
田上町の今後のまちづくりに関する

■目的

■調査方法

◇調査対象 田上中学校に通う生徒320人
◇調査方法 全校生徒
◇配布と回収 直接配布、直接回収
◇調査時期 平成28年6月22日（水）実施

■回収率

配布数： 320票 回収数： 回収率：

■調査結果

学年 回答数：

小学校 回答数： 308

中学生アンケート調査　結果報告

平成28年度に策定する「第５次田上町総合計画（後期基本計画）」に町民の
意見を反映させることを目的に実施。

311票 97.2％

307

27.4 33.2 39.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

％ 

1年生 2年生 3年生 

46.8 51.6 1.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

％ 

田上小学校 羽生田小学校 その他 

1



問1　田上町の魅力・良いところ、不足しているところ回答者数： 魅力・良いところ 304 回答数：

不足しているところ 270 回答数：

問2　将来田上町に住み続けるために必要なこと 回答者数： 回答数：

問3　あなたの声を田上町に活かす方法 回答者数： 回答数：
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通学や遊びの時の安全性 
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おいしい食材があり、季節が感じ                         

られる豊かな自然が残っていること 

町内に働きたくなるさまざまな職場があること 

町外にも通勤・通学しやすい道路や電車・バスが充実して

いる 

住みやすい住宅があること 

遊びや買い物に便利で、気軽に楽しめる場所があること 

住民どうしの交流があって、地域の活動が充実していること 

その他 

件数 
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学校の授業で、まちづくりにふれる機会を増やす 

生徒会と町長が意見交換を行う機会をつくる 

中学生アンケートなどを定期的に実施する 

町のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで、町民の意見を                   

書き込みしやすい環境を整える 

ﾗｲﾝやﾂｲｯﾀｰなどSNSを利用して、自由                     

に意見を書き込みできる環境を整える 

田上町広報「きずな」に中学生のコーナーをつくる 

その他 

件数 
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■中学生の意見の傾向

■中学生の意見
町長としてやってみたいこと 理由 重複

第１章第１節　安全な生活の確保に関するもの　（8件）

自転車が走るところを安全にする。
でこぼこしてたりしてあぶないし、一回一回自
転車からおりないといけなくなるから。

道路に消雪パイプをつける。
冬に学校に行くときに、道が狭いところだと車
が来ると雪のところに乗らないと車が通れなく
て、どっちかが止まらないとで大変だから。

羽生田小の横の坂を上った後くらいのところの
電灯を増やす。

電灯の数が少なくて、夜になると少しこわいか
ら。

もっとバリアフリー化を進める。
温泉の数々が山の上にあるので山の下につく
るとか、坂にエレベーター的なのをつくるなど。

大きな道路に歩道をつくる。
遠くへ歩いていきたいけど、歩道がないとすぐ
横を自動車が通るので危ないし、運転している
人に申し訳ないので歩きにくいから。

安全運転 どんなに急いでいても安全運転が大切。

歩道の整備
道がせまくて危険だから、歩道をつけてほしい
です。

信号機を増設する。
踏切を増設する。

・道路の狭いところ。
・新駅をつくるため（途中の間と間）

第１章第２節　交通・情報ネットワークの整備に関するもの　（８件）

１　電車の時間を増やしたい。
２　いつでも乗れるようなバスを増やす。

１　乗り遅れたら1時間も待つのが大変だから。
２　町内も町外もバスで行けたら便利だから。

道を整える
草で歩道がわからなくなってせまくなっている
から。

市民バスを走らせたい。
田上町はバスがなくてお年寄りが大変だし、駅
が2個しかないから、そこから遠い人が歩くのは
大変だからバスを運営したい。

道や道路をもっと増やす。 道や道路がせまいから。
さまざまな交通手段を充実させる（お金とかの
限度がないんだったら）。若い人からお年寄り
まで楽しめそうな場所や店をつくる。

自分も助かるから。

道路の改装。身近なところにフラワーロードを
つくる。

不便だから。　田んぼしか見えないから。

道路の見直し

無駄に車も人も来ないところは道路や歩道が
広いのに、人や車がものすごく来る道路や歩
道は狭いしガタガタしてるし危険だし、まちおこ
しの前に基礎の道路を直すのが先。

バス停をつくる。 ないから

問4　あなたが「町長だったら」と想像して、どんなことをやってみたいと思いますか？
　　　やってみたいことがあればお書きください。また、「その理由」も一緒にお書きください。

第１章　(40件)

章 節 項目 主な内容 件数

道路の安全性の確保 歩道を作る、　信号機を増設 7

防犯対策の推進 外灯増やす、　見回り強化 5

災害対策 自然災害を少なくする 1

鉄道・バスの充実 電車の本数を増やす 4

道路の整備 道路の改装 5

自然や環境の美化 自然保護、　花を植える 19

動物保護 動物保護 1

公園・緑地の整備 遊ぶ場所 11

住宅開発の促進 団地を作る 5

1

1

1

1 4 快適な住環境の整備

1 安全な生活の確保

2 交通・情報ネットワークの整備

3 環境にやさしいまちづくりの推進
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町長としてやってみたいこと 理由 重複

第１章第３節　環境にやさしいまちづくりの推進に関するもの　（１４件）

①楽しめるような町にしたい。
②きれいな町にしたい。

①は畑とかそういうものしかないから、もっとほ
かに楽しめそうなものをつくりたい。
②たまにゴミがおちてたりするから、見つけたら
ごみをちゃんと取る、きれいな町にしたい。

環境の整備。
田上は自然が豊かなのがいいところだから、
もっとよくするため。

野良の動物などを保護できる施設をつくりた
い。

食べ物に困っている動物がいっぱいいそうだ
から。

自然をさらに豊かにする。
自然があふれている田上をさらに自然と近くで
住めるような町にしたいから。

いろいろなところに花を植える。

あるところだけに花があると近くの人しか笑顔
にならないけど、たくさんの花がいろんな場所
にあれば、いろんなところの人が笑顔になるか
ら。

町をきれいにし、自然あふれる町にする。 花などの植物が好きだから。

自然をもっと増やす。
今も豊かだけど、もっと増やせばもっと豊かに
なるから。

もっと環境を整備したい。
最近クマが出没しているので、「気を付けてく
ださい」と呼びかけるのではなく、整備などを
しっかり行った方が良いと思うから。

自然をもっと豊かにしたい。
もっと豊かにすると、さらに田上町がいい町に
なるから。

自然を多くする。

店などが増えることもいいが、自然が豊かな方
が心身ともに安らかな、ゆったりした気分にな
れるから。大型店のある町でアピールするより、
自然が豊かで世界遺産ぐらいをつくっていく方
が素敵だから。

信濃川で魚を育てる
田上町の水は魚が快適にすごせるくらいきれ
いですよ、とアピールする。

田上町をよりよい町にしてもっといい環境にし
て、安全な町にしたい。

たまに空き缶などが落ちているので、それをな
くしたいと思ったから。

田上町の自然をいかして、新しく入ってくれる
町民を増やす。

人口が減ってきてるから。

環境保全と都市化を両立して進めていきた
い。

便利できれいな景色が見られるとくれば、たく
さん人が来ると思うから。

第１章第４節　快適な住環境の推進に関するもの　（10件）

でっかい遊び場をつくってみたい。 子どもたちが楽しく安全に遊べるから。
住宅を増やす。 いろんな人が住みやすいように。
できるだけ環境破壊せず、山の中とかに公園
などをつくりたい。

自然を感じたいから。

ブランコや滑り台などで遊べる場所をつくる。 あまりそのような遊べる場所がないから。
子どもたちが遊べる空間を増やしたい。 今の田上町は楽しめる空間が少ない。
公園などに気軽に遊べるバスケット場やバレー
場などを設置する。

子どもに人気なスポットをつくればいろんな人
が集まってくると思った。

公園などに気軽に遊べるバスケコートやテニス
コートなどを設置する。

子どもたちが楽しく遊んだり、練習したりで、部
活がよりよくなると思ったから。

子どもたちが楽しめるような場所をつくる。
子どもは楽しめるようなところが少ないとあきて
しまうから。

田んぼは田んぼ、店は店と、かためる。 そこらじゅうに田んぼがあるといなか臭いから。
住みやすいような団地をつくる。その中に大き
な公園をつくって、誰でも遊べるようにする。

そんなに大きくない団地だと公園も小さいので
外で遊びにくく、余計に人口が減ると思うから。
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町長としてやってみたいこと 理由 重複

■中学生の意見の傾向

■中学生の意見

第２章第２節　高齢化社会対策の充実に関するもの　（１件）

安心して住めるまちづくり
高齢者が多いので、高齢者にやさしい町にし
たいから。

第２章第３節　あたたかな福祉の推進に関するもの　（２件）

少子化を防ぎ、高齢者を元気にする。 人口を増やしたいから。
老人ホームをもっとつくったり、幼児園も拡大
する。

お年寄りと子どもが安心して楽しくすごせるよう
にしてあげたいから。

第２章　（3件）

章 節 項目 主な内容 件数

2 1 保険・医療の充実 地域医療の充実 総合病院の建設 2

2 2 高齢化社会対策の充実 住みやすいまちづくり 安心して住めるまちづくり 1

高齢化対策 老人ホームをつくる 2

子育て支援 幼児園の拡大 2
2 3 あたたかな福祉の推進
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町長としてやってみたいこと 理由 重複

■中学生の意見の傾向

■中学生の意見

第３章第１節　子ども達への教育に関するもの　（12件）

一日「仕事体験」など、未来につながる活動。
自分たちがもし未来に田上町に住んでるとした
ら、仕事はこういうものがあるなどとして、大人
の仕事の大変さを知ってもらうような活動。

小・中学校の授業を見る。定期的に、職員に伝
えずに来る。

体罰防止になるし、教師・生徒の普段の授業
のようすもみられるから。

たまに学校に行って、生徒といっしょに給食を
食べる。

町長はあまり小中学生などとの関わりがないか
ら、小学生や中学生とたくさん給食を食べなが
ら、お話をしたりしたい。子どもたちと仲良くなり
たい。幼稚園にもいって、いっしょに遊びたい。

小・中合同でなにかをする。
それぞれが一つの目標に向かってやるからき
ずなが深まると思う。

勉強を簡単にする。 今の勉強がむずかしいから。
田上高校をつくってみたい。 田上に高校があったら便利になるから。
子どもたちの授業を定期的に見て、ふれあうこ
と。

子どもたちの授業の様子を見てみたいから。

学校とかの古い建物を新しくする。
充実したところで過ごすといろいろと楽だと思う
から。

高校を田上町につくる。
田上町に高校があれば電車で通学しなくても
よくなるから。

学校の教室をもっと充実させる。 暑くて集中できない時があるから。

小・中学校＆幼児園合同の何か楽しいイベント
をしてみたい。あと、学校に泊まったり、青春し
たい!!

親も子どもが楽しんでくれればよろこぶと思う
し、住民同士仲良くなれるんじゃないかと思っ
たからです。ダーツの旅とかスマイルスタジアム
などTVにも取り上げられて、もっと田上のいい
ところを有名にしたい!!

田上中のグラウンドの水道を増やして、熱中症
や脱水症にならないようにあと2ヶ所くらいつく

1ヶ所しかなくて、いろんな部活がそこまで行く
のが大変だから。

第３章第２節　生涯学習の推進に関するもの　（１９件）

田上町で大人と子どもで運動会をする。
みんなで協力できるし、協力すればいいことが
あると思うから。

町に大きなスポーツ場をつくる。 プロやうまい人のプレーが見られるから。
町役場を競技場やプール、いろいろなスポー
ツができるところをつくる。

大きな大会でもラクラク入れるように。

各スポーツのコートなどを建てたい！
田上にはサッカーコートなどなどがないので、
スポーツをしている人はあまり楽しくない。

サッカーグラウンドをつくり、ほかのチームが来
て、いいグラウンドだと思ってもらえれば、その
グラウンドでやる機会が増えるので、たくさんの
チームの人が来てくれるから、田上町のことを
知ってもらえると思う。だからサッカーコートの
あるグラウンドをつくりたいです。

大きい図書館を建築する。
田上町には大きな図書館がないので大きい図
書館をつくってもらいたい。

大きな体育館をつくる（カルチャーセンターみ
たいなの）。

気軽に皆がいろいろなスポーツをするために。

第３章　（31件）

章 節 項目 主な内容 件数

3 1 子ども達への教育 学校教育 学校との関わり、　高校設立 14

図書館 大きい図書館をつくる 4

スポーツ 施設整備 26
生涯学習の推進23
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町長としてやってみたいこと 理由 重複
体育館
・田上町に陸上競技場をつくる。
・新体操用のマットを1枚買う。

・遠くに行かなくても競技場で練習できるよう
に。

もう少し広い図書館や自由に使える遊び場を
増やす。

加茂とかまで行かないとないから。

競技場をつくってもらう（ゴム）。高跳びの棒と
かをおいてもらう。

陸上をがんばるため。みんなが一流の選手に
なるため。

スポーツ施設を建てる。
スポーツ施設を建てれば、スポーツをしたい人
はもちろん、お年寄りなどの人々も気軽に運動
できて、健康的な体になってほしいから。

田上町での簡単なマラソン 汗水流しながらの交流は大事だと思うから。
球技大会 いろいろな人と交流できると思うから。

町体を建てなおす。
建てられてからけっこう月日が経っているし、窓
やドアもさびて動きにくくなっているから。

大型図書館をおいて、数学や物理などの論文
をたくさん置く。

興味を持っている人は極めることができるし、
興味を持つ人も出るかもしれないから。

サッカーコートや野球場をつくり、スポーツであ
ふれる田上町をつくる。

芝生のコートで練習しないと、いつも土でやっ
ている僕たちにしてみれば芝生になれるのが
大変。スパイクもすぐけずれるから芝生のコート
をつくってほしい。

体育館やサッカーコートなど、スポーツができ
る施設を増やしてスポーツあふれる町をつくっ
てみたい。

田上町に運動施設があまりないと思ったから。

きれいな体育館 町体が古いから。
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町長としてやってみたいこと 理由 重複

■中学生の意見の傾向

■中学生の意見

第４章第１節　農林業の推進に関するもの　（３件）

田上に市場をたくさん作って米や野菜などを
売る。

田上町以外の人が来たときに気軽に買い物が
できるからです。

牛を育てる。
田上の稲のみをエサにして育てた和牛（ブラン
ド）を売り、お金もうけにする。

田上町に住んでいる農家の人の家で農業体
験をさせてもらうツアーを開催する。

農家を増やせるから。

第４章第２節　商工業の育成に関するもの　（４８件）

イオンをつくる。
わざわざ遠いところまで行くのがめんどくさいか
ら。

田上町に大きなお店をたくさんつくる。 田上町をよくするため。

大型ショッピングモールをつくりたい。
近くにショッピングモールがあると、気軽に行け
るから。

大型店を増やす。 今のままだと不便だから。

商店街などをつくり、町民と交流をする。
田上町で困っていることや意見を町民一人ひ
とりから聞いて、その案をできるだけいかしてい
くため。

・田上にすし屋を建てたい！（スシローorかっ
ぱ寿司or魚べい）
・ゲームセンターを建てたい！
・イオンを建てたい！

・すしが大好きだし、ゲーセンも大好きだし、イ
オンはいろいろな施設がいっぱい入っている
から。

お店を増やす。
田上町には似たようなお店が多いから、いろい
ろな種類のお店を出してほしいです。

楽しく、大きいお店を増やす。
町外からもたくさんの人が集まってくれて町が
にぎやかになるから。

店をふやして、より良い町にする。 店が少ないし、せまいから。
デパートなどの建物をつくりたい。 近代化させて、もっと発展した町にしたい。

室内プールをつくる！映画館、イオンみたいな
ショッピングモールを建てる!!

プールは室内にすれば夏でも冬でも遊べる!み
んなが楽しめる町。そして一度は行ってみたい
町になってほしいから。

自然がいっぱいあるのはいいし、有名な温泉
があるのもいいけど、やっぱり大型店を田上に
つくってみたいと思います。

温泉とか行ったあとにショッピングするところが
ないと思われるのがヤダから、つくってほしい。

大きい本屋、ゲーム屋があってもらいたい。 便利だから。
そんなに大きくなくて良いので中・高の生徒が
好きそうな店を出す。つくる。

自分たちの好きな店があれば、そこで働きたい
と思えるから。

第４章　（86件）

章 節 項目 主な内容 件数

農業 農業体験ツアー 4

林業 植林 1

商業 イオン、　大型スーパー 59

企業誘致、雇用の確保 いろんな職場をつくる 3

観光 新しいイベント 35

道の駅 道の駅 1

情報発信 HP、Twitterにのせる 7

4

4

4 3 地域資源を活かした産業の促進

1 農林業の推進

2 商工業の育成
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町長としてやってみたいこと 理由 重複
まず本屋をつくります。その後、塾をつくって、
歩道をつくります。小さいイオンのようなものを
つくります。コミセンのようなものを羽生田方面
にもつくります。お年寄りでも普通に乗れる、
ルールが難しくないバスをつくります（後ろ乗
り、後払いなんてわからないと思うので）。

私があったらいいなと思っているからです。

ショッピングモールを増やす。
服など買いに行くのに万代など、遠くに行かな
いといけないから。

空き地などを使ってイオンみたいに買い物が
できるところを建てる。

イオンのように服や雑貨などを売っている店が
ほしいから。

職場を増やし、大型スーパーや大型電気店を
設置する。

田上町は職場が多くないため、増やせば町で
働く人が増えると思います。大型スーパーなど
を設置しないと、町で買うことがしづらくなり、設
置した方が安定して過ごせると思ったからで
す。

AEONをたてる。 便利だから。

東京の店を開く。
近くの人が来てくれたらいいから。東京が好き
だから。

遊園地をつくりたい。 田上町の魅力を知ってもらうため。
大きなお店やゲームセンターをつくる。 たくさん遊べて楽しいから。
You遊ランドの近くに本屋をつくりたい。 近くに本屋がないから。
お店をたてる。子どもとかが楽しめるゲームセ
ンターをつくり、本田上のセブンイレブンの近く
にあるガソリンスタンドをつくりかえる。

パチンコは子どもは入れないから。ガソリンスタ
ンドはきれいにすれば客は入ってくると思う。

大型店を建てる。
田上町は1店のスーパーしかないので、大型店
を建てて人を呼び込む。

町の子どもたちが家の中ではなく、外で遊べる
ように、公園やテニスコート、バスケコートや体
育館などをつくる。→イベントを実施し、子ども
たちが来やすくする。

最近の子どもは「ゲーム」や「スマホ」など、屋内
で遊ぶ人が多いから。

大きなスーパーなど、もう一つくらいはあってほ
しい。

今はピアレスーパーなど、1つくらいしかないの
で、あってもいいかなと思う。

遊園地をつくりたい。 みんなが楽しめるから。
遊園地をたてる。 楽しいから
町の人みんなが楽しめるように遊ぶ場所や、お
ばさんばかりの服だけじゃなくて若い人の服と
かもつくる。

田上は遊べるような場所がなくて、新潟とか行
かないと楽しく遊べないから。

店を増やす。 買い物ができる店が少ないから。
働きたくなる職場を増やして、田上に通勤、通
学してもらえるようにする。

田上町が豊かになり、田上町の特色をもっと
知ってもらえるともうから。

本屋をつくりたい。
近くに大きめの本屋がなくて不便だし、文房具
なども大きくて、そういう本格的な方が充実して
いると思うから。

商店や大型店などをつくりたい。 あまりそんな商店などがないから。
都心にあるようないろいろな便利な施設をつく
りたい。

そうすればもっと田上に住む人が楽しい思い
になれるから。

大きなショッピングモールをつくる。
大きい店がないから大きい店をつくって発展さ
せる。

大きなショッピングモールをつくる。
これをつくれば職場も増えるし、田上に多くの
人が来る機会が増えると思うから。

いろんな職場をつくる。
いろんな職場があったら「そこで働きたいと思っ
て田上に人が来てくれる。

いろんな店を出す。
店が有名になればたくさん人が来てくれそうだ
から。

大きな公園（長岡丘陵公園）みたいなのをつ
くったり、ショッピングセンターなどをつくる。飲
食店やバッティングセンターなども！

田上は田んぼをつぶせばたくさん土地がある
から！

飲食店とかをつくる 田上町にはないので、つくればもっと便利にな
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町長としてやってみたいこと 理由 重複
もっと大きな店を増やしたりして田上町に観光
客が増えるような取り組み。

店が全くないから。

大きい遊べる場所などをつくりたい。 「いなか」ぽいところを少しでもなくしたいから。
大きなショッピングモールの建設。 人がたくさん来そうだから。
建物（スーパー）をつくって移住してくる人を増
やす。

田上は人口が少ないし、大型スーパー的なと
ころもないからそうしたい。

大型店をつくる。

田上町民が買い物に行きたいと思っても、三
条や新津まで行かないといけない。でも、田上
につくることで田上の活性化にもなるし、高齢
者の人も気軽に買い物に行けるからいいと思
います。

中学生や高校生の人たちが田上町の中で楽
しめる建物をたてる。

中学生や高校生が楽しく遊べる場所がないか
ら。　例　カラオケやゲーセンなど

大型ショッピングモールをつくる。 町民にとって便利な町にしたいから。

第４章第３節　地域資源を活かした産業の促進に関するもの　（35件）

・もっと田上町をアピールするようなことをする。
・大きな建物とかを建てて、若い人も住みたくな
るような町にする。

・田上は新潟の中ではあまり知名度が高くない
から。
・若い人とかが減ってきているから。

田上町のイベントやお祭りを考えたいです。
もう少し大きいお祭りに行ってみたいからで
す。あと、イベントなどを増やしたいからです。

楽しいイベントをする（増やす）。
町に来てくれる人が増えるし、明るい町に少し
でも近づくと思うから。

護摩堂山で流しそうめん
護摩堂山のけしきを見ながら田上の竹を使っ
て流しそうめんをすると、田上のいいとこを２つ
いっしょに知ることができるから。

人が集まる観光場所をつくりたい！ 田上には人が集まる観光場が少ないから。

祭りをもっと大きくしたい。
祭りを大きくすれば町外の人たちも来るだろう
し、田上がもっと有名になる。

いいところを宣伝して田上町に人がいっぱい
来るようにしたいです。

田上町には伝説や歴史がいっぱいあるからで
す。

温泉や山を宣伝する。 もっと観光客を増やしたいから。
県外からもお客さんが来るぐらい有名な観光地
になるような建物や交流広場をつくる。

今後、子どもが増えたらそのような広場が必要
になるから。

新しい行事をつくってやること。 みんなが楽しいと思えると思うから。
田上町の魅力を良くしていくこと。 不足は直せなくても、魅力はよくできるから。

町ならではの特産物をつくる。
今のままでもいいが、まだ目立っていないだけ
ですごいものがあるかも知れないから。

自然を生かした遊び場、そしてとても安らぎの
ある温泉を配置したい。

今のままでは、まず子どもが外に出なくなるの
と、誰でも安らげる温泉がないから。

新マスコットづくりやイベントなど
田上町をもっと有名で都市化させるため。マス
コットも、もっとかわいい（？）、かっこいいもの
が若者にはうけがいいと思う。

イベントを増やす（祭りなど）。 地域の人と交流できるから。
年に一度、田上町のあいてるところで、ミュージ
シャンを呼んでライブorフェスティバルなど。町
内でのミッションゲームみたいなの（自由参加
…1人500円）

田上町の人ほぼ全員が一気に集まれる環境を
つくれば、いろんな人とふれあえる機会が多く
なる。

温泉地にする。 いっぱいあればいろんな温泉が楽しめるから。
田上町のおいしい食べ物祭りとかやってみた
い。食べ物がたくさんある祭り。

田上町はおいしい食べ物がたくさんあるのに
知らない人がいるから。

田上に大きな像とか目立つ建物をつくる。
もっと田上に外国の人や県外の人にも来てほ
しいから、目立つものがあればいいと思う。

温泉や田上の食べ物を生かしたもののPR活動
を増やすなど、田上のいいところを伸ばした
い。そして、買い物などができる施設を増やし
て暮らしやすくする活動をする。

田上町が有名になれば、今まで田上出身で都
会に行った人が帰ってきたいと感じたり、新しく
田上に来る人も増えてにぎやかになって生活
しやすくなると思うから。
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町長としてやってみたいこと 理由 重複
イベントなどでその場をもりあげてみたいです。 楽しそうだから。

①夜にできる学生が来れるような祭りをつくる。
②マスコットキャラクターをつくる。
③田上町だけの食べ物、文化をつくる。

①昼は部活があったりしていけないから。
②田上のイメージをよりよくするため。
③興味がわいて来る観光客や、田上町だけの
ものをつくり、田上をアピールするため。

町の様子をビデオに撮影してCMやネットに
アップする。

町の宣伝や呼びかけになるから。

おまつりなどをやってみたい。
おまつりなどはほとんど少ないのでもっと増や
して、お店もだしてみんなで楽しみたいから。

田上町の良いところをホームページ、ツイッ
ターなどにのせて、県外の人にも田上の魅力
を知ってもらう。

田上に人が集まるきっかけになると思うし、いい
ところを知ってもらうことでたくさんの人が来て
田上町が活発になると思うから。

たけのこや野菜のブランド化
梅をブランド化するとそれなりに有名になった
ので、たけのこや野菜などもブランド化し、各地
に発信し、有名にしたいから。

田上の名物になるようなイベントをつくる。 田上にはあまり有名なものがないと思うから。

季節のイベントをもっと増やしたい。
田上は自然がとても豊かなので、学校ごとで参
加できるイベントやその季節の良さをいかした
イベントなどがあったら楽しそうだと思った。

田上町は温泉が有名なので、他県などからた
くさんの人が田上町に来てくれる。

田上町がすごく有名になり、住む人も多くなる
と思う。

田上町のポスターやパンフレットを作成する。

たまたま田上町に来た人などがポスターやパン
フレットを見て、また来たいな、ここも行ってみ
たいな、と思ってくれると、もっと観光地として
有名になると思うから。

観光施設などをいっぱい増やしたい。
田上町をいろんな人に知ってもらっていいとこ
ろだと思ってほしいから。

新しい植物を植える（新潟県限定）。
新潟県限定の植物を植えると観光客などが増
えると思うから。

田上町でしかできないもの、田上町にしかない
ものをつくってみたい

田上町にしかないものとかがあれば他の県の
方々が来てくれたりして地域おこしや町のPRに
もなるから。

町長だったら、町民が自慢できる町長になっ
て、今ある田上のいいところをいかし、教科書
にのるような田上特有のものをのばしていきた
い。

教科書にのれば、「この町すごい!!」「町長さん
どんな人なんだろう？」みたいに興味がわく子
ども、そして大人が増えるかもしれないから。

お祭りやイベントを増やす。
お祭りやイベントを増やし、田上町民がもっと
ふれあう場面を多くする。学生たちがもっと活
躍するイベントを増やす。
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町長としてやってみたいこと 理由 重複

■中学生の意見の傾向

■中学生の意見

第５章第２節　町民の参加・交流の促進に関するもの　（２９件）

みんなといっしょにごはんを食べる。
みんなと仲良くできて、田上のおいしい食材が
わかるから。

町民同士での交流。
町民一人ひとりが手をとりあって田上をもりあげ
ていく必要があるから。

もっと町の人たちがいっしょに、気軽に楽しめ
るような施設をつくる。

町の人たちがふれ合える時がたくさんあった方
がいいと思うから。

年に1度か2度、役場で子どもたちが遊ぶ場を
つくる。

子どもたちが楽しめるから。

行事などに参加する。 人と関わりをもつため。

田上町の良いところを集めたお祭（小さな子ど
もも楽しめる行事も）

県外の人は田上町のことを知らない人もいるの
で、大きなイベントを開き、県外の人が来てくれ
るようにする。

近所の人たちが交流する場をつくる。
近所の人たちで交流し合い、仲を深められた
ら、もしものとき助け合い（協力）ができると思っ
たから。

地域ごとでなにかやる。大きい体育館をつくっ
てほしい。
・なにか作る（料理、木などではこをつくるな
ど）。
・話し合い（どうすればこの田上町をもっとよく
できるか）。

こういうことをすることで、今よりももっと地域の
交流が増え、みんながまとまって田上町をよく
できると思うから。

もっと意見を出す。
意見をたくさん出して、もっと住みやすくてここ
ちよい田上町をつくりたいから。そして、遊び場
やお店を増やす。

みんなが楽しくすごせるようなイベントや行事を
うみだすこと。

日常生活で何もないときなどにみんなに喜ん
でもらえるような行事をして田上町を盛り上げ
たいからです。

人々の意見を取り入れ、自然をふやしたり、買
い物ができるようなところを増やし、田上町を魅
力あふれる町にする。

田上町をより多くの人に知ってもらい、田上の
ことを有名な町にしたいと思っているから。

・町民の要望を聞いて住みやすい町にする。
・みんなが納得いく町にする。

要望を聞いて、できることをやり、たのしい町、
笑顔あふれる町にしたいです。

町の人の考えをきく。
自分が思っていることと町の人の考えや意見
は違うかもしれないから、アンケートなどを行っ
て町の人の考えを参考にしたいから。

町内の人が全員集まって、クイズなど年齢関係
なしで楽しくイベントをしたいです。

町内の方々全員でふれあい、仲良く平和な田
上町にして、人口が増えるといいなと思ったか
らです。

町の人と交流できるようなイベント

町の人などとイベントなどで交流すれば町の人
の気持ちなどもわかるし、イベントを開けば子ど
もからお年寄りまではばひろい人たちが楽しめ
るから。イベントは町を豊かにすると思う。

もっといろいろなイベントをふやしたりしてみた
い！

田上町の人たちがもっと楽しめるようにするた
め。

第５章　（31件）

章 節 項目 主な内容 件数

自主的な活動の支援 交流の場 16

コミュニティ活動の条件整備 気軽に楽しめる施設をつくる 4

町民の意見を聞く 住民の意見を取り入れたまちづくり 9

効率的な財政運営 お金の使い方をもっと工夫 1

多様な広域連携の推進 近くの市町村と交流 1

5

5 3 効率的な行政の推進

2 町民参加・交流の促進
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町長としてやってみたいこと 理由 重複

町の人の声を聞く。
町の人からお金をもらっているから、もっと町の
人の声を聞いて、そのお金でいろいろなイベン
トやお店とかを増やす。

①田上マラソン大会
②町中ふれあい会（子ども～大人まで）

①田上の道
②違う年代の人とふれあうことで他人を理解し
ようとするきっかけがうまれると思うから。

・町を発展させる。
・町民の意見を取り入れる。
・学校にエアコンと自販機をたてる。

田上町はまだまだ発展が足りないので、もっと
もっと発展させたい。今はあまり中学生や小学
生の意見などを聞いてもらえてないから、小中
学生の意見を聞きたい。

もっとイベントやお祭りなどを増やす。
皆で楽しむことができるし、いろんな世代の人
と話したりすることができるから。

町・祭りを発展させる。 みんながもっと楽しく生活を送れると思うから。
住民みんなが楽しめるようなイベントを企画し
たり、たくさんのお店を建てる。
交流の場を増やす。 町を良くするため。
もっと町民に田上町がよりよくなるための方法
についてアドバイスをいただきたい。お年寄りも
多いのでアナログなやり方も大切にしつつ、
SNSなどを使った若い人への呼びかけを大切
にする。

「町民にとって住みやすい」ことが一番だと思う
から。

町民のみんなとふれあい、積極的に町への意
見を聞く。

自分では浮かばなかったアイディアが、意見を
聞くことで見つかると思うから。

住民の意見を取り入れてまちづくりをしてみた 韓国流のドラマの影響でそう思った。

ボランティア活動に参加する。
町長も参加して皆でボランティア活動をして交
流の輪を広げるため。

代表の人だけに意見を聞くのではなく、すべて
の大人に意見を聞く。季節ごとに食べ物を無
料で置いておく。

意見を言えていない大人がいると思ったから。
あと、夏にアイスがあるといいから。

私が町長だったら、住みやすい町をつくること
はもちろんだけど、町が運営するお祭りに参加
したり、スポーツを通して「町民といっしょに」何
かをしたりすると思う。

住みやすい町をつくることは町長の役目だと思
うし、「町長」という地位にいても田上町の住人
というのには変わりがないんだから、お祭りやス
ポーツの大会で町民と交流すればコミュニケー
ションがとれると思うから。

第５章第３節　効率的な行財政の推進に関するもの　（２件）

お金の使い方をもっと工夫して費用を生み出
し、野球場を天然芝に変える。　学校の日数を
増やし、ゆとりを持って授業を受けられるように
する。

そっちの方が良いから。　ゆとりがある方が丁
寧に教えてくれると思うから。

近くの町や村、市でいろいろと交流すること。
他の市町村とふれあうことでいろいろと交流が
できるから。
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町長としてやってみたいこと 理由 重複

その他　要望・意見　等　（２３件）

ドライブ 楽しそうだから。
いろいろな高層ビルを建てる。 高層ビルがないから。
一日中ずっと好きなことをしていたい。 いつものんびり自分の好きなことができないか

いろんなことを教えてあげたい。
もっと自分の住んでいるところをよりよく深く
知ってもらいたいから。

この町にいてよかったなと住んでいる人に思わ
せたい。

いい町だから。

いろいろな場所を見学して、そこにあるいい
点・悪い点を見つける。

もっと充実して楽しい町や施設にするため。

時々田上町を散歩する。 住民とのかかわりを増やす。お話をする。

特にない。
新潟県は長いけど、ちょうど真ん中くらいの位
置で、どこに行くのも割と近いし、不便なことは
ないから。

オリンピックをやりたい。 スポーツで世界がつながってると思うから。

安全でにぎやかな町にしたい。
安全でにぎやかな方が住みやすいし、楽しい
と思うから。

ない 田上町はもう住みやすいから。

まちづくり
まちづくりをして、住んでる人が安全に暮らせる
ようにしたいから。

子どもも大人も楽しめるような場所をつくってみ
たい。

みんなで盛り上がればいい思い出・日にもなる
から。

大都会にする（ほしいものが全て田上でそろえ
られるほどの）。

いちいち新潟まで行くのは交通費がかかるか
ら。

機会をつくる 会議などをして町を変えていきたいから。

田上町にある公共施設を回って、一回はその
施設を使ってみたい。

どこに何の公共施設があって、どんなことがで
きるのか頭に入れておかなければならないし、
災害などのときに使える場所があればハザード
マップをつくるのに役に立つから。

町の発展
やりたいこともできるし、町も発展して住みやす
くなるから。

巨乳の美女を雇う 夢だから
わからない わからない
坂道をなくす。 歩くときつらい。

発展する町をつくりたい。
田上町が住宅が多くなって、工場、店が多く、
発展した町をつくりたい。

一番住みやすい町づくりをしたい。
自然環境がいい中、仕事や勉強に集中でき
て、遊ぶ時もいろんな店や公園、広場があれ
ば楽しく過ごせそう。

みんなが楽しく暮らせる町にしたい。 楽しくないとやだから。

その他　要望・意見等　（23件）
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町長としてやってみたいこと 理由 重複

複数の項目が重複するもの　（２３件）

・イオンをつくりたい
・広い公園をつくりたい

田上町に住む人が増えるから
1-4
4-2

①一ヶ月に一度、1日でどの小学校、中学校の
授業のようすを回って見たい！
②草かりやいろいろなことをして町をきれいに
したい。
③廃墟になった場所をとりこわし、新しい店を
開きたい。

①小学校や中学校の全生徒のようすを見て、
できることなら支えていってあげたい。
②きれいになると町の人もいきいきすると思う
し、虫も喜ぶ。
③町おこしをしたい!!

1-3
3-1
4-2

お店、イベント、町民同士の交流。駅をきれい
にしたり、広くする。町民体育館にきがるに使え
るジム、スポーツ用具を置く。娯楽施設をつく
る。

お店とイベントは外から人が来るし、町民も楽し
める。駅がきたないと、田上に来る人のテンショ
ンとかが下がる。町民同士の交流は仲良くなれ
るし、やさしい町になりそうだから。ジム、スポー
ツ用具をおくのは、気軽に使えるから動く人が
増える→お金が増える。娯楽施設は楽しめる
→客が来る→もうかる。

3-2
5-2

道の駅、サッカー場、スポーツ用品店
球場（羽生田）があるのに、サッカー場がない
から。町外の人にも田上町に来て、良さを知っ
てほしいから。

3-2
4-3

①林や森を増やし、その中や近くなどに施設
や住居をつくる。
②道路などをきれいに整備して、病院などを増
やす。

①施設の帰りに林や森のささやきを聞いてほし
い。そして田上に興味を持ってほしい。
②まずは足もとから考え直さないといけないか
ら。そして老人にも住みやすくしないといけな
いから。

1-2
1-3
2-1

・遊園地やライブ会場などをつくる。
・イオンなど、ビルをたくさん作りつつ、自然を
いかしている。

他の県や市などの人に「新潟といったら田上
町！」といってもらえるような、都会だけど自然
を利用したものをつくって、たくさんの人に来て
もらいたいから。

4-2
4-3

サッカー場の建設、ショッピングモールの建設
人の来場者数が増えるため。

3-2
4-2

・外灯を増やす。
・大型店を増やす。

・外灯は学校から帰宅するときについていた
ら、明るいし安全性も高まると思うから。
・大型店は費用はそれなりにかかると思うが、
田上町にとって経済効果がありそう。

1-1
4-2

サッカー場をつくったり、ショッピングセンター
などをつくる。

わざわざ遠いところへ行くよりは近い方が楽だ
と思うから。

3-2
4-2

１祭りを増やす。
２イベントを増やす。
３木を植えさせる。

１楽しくなると思う。
２観光客が増えると思う。
３緑豊かになる。

1-3
4-3

まつりや大型ショッピングモールをつくって町
の人とたくさんふれあいたい。体育館をつくり、
いっぱい運動ができるようにする。

ふれあうことで町の人からどういうとこがよくてど
ういうとこがダメかがわかる。

3-2
4-2

・総合病院の建設
・武道場をつくる！

・遠くまで行かなくても病院に行ける。
・急いでいるとき速く行ける。
・今より広いところで空手ができる。

2-1
3-2

・気軽に遊べるとこを増やす。
・ごみ拾い
・テニスコートをつくる！

・気軽に遊べるところが少ないから。
・ごみがたくさん落ちているから。
・ほしいから。

1-3
1-4

田植や植林の活動　小中学校の一クラスに一
台エアコンをつける。

田上町をもっといい町にしたいから。　夏、冬を
快適にすごすため。

3-1
4-1

・湯川の蛍に力を入れる。
・図書館の本を増やす。
・祭りの屋台で出す料理を地域の食材（梅、た
けのことか）を使ったものにする。
・ウォークラリーとかを開催して、田上の人に田
上のことをもっと知ってもらう。

図書館の本を増やすことは、もうちょっと本がほ
しいから。蛍や祭りの屋台については、そうす
れば町外からも人が来ると思ったから。

1-3
3-2
4-3
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町長としてやってみたいこと 理由 重複
もう少し働ける場所を増やす。そして、自然を
たくさん取り入れた施設などをつくる。そして、
いつでも入りやすく、楽しめるような場所をつく
る。

働けるところができることにより、田上に来た
い、ずっと居たいという人が増えていくと思うか
ら。そして、新しい施設ができても入りにくいよ
うなところはあっても意味がないと思うから。

1-4
4-2

遊び場やスポーツのできる場所を増やし、危
険な場所を夜でも安心できるように街灯を増や
す。冬は小中学校の見回りを強化する。

住民が住みやすい町をつくり、町の人々が出
ていかない、逆に入ってきてくれるような、いい
環境をととのえたいから。

1-1
3-2

イベントを増やす。スポーツ施設（ジム）の充実

イベントを増やし、まちおこしで観光客を増や
し、全国に田上町を宣伝できるようにする。ス
ポーツ施設を建てて田上町出身のプロ選手を
多く出し、全国に田上町を知ってもらうため。

3-2
5-3

いろいろな人の立場を考える。町をよりよくす
る。
・自然豊か
・安全性

町民が一番喜んでくれると思うから。　どの町よ
りも好きになってもらうため。

1-1
1-3

住みやすい住宅地があり、お買い物ができると
ころを増やす。

人口を増やせるかもしれないから。
1-4
4-2

住居とかすみやすいことと、自然災害を少なく
したい。アニメイトとかつくりたい。

木とか倒れやすいし、家が古いし、ボロボロな
家がある。アニメ大好き。

1-3
1-4

・スポーツ施設（特にサッカー場）をつくる。
・大型スポーツ店や大型ショッピングセンターを
つくる。

・公園はあるけど小さいし、スポーツ施設がな
いから。
・買い物できるところがだいたいコンビニ、ウエ
ルシアぐらいしかないから。

3-2
4-2

・住民と交流が深まるイベントなど（田上町
ウォークラリー的なのとか、田上町の特産品を
食べられるイベントとか）。
・住民の人にアンケートをとってよりよい対策を
とる。

・住民の交流が深まり地域が活性化すると思う
し、町に笑顔があふれると思うから。
・よりよい町づくりができるから。

4-3
5-2
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