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平戸市



１．回答者の学年

２．回答者の性別

３．地区別の回答者数

３年生 26 37.7%

回答者合計 69 100.0%

選択肢 件数 割合

１年生 22 31.9%

２年生 21 30.4%

回答者合計 69 100.0%

選択肢 件数 割合

平戸北部 30 43.5%

大島 4 5.8%

生月 8 11.6%

田平 11 15.9%

割合選択肢 件数

男性

女性

回答者合計

31 45.0%

38 55.0%

69 100.0%

平戸中部 9 13.0%

平戸南部 7 10.2%

男性

45.0%女性

55.0%

問２：あなたの性別を教えてください

30

9
7 8

11
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0
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40

問３：あなたのお住まいの地区を教えて

ください

１年生

31.9%

２年生

30.4%

３年生

37.7%

問１：あなたの学年を教えてください

2



４．平戸市について

問５．平戸市の自慢できるもの

無回答 2 2.9%

回答者合計 69 100.0%

あまり好きではない 3 4.4%

好きではない 1 1.4%

好き 35 50.7%

まあまあ好き 28 40.6%

選択肢 件数 割合

好き

50.7%

まあまあ好き

40.6%

あまり好き

ではない

4.4%

好きではない

1.4%

無回答

2.9%

問４：あなたは、平戸市が好きですか？

32.2%

12.0%

14.2%

3.3%

2.7%

12.0%

8.7%

0.0%

0.0%

3.3%

0.5%

10.9%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0%

海や山など、美しい自然環境

地域での人のつながり

伝統文化や祭り

図書館など公共施設の充実

自然にあふれた公園施設

歴史的遺産(いさん)や文化財

観光資源やイベントがあること

福祉の充実

子育て環境や教育環境の充実

農林業、水産業、商工業などの産業

人権が大切にされ、男女の差別がない

犯罪や事故の少ない、治安(ちあん)の良さ

その他

問５：平戸市に住んでいて、自慢できるものは何ですか？（３つまで）
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問６．平戸市での生活について

問６－１．平戸に住み続けたい理由

問６－２．平戸に住み続けたくない理由

わからない

回答者合計

割合件数

47.2%

選択肢

100.0%

34.8%

生まれ育ったまちだから 17

24

69

家族がいるから

地域の人や友だちと親しくしているから

自然環境や景観が良いから

やりたい仕事があるから

地元に貢献したいから

回答者合計 100.0%

30.5%

13.9%

2.8%

2.8%

2.8%

11

回答者合計

5

1

1

1

36

44.9%

10.1%

割合

10.1%

件数

7

31

7

平戸市で就職し、住み続けたい

選択肢

一度平戸市を出て、帰ってきたい

住み続けたくない

選択肢 件数 割合

買い物など生活に不便だから 2 25.0%

将来的に不安だから 1 12.5%

働きたい職場が無いから 2 25.0%

その他・無回答 3 37.5%

8 100.0%

平戸市で就職し、

住み続けたい
1021%

一度平戸市を出

て、帰ってきたい
4429%住み続けたくない

1021%

わからない
3428%

問６：あなたは、これからも平戸市に

住み続けたいですか？

生まれ育っ

たまちだか

ら
4722%

家族がいるから
3025%

地域の人や友

だちと親しくし

ているから
1329%

自然環境や景観が良いから
228%

やりたい仕事があるから
228%

地元に貢献したいから
228%

問６－１：住み続けたい理由は

買い物など生活

に不便だから
2520%

将来的に不安だから
1225%

働きたい職場が無いから
2520%

その他
3725%

問６－２：住み続けたくない理由は

何ですか？

問６－１：住み続けたい理由は何ですか？
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問７．将来就きたい仕事

問８．平戸市での就職について

29 42.0%

無回答 1 1.4%

件数 割合

そう思う 30 43.5%

そうは思わない 9

回答者合計 69 100.0%

わからない

選択肢

13.1%

0.0%

0.0%

1.4%

8.7%

8.7%

2.9%

13.0%

4.3%

18.9%

1.4%

18.9%

0.0%

13.1%

8.7%

0.0% 10.0% 20.0%

農林業

漁業

金融業（銀行など）

製造業、建設業

サービス業（ホテル、美容師など）

会社員（事務職、営業職など）

医療・福祉関係（看護師、介護師など）

情報関係（ソフトウェア開発など）

専門的知識・資格等が必要な職業(医師など)

特別な才能を生かす職業（ｽﾎﾟｰﾂ選手など）

公務員（市職員、教師など）

政治家（市長、議員など）

わからない

その他

問７：あなたは将来、どんな仕事をしたいですか？

そう思う
4325%

そうは思

わない
13%

わからな

い
4220%

無回答
124%

問８：あなたの希望する仕事が「平戸

市」にあった場合、「平戸市に残って就

職したい」、あるいは「平戸市に帰って

きて就職したい」と思いますか？

問８：あなたの希望する仕事が「平戸市」に

あった場合、「平戸市に残って就職し

たい」あるいは「平戸市に帰ってきて

就職したい」と思いますか？
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問９．地域で必要な活動など

問１１．平戸の将来像

5.3%

2.7%

11.7%

14.9%

3.2%

2.1%

5.3%

8.5%

10.1%

3.2%

5.9%

2.1%

3.2%

8.5%

11.2%

2.1%

0.0% 10.0% 20.0%

防災（火災・自然災害など）活動

防犯（犯罪・事故など）活動

子育て支援

高齢者の支援

障がい者（児）の支援

健康づくり活動

ごみの減量・リサイクル

まちの美化・緑化

自然保護や環境を守ること

青少年を育てる環境

スポーツ活動

文化や芸術活動

レクリエーション活動

産業を盛んにすること

歴史や伝統の保存・継承

その他

問９：自分たちが地域の中で特に取り組んでいかなければならないこと

は何だと思いますか？（３つまで）

7.3%

6.3%

11.5%

9.4%

5.7%

14.6%

3.6%

8.3%

5.2%

5.2%

2.6%

14.1%

5.7%

0.0%

0.5%

0.0% 10.0% 20.0%

互いに助けあい、人権を尊重するまち

高齢者がいきいきと暮らせるまち

皆さんが安心して暮らせる安全なまち

歴史や伝統を大切にした、文化の高いまち

次代の若者を育てる教育に力を入れたまち

通学や買い物など、市内外への交通の便利なまち

おしゃれなまち

観光施設が充実し、多くの人を迎え入れるまち

娯楽・レクリエーション施設の充実したまち

農林業や水産業が盛んなまち

商工業が盛んなまち

自然を守り、より良い生活環境をもつまち

若者とお年寄りが互いに支え合う心のかようまち

今のままでよい

その他

問１１：今後、あなたは平戸市がどんなまちになればよいと思いますか？

（３つまで）
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春夏秋冬それぞれに各地
で色んな行事があり、平戸
らしさを満喫できるよう企画
されている催し物があるか
ら。

優しい人が多い、景色がきれ
い、行事がたくさんある。

自然が多く、海もきれいでとても
美しいと思うし、オランダ商館や
松浦史料博物館など歴史的な
建物があるから。

自然が豊かで、おいしい食
べ物もたくさんあるから。

住みなれたまちだから。

長崎市や福岡ほど車が多くない
から、静かで排気ガス臭くない。
夏場も都会ほど気温が上がるこ
とがあまり無い。

自然がきれいだし、安心で
きるから。

まちがきれいだから。
海がきれいで魚釣りも大好きで
す。祭りなど色々、行事がとても
楽しくて平戸が好きです。

景色がきれい。 自然豊か。地域の人が優しい。 自分の家があるから。

落ち着くから。
都会には無い良さがあるから温
もりを感じる。

平戸は本当に海がきれいだから。そし
て歴史的な文化や建造物が根強く
残っており大事にしている地域の方々
がたくさんいるから。

歴史がある。きれい。 住みやすい。

自然豊かで人も親切で美味しい物もたく
さんあってゆっくり出来てとても住みやす
い町だから。平戸を離れても平戸のこと
を思い出し、帰りたいと思える町だから。

季節にあった行事がたくさ
ん開催され楽しいから。

自然が豊かで空気がきれいなと
ころ。住むのに特に困ることは
無いから。

自然豊かで歴史もあるから。

空気がきれい。
住みやすい。でも、近くに歩い
て行けるような店があまりない。

地元の観光名所や名物などが
あって外国人などもよく来る良い
田舎というイメージ。

仲が良い。あいさつをちゃ
んと返してくれる。

落ち着く。 街並みが好きです。

問４－１　平戸市を「好き」「まあまあ好き」の理由
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問４－１　平戸市を「好き」「まあまあ好き」の理由

私は都会な人がいっぱい
いるところより今の平戸市
のようなのんびりしたところ
が好きだから。

自分の故郷だから。 自然がきれい。

自然が豊かで人があたた
かいから。美味しい食べ物
がたくさんあるから。

たまにあるイベントは楽しい。
平戸に住んでいないから、帰っ
てきたとき落ち着く。

とても自然が豊かだから。
自然がとても豊かで、周りの地
域の方々はとても良い人たちば
かりだから。

空気がきれい。人が少ない。人
目が気にならない。お店が少な
いため、お金を無駄に失わない
で済む。

小さい頃からよく買い物に来てい
ました。ですが最近は、新しい施
設も増え、勉強しやすい環境、ま
た観光としてもしやすい環境で
す。景色もきれいでとても良い所
だと感じています。

自然が多く住みやすい。みんな
優しいから。

生まれ育ったまちだからです。

自然が多い。人情がある。
生まれ育った土地だから愛着が
ある。

海や山などの自然が豊かなとこ
ろ。歴史や文化がたくさんあると
ころ。まつりなどが多いところ。

自然が豊かだから。人も景
色も大好きで、優しい人に
囲まれていると思うから。

自然が豊かで住みやすいから。 住みやすい。優しい人が多い。

空気がきれいで澄んでい
る。

なじみ深いから。
生まれ育った市であるし、歴史
が深くておもしろい市でもあるか
ら。

自然が豊かだから。自分が
生まれ育った町で、思い出
がたくさんあるから。仲が良
い人がたくさんいるから。

少し不便なところがあるか
ら。

職がない。
交通が不便である。車が無いと
移動しづらい。

問４－１　平戸市を「あまり好きではない」「好きではない」の理由
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№ 問12　あなたが平戸市長になったら、どのようなまちを目指しますか？

1

　子育て支援や子ども達のためのレクリエーション活動や運動する活動を通して、子ど
も達がのびのびと育つことが出来る環境づくりに励むとともに親達へも、もっと子育て
しやすかったり、平戸で子どもを育てたいと感じてくれるような環境づくりや手当を支
給できないか考えます。
　平戸にはたくさんのお年寄りがいるので、移動手段をもっと使いやすくするためにマ
イクバスを循環して良いのではないかと思います。（大型バスは費用が高いし、乗客も
少ないので）また、お年寄りの生活をもっと豊かにするために、地域でのスポーツ活動
や健康づくり活動、温泉巡りなどの企画を積極的に進めてお年寄りも子どもも楽しい生
活が出来るような街づくりを目指したいです。

2

　子どもから高齢者まで多くの人が楽しめるように、もっと公園などの憩いの場があっ
たら良いと思います。
　若い人が、平戸を出ても戻って来たいと思えるような町になれば、もっと平戸は活発
になると思うので、アパレルなどの仕事があったら良いと思います。

3
　買い物など生活が便利で多くの人で賑わう街。あまり必要の無い店などを無くしたら
よいと思います。

4
　平戸市民全員が笑顔ですごす町。道を広くし、事故の無い町にする。平戸市民がいつ
でも利用できるように、バスの運賃を平戸市内は安くする。家族でみんなが楽しめるよ
うな、安全な公園を作る。ごみ拾いボランティアを定期的に行う。

5
　人を多く要する仕事があれば、市外から移住する人が増え、人口が増えれば交通が便
利となり、市民の移動だけでなく市外からの観光客が出入りしやすくなるため、平戸の
景気が上がると思う。だから、最初は大きな企業（仕事）の受け入れが重要だと思う。

6
　平戸は色々な人が観光に来るので海外の観光者にも分かりやすい町を目指す。そのた
め、英語教育に力を入れたり、看板を増やしたらいいと思います。

7 　お金を上手に使う。

8 　誰もが暮らしやすいまち。交通道路の整備。飲食店の営業時間をのばす。

9
　それぞれの地域にある伝統文化を受け継いでいく町を作りたい。例えば、じゃんが
ら。私はじゃんがらはとても素晴らしい文化だと思うから私が大人になっても残ってい
てほしいと思う。

10
　ごみのポイ捨てやいじめが無くなるようにしたい。空気をきれいにしたい。中部地区
などに公園などが無いので、小さい子どもたちでも遊べるように作る。

11

　現在の平戸市では、住民がどんどん減り続けている。このままではいくら「ふるさと
納税」を集めたとしても意味が無い。高齢化も平戸にとっては大きな問題である。なの
で平戸から出て行くのを抑える必要がある。
　そのためにはやはり、平戸か平戸近郊に若者が働くことができる場が必要なのではな
いだろうか。そして、若者が子育てしやすい町にする必要がある。そのようなことを踏
まえて企業誘致等も行う必要があるのではないか。

12
　平戸に住んでいる若い人が、活躍できる町づくりを目指したい。そのためには高校生
が卒業後に進学できるよう専門学校（美容、理容、医療系、工業系など）を設置するこ
とが出来れば良い。

13
　住みたいと思う便利な町。交通が便利になり、短時間で市外へ簡単に行けるようにな
る。みんなが行きやすい便利な場所を作る。
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№ 問12　あなたが平戸市長になったら、どのようなまちを目指しますか？

14

　ＴＶ番組「カンブリア宮殿」に出演された雄谷良成氏が中心となり活動されている
「シェア金沢」の取組を平戸でも参考にしてはどうかと思います。「シェア金沢」は高
齢者、障害者、子ども達が真につながり、支え合うコミュニティの場で、地域創生、地
域活性化を進めとても話題になっているようです。
　平戸でも色々な福祉施設建設がありますが、それを束ねる大きな福祉施設の建設が、
地域の活性化に繋がると思いました。
　ぜひ一度、番組をご覧下さい。平戸の未来をよろしくお願いします。

15 　安定に暮らせるまち、安定した職業があるまちにする。

16
　スポーツ活動に力を入れる。スポーツクラブを増やし、専門的なことを学べるように
する。

17

　高齢者がよりよい暮らしを送るために老人ホームなどの施設を増やす。また、健康づ
くりのために軽い運動を教え、生き生きとした高齢者になるようにする。
　市外からいっぱい人が来るように平戸の特色を活かした珍しいイベントを開催した
り、テレビに出てＰＲする。
　平戸市民同士が近い距離で助け合っていけるようにする。

18

　高齢化率が約37％と大きいので、高齢者のためになる施策をしていくと良いと思う。
若い人が少なくなってきている今の現状があるので、若い穂人が増えるような取組（子
どもが多いところに何らかの補助か特典を与える。若い人向けの店や建物を建てる）を
する。
　就職先を増やす（職種を増やす）。

19
　歩いて行けるようなところに店を建ててほしい（スーパー）。高齢者が増えているか
らバリアフリーを増やす。コンビニを増やしてほしい（田平にも）。田平も平戸みたい
にしてほしい。

20

　正直、今のままでは平戸は寂れてしまうと思います。ですが、どうするかと言われて
も今はこれだと言う案は思いつきません。
　若者の平戸離れが多いと思うのでどうにか地元で働きたくなるような事案を考えてい
かないといけないと思います。
　具体的なことは考えきれず、すみませんがさびれつつある今特産品の産業などに力を
入れたり、歴史をアピールしていったり平戸を以前のように活性化してほしいとお思い
ます。

21 　平戸市民全員が、温かい心の持ち主であること。

22 　どのようなまちというか、道路の整備を徹底的にします。

23 　今の平戸のような自然が美しく、安心、安全なまちを目指し、明るいまちにする。

24
　平戸の農家の高齢化に伴って、農業が出来なくなった人たちの土地がたくさんある。
それらを市が買い取って、何か別のことに使ったらどうか。薬局増えすぎ。娯楽施設無
さすぎ。欲望のあるところに商業は生まれるらしいです。

25 　少子高齢化が進んでいるので、若い人にも住みやすい町にする。

26 　古民家の活用。壊すのではなく、受入れをするような事をしてほしい（する）。

27

　人口の約37％を占める高齢者にやさしい町を目指したいです。
　そのためには、健康寿命を伸ばすための健康づくり活動をしていき、保障制度を整え
ていくことが必要だと思います。現在の活動に加えて、手軽にできる運動法や不足しが
ちな栄養を多く含む食材や料理のレシピ、睡眠の目安などの体づくりの情報と脳を活性
化できる頭の体操の問題を家庭に配るなど、体と頭の健康を保つことができるような取
組みをしたらよいと思います。
　また、高齢者のサークルの活動を促進する取組みもしたらよいと思います。保障制度
は、高齢者に必要なことは何かということをよく考えて、分かりやすくシンプルな形で
実現していけたらよいと思います。
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№ 問12　あなたが平戸市長になったら、どのようなまちを目指しますか？

28

　子ども達が安全に遊べる公園を増やす。散歩しやすい町づくり。お年寄りの方が生活
しやすいサービスをする。
　使用していない土地や空き家などを有効活用するとか。
　耳の不自由な方のためのインターフォン（ピカ×２したり）や、手すりを提案してあ
げるとか。

29
　少子化が進んでいるから、小中学校を１校にして平戸市全部の子どもたちを集める。
大人数だとクラス替えもできて、体育祭や文化祭などの行事ももっと楽しめると思う。

30
　平戸ならではの伝統、自然を大切にするまち。平戸は、どこに行ってもきれいな景色
が見られてとてもいい所だと思うので、それを市外、県外の人に知ってもらう！！

31

　子どもや学生が、自ら学ぶことができるような環境を整える。
　また、リーズナブルな価格の学生にも手が出せるような食事を提供する食事処を造
る。大手チェーンの参入等。
　佐賀県武雄市にあるような図書館を造る。

32 　まず、お店をたくさん作る。

33

　私は、観光事業と福祉のバランスの取れた町にしたいと考えます。また、居住者が増
えるように、他の都道府県の若者達が、「ここに住みたい！」と考えられるような支援
や、独特の産業、インフラ整備がある魅力的なまちにしたいと考えます。
　特に観光事業については、できるだけ経費を節約し、ターゲットを高齢者だけでな
く、若者が楽しめるような取り組みも必要と考えます。

34

　まちは新しい建物が増加しており、過ごしやすい環境となりつつあります。観光に訪
れてくださる人々も少しずつ増えていますが、その一方で、ぱっと目に付かない場所が
汚染され、ゴミのポイ捨てが気になります。人が集まる場所以外の所にも目を向けた方
が良いと思います。
　小さな事でも人と人がつながれば大きなものに成長します。ゴミを捨てられる場所を
増やしたり、きれいな町づくりにするために子供たちにアンケートを出してみたりした
いです。
　こんな事しか思い付きませんが、もっと誇りを持っていける町になると良いなと思い
ます。

35 　みんなが住みやすい街にしたほうがいいと思います。

36 　平戸市のイベントにアーティストを呼んでライブを行ってもらい、集客数を増やす。

37 　観光客がたくさんくるまちにする。

38

　教育サービスの充実を図る。税金の増税や募金活動を行って教育サービスに充てる資
金を集める。
　具体的には、学校の備品の充実、授業料の軽減など。また平戸の歴史や文化をより多
くの人に伝えるために、ネットやテレビなどで宣伝するといいと思います。
　そのためには、オランダ商館や松浦資料館などの歴史関係の機関と連携していけたら
いいと思います。

39
　雇用を増やして、みんなが働ける町にしたいです。そして、大人になって出て行く人
より、残って平戸のために役にたてるような人を生み出していきたいです。教育に力を
入れたいです。

40
　歴史と文化を守り、自然環境を良くする。　一人当たりの所得を増やす。そのため
に、観光や漁業、農業に力を入れる。

41 　もっと商店街以外にも栄えているところがたくさんあればいいなと思う。

42
　平戸は歴史が深いのでそこは残しつつ、次代の若者に合ったまちづくりをしてゆくよ
うにします。I LOVE HIRADO。
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43

　平戸の栄えている町以外の例えば野子など、お店などが無い場所に週１回ぐらいに車
で食べ物、文房具などを売りに来る。そうすれば、例えば野子から約１時間もかけて買
い物へ行く時間もガソリン代もかけないで済むし、新しくお店を作るお金も、その土地
の動植物もなくならなくて済むと私は思います。
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