なアンケートと思われる。

青少年育成の寄付は学校に出ている子供だけでよい。

効率的な行政の運営、されているのでしょうか。提示されても私たちに分かりにくい文
章、興味の持てない文章なので、工夫が必要だと思います。
事業を実施するにはお金が必要！国の指針と合っているのか、少子高齢化はほとん
どどこでも同じ、その中で、大子町の特色をどうするのか？コンセプト？エネルギーの
問題、土地の有効利用、空き家問題・・・地域力が低下しつつあり個人でも抱えきれな
い・・・だから不安。仕事もない！学校（高校）ですら町外へ通学している、地元の魅
力？エアコンのない教室なんて今時考えられない！等々。
効率的な行政の運営は、大都市への人口の移動及び若年女性人口の減少に歯止め
がかからない現状をふまえ、コンパクトで無駄のない行政の運営をしてもらいたいと思
います。
利益にならないのはきる。
施設の利用時間を考えるべき。仕事が終わっても利用できるようにしてほしい。
町の人が１日そこにいられるような町にしてほしい。少しお金をかけても最後までまっと
うしてほしい。ちゅうとはんぱな事をやらないでほしいです。いらない物といる物をくべ
つして最後までやってください。
町民に行政の実行していることをもっと知らせてほしい。知った上で町民の協力を得て
実施を。
効率的な行政運営については，職員の削減等の影響により，中枢的行政部内は職員
が不足している感じがする。ある事項については，一通り知識は有しているだろうが，
多角面から応用がきかない。多様な仕事を分担しているせいか，専門的な企画，指導
力に欠けることが気になる。外部委託が多いのでは。
健康保険証や自動車税の納入通知書など届くのが遅く、道路工事など短い区間が何
か月もかかるなど不便を感じます。
健全な財政の運営、されていると思えません。私たちには何にお金が使われているか
分かりずらい、不透明です。
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大子町第5次総合計画 後期基本計画策定のための住民意向調査

意　　　　　　　　　　見

　問７　問６の町の施策について，ご意見がありましたら，記入してください。

項目

地方行政上の最大の課題は自主的な財政運営のできる体制づくりが基本です。地方
分権法成立後の自治体の現状については資料を持ち合わせてはいませんが、地方
交付税制度による減量化施策が続く中、「防戦一方」では自治体職員も町民も明るい
展望はありません。
総務省統計によっても、大企業等の留保財源が増大する中、株主を含む富裕層は確
実に増えているのです。
どのような形であれ、全自治体は横断的に団結して、財源確保の道を成立する時代で
す。
町づくりは人づくりと云われています。
地域にある有効資源の発掘、再評価のためにも発想の豊かなる人材の育成が肝要で
はと思われます。
例えば川は親子のメダカ掬いができる従来からの遊び場だったのですが、今はどうで
しょうか。川の水質汚染の原因のひとつに合成洗剤使用の問題がありますが、この事
実を知っている人は町にどの程度いるのでしょうか。
石セッケン洗剤使用運動を町の担当課（つくる）が提案・実践しても良いと思われま
す。
（因みに私の家庭の洗剤の中心は純石セッケンを使用して３０年以上になりました。）

子育て支援は充実していて助かります。しかし財政が楽な町ではないので何でも無料
とかにはしない方がいいのでは？

今だに談合やってる！知らないと思ったら大まちがいだぞ！！
中心市街地活性化計画の事業は、全く必要ないし足湯温泉、民族資料館（屋台を含
む）、町掘り整備など
農林業は生産品をただ出荷するのではなく、加工から販売までを町内で行う６次産業
化を進めなくてはならないと思います。特に販売はインターネット販売を推進し、販路
を大きくしていく必要があります。世の中の満たされていないニーズを発掘出来る人材
の確保がカギとなります。
農業に対する補助金（国？から）が過保護すぎると思う。もっと自分で努力する気持ち
が見られないと思う。そちらを指導しては？
農業の振興は、奥久慈茶は少し規模の大きな工場の施策になっているので、葉の生
産農家は無くなってきている。やがて奥久慈茶はなくなるでしょう。

26
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町に豊富にある森林，材木を利用し，地域産業に出来ないか？

商工業のオーナー教育、社員教育の強化が大子町のボトムアップの決め手となる。
現状は無気力、CS（顧客満足度）が皆無に等しい。但し全国ネットの店舗は流砂CS教
育は実施されているようだ。
商工業の振興　大きなお店（スーパーなど）少なくてこまっています。町でなんとかでき
ないでしょうか。お店が少ないのは住みたくないと思ってしまいます。イオンモールが３
０分以内にないと住む条件にはならないそうです。
町が非常に淋しい。もっと新しいお店や企業などを呼び，楽しく明るい賑やかな町にし
てほしい。新しい就業先も増え，定住を考える方も増えると思います。この為に町を出
る方が大半だと思いますので。
年よりになってもそうなのですが、大子町は子供を育てながら生活するには不便すぎ
ます。内原のジャスコやひたちなか方面、アクセスが悪いのに大宮あたりまでみな
ショッピングなどにでかけます。早く、大型ショッピングセンターを建ててもらいたいで
す。あまりにも町並みがひどいので（シャッター通りよりもひどい・・・）小物屋さんなどを
古民家風に使ってもらって若い方に店主になって住んでもらう。よその町もとりくんで
いる住んでもらうマチナカ開発がいいと思います。生瀬、黒沢、依上などで不便なおと
しｙｐり、若者にもキレイナ町営住宅兼店を　モデルを１つでも２つでもやってみたらどう
かと思います。全部やるなんてことは絶対にムリなので、町のひょうごのようなぬぐいお
もてなしの心でぬぐい気持ちで住める町にしていってほしいと思います。
若者が定住の為今更だが企業誘致が大切。誰もが分かっていることだがどうにもなら
ないのだろうか？
働く場所がないと、どんどん若者はいなくなると思います。また、住む所なども同様に。
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大子町第5次総合計画 後期基本計画策定のための住民意向調査

意　　　　　　　　　　見

　問７　問６の町の施策について，ご意見がありましたら，記入してください。

項目

企業誘致して若者の流出を止めることが、将来の大子町を支えると思います。
企業の誘致と雇用の確保
若者の定住のため、企業誘致の推進を図り職場を確保してほしい。
企業誘致の推進は将来の大子町にとって大変不可欠だと思います。
企業誘致の推進、されているのでしょうか。されていないから、若者が働けないのでは
ないでしょうか。
働く場所が無いことが一番のネックかと思います。（住民人口もますます減るばかりで
すよ）
企業誘致の推進に関し町も色々と手は尽くしていると思いますが、やはり大きな会社
や工場を誘致しないことには、雇用も生まれないので若者の流出はさけられないです
ね！バイパスに大きなシッピングセンター（例：宇都宮インターパーク）など作れば雇用
が生まれるし町も活気づくかな～など思ったりしてます。
企業誘致の推進は将来の若者の為にも必要だと思います。
企業誘致の推進
大子町の人口減少が大変心配です。早目の良き対策を希望します。
企業誘致がないのに
若者が定住する訳がない
したがって公営住宅を整備しても税金の無駄
大子町の高齢化が進み、若い人達が町外へ出てしまい人口も減少している。観光に
力を入れるより、企業誘致を優先し、若い人達が、安心して暮らしていけるように努力
していきたいと思います
人口が減っているので、若い人が働ける場所がほしい。子供がいて活気ある町づくり
になると思います。
企業誘致をし、若者が定住できる町づくりをお願いします。

スーパーが１件だけでは話にならない。スーパーを増やしてほしい。（誘致してほしい）

木と空気がきれいなので、そこを使用した会社などを・・・（電子部品など）
仕事場を充実してほしい。
企業の誘致はこだわらずに、条件は悪いことを認めて、今ある企業や産業をどうする
か考える。
若者が町に残って生活するために必要だと思います。学校教育や子育て支援をする
ことも若者が町に住んで生活出来なければ意味がないと思います。
若い人が少なすぎる。もっと若い人が居ないと、町がまわらないと思う。
町の過疎化、空洞化の防止に重要だと思います。
働く場が少なく、若者の住みにくい状態となっています。農林業の企業化など、個人
経営で行っている分野を統合するような施策は出来ないものでしょうか。
若い人の地元就職の促進が重要ではないですか。
若者の意欲がわく就業の場の確保を最優先すべき施策であろうと思われる。
若者の定住に向けた就業対策については、今高齢者が増える中若者が地方に出てし
まい、大子町の人口が減り続けて行かない様に就業対策に力を入れてほしいです。
大子町に就職希望があっても、大子町での会社での受け入れがない状況・・・が現
実。また、高校でも、大学進学、専門学校を進めている。町の企業を進められないの
が現実なのかな？町の最低賃金も低いのも現実なのか？と思われる。
若者の定住に向けた就業対策、されていません。働く場所がないと感じています。採
用人数も少ないです。
若者が大子町に残れるような、仕事や環境を整えてほしい。
若者の定住に向けた就業対策は、町民の就業実情を把握し、町内と町外で働いてい
る人の割合を出して、それを参考に対策をとってほしい。
大子町の過疎が深刻です。まずは人が町から出ないように働く場所など作る。そして、
人が町に来るようなイベントや行楽地を作る。町県などと協力して、高い山を利用しス
カイライン空中ケーブルなど色々あると思います。まず、一つずつ作成して、観光地と
してやっていただきたい。
若者の住める町にしてほしい。仕事と定住の確保。
地元の学校へ進学し地元へ就職し定住できるような職場、社会の作成
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大子町第5次総合計画 後期基本計画策定のための住民意向調査

意　　　　　　　　　　見

　問７　問６の町の施策について，ご意見がありましたら，記入してください。

項目

若い人が地元に残って働ける場所があることが、すべての根元になるのではないで
しょうか。働くところがあり、安心して家庭がもて、安心して子育てができることが、町の
活性化につながると思います。
若い人が働ける所を増やして，住みやすい町にしてほしい。
若い人が働ける場所や若いお母さんが２～３人子供を産んでも安心して住める町を
作っていただきたいと思います。
かたよった町づくりにおもえる。子育て住宅も結局親と同居できる大子の若者が入居し
て意味があるのか？（親と住めないから）別に住むことを望む若者→働く場所もなく住
んでいても最後には外へ行ってしまう。貧富の差が見える。公務員，看護士，ヘル
パーになれないと働く所がない。正直今の大子に魅力はない。先々出ていこうと思う。
若者の定住に向けた就業対策
若者の働く場所が無くこのままでは大子町の存続に関わる重大な案件で速急に対策
を
若い人が住みたくなるような、移住したくなるような施策を考えて下さい。成功している
自治体を見習うとか。温泉旅行のついでに視察をしているようではダメだと思います。
現状では、町の行っている施策について内容を理解できていないものが多く、満足度
や今後については「わからない」が多くなってしまったが２９「若者の定住に向けた就業
対策」を強力に推進しなければ若者が減り、子供達が減ってしまうため、他の町の施
策も充実していかないのでは。
大子町で大切に育った若者が高校を卒業と同時に町から去ってしまうのは、仕方ない
のではなく、大切な将来の大子町の担い手なので、大田原の国際福祉医療大学の様
に、若者が地元で学べる、家から通える大子の地域性をいかした観光、農業、福祉の
担い手プロを育てる大学を誘致し町の起爆剤にして人口減少、若者流出を食い止め
てほしいです。（プロ、職人を大子町で育ててほしいです）
このままでは若者がどんどんいなくなると思います。是非、若者が働ける場所を増やし
ていただけれどと強く思います。
今後お年寄りが増え続けます。若い人が介護してそれが給料になる様な施設を作る。
他の地域の人も入れる。そこには病院もあるなど老人対象の町づくりもありかと思いま
す。
地域資源の活用は山は沢山あるのだから色々な山のハイキングコースを整備して入
山料をいただいて町の財源に・・・
地域資源＝各地の農産物や人的資源をまず町自体で活用を。例えばお茶は安易に
ボトルを買うのではなく湯を沸かしてお茶を出せば。（特に役場内や会議で）
大子は、「りんご」だけでなく「いちご」それに「サクランボ」「桃」「ブドウ」等、いろいろな
果物がとれるので、「りんご」だけに止まらず、アピールすべきです。（発信不足）
※鮎、そば、こんにゃく、お茶、菓子等もおいしいです。
また、山の木も豊富なので、「ログハウス」等をいくつか建てて、アウトドアライフ好きの
若者達を呼び寄せてはいかがでしょうか。＝”企業誘致”
情報通信基盤、情報発信力　ＦＭだいご？今の時代にラジオは時代おくれ　開局され
てから実用されている実感がない。

情報が表立たないので，高齢者やネットを使えない人等には不便かもしれない。

観光に力を入れているのは分かるが、滝周辺のスポットがあまりにも低レベル。食事や
土産物でカバーできるのは、あくまでも年寄世代であり、若年層としては、一度訪れた
ら次は来なくてもよい、という感情を抱いてしまう。若年層の企業に対して補助を出した
り、古民家の改装に支援したりと、新たな若年層向けの事業に対するサポートを打ち
出し、関東近郊、全国へアピールすべきである。（年寄中心の社会を望むのであれ
ば、不要であります。）
観光の振興について。年間を通して、他県からの観光客の集客を推進してほしいで
す。年間を通して、人が集まる観光地としてのPRをお願いします。
規模（駐車場）の大きな直売所で、広い範囲の商品を個人（大子町民）でも出品できる
道の駅があるといいかも？松沼の道の駅はお客を集めるには程遠い！！特に土産物
は最悪だ。
周遊バスの無料は有料にすべき。
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大子町第5次総合計画 後期基本計画策定のための住民意向調査

意　　　　　　　　　　見

　問７　問６の町の施策について，ご意見がありましたら，記入してください。

項目

観光の振興については、瀧やハコモノに頼らない、片寄らない建設的なアイデアが必
要だと思います。
日本の三大名瀑にあげられる「袋田の滝」があるのに、観光地としては、さびれている
印象しかありません。「袋田の滝」ととｔもに１年を通して観光客が訪れるような施設や場
所をたくさん作ってほしいです。
大子町にはたくさんの素晴らしい観光資源があります。（自然の贈り物＝滝，河川，
山，里山，町民の努力の賜物＝りんご，米，お茶，こんにゃくｅｔｃ）これらの魅力を訪ね
て来てくれる人々にしっかりとアピールし，味わっていただけるよう，「お客様を待つ側
の視点」ばかりでなく，「大子まではるばるやって来てくれた人」の視点で考えてみるこ
とも必要なのではないかと思います。駐車場や観光施設の立地，観光案内，交通機
関など，視点を逆にすると見えて来るものも多いと思います。「何度も訪ねたい街」にな
ること，リピーターを増やすことは，観光で生き残るには必須と思います。ところで，大
子町にはマイナスイオンたっぷりりの場所がたくさんあります。「癒やしのスポット，マイ
ナスイオンの降り注ぐ町」として売り出してみたいですね。
観光については目玉が袋田の滝一点しかない。袋田の滝を目玉として一日滞在して
ゆったりすごせる何かがほしいと考えているがわからない。
観光地、観光施設が中途半端に思う。皆バラバラ。滝とかサービス悪すぎます。
町長さん三役、役場の方々、教育関係の方々、議員さん方みなさんが町民と力を合わ
せ、日本三大瀑布のあるすばらしいこの大子町をもりあげてほしいです。ライトアップ
はすばらしいアイデアですね。
私個人のアイデアは、袋田の滝まで一部でも歩くほどう、又はエスカレーターにする、
スカイタワーをつくる、ロープウェイをつくるなど、根本的な観光へ視点を変えて頂きた
いと思います。（予算的にムリかしら？高齢化に合わせてはどうかと思います）滝までの
送迎もあってもよいかと思います。展望台のみなおしもしてはどうかと思います。（タク
シーでＯＫ！）（スタンプ、記念グッズ、滝専用タクシーにする）
また、マイクロバス、タクシーでそういう朝市、夕市のようなものを開催して、トローリーバ
スなどで利用できたら楽しいと思います。駐車場対策は袋田も町中も急務だと思いま
す。遠い、せまいetc.苦情だらけなので・・・。
滝の方だけだ！いい加げん、観光はムリでは！アホくさ！もうよろしいのでは？
アピールが大切だと思います！大子だけでなく茨城はアピールがたらないと思いま
す。
滝周辺に足をのばせる周遊地観光施設がほしい。茶の里公園、おやき学校を移築出
来たら・・・営業的にも＋では。
観光の町なら工夫と力を入れるべきだと思います。
休日返上せよ。盆正月休むな。
ごみ処理について、決められた袋に入れて出すのは良いがカラスの被害が多く生ゴミ
が散乱してしまう。（他の町で目にしたゴミ箱の設置をしてもらいたい）
町全体がきれいな町、観光地になるのでは。
ごみの収集回数が、町内は２/Wで少し離れている地域は１/Wとは差別ではないか。
町内は多く税金を納めているのか。
側溝に道路清掃などで刈った草や砂、ゴミなどがたまって水の流れが悪くなり、悪臭が
することがある。家の近くなので年に数回掃除をしているが、誰がどの様に清掃するの
か？上流の人は流しっ放し、清掃は下流になっているのでは？
下水は手をつけるな。
合併浄化槽の普及で各家庭排水がそのまま河川に流入している。各集落単位で排水
をもう一度浄化する設備をつければ少しはよくなるのでは？
生活排水施設の整備、上下水道の導入を。水道代、排化そう代高すぎる。他地域は
上下料金とても安い。
問６の３８について、町は住民との協働を意識してまちづくりを推進していることと思う。
そのような姿勢は少なから感じられる。しかし、まだ十分とは言えない。今後、中心市
街地活性化を進めていく際には、町と住民とが協働して事業を進められるような体制
をとってほしい。大変だとは思うが、ぜひともがんばっていただきたい。
もっと民間の活力を利用して良いと思う。高齢化はどうしようもないことなのだから、元
気高齢者は町の資源と思って活用してください。
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大子町第5次総合計画 後期基本計画策定のための住民意向調査

意　　　　　　　　　　見

　問７　問６の町の施策について，ご意見がありましたら，記入してください。

項目

町の施策の充実によって住みやすい町作りは大変良いことだと思うが，もっとも大切な
事は魅力ある町作りが重要だと思う。町民の多くは町外から来た人による大子町の良
さをアピールすることはないのではないか？

39
男女共
同参画
社会の
形成

女性も働ける企業をお願いします。

人口が減ればすべてがマイナスとなる。
町長・副町長の町二人は、レスポンスが高く数あるイベントには精力的に細部に亘り出
席顔出しをされていまが、町議会議員様はあまり興味が無さそうでお会いする機会も
なくお顔も知りません。選挙の時だけ声高ではなく、もっと町民に近い議員様であるべ
きと思料致します。
ＦＭだいごについて，良く聞こえる地域と難聴地域があり，地域格差があるのではない
か。
高齢になり孫たちも育ち，子育て教育といわれても日々自分の健康管理，生活に追わ
れて，返答のしようもありません。その他の質問もすべてしかりの状態です。すみませ
ん。
すべてにおいて、ますます力を入れて行くべきだと思う。自分の家には高齢者がいな
いから、子育てに力を入れてほしいと思ってしまうが、地域住民すべてに優しい町で
あってほしい。
１～３７までどの施策も、これからの大子町の為に大切で有り必要なことだと思います。
多くの人選、色々な世代の人達の意見を聞き、他町村等も参考にし、大子町独自の
町づくり町おこしをｓじょてほしいと思います。
町の施策項目について、もう少し実例や説明を加えてほしかった。そうすると、もっと充
実した回答ができたと思う。
バランスを考えて無作為に選んだ１０００名抽出　　大子町のまちづくりに町民の意向を
反映する為にアンケートを実施するのであるなら全戸配布が前提で（記入する・しない
は強制できませんが）なければならないと思います。アンケートの記入方法にも問題が
あると思います。設問ごとに満足・不満足の内容を記入しなければ、何に満足し何に
不満があるのか把握できず、まちづくりに意見の反映はできないと思います。大子町
に生まれ、大子町を離れることなく一生を終えると考えると、町民の意見を聞き入れて
反映させてくれる町は理想郷かも知れませんが、現実は私達世代だけで子供世代は
便利な都市近郊で住むように話しています。
大子町の人口の増加
アンケートの内容、たとえば１、子育て支援対策、となっていますが、対策内容○○、
○○と内容を明記して頂かないと、回答に困りました。町の施策の施策ごとの内容が
わかる小冊子のようなものも一緒に入っていたら、もっと町の施策を理解しながら回答
できたのでは・・・と思いました。
即決を優先させることよりも、十分な検討が必要ではないか。
女性の就業の場所作り活動の支援等を計りながら女性の住みやすい町、地域づくり
を。
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