
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

分類 意　　　　　　　　　　　　　見

町の活性化のために企業誘致を最大限にし、人口を増やす方法をしていってほしい。
大子町役場職員又公務員は大子町に永住できる人を集め、退職後大子を離れる人はすぐ
にでもやめて大子町の為に働ける人を集めてほしい。
老人ホーム、看護施設を建設し、他の地方の老人も入れるようにすればその家族は勿論縁
の者も集まり町に潤いを与えてくれると思う。
今や人口減少は全国的なことで、東京でもありえることだと昨日テレビ番組でやっていた。私
の主人は団塊の世代ですが、この年代の人がいなくなってしまうと極端に減ってしまうと思う。
今でも空家は多いが、せめて昔のようにお祭りや盆踊りの光景を見たいと思う。自然豊かな大
子町を活かしつつ又高齢者にやさしく若者もこの地に身をおけるような町づくりはできないだ
ろうか。
人口が少ないため、町民の意見に耳を傾け、実行できることは実行してほしい。先見の目を
持って、取り組んでほしい。このままでは大子町がなくなってしまう。
・このままでは大子町は消滅してしまう。都会の定年退職者をやることをさがしている。もう少し
定年退職者等を定住させる方策をとったらいかが。そのためには体験しもらう場所（宿泊）の
整備、PRをした方がいい。PRは都会に行って相談会を行うなど、積極的にやるといい。耕作
放棄地を農口として貸す。
・もっと住民の意見をきく場を設けたらよいと思う。
・議会の活動があまり目立たない。
議会の開催には町のラジオで一般に放送すべき。（議員の発言と町長の答弁）
人口が少ない、町議会議員を半分で良いと思う。
下野宮宿の母子家庭の目にあまる理不尽見直してほしいです。
町会議員数をもう少し減らして（出、日）日当にしてほしいです。あまり優遇すぎます。
町議は，月給ではなく，日給制にするべき！！
①年々速度を早めて高齢化が進み町の財政が心配。多少の不満や反対はあっても思い
切った町政をしないと３年後５年後が、と良く検討して取り組んでほしい。
②専門的な知識人のアドバイス等受けながら早急に取り組んでほしい。（出来るだけ数多く勉
強会等をお願いしたい。）
老後の心配、年金も安いし、どうしたらよいのか、税金も払えない位です。
若い人が町に残る為には、収入の得られる何かが必要なのです。会社を作ること以外にも何
かするか考えて下さい。
将来の大子町をどのようにしたいのか、今の町政は何をとっても中途半端な気がします。とに
かく働く場所の確保が大切だと思う。
若者の定住に向けた就業対策、遊んでいる若者がたくさんおります。アルバイト、派遣業務で
は、親がせっかく苦労して育てても親は年老いても血眼になって働いておる現状です。この
ままでは、町に残る長男はいなくなり、空き家が多くなり、又人口の減る一方で先の見当がくら
くなる一方です。なるべく地元に残って結婚して子供を３人位生んでにぎやかな大子町に出
来ればと願ってやまないです。
仕事できるとこがない。（本人が体調悪くても子供が体調悪くても）なかなか休みもらえない。
大したことなければ、病院かかる必要ないだろうと職場の人に言われる。働く場所もない。
工業、商業に力を入れ、働く場所を提供してほしい。観光も、何か他のものがないと客が来な
いと思います。
若者が生き生きと働き、この大子の地域で子育てが出来るように、働く場や工場の誘致などに
力を入れてほしい。人口の減少を食い止めるため、みんなで知恵を出し合い方向性を見出し
ていけたらと思う。地域の人たち、方々の意見を聞く施策に取り入れることも大切と思います。
若者が定住できるような就業対策に力を入れてほしい。高齢者の福祉対策が進まず、不安ば
かりを感じます。
町に若者が働ける場所の確保
先日のニュース、新聞等で報じられていましたが、若者が定住しないと子供も増えず、約３０
年後はほぼ高齢者が大子町の人口をしめてしまいます。今の子供たちが外の地域へ出ない
為にも、就職口を増やしてほしいです。そしてもっと子供たちにとって魅力のある町に発展し
てほしいです。
企業の誘致をして町の活性化と人口増をして町を発展させてほしい。
若者が働ける場所をぜひ
若者の働く会社を作ってほしいです。
高齢、少子、過疎化が進み、消滅可能性自治体として大子町が県内で一番高い評価をされ
ていますが、企業の誘致等は今後も無理だと思いますのでこれ以上働く場所がなくならない
様、現在ある企業に対して優遇対策を検討していただければと思います。

　問８　その他，町政に対するご意見がありましたら，記入してください。
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　問８　その他，町政に対するご意見がありましたら，記入してください。

若者の定住に向けた就業対策が、絶対的に不足しているので、このままでは更に過疎化が
進んでしまうと思うので早急な対策をお願いします。
企業誘致、役場職員削減、観光に力をいれるな
町長の交代　　以上
大子町に若者達が働く場所、企業が出来てほしい。その為には道路の整備が必要!!大子町
には高速道路も無ければ一番近いインターも那珂インターで遠い。正直、大子町は、何をや
るにもどこへ行くにも不便である。若者が暮む町を作らなければ、大子町はどんどん過疎化
になってしまう。それを防ぐためには、やっぱり働く場所を作るべき!!
若者が働ける会社の誘致。
若い世代が住みたくなる町づくりをして下さい。（仕事ができる場所，子供を預けられる場所，
魅力ある学校づくり等）
子育て支援と若者の就業対策は町が存続するかどうかの大事な問題と考えます。現在住ん
でいる人々（特に子供達）が大子町の将来を明るくとらえられるような施策をお願いしたい。
町の活性に必要なのは、働く場所。若者から多くの人が地元で働ければと思う。だれもがわ
かっているがなかなか多くの人々を雇用できる企業が進出してこない現状もやむをえないの
かな！
若い人達が大子町を離れてしまい、子供の減少が進んでいるので、企業誘致などの現実的
なものに目を向けるべきだと思います。
町民の数に対して役場で働く人数も多すぎませんか？多すぎるわりには待たせられるし・・・
（以前福祉課に行った時私より先に来ていた方の対応に１人の人が追われていたので順番な
のだろうと待っていたら、知り合いの役場職員の方が通りかかり声をかけてくれたので、手続き
をしていただいたのですが・・・その間、机に座っている職員の方と目が合っても応待してもら
えませんでした。声をかけないとやってもらえないよと知り合いの方には言われたのです
が・・・用があって行くのだから職員の方も見て見ぬふりしないで声をかけていただきたいで
す。
他の地域から人を集めよう、情報をもっと発信しようというのはとても良いと思います。しかし、
もっともっと、今大子町に住んでいる若い人達が、これからも住み続けていきたいと思える様
な町づくりにすべきだと思います。読書の町とうたっていてもちゃんとした書店も無いですよ
ね？
人を呼ぶイベントも大事だと思いますが、今、大子町に住んでいる人達が便利に生活しやす
い環境を作る事が大切だと思います。若者目線で思っていることを書きました。

税金 税金が高い。
町財政の健全化～借金をどう返済するのか？
これ以上財政赤字を増やさないでほしい。
町の収入に見合った町政対策を　あれもこれもと予算を組むとかなり財政がきびしくなると思
います。以前よりも町の負債額がふくらんだのではないでしょうか？
健全な財政の運営をお願いします。
世の中に無料　タダ！！のものは何もありません。無料である為には公費の支出がともないま
す。しかし、無料・優遇の恩恵をうけている人達は、当然のように考え、より一層の無料化を望
む！悪循環です。子育て世代でも高齢者世代でも負担能力のある人達は負担すべきです。
少しでも財政の赤字を減らし真に住みやすい町にしなければ。寒暖の差がはげしく、交通の
便が悪い、そのうえ大赤字の町に残る若者はいないでしょう。○○支援、○○対策、○○整
備、○○振興　　きれいごとの施策に多額のお金を使うことを見直し、今、そして将来の為に
本当に必要な事業は何なのかを町長、町民　真剣に考える時期だと思います。

益々少子高齢化の進む大子町の将来を考えると国からの支援に期待したい。（高速道路な
ど）様々な施策に取り組んでいる町職員の皆さんに今後も頑張ってもらいたいです。

子供々と力を入れすぎです。自分の収入によって子供を何人と計算して生んでるんでしょう。
すべて無料町でも大変赤字でしょう。考えて下さい。
年寄りの方々はもっと大変です。年金だけでは生活していけません。だから悪い事に手を出
してしまいます（万引）。
外から嫁いできたので、分からない事が多いですが、あまり友好的な町という印象はありませ
ん。少子化どころか過疎化や観光も衰退気味なのに、外からきて（若者）しかも農業も就い
で、子どもも大子町で産んで育てるつもりですが、矢祭の方が子育て支援に手厚いと聞き、
ショックです。田舎こそ子育てに力を入れてくれないと、本当に人がいなくなると思います。自
然はいいのだから、あとは町の力を!!!頑張ってください!!
子育て支援対策ですが、子供を産んでもスムーズに保育園に入ることが出来ず仕事復帰や
再就職がなかなかできない知人が多いです。どうにかしてほしい。

財政運営

少子化・
子育て
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　問８　その他，町政に対するご意見がありましたら，記入してください。

生活の保護をもらっている人、町に何人いるのか。国民年金よりも良いと聞いたのですが非
常に残念です。改善の余地はないのか。最後に一言、民間で出来る様行政を委託して出費
を減らすべきだ。
福祉の生活保護を受けている人は車を持ち、部屋の中は酒の山、５日にお金をもらえばパチ
ンコどのような調べをしてお金を与えるのか分かりません。皆働ける人ばかりでしょう。私も食
べるのに必死に働いています。よく調べ考えて致したく思います。
昨年同居している祖母が敬老祝で役場より賞状と商品券を頂きました。同じくJAからも御祝い
を頂きました。JAは菓子、役場は商品券、祖母は菓子を嬉しそうに食していました。商品券は
私たち夫婦に食事でもとくれました。祖母は足が悪いので出歩くことが出来ません。何のため
の敬老祝なのか分かりません。商品券は現金と同じかもしれませんが、使用する側では商品
券ならば現金を頂いた方が良いです。使用期限もないので永久に使用可能、商品券は期限
を過ぎたら使用できない物なので・・・。毎年対象の老人の方がいると思いますが、役場では
毎年考えた上で配布しているのかものすごく疑問です。
保育所などの、保育料についてですが、３世帯で住んでいても、保育料は自分たちで払って
いるので、収入によって金額が高くなるのもどうなのかと思う。最高で１万５千円のところ、１万
円以内に収まれば家計が楽になります。
現在高齢化現実町内の施設に入所が出来ないので町外に入所は家庭的に実に苦痛です
ので、ぜひ町内施設に入所を望んでおります。町政に取り入れをお願い致します。
「素敵な人々の住む素敵な町づくり」町がまるごと偏見のない、個人を尊重する場の証明をす
る⇒軽度の障害を持つ人々の支援を町でまるごとひきうける⇒学校や施設、大学（支援の教
員養成の）を建てる⇒障害を持つ子を持つ家族が一家転住する⇒支援をする人々が職を得
てやってくる⇒町の人口が増える⇒町が活気づく⇒メディアが取り上げる（日本一優しい町
だ！と）⇒観光客が増える　など上昇スパイラルがおきる。グループホームや施設など、軽度
の障害者を、国の支援を得て建て、大子町が素敵な、人間差別のない町として知名度を上
げ、もっと住みやすい町になる、というアイデアはいかがでしょうか。よろしくお願いします。
インフルエンザの予防接種ですけど一般人にも減額でできるようにしてほしい。
急速に進む高齢化を前に、都市部には無い豊まれた環境を整備し、PRを推し進めて行けば
観光に役立つと思う。
最近よく目にすることで、樹木の伐採があちこちで行われているようです。山においては広葉
樹の植林を進め、水源かんよう水量増加、温暖化防止に一助になると思うのですが。
生ごみ収集、危険物などの祭日の収集も考えてほしいです。一年間にしたら何日かだと思う
ので代休なりで交代で休めないでしょうか？みどり号の乗車場所、もう少し細かく入れないで
しょうか？バス停のみの乗車の所もあるのでみどり号が走っているのに利用できていない。
観光に力を入れている町なので荒れ地やゴミなど考えるべきではないか。
若者が住みやすい環境をつくる。
誰もが働きやすい明るい町づくりを希望します。
町部各町内の街路灯が暗く見直し整備をすべきである。
町が大きく変わらなければ、人口は激減し様々な問題が起こって自治体としての存在が危機
に陥るのは必然です。山間部である事や空き家だらけの状況を逆に強みだと発想を変えれ
ば巻き返していく事は不可能では無いと思います。
最近空家が目立ってきています。まだ空家でも立ち腐れとなっている状態も見られます。や
はり立ち腐れ状態では危険でもありますし環境衛生的にもどうかと思います。
運転していて最近立ち腐れとなっている空家が目に付いたので記入してみました。
新しいことを始めるよりも、今あるものを大切にしていきたい。
例）・古い道の整備
　　 ・ラジオ局の発展（情報環境）
 　　・町中の閉店したお店の活用
情報発信について、回覧板により「広報だいご」「議会だより」等を、部落の地区内を順送りで
回しているが、当地区では半数が高齢者（一人暮らし）であり、地区内の地形上（地理上）の
問題もあり、回覧板をスムーズに回すことが難しくなってきています。このような個所について
の広報のやり方について、検討していただきたいと思います。
トップダウンの施策は大子住民意識に合わず！コンセンサスを取り議論して長が意思決定す
るのが望ましいです。FMだいごは大子町にとって元気がメディアです。是非充実ください。い
ざの時役立つと思います。
事情により、行政連絡班を抜けていますが、広報やお知らせ等有料郵送等でもいいので発
送できませんか？行政連絡等班を抜けている人は、役場で分かると思います。PCで見ていま
すが、忘れることもあるので。

福祉

環境

空家

情報
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　問８　その他，町政に対するご意見がありましたら，記入してください。

まだまだテレビのデジタル放送が共同アンテナでなくお金のかからない用格家庭でアンテナ
がつかえて見えるようにしてもらいたい。
共同アンテナはお金がかかりすぎます。
町政は行政執行者のモチベーションにもかかわると思います。ある話によりますと、公務員に
億万長者はいないとされています。報酬によるモチベーションが、公務員とした安定のあるこ
となら、考え方、見方を公務員の枠を越えた公務員以上の公務員を行政にたずさわる人たち
の心に灯をともし続けられることに一歩ずつ考え方を向けてみてはいかがでしょうか。
実力のある新人職員の採用
住宅を増やしてほしい、大型スーパーを増やしてほしい、働く場所を増やしてほしい。
若者が定住する為には、就業対策も重要ですが、居住の確保も必要。公営住宅（若者向）が
不足しているのでは。
住宅の整備または中古物件の貸し出しを充実させてほしい。親と同居したくても、戸建購入
には手が届かないので。

結婚 町内在住者の晩婚化、未婚化は非常に大きな問題だと思います。生産年齢人口の減少、若
年層の減少は、町内の活気を損なうものと考えます。就業場所の確保や企業誘致等、長きに
わたり住むことの出来る町を望みます。「子供が高校生になるまで・・・。」と期間を限った若年
層の取り込みではなく、たとえ大学等に進学しても、最終的には戻って生活したいと思えるよ
うな、魅力的な町づくりをお願い致します。
スーパーなどの大型店や若者の働く場所を増やしてほしい。
特に月末は銀行の駐車場が狭く、混雑して目的が果たせないでしまう事があります。スー
パーも一か所しかなく店の中も駐車場も狭く、買い物しずらいです。小さい子供（３歳）がいる
ので狭い所での買い物は大変です。
知人が家族に身障者の方がいて、身障者用の車を買い替えたのですが、町からの補助金が
出ないとのことでもう少し考えてほしいです。
高齢者の施設ばかりではなく、若者が集まる施設を作って下さい。ワンダーグー（本の販売・
CD・レンタル等）、カラオケBOX、アウトレットショップ等
大子町はよく見ると芸術活動がわりと多いと思うが、それを他地域や県外に発信する力が弱
いのかと思う。若者の芸術活動応援の為に誰でも使えるアトリエを作ったり、町内のカフェ等
に作品を置いて交流したり、「丘の上のマルシェ」のような取り組みを積極的に増やしていけ
たらいいと思う。県内で一番高齢者が多いので、若い人を取り込めるようなアピールが必要。
自然の豊かさをもっとうまくアピールして、その環境を活かした商品やイベント、子育て支援等
をしていければいいと思う。一番は発信力をつけて、県内外へアピールすることが大切だと思
う。
「読書のまち」と言っているのだから、もう少し本のある場所を増やしてもいいのではないか。
読書の町なんだから、本屋さんなどもあったらいいと思う。

公共交通 みどり号は、国道中心ではなく、国道までが遠い町道へ優先的に入ってほしい全地域、上
岡、大平、山田、塩ノ平野出畑はみどり号が来ないため、８０歳の高齢者は、２キロ以上歩い
てバス停まで休みながら行っている。夏や冬はとてもかわいそうです。交通の不便なところは
月に２回でもお願いしたい。安全、高齢者、子供に交通の確保を！
健康づくりのためのジムがあれば、絶対通う。瓜連に町民の為のジムがあって常々うらやまし
く思っています。町民は一回の利用料が安いらしいです。健康づくりのために食事の提案
（講習）や、健康診断等は十分に出来ていると思うので、次は是非ジムで！！
以前にあった「おが風呂」は何かになっているのでしょうか？建物だってもったいない。
五月の連休に友人達と大田原市黒羽温泉五峰の湯に行って来ました。大人５００円、子供３０
０円でした。肌もツルツルになり大子の森の温泉とかわりません。今は色々な所に温泉が多く
なり、大子の温泉も人数が少なくなったと思います。少し湯料を下げることはできないのです
か。安くすると家族で行く人も多くなると思います。
高齢者の割合が県内でも一番多く、医療福祉対策に力を入れて、みんなが健康で長生きで
きるようにしてほしいと思います。
・医療体制がとても不安で何かの時にたよれるのか！？とても心配。
・公営住宅について、子育て支援住宅など、新しい住宅に住めた人は良いと思うが、かなり老
朽化が目立つ住宅に住んでいる人は希望を聞いて新しい住宅に優先的にはいれるもしく
は、応募抽選できるようにするべきだと思う。
・レトロな町並を利用して、もっといろんなことができると思う。
　　大子町の明るい未来に期待しています。
せっかく良い温泉が出ているので足湯とかも設置してはどうかと思う。観光客がもう少しゆっく
り滞在する方向を考えて見てはどうか。公園とかアスレチックを作って見てはどうか。もう少し
現実性に目を向けてほしい。

健康・ス
ポーツ

観光

人材育成

住宅

商業

文化芸術
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町政に対してではありませんが、下津原の新昭和橋おその下流の鉄橋との間の河原とそれ
に続く休耕地の活用を考えてほしい。
町の中でも景色のすぐれた所ですし、交通の便もいいので、「水辺の公園」のような活用方
法、或いは、グルメなどの催しを行える場所としての活用を考えれば、町の知名度も上がり人
を呼び込むこともできるのでは―――。観光地としても目玉が滝だけではちょっと心もとない
のでは。
現在の大子町は若い人達にとって大変住みづらい町になっています。企業を誘致したり，住
宅を安く提供したりと支援をしていただきたいと思います。
自然を生かした観光に力を入れていただきたい。特に，久慈川とその支流の水質を改善し，
川の中で遊べるようになれば子供連れの家族が来てくれるようになると思います。
大子町はどうしてもアクセスが遠いイメージが強いです。
もちろん大自然を味わうには都会から遠くないといけないわけですが，道路の整備が今以上に必要かと
思います。アクセスのよさが大子のこれからの発展につながっているといっても過言ではないかと思いま
す。
観光をメインとして考え，袋田の滝が一番の目玉観光としてもちろん考えていくわけですが，それ以外
にももっと観光できるものは必要と思います。
とはいってもこれから作るにも多大な金額がかかります。大子にあるものを生かし，それを観光にすると
いうスタイルにする必要があります。まず一番にどれをとっても大自然。これを生かさない手はないわけ
で。紅葉シーズンでは，紅葉観光が見込めるとしても，植物公園があるわけでもないので，一年通して，
いつでも楽しめる施設を新たに作られた，観光地としての，安定した収入を見込めると思います。動物
をふれあえる空間。ドッグランとかもあるといいかと。特にペットブームで犬を連れて観光されている方は
よく見かけます。近場で具体的にいうと，那須高原には，ドッグラン施設もあり，ペットと泊まれる施設（ま
たは施設のすぐそばにホテル提携のペットホテル）やドッグカフェがありますが，現在大子には，犬連れ
で旅行する人は，インターネット等の検索でわかる範囲で，ペットと一緒に楽しめるようなサービスが無
いので，ペット愛好家には観光地の候補としてもらえていません。大子の大自然を生かしたサバイバル
ゲーム場。危険ととらえるかもしれませんが，それなりの装備を貸し出すなり，装備がないと入場できな
いなどして，大自然をうまく生かしたアトラクションとなると思います。区画整理や工事等が，最小限にな
るような施設は，アイディア次第で，色々出来ると思います。昔は大子の旧道を利用したラリーコースな
ども考えましたが，これも危険な気がしたのでこれは流してください。
隠された秘境を探すツアー。洞窟を利用したレストラン。ホテル。（これはかなり非現実的で建築基準法
でも厳しいかもしれませんが。）
どこにもないようなものを大子にもできるかと思います。そのような魅力のあるものをつくりつつ，問７でも
述べたような若者が定住できるまちづくりをしていただけたらいいなと思います。地域おこし協力隊の自
己紹介と活動目標を大子ジャーナルで読みました。特産品による新たな名物（お土産）開発や，八溝山
を使ったウォーキングクライムなどなど，色々いい意見も出ているので，期待しています。まだ知名度の
低い奥久慈茶で，抹茶体験出来るんだから，もうちょっと抹茶を生かしたお菓子があってもね良いと思
います。個人的に，大子製菓協業組合のお菓子は大好きで，色々いただいてます。新たな大子銘菓開
発，頑張ってください。

観光を重視する町を目指すことで一言。お客様のおもてなしには先ず清潔な環境が大事だ
と思います。特に道路際のゴミの散乱には町民としても嫌な気持ちになります。また、夏場の
草の多さにも僻えきします。遊歩道など散歩すらできません。ゴミと草の処理を充実することを
希望します。
観光では大子町はやっていけません今は大子町までは車で日帰りできるきょりです。
当町は観光を行政の重要施策であると思われます。このようなことから久慈川の景観につい
て感じていることを申し上げます。大字北田気旧大子二高入口信号から久慈川上流に向
かって大子中学校入口の信号付近までの河川の景観について対策はないものでしょうか。
（河川敷内のかん木、竹）これと併せてその区間の歩道及び植込みについて、現在は雑草に
おおわれております。これまでですと、年に１回程度業者により除草作業が実施されているよ
うですが、業者委託だけでなく、関係機関（県、町、観光協会等）において協議され、この地
域の美化対応はできないものでしょうか。
文字乱字の為別紙貼り付けで失礼します。
大子町の観光について大子町の観光地として袋田の滝があり一度行ったら行こうと思わな
い。
花を植えるとか何か、人を引き寄せる観光地づくりの改善が必要と考える。
雇用の問題、大子町に働く場所が少ない、他の市町村に勤めているのが現状、企業誘致に
努力が必要と思う。
住み慣れた大子町に住みたいが、税金が高いし現在大子町に魅力が無い。
若い方職場が少ない為大子町より出て行ってしまい、高齢者が増加している。
大子町が活性化する何かが欲しい。
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大子町は観光と農業の町なので、大子町に観光と農業また福祉を学べる専門学校もしくは
大学を誘致して、地元で若者が学べる体制を確立し、町外からの若者誘致（学生）を図り、将
来の町の担い手を大子町で育てて定住を図る。
※今の体制では地元の高校を卒業し、町外に進学、就職し若者はいなくなるので、大胆な発
想転換を
袋田の滝トンネルの有効活用と第二展望台の雑木について！！
・袋田の滝トンネル内は観光客の目線に全く立っていません!!昔のように、大子町の観光ス
ポットを掲載紹介するスペースを確保したり、音楽や音声で袋田の滝の紹介町のおすすめス
ポットを紹介する音声を流したり、大子町を知ってもらう必要があります。
第二展望台の木が邪魔して滝が（下の部分）がまったく見えません！！是非気を伐採して観
光客の皆様に満足頂けるように行政に働きかけて下さい！！
ＳＬバスは良いのですが、乗ろうとした所行ってしまったので、もう少し待機する時間があって
も良いのではないかと思います。
スーパーがエコス、ミックス位しかなく、値段も他の地域と比べると高いです。
保育所も少なく、「入れたいのに入れない」とよく耳にします。保育所を増やし、保育士も募集
すれば人口も増えると思います。

道路整備 学校への通学路の整備をマメにお願いしたい。草刈り、冬季の凍結など、早めにかつていね
いにお願いしたい。
（除雪など道路の真ん中だけでおそまつな仕事ぶりである）

農林業 町政というより、大子町は農林畜産業、観光の町であるが、時代と共にもはや「個別の営農」
では無理が有り、「集落営農」を取り入れる時期として来ていると思います。それには、町が主
体となって、役場内だけでなく、外に向かって発信されて、「個人の意識改革」を回らねばなら
ないし、大改革を要すると思います。
マンネリ化の町政を打破し、町民一人ひとりが安心して住める大子町であってほしいと思いま
す。
①本の町大子なら、”大きな図書館”がほしいですね
②信頼できる最新医療の整った”大きな病院”があると最高ですね（閉鎖跡地の活用）
（友との語らいから）

教育 アンケートに回答しながら、町政をほとんど知っていないこと気づかされました。もう少し目を
向けていきたいと思います。
現在の要望は、小中学校の統合です。一クラス１０人前後でも小学生は６学年あるので別とし
て、中学校は３学年、その程度では部活も制限されてしまいます。諸問題あると思いますが、
協議を進めて頂きいたいと思っています。また児童くらぶについて、４年生以上も対応してい
ただけるとありがたいです。親が帰宅するまでの数時間、一人ではまだ心配な年齢です。
出生率を高めるために何かの方策を考えてほしい。
商工業について何か方策を考えてほしい。
区長の数が多すぎる、現在の半分でもいいのでは。
町の物品購入について、入札だとほとんど利益がない。適正価格にて町の業者に落ちるよう
にしてほしい。
役場職員、公務員は町のため町の業者から買ってほしい、価格はさほど変わらないはず。
役場の各課に対するクレーム（電話、口頭など）を全部データ化して対策した方が良いと思い
ます。理不尽なクレームも多いと思いますが、１０に１つ、２０に１つぐらいは良い物もあるはず
です。
ぜひ、アンケートの意見に沿うよう努力をお願いいたします。
一般人として見ると、天下りが多く感じる。公務員を終わり、年金生活も充実している家庭に
更に職を与え、年配者の貧富の差が出ているような気がします。
役場職員の人数を減らしてほしい。町役場の職員なのに大宮に住んでいる人をつかうのは、
おかしいと思う。
観光に力を入れるのは良いけど、今、駅前通りや街の中の活気がなく一度来て終わりではな
く、観光に来た人が大子町に住みたくなる様な医療、教育、福祉、就業対策に力を入れて昔
活気があった大子町に戻してほしいです。
町職員の対応が最近は良くなってきたと思うが、今後も益々努力するべきと考える。
町として社会を充実したいのか？観光を充実したいのかいずれにしても中途半端な感じがす
る。

行政要望
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大子町役場も大きく変わる時にきています。民間OBを非常勤として各部、各課にチームを組
んで雇用して職員の意識を活性化させてやったほうがいい。あまり役場には行かないが自信
なさそうに仕事をしている姿が過去にはあった。
大子町職員の駐車場は無料ですか？無料であれば民営化して税収アップにつなげてはい
かが？
町営の給食センターを利用して大子清流高校に有料給食の提供を実施したらいかがです
意見をしても何の意味もない。高齢者をいたわれ。もっと地域全体、子供に金をかけても遊ん
でいてまともに子育てをしない人がいる。子供と同じように、高齢者にも金をかけてほしい。
結果を提示してくださるとうれしいです。
職員は親切だと感じている。職員は一歩庁舎を出ると町民に挨拶できない（しない）人がい
る。清掃関係者はよくやってくれている。盆、正月は交代制にするべき。行政にたずさわる人
は町民に感謝されるようになってほしい。（要望）　深夜の救急サイレンを聞くと頭が下がる。
ご苦労様です。下水道設備は大都会の話がある。（業者の札束は町政をダメにする。）人口
減はどうするのか。町職員を減らす。
観光よりも、町民に対して温泉施設やキャンプ場などを町民半額制度等の対策をして、町民
がより良く施設を使えるようにした方が良いと思います。観光シーズンが落ち込んだ時には町
民の力で町の活性化を。
イノシシを駆除してください。
大子町の特色は何。目指していくものは何。現実は少子高齢化、人口減少、低所得（格差社
会）、夢を考える。夢って何。

この問題に対して、何に対して答えていいのかわからない問がありました。　こういう事をやっ
てますよ、と例と言うか解説がついていればもっと答えやすかったのかな～と思いました。
町政も多方面で大変だと思います。私達町民も大子町をなんとかしたい！いい町住みやす
い町にしたいと…願っているのは一緒です。大子町全体で頑張りたいですね！

どこがどの程度反映されているのかわかりません。
役場の職員の人数が多すぎる。少し減らすべきだと思う。
今回のアンケートのように、住民の意見を町政に反映させるための取り組みを今後も継続して
ほしい。
意向調査で実現できるかどうか？
役場の職員を大子に住んでる人にしてほしい。税金がちがうと思うよ。
公務員が町で作った住居に住むのはおかしいと思う。
高齢に付回答不可、アンケート調査に対する人選を考慮してほしい。
まちづくり課が出来て町づくりを一手に引き受けるのは大変なことだと思います。どうぞ一人で
やろうとしないで、小まめに町内の情報を集め、町民を動かしてください。そして、町民と行政
が一つになればきっといい方向に流れが出来ると信じています。
自分の手で実行しなければ何も始まりません。まず手を汚して働くグループを作って何かを
形にして行ってください。期待しています。
２０代～４０代くらいの主婦層にスポットをあててみてはどうでしょうか。集会や学校の集まりな
どで何かと集まりごとの多い世代です。そんな中で、”ただのおしゃべり”かもしれませんが、こ
んなことやってほしいとか、こんなことできたらとかと町に対する意見も数多く会話の中に出て
きます。女性が町からでていかなくなるような対策など、考えていただけるといいです。ＦＭだ
いごの活用もいいですね。料理レポや子育てレポなどあったらたのしそうです。
あと、久慈川の土手などに、ネモフィラを植えて海浜公園のようにしたら、それを目当てに来る
お客さんもいるのではないでしょうか。少しではなく、湯の里大橋から池田橋くらいまで。ボラ
ンティアと職員の方全員でやれば、できそうですね。
総務課や町民課は、町民が利用する機会が多い課であるが、暗い雰囲気である。サービス
業ではないが、もっと明るい雰囲気やあいさつをして頂けると、役場に行くのにいやな思いを
したくて済むと思う。全体に行きやすい雰囲気ではないので改善を願います。
防災（ＦＭラジオ）電波がわるく入らない。アンテナを建ててくださるとの事（９月頃とか？）でも
原発の災害の時は最初の避難地なのに、最後に取り付けなのかな??
大子町の将来は，高齢化，少子化問題を抱え，目指す方向が見えない。観光都市を目指す
のか，農林業か。企業誘致を望むが全国的な問題であり，大子だけの解決困難であろう。基
本の都市像を企て，それに向かった施策の実行を期待する。現施策は，中途半端的に見え
る。姿が見えない。広報不足もある。
アンケートについては，町のすべての行政に理解，周知していないため，「わからない」とした
が，これも外部委託によるもので，項目によっては抽象的な設問で，方法に疑問を感じた。
一極集中的に町政を進めてもせいたい。
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前記の如くがすべてであります。誠に申し訳なく存じます。大子町が破綻することなく，発展
できることを願っております。
外箱より中身（味）がしっかりと詰まっている方が安心だし，楽しい生活ができると思います。
中身にお金をかけていただきたいです。
今後はアンケートの調査を家族ぐるみで取り行えるようなものを取り入れて頂けると，世帯で
調査もでき，より良い町づくりの一歩となれるのではと思います。町を良くしたいという考えは，
誰しも思うところは同じと考えます。こういった形で町民の声を反映しようとして頂けて良かっ
たです。今後も頑張って下さい。
役場職員が多過ぎると思う。
役場職員の給料が高過ぎると思う。
大子ジャーナルで毎日のように載っている町長の写真！！いかがなものか？
この町の良い所は沢山あると思いますが，田舎ならではの良い所は残しつつ，もっと新しい
物を取り入れて時代についていく事が必要だと思います。例えるならばまだ平成になってい
ない昭和の町にしか思えません。殆どが高齢者の町で，若者に定住を考えてほしいと望むの
であれば，今の時代にそぐう町づくりが大事だと思います。今の町では，私の年代でも定住は
厳しいと考えます。このアンケートがただ読まれて終わるのではなく，今後の町の発展に少し
でも反映される事をお願い申し上げます。
観光にばかり力を入れないで，少し頭を使っては。役に立たない職員や議員ばかり多くて，
あきれる。
「滝は有名だけどそれしかないよ」と言っている人がほとんどだと思う。滝におんぶ抱っこの町
政は限界にきていると思う。子供達が町外へ出ていかない町政は難しいのかもしれない！
・大子町は行政改革が他町村に比べ最も遅れている。役場職員の削減、夫婦の削減など　ま
た、対応スピードが遅い。のんびりムードの働き方に見える。マンネリ化している。賃金カット
するべきだ。
・外部から来る人の意見も聞くべきだ。
・職員自ら道路草刈、標示板、ミラー掃除など行うべきだ。
町主体の集まりなどにおいて感じることは、町民と行政との温度差が大きいということ。もっと
町民側に立った目線で一緒に改革していって欲しいと思う。
町職員・公務員の給料が高すぎる。まずは自分たちの身を切っては。以前役場に行った時、
質問をしたら顔も見ずにボールペンで方向を差されました。もう二度と役場に行きたくないと
思いました。
まちづくり課、優秀な人材が採用されたようなので期待しています。人口減少が止まらない大
子町、高齢者ばかりの大子町　今後どう活性していくのか楽しみにしています。
・役場職員は挨拶ができない人が多い。職員に礼儀をきちんと教育していただきたい。
・回覧用チラシは文字がはっきり見えるよう作成してください。
・町の人口は減少の傾向にあります。何事も先を見据えて無駄のない町政をしてほしい。
こういったアンケートなどはとても良いことだと思います。モデルケースとして、中高年世代、老
年世代、若年層などの人の具体的な大子町にずっといる人、来たばかりの人にアンケートの
実施をするのもいい方法かと思います。少数意見であったにせよ、いい結果をもたらすはず
です。

マジメに考えるなら！いつでも来いよ！口で言ってやる！町民はおこってる人けっこういるから！
（問１～５）ことわります！！特定されない為に！※大子が良くなるように！書いてるのでまちがえないよ
－に！！私がだれでもいいでしょ！何人かで話しながら代表で書いた！！
これを見てキチんとするのか？
すてられたら、わかるようになってるので気をつけましょ！友人数名で書いてるので！
町民の声を聞いても、何もやらなければいみがない！どうせ私は町政のあやかりの無い人間ですの
で！
シュレッダーにかけられるのかな？こんな事書くと！バレるからな！きちんと議論しろよ！
とにかく、みっともない人達の集まりで、大子と言うだけで笑われるんだよ！議員様にでもなりてーよ、
まったく！
・どうせこのアンケート用紙は、だれの目にもさらされずすてられるのか？
・悪いことを良くするアンケートなのだからきちんと公表しろ！！
・役場職員のたいど悪いしムカツクよ！ムダづかいだらけだしね！
・言いたいことはすげーあるよ、町民なめんな！
・この町を良くしたいなら、くだらない事に金使わないほうが！私以外は、まともな？事かくけど、私は、
本当の事を書きました！

町の施策がどのように行われているのかが理解していませんのでアンケートと言われてもわか
らない事が多いです。



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

分類 意　　　　　　　　　　　　　見

　問８　その他，町政に対するご意見がありましたら，記入してください。

子供の教育・福祉・交通安全に力を入れてください。観光にも力を入れて町を潤って下さい。
道路や建物など、形のある物を作ったりせずに、生活をしてゆく中での中味を充実させてほし
い。
・町がやっていることについて、わからないことばかりで「わからない」の答えです。
・６０才に近い方と、６０才を過ぎたかたに見せたところ、「きいていることが大きくてわからない
ね」と言われた。
・各種施策の内容も解る様にして頂けると、回答もし易くなると。
・町の施策の内容や中味がよくわからずに回答する部分も多いかと思います。
・私達の納税の負担額が増加していると思う。高齢化が進むので仕方ないとは思いますが、
子育て世代にも厳しい時代かと思います。
・もっと２０代などの意見を気軽に話せる場がほしい。
・観光以外での収入を考えてみては？
班内の高齢化が進み、集金したお金をそれぞれの施設へ持参するのも車の運転が出来なく
なり、困難な状況になりつつあります。今後どのような対策を町としてとっていただけるのか検
討していただきたいと思います。
先般、タクシー助成券に関するアンケートを実施したようですが、そのように自身がかかわっ
ている事柄であれば、答えようもあるかと思いますが、施策全般についてでは、当方の関心が
低く、答えようがありません。
大子町には副町長などは必要ないと思います。代り総務課長が代理にて行えばいいと思い
ます。税金のむだづかいです。それでなくても大子町は赤字財政ですから考えて見てくださ
い。
広報だいご、県政ひばり号などしっかり読んでますます住み良い大子町になれるよう一員とし
て生活していきたいと思います。
今日は　明日の　十年後の原因。
今まいた種が実になるまでには時間がかかる。
電話とパソコンで行政は難しいと思う。もっと外に出て住民と接するべきだ。
・大子町に残るメリットがあれば若い人が残るのでは？
・公共機関に力を入れる（高める）
・公共機関でも無駄になっているのは早く切り替える。
町民の意見を聞き、適切な対処をお願いします。
役場の建物が古くて見た目が良くないと思います。時々用があって行きますが、一度トイレを
使用させていただきましたがもう二度と使いたくないと感じました。建てなおすべきです。
少し閉鎖的な感じがする。


