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◆若者定住意向アンケート調査結果

●調査の概要

　(1)　対象者の抽出

　　　那珂川町の住民基本台帳に登録されている16歳から19歳、20歳から24歳、

　　25 歳から 29 歳、30 歳から 34 歳、35 歳から 39 歳に分け、男女別に 60 名ず

　　つ無作為に計 600 名を抽出。

　(2)　調査方法

　　　郵便による発送・回収

　(3)　調査期間

　　　平成 26 年８月

　(4)　回収数

　　　166 人（回収率：27.7％）
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　　「若者が住んでみたいまち｣ となるための取り組みやアイデアをお書きください。

○道路・交通機関の整備に関する事項　　　　　　　　　 　  　（　９件）

　◆街路灯の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆鉄道を引いて欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆公共交通手段が少ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆交通機関の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆電車、駅が必要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４件

　◆駅までの交通機関が不便　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

○公園緑地の整備に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　 （　７件）

　◆子どもが安心して遊べる場の整備　　　　　　　　　　　　　　６件

　◆道の駅に子どもが遊べる場の整備　　　　　　　　　　　　　　１件

○住環境の整備に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　 （３１件）

　◆移住できる場所の確保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆空家を活用した定住施策　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆町営住宅、借家の増設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆シェアハウスの整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆都市部の人に自然の中にある家を貸与　　　　　　　　　　　　１件

　◆町営住宅等の老朽化対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆アパート家賃の軽減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆居住者に対する特典　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆若者、子育て家族に対する買い物特典　　　　　　　　　　　　１件

　◆就業及び居住地の斡旋、提供　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆若者が利用する商業施設の誘致　　　　　　　　　　　　　　　４件

　◆おしゃれな店が魅力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

　◆主婦の憩いの場の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

　◆ファミレス、居酒屋がない　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

　◆便利な店がない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆町中に様々な店を整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆デパートの整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３件

　◆スーパーの増設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３件

　◆買い物店の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

　◆那須の SHOZO の進出を断ったのは酷い　　　　　　　　　　　  １件

○保健・医療・福祉・社会保障の充実に関する事項　　　　　　 （　３件）

　◆医療の充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件
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　◆福祉の充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆コミュニティ形成の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

○児童福祉・子育て支援の充実に関する事項　　　　　　　　　 （１１件）

　◆出産祝い金の創出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆子育て支援の充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５件

　◆小児科専門病院の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆保育料の軽減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆給食費の軽減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆子育て支援住宅の整備、病理保育の整備　　　　　　　　　　　１件

　◆子育て支援制度の利用促進　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

○教育文化の充実に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　 （　５件）

　◆教育レベルを上げる取り組み　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆学校の統合ありきでは若者の定住はない　　　　　　　　　　　１件

　◆西小学校の統廃合反対　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆少人数による小学校運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆教育機関の誘致　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

○生涯学習の充実、スポーツ・レクリエーションの振興等に関する事項（　２件）

　◆町民プールの美化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆大人向けの習い事の創出　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

○農林業・商工業の振興に関する事項　　　　　　　　　　　　 （２６件）

　◆地域産業への取り組み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆耕作放棄地を利用した産業の創出　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆商業施設の活性化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

　◆商業施設の充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３件

　◆商店街の活性化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆就業の安定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

　◆就業場所の確保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２件

　◆雇用の促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆企業の誘致　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

　◆出勤交通費の補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

○観光の振興に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　 （　６件）

　◆自然を生かしたアウトドア施設の整備　　　　　　　　　　　　４件
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　◆観光の振興　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆他市町と連携した観光施策　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

○地域間連携・交流の促進に関する事項　　　　　　　　　　　 （２９件）

　◆多目的アリーナの建設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆若者を引き付けるイベントの開催　　　　　　　　　　　　　　７件

　◆子連れでも楽しめるイベントの開催　　　　　　　　　　　　　１件

　◆交流が図れるイベントの開催　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆那珂川町の話題を発信する　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆町コンの開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆若者の交流の場の創出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

　◆大規模なお祭りを増やす　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆イベントの開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

　◆若者が遊べる娯楽施設の整備　　　　　　　　　　　　　　　　９件

　◆家族で遊べる娯楽施設の整備　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆若者の居場所の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

○地域づくり、地域振興に関する事項　　　　　　　　　　　　 （１４件）

　◆町の魅力が必要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

　◆若者が興味を持っていることに力を入れるべき　　　　　　　　１件

　◆町の良い点を生かし切れていない　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆処分場は作らないでほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆町のイメージアップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４件

　◆町の知名度を上げる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆自然の中で子育てができることを PR する　　　　　　　　　　 １件

　◆川をきれいに、自然が戻るまちづくり　　　　　　　　　　　　１件

　◆みんなが安心して暮らせるまちづくり　　　　　　　　　　　　１件

　◆都会的で自然とバランスが取れたまちづくり　　　　　　　　　１件

○行政サービスに関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　 （　５件）

　◆税金の軽減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４件

　◆公共料金の軽減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

○その他の事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （　３件）

　◆転出した若者からの意見聴取がよい　　　　　　　　　　　　　１件

　◆役場等に金をかけても若者は住まない　　　　　　　　　　　　１件

　◆若者の好奇心を引き寄せる施策　　　　　　　　　　　　　　　１件
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　　町に対するご意見などをお書きください。

○道路・交通機関の整備に関する事項　　　　　　　　　 　  　（１５件）

　◆新那珂橋をつくってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆大山田地区に歩道がほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆大山田上郷地区のカーブの先が見づらく危険　　　　　　　　　１件

　◆不必要な道路が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆道路の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

　◆道路が狭くて危険　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆学童へ迎えに行く道路がどれも狭い　　　　　　　　　　　　　１件

　◆那須烏山市までで良いので、高速道路を作ってほしい　　　　　１件

　◆交通の便が少ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

　◆利用者が少ないバスの運行は無駄　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆バスの本数を増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆氏家駅までの通学のバス運賃が高い　　　　　　　　　　　　　１件

　◆駅が遠いので遊ぶのに不便　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

○公園緑地の整備に関する事項　　　　　　　　　　　　　　 　（　２件）

　◆子どもの遊び場がない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆公園を作ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

○住環境の整備に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　 （　６件）

　◆空いている土地を利用した定住促進策　　　　　　　　　　　　１件

　◆チェーン店の誘致が効果が高い　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆スーパー等が少なすぎる　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆服屋がない。文房具品が整っている店がない　　　　　　　　　１件

　◆買い物する場所や、飲食店など若者が入りやすい店がない　　　１件

　◆店がないのが不便　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

○消防防災、交通安全、防犯基盤の整備に関する事項　　　　　 （　４件）

　◆外灯が少なく、夜ウォーキングが怖くてできない　　　　　　　１件

　◆街灯が少ないので、通学路の安全に不安　　　　　　　　　　　１件

　◆交通事故が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆災害は少ないので良いと思う　　　　　　　　　　　　　　　　１件

○保健・医療・福祉・社会保障の充実に関する事項　　　　　　 （　２件）

　◆福祉を充実してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件
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　◆老人施設の高料金施設の料金見直しを検討してほしい　　　　　１件

○児童福祉・子育て支援の充実に関する事項　　　　　　　　　 （１０件）

　◆子育て世代向けの施設を作ってほしい　　　　　　　　　　　　１件

　◆病院が少なく不便で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆子どもの検診場所は平等にしてほしい　　　　　　　　　　　　１件

　◆子育て環境、子育て支援、医療支援の充実　　　　　　　　　　１件

　◆子どもたちの甲状腺の検診を行ってほしい　　　　　　　　　　１件

　◆町内の各施設が小さくて不便に感じる　　　　　　　　　　　　１件

　◆第三子出産時の支援が充実していない　　　　　　　　　　　　１件

　◆給食費の無料化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆他町より魅力ある支援がほしい　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆医療に不安を感じる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

○生涯学習の充実、スポーツ・レクリエーションの振興等に関する事項（　４件）

　◆高齢者の運動する場が少ない　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆高齢者から子供まで利用できるスポーツ施設がほしい　　　　　２件

　◆青少年海外派遣の経験が良かった　　　　　　　　　　　　　　１件

○農林業・商工業の振興に関する事項　　　　　　　　　　　　 （１７件）

　◆働く場所がない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３件

　◆企業の誘致　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆雇用の促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６件

　◆若者に農業体験活動などをインターネットでアピールする　　　１件

　◆商業施設等に不便を感じる　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆直売所、道の駅で農産品が手頃な価格で買えるのが魅力　　　　１件

　◆地産地消の飲食店を町で経営してはどうか　　　　　　　　　　１件

　◆表通りの活性化が必要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆シャッター街が多くさみしい町に感じる　　　　　　　　　　　１件

　◆特に馬頭中心地に道路が乱立しすぎて、商店街が通過される　　１件

○観光の振興に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１１件）

　◆温泉トラフグをアピールする　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆温泉トラフグ、美しい村をアピールする　　　　　　　　　　　３件

　◆文化的遺産を保全する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆湯親館を大きくしてＰＲする　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆美術館の知名度が低いのでもっと宣伝する　　　　　　　　　　１件

　◆温泉地など観光地への利便性が悪い　　　　　　　　　　　　　１件

　◆かぶと虫クワガタ採り、星空観測ツアーの実施　　　　　　　　１件
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　◆生活の不便さを逆手に取った観光拠点の創出　　　　　　　　　１件

　◆興味がわかない美術館などの観光資源を町でバックアップする　１件

○生活環境の保全に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　 （　２件）

　◆放射能を開発センター以外の場所でもモニタリングしてほしい　１件

　◆各地域の草刈りなどは町で行ってほしい　　　　　　　　　　　１件

○地域間連携・交流の促進に関する事項　　　　　　　　　　　 （　５件）

　◆夏のイベント祭りがさみしい　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆若者に魅力をもたせるために、民間の力を借りてイベントを行う　１件

　◆コミュニケーションの場がない　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆娯楽施設がほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆町の支援でボーリング場を復活させてほしい　　　　　　　　　１件

○地域づくり、地域振興に関する事項　　　　　　　　　　　　 （２０件）

　◆きれいな街並みを活かしたい　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆緑がきれい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆緑豊かな自然が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５件

　◆自然が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆温泉が豊富にあることがうれしい　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆災害が少なく良いところ　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆町民が生き生きするまちになってほしい　　　　　　　　　　　１件

　◆町の隅々まで改善されるようにしてほしい　　　　　　　　　　１件

　◆賑わい、人と人との触れ合いが増えるようにしてほしい　　　　１件

　◆産廃受入れを町の活性化につなげてほしい　　　　　　　　　　１件

　◆お金を大切に、町全体が潤うようにしてほしい　　　　　　　　１件

　◆那珂川町の知名度が低いのでもっと PR してほしい　　　　　　 １件

　◆世界中から注目されるような町になるように PR してほしい　　 １件

　◆町の特色をアピールする　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆ダサくない町にしなければ若者は住まない　　　　　　　　　　１件

　◆おしゃれなまちになってほしい　　　　　　　　　　　　　　　１件

○行政合理化に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　 （　１件）

　◆ハコもの整備より若者支援が必要　　　　　　　　　　　　　　１件

○行政サービスに関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　 （　６件）

　◆行政サービスに不便を感じる　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆町全体を考えた行政運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件
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　◆転入者からの意見を取り入れる　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆町民の声を聞き入れる場を作ってほしい　　　　　　　　　　　１件

　◆定期的にアンケート調査を実施してほしい　　　　　　　　　　１件

　◆水道料金が高い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

○その他の事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （２３件）

　◆町正職員と臨時職員との金銭的な格差がある　　　　　　　　　１件

　◆役場の仕事が遅い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆役場職員の態度が悪い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

　◆役場職員に元気がない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆役場職員の対応が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆小川支所の雰囲気が暗い　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆役場庁舎が暗い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

　◆小川地区の施設や行事が馬頭地区に持って行かれる　　　　　　１件

　◆長期休暇している役場職員に給料を払うべきではない　　　　　１件

　◆役場新築よりも若者が行くような施設整備を　　　　　　　　　１件

　◆アンケート内容に疑問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆サイレンがうるさい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

　◆県外から来た人を受け入れないような雰囲気がある　　　　　　１件

　◆那珂川町への永住はきびしい　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆町の活気が無い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３件

　◆動物の去勢費用の助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆ゆるキャラに魅力がない　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

　◆今後の町の再合併に不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件


