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平戸市



１．回答者の性別

２．地区別の回答者数

３．平戸市について

無回答 1 0.3%

回答者合計 293 100.0%

あまり好きではない 29 9.9%

好きではない 3 1.0%

好き 126 43.0%

まあまあ好き 134 45.8%

回答者合計 293 100.0%

選択肢 件数 割合

大島 7 2.4%

無回答 2 0.7%

生月 46 15.7%

田平 71 24.2%

平戸中部 33 11.3%

平戸南部 37 12.6%

選択肢 件数 割合

平戸北部 97 33.1%

割合選択肢 件数

男性

女性

回答者合計

161 55.0%

131 44.7%

1 0.3%

293 100.0%

無回答
男性

55.0%

女性

44.7%

無回答

0.3%

問１：あなたの性別を教えてください

97

33 37
46

71

7
2

0

20

40

60

80

100

120

問２：あなたのお住まいの地区を教えて

ください

好き

43.0%

まあまあ好き

45.8%

あまり好きでは

ない

9.9%

好きではない

1.0%

無回答

0.3%

問３：あなたは、平戸市が好きですか？
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問４．平戸市の自慢できるもの

問５．平戸市での生活について

問５－１．平戸に住み続けたい理由

1.5%

生まれ育ったまちだから

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

犯罪や事故が少なく安心して住めるから

やりたい仕事があるから

その他

14.7%

8.8%

7.4%

11.8%

4.4%

35
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1

割合件数

51.4%

選択肢

293 100.0%

1 0.3%無回答

回答者合計

51 17.4%

173 59.1%

住み続けたくない

どちらとも言えない

件数 割合

68 23.2%

選択肢

住み続けたい

回答者合計 68 100.0%

84.0%

27.0%

34.8%

10.6%

7.8%

19.1%

13.0%

2.0%

2.0%

12.6%

5.8%

36.9%

1.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

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、治安の良さ

その他

問４：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）

住み続けたい
23.2%

住み続け

たくない
17.4%

どちらとも言

えない

無回答

問５：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
81.4%

家族がいるから
14.7%

地域の人や友だち

と親しくしているから
8.8%

自然環境や

景観が良い

から
7.4%

犯罪や事故が少なく、安

心して住めるから
11.8%

やりたい仕事が

あるから
4.4%

その他
1.8%

問５－１住み続けたい理由は何ですか？
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問５－２．平戸に住み続けたくない理由

問６．地域で必要な活動など

行きたい学校(高校など)が無いから 9 17.6%

選択肢 件数 割合

買い物など生活に不便だから 12 23.5%

回答者合計 51 100.0%

その他・無回答 3 5.9%

通学に不便だから 1 2.0%

近所、地域の人間関係 1 2.0%

今の生活に満足できないから 1 2.0%

将来的に不安だから 12 23.5%

働きたい職場が無いから 12 23.5%

買い物など生活

に不便だから
23.8%

将来的に不安だから
23.8%

働きたい職場が無いから
23.8%

行きたい学校

が無いから
17.6%

通学に不便だか

ら

近所、地域の人間関係
2.0%

今の生活に満足できないから
2.0%

その他・無回答

問５－２住み続けたくない理由は何です

か？

23.2%

10.9%

15.4%

40.3%

6.1%

4.8%

23.5%

24.9%

32.1%

5.1%

16.7%

4.8%

6.1%

16.7%

26.6%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

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６：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）

4



問８．平戸の将来像

問９．将来就きたい仕事

25.9%

22.5%

29.0%

18.8%

11.9%

39.2%

15.4%

25.6%

14.3%

8.9%

4.1%

40.6%

16.0%

3.8%

1.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

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８：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）

1.7%

3.8%

0.0%

4.8%

4.1%

2.0%

9.9%

2.4%

11.9%

9.2%

14.3%

0.7%

26.3%

7.2%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

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

無回答

問８：あなたは将来、どんな仕事をしたいですか？
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すごしやすい。
安心してくらせる町だから。事件
が起きない。

自然が多いから。

たくさんの自然やおいしい
食べ物がある。

平戸市は明るくて、元気がある
からです。

住んでいる人達のつながり。

海がたくさんあり、魚をたくさ
ん釣れるから。観光名所もた
くさんあって、人がたくさんく
るから。

空気がきれいな気がするから。
自然がいっぱいできれいだか
ら。

歴史や自然がたくさんある
から。

自然が豊か。古い歴史が残って
いる。地域の人たちがやさしい。

自然が多い。きれい。

たくさんの自然に囲まれて
いるから。

特産品もおいしいし、自然がな
により好き。

好きな理由は、地域の人々が優
しくて明るい。海や山など、自然
がたくさんある。犯罪や事故が
少ない。

自然がある。
自然が豊かであり、釣りなどが
楽しめることや犯罪や事故が少
なく安全であること。

食材がたくさんあって、おいしい
ものばかりだから。何もない。

自然がいっぱい。
自然がいいから。海や山などが
きれいだから。

自然がいっぱいで、すがすがし
い気持ちになれるから。おいし
い食べ物もあるから。

自然豊か。 食べ物がおいしい。

海や山などに囲まれてとても空
気がおいしいし、海の食べ物、
山の食べ物は新鮮でおいしい
から。

海があるから。
豊かな自然がたくさんあるから。
みんな優しい人だから。

自然が豊か。平戸産の食物がと
てもおいしい。平戸人が優し
い。親切すぎる。

釣り。

新鮮な食材が平戸にはたくさん
あるから。また、自然も豊かだか
ら。新鮮市場や平戸瀬戸が大
好きです。

「楽」だし、平和だから。のんびり
しているから。

その町に住んでいるから。
海や山などの自然が豊かで、歴
史的な遺産がたくさんあるから。

自然が豊かで、地域の人のつな
がりがあるから。

歴史的な建物やおいしい
食べ物など誇れるものがた
くさんあるから。町の人が
やさしい。

食べ物がおいしいし、自然が豊
かだから。住みやすい。

自然が多い。人が優しい。

問３－１　平戸市を「好き」「まあまあ好き」の理由
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問３－１　平戸市を「好き」「まあまあ好き」の理由

自然がいい。 自然がたくさんあるから。
おいしい食材がたくさんとれる。
地域の人が優しい。

平戸の人はとてもやさし
い。

食べ物がおいしい。悪い人もい
るけどいい人もいるから。

帰る場所があるから。友がいる
から。自然が豊かだから。

なんとなく。生まれたから。
好きと選んだ理由は、自然や海
など地域の人とのつながりがい
いので平戸市が好きとしました。

山や海など自然がたくさんあっ
て、魚の刺身や食べ物がおいし
いから。

自然が豊か。
自然がすぐ側にいつでもあり、
都会などでは体感できないこと
がたくさんあるから。

自然がきれいで、人がやさしい
から。

釣りができる。安心して暮ら
せるから。

自然豊かで食べ物がおいしい
から。子供が暮らすのに最適だ
から。歴史が深いから。

自然がいっぱいで、親切な人が
たくさんいる。平戸産の食べ物
がおいしい。

自然や歴史のある町でい
いところだから。

小さな市だからこそ、人と人との
つながりが深く人々があたたか
くて優しい所。

海などの自然がたくさんあり、と
てもきれいだから。空気がおい
しい。町の人がやさしい。

漁業が盛んだし、文化や
伝統が残ってるから。

自然豊かで歴史がふるい町だ
から。

みんなが優しいし、明るい。とて
も話しやすい。

自然が豊かで人が親切な
ところ。

平戸市の魚がおいしいからで
す。海がきれいだから。

緑がいっぱいあふれていて、自
然がたくさんあるから。緑もだけ
ど、海も本にのるほどきれいだ
から。

静かで自然もたくさんあっ
て、昔の伝統を今でも残し
ているから。

自然が多いし食べ物が新鮮だ
から。

自然が多くてとても楽しい。

地域の人やまちの人とのか
かわりが多いから。伝統行
事など地域のつながりが深
いから。

いろんな自慢できるものがある
から。

犯罪がとても少なく、平和である
から。環境が良いから。

自然がたくさん。近所の人
がやさしい。

美しい自然やおいしい食べ物
がたくさんあるから。空気がきれ
いだから。

自然が豊かで、食べ物がおいし
い。海がきれい。

人がやさしい。
地域の人がみんな親切でやさし
いから。

自然が多くて、人が少なく暮らし
やすいところが好き。だけど、店
が少なくて、同じ感じの店が多
い。
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問３－１　平戸市を「好き」「まあまあ好き」の理由

とても自然が豊か。人が優
しい。食べ物がおいしい。

魚がおいしいこと。自然豊かな
こと。歴史がふかいとこ。

食べ物がとてもおいしい。自然
がとても豊か。人々がとてもやさ
しい。落ちつく。

海がきれい。人がやさし
い。

不便なこともあるけどけっこう観
光客などが来るようなイベントや
祭りがあるから。

平戸牛とかヒラメとか特産物で
素敵なものがあるからです。

人が優しいから。
自分の出身地だから、きらいな
理由がない。

学校の先生がみんなやさしいか
ら。

自然。 自然環境がいいと思うから。
自然がとても豊かである。食物
がおいしい。安全である。歴史
が深い。

自然がきれい。
人が少ないので、周りの人を信
頼して生活できる。

平戸は、昔貿易港で多くの外国
人がいて、にぎわっていて歴史
がある。地域の人とのつながり
がある。

人がやさしかったり、自然
がたくさんあるから。

魚などのおいしいものがあるし、
人ごみが少ないので、具合が悪
くならなくていい。町が暑苦しく
ない。

地域の方が温かい。様々な事に
取り組むことができる。（行事、
活動など）

海がきれい。料理がおいし
い。自然がきれい。人の温
かさがある。たまに取材が
来る。

自然が多く、いろんな公共施設
があるから。もっと子供たちが遊
べるような施設があるといいと思
う。

自然が豊か。長い歴史がある。
海産物。伝統を受け継いでい
る。

料理がおいしい。観光する
場所がたくさんあるし、自
然が豊か。行事がたくさん
ある。

釣りができる。地震が少ない。自
然がたくさん。

景色がきれい。海で泳げる。

海や山などの自然はきれ
いだと思う。図書館は使い
やすい。

海と緑が両方豊富にあって静か
で安全な町だから。

景色がきれいだから。

自然豊かで、古風な街並
みが好きだから。

美しい自然や文化があるから。

緑がたくさんあるし、平戸の城下
町はきれいだから。食べ物もお
いしい。安全。でも、ちょっと田
舎すぎる。

海がきれいなところ。故郷
だから。

海があるから。自分が一番育っ
てきた大切な町だから絶対にき
らいにはなれない。

自然が豊かだから。

海や山などの自然は好き
ですが、お店が少ないので
「２」にしました。

安定したいい暮らしができるか
ら。知らない人でもやさしいか
ら。災害・犯罪などもおきないか
ら。

平和だから。
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問３－１　平戸市を「好き」「まあまあ好き」の理由

人の温かさ

森や海とてもキレイで、治安も良
く、大きな災害もないので住みよ
いから。イベントなども数多くあ
るから。

自然が豊かで、海がきれいで緑
がいっぱいで景色がきれいだか
ら。魚もおいしい。

魚がいっぱいいて、釣りが
楽しいし、暇でもいつでも
釣りができるから。

自然がたくさんあって、歴史もあ
るから。

自然がすごくいいと思ったから。

人が優しい。食べ物がおい
しい。

自然が多いから。 自然が豊かだから。

好きだから。
地震などの被害があまりないの
で安心して生活できるから。

とても景色がきれいで、事件は
少なくて人と人との関係を和ら
げて、生徒のあいさつが良い。

理由は無い。
海と山に囲まれていて、自然が
たくさんあるから。魚も新鮮でお
いしいから。

佐世保のように洋服を買いに行
けない。ほしいと思ったものがす
ぐに手に入らない。自然がきれ
い。

いると落ち着くから。
自然が豊かだから。緑が多いか
ら。

自然の多いところが好き。生月
にもっと力を入れてほしい。ジム
とかほしい。

いい人ばかりだから。自然
にあふれているから。

自然があって、安全で人と人と
のつながりがとても良いから。

自然がいっぱいあるところ。買い
たいものがないときがある。

景色、空気がきれい。あま
りうるさくない。

自然が豊かだから。 自然が美しいから。

住みやすいから。 自然にあふれている。 地域の仲が良い。海がきれい。

海が見渡せるから。人が優
しいから。自然がたくさん
だから。

自然が多く、魚も野菜も新鮮。
自然がたくさんあって気持ちい
い。海がきれい。

食べ物がおいしい。
自然がきれいで空気が良いか
ら。住民の優しさがあふれてい
るから。

他の地域とは違って自然豊か
で、食材もおいしくて自慢いっ
ぱいの町だからです。

生まれ育ったところだから。
愛着はそれなりに。

自然が多いから。海外の観光客
が多いから。歴史があるから。

自然が豊か。
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問３－１　平戸市を「好き」「まあまあ好き」の理由

育ったまちで何年も住み続
けているから。

生まれ育った町だから。
自然が多いし、海もきれいで大
きな災害や、事故も少ないの
で、安心して住めるから。

自然がきれいで食べ物も
おいしいから。

地震や台風などの天災がそこま
でひどくなく、緑が多いから。

平和だから。

住んでるところだから。自
然があるから。

自然がいっぱいあって、空気や
景色もきれいだから。

自然豊かだから。

自然が豊かで、静かで良い
場所だけど、少しショッピング
モールやファミレスも作って
ほしい。

新鮮な魚などがおいしくいただ
けるから。

平戸市は自然も豊かだし祭りや
いろんな行事もあり、とても楽し
いから。

たった一つの地元だから。
昆虫や海鮮物などがたくさんあ
るから。緑できれいな町だから。
都会には、ない物もあるから。

海がきれいだから。

地震とか大きな災害もない
から。

自然がたくさんあるから。
自然が豊かだから。治安がいい
から。

コンビニなどが多くあるか
ら。

海も山もあって自然豊かなとこ
ろ。アゴがたくさんとれること。

自然豊かでいい。夏は海が楽し
い。

人も多すぎないし、ちょうど
いい。静かで落ち着ける。

自然豊かで、たくさんの歴史的
遺産があるから。

治安が良いから。

自然が多いから。 海産物がおいしい。
空気が良い。事故、事件が少な
い。

食べ物がとてもおいしい。
地域の人とかかわりやす
い。

自然に囲まれていてすごしやす
いから。

食べ物がおいしく、自然が多い
ので、空気がきれいで海もきれ
いで住みやすいから。

自然な魚が多いから。
平戸市は、他の市と比べて自然
にかこまれているから。

皆親切だし、落ち着く。

いいから。 自然が豊かで心地が良いから。
平戸の昔のような街並みが好き
だから。海が毎日見れるから。
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問３－１　平戸市を「好き」「まあまあ好き」の理由

好きな理由は、海があり自
然があるから、まつりなどが
あるから。

自然が多くて地域の人たちがや
さしいから。

新鮮な野菜があったり、自然豊
かな所。

きれいな海もあるし、遠くから
見ると景色がとてもきれいだ
から。いろんな行事（祭り）な
どがあるから。

自然な町だから。 自然が豊かでいいと思うから。

なんとなく。 人が少ないから。
自然もきれいだし、食材も豊か
だから。生月の人はみんな優し
い。

地場産業が発展しており、
美しい自然があるから。

食べ物や文化が大好きだから。 自然豊か。

平戸にショッピングモール
（イオンなど）ができれば
もっと好きになる。

好きな所は自然がいっぱいある
ところ。

静かで落ちつく。

自然がゆたかでいろんな
お祭りがあるから。

自然がたくさんあってのどかな
場所だから。

平和だから。

平戸は綺麗な自然があり、
歴史も長く、産物も多い。
なにより自分の育った場所
であるから。

自然に囲まれていて空気がきれ
い。

自然豊かで海がきれいだから。

おくんちなどの行事がある
から。

家があるから。住みなれた町だ
から。

楽しいからです。
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いなか。薬局が多い。
都会と比べると、生活しにくいし
何もないので、好きではない。

秋まつりなどあっていい。若者
向けのイベントが少ない。

事故や犯罪が多いから。
レストランなどが全くない。ショッ
ピングモールに行くまでに時間
がかかる。

大きな店がないから。

何もないから。
買い物に行くとき佐世保などの
街に行く必要がある。

大きな店が少ないから（イオン、
ゲオなど）

景色や食べ物は好きだけど、
平戸の北部で家に帰る途中
でイノシシがよく出て、その地
区では対策ができていない
ので下校の帰り道が不安に
なっているからです。

大きなデパートがないし身近に
お店があまり無いから。通学に
不便だから。（特にバスの便数
が少なすぎる。）

田舎すぎ。

不便だから。
おしゃれなお店がない。（ショッ
ピングモール）→不便

買い物するときの施設があまり
そろっていない。

遊ぶ場所などが少ないか
ら。

なんとなく。

自然豊かでいいけれど、観光客を
迎えるには７、８時にお店はほぼ全
て閉まるし、道路整備がなってない
ところが多い。地域の運動会なども
毎年同じものばっかりでつまらな
い。

交通ルールを守らない人が
いて、そこに警察の方が立っ
ていても見逃しているから。
有名人や芸能人が来てくれ
ないから。「思いやり」がない
から。

特に平戸に興味がない。 服などの買い物に不便。

中学生が遊べる場が、図
書館とか公園とかしかない
から。

遊べる場所が少ない。
不便だから。話し方が怒ってい
るような人が多いから。

ショッピングモールがない。

他の市や地域と比べると誇れる
ものが少ない。認知度が低く、
「平戸ってどこ？」と聞かれるの
が嫌。

問３－１　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10　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
　高齢化が進んでいるので、高齢者に対する措置をとる。活性化させる。（ショッピング
モールなどをつくる。）大きな目玉となるビッグイベントをつくる。

2
　子どもたちが楽しく遊べるような公園を作り、大きなショッピングセンターを作りたいで
す。自然を大切にしたい。

3
　海に浮かぶゴミを減らし、自然を大切にする町を作る。そのためには、市民のみんな
に協力してもらって、キレイな町を保つ。

4
　行き帰りの時、歩行者が事故にあわないようガードレールを設置する。イノシシが出や
すい森を封鎖する。そのためには、地域で呼びかけを行う。

5
　誰もが楽しく、安心安全に暮らせる町。バリアフリーなどの設置、イベント、スポーツな
ど。

6
　平戸は星がとてもきれいです。なので市の中腹にある山（川内峠など）に星空を楽しめ
るような施設を作ります。年間、流星群は数回訪れるので、そのたびに、星空を楽しむツ
アーのような企画があればいいなと思います。

7

　東京などの人口爆発がおきている所の待機児童を受け入れるように全国に発信す
る。それが実現できるためには、平戸の産業をさらに活性化させて、平戸で仕事をして
も安定なくらしができるようにする。
　あと、使われていない建物やボロボロの家などを再利用して、そこに平戸らしいものや
他県からの人が来そうなものを作れば、収入が得られる。平戸は子どもが少ないから、
なぜ少ないのかと考えてみると、子育てするのに不自由な環境だからだと思う。もう
ちょっと子育てする父母にいい制度を作るべきだと思う。

8
　今、少子高齢化が進んでいるので、他の地域の既婚者を受け入れるため、安いア
パートなどを作り、高齢者には介護施設を提供したい。

9
　平戸の美しい自然やそこでとれる産品も大切にしながら、商店街が発達している街。
大きなショッピングモールなどは作らず、他にはないような街づくりをしてほしい。

10
　今の海もきれいだけど、砂浜にはごみが多いのでそのごみを減らしたい。映画館や
ショッピングモールなど、みんなが楽しめる所を作る。

11
　自然を壊さないくらいでいろんな施設を作りたい。そして人口を増加させる。京都のよ
うな感じにしたい。平戸の全ての人の意見を聴いて考え、みんなが幸せな町を作る。

12
　みんなが便利に仲良く暮らせる街。多くの市民の意見を取り入れて、専門の知識を
持った人と話し合いをする。

13
　新町方面だけでなく、他の南部、中部の方の町にも、色々と町並みをきれいにする。
そのために、外灯などの明かりをつける。

14

　もっと交通の便利な町にしたほうがいいと思う。南部や、大島などの島からだと平戸を
出るだけでも何時間もかかるから。そのために、道路の環境を整えたり（道幅を広くす
る）すればいいと思う。
　また、駐車場が無いので、商店街などに駐車スペースを設けたほうがいいと思う。
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№ 問10　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？

15

　平戸市は高齢化率が高く、高齢者に対するバリアフリーをもっと増やすべきです。僕
は木引に住んでいて、高齢者が多いです。でも家からは市街地が遠く、高齢者の皆さ
んはバスを使うことが多いと思います。だから、高齢者を送り迎えする仕事を作ったほう
がいいと思います。それに似た仕事があるのであればもっと普及させた方がいいと思い
ます。
　また、僕たち中学生は勉強が仕事ですが、スポーツ、それに適度な休憩が必要だと
思います。なので、スポーツ用品の充実した店、下校途中に一息つける場所を設ける
べきだと思います。買物は、インターネットでする人もいますが、まだ普及していない家
がたくさんあります。その人達のためにも、もう少しショッピングセンターの充実もしたほう
がいいと思います。

16
　ドラッグストアを３つも近くに作らなくてよかったと思う。もっと、高校でのホームステイや
留学などができるようにお金を使ってほしい。

17

　平戸の美しい自然を守るために、平戸市民にあらためて平戸の自然環境の良さを
知ってもらい、美化やボランティアのゴミ拾いなど積極的に参加してもらうように努める。
いくら企画を練っても市民の意欲がないと意味をなさないと思うので、まずは広報を代
表に情報拡散力を高めていくべきかと。

18
　平戸の長い歴史や伝統文化を大切にしながら、環境保存にも力を入れていく町。平
戸の歴史はとても長くて伝統があるので、おいしい食材と歴史で観光を盛り上げたい。

19
　昔からある町内のお店や、町内にもっとたくさんの人が来るようなところ。ドラッグストア
チェーン店を建てすぎないことなど。

20

　若い人達、高齢者の方々が住みやすいまちをめざす。そのためには、若い人達は、
お買い物などをたくさんするので、お店を充実させる。高齢者の方々は、足が悪い人や
少しの段差でもつまづいてしまうことがあるので、まちの段差を少なくしたり、階段には
手すりをつける。
　あと、安全にまちを歩けるように、ちょっとした横断歩道にも信号をつける。子どもたち
から、おじいちゃんおばあちゃんまでが楽しめるイベントを増やして、活動的なまちにす
る。

21
　まず、観光施設を充実させ、観光客に来てもらい、そのお金で暗い所に街灯などをた
てて、全体が明るいまちになるようにしたい。

22

　私が市長になったら助け合い、みんなが笑顔で暮らせるような町作りをしたいです。あ
と、犯罪や事故がほとんどない町にもしたいです。
　それを実現するためには、１人１人が小さなことから色々な人に声をかけ合い助け合う
こと。人に任せるのではなく自分からやること。ゴミ拾いなどをしている人がいたらほめて
あげること。
　そうすれば笑顔が増え、みんなの心が穏やかになり住みやすくなると思います。犯罪
や事故は、実際の交通規則に従い１人１人が気をつけて意識すること。よく事故が起
こったり、犯罪がおこる所は警察の方が見張っておいて、もし事故の原因になりそうなこ
とをした人は見逃さず、しっかり注意することが必要だと思います！！
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№ 問10　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？

23

　商店街をもっと活性化させます。まず、平戸はふるさと納税でうるおっていますが、お
金だけでいいのでしょうか？平戸市が、市民を裏切っておいしいレストランがなくなった
り、市民が他県、他市に行ってしまったのではないでしょうか？裏切るようなことはしてほ
しくないです。
　子どもを育てるにはとていもいい町ち思いますが、仕事をしていくにはどうなんでしょう
か？商店街、町のレストラン、学校をもっと輝かせて、人々が輝けるような町にしてほし
いし、帰ってきたいと思えるような町並みや、住みたいと思えるような環境にしていきた
いです。
　大人の事情という言葉なんて、使わないでいいような町にしていきたいです。

24

　観光客がたくさん増えているから、居酒屋とかばかりじゃなくてファミリーレストランと
か、気軽に子どもや大人が行ける飲食店をもっと増やしたほうがいい。前に観光に来た
方からファミレスみたいな所はないんですか？と聞かれたことがあるから。
　だから、もっと増やして、地元の人も観光に来た人も、行きやすい所を作ってほしい。

25

　金はかかると思いますが、大型ショッピングモールや、子どもが遊べる施設（公園以
外）を平戸に作ったほうがいい。
　あと子どもたちだけで気軽に行けるような安い飲食店があったほうがいい。自分はバス
ケをしているので、文化センターのバスケットコートを試合で使えるようゴールの高さ、ラ
インをちゃんとひいてほしい。どうか、子どもが過ごしやすい町にしてください。

26

　今はとてもおもしろくなくて、観光場所がぜんぜんないので、遊園地など子どもも遊べ
るスポットをつくる。国から金をもらい、全ての建物をたてなおす。そしてきれいにする。
すべての道路をきれいな道路にはりかえる。ショッピングモールの建設。おもしろくな
い、たのしくない素朴な町から、一気に逆転させる。

27
　人々が安心して暮らせていけるまち。福祉、医療や交通機関の充実。若い人でも、働
く場所があると、人も残っていくと思う。

28

　平戸市長になったら、もっと買い物ができる場所を増やし、事故防止のため駐車場を
広くつくりたいと思っています。
　ほかにも、もっと小さい子どもが遊べるような施設をつくりたいと思います。そのため
に、もっと産業を盛んにしたほうがいいと思います。

29
　ふるさと納税にもっと力を入れて、お金を増やす。もっとイベントを盛り上げる。子ども
やお年寄りが住みやすい町にする。きちんと文化財を守る。小さなダメなことを全部きち
んと正しくする。

30
　平戸を今よりも文化などをさかんな町にして、盛り上げていき、にぎやかな町にした
い。自分自身がいろいろな町の行事や文化、伝統にふれていく。

31

　高齢者の人たちや障害をもつ人たちが、安全にくらしていける町や、犯罪のない町に
していきたい。そうなるためには、お互いに助け合い、尊重していくことだと思う。
　でもそれだけでなく、いろんな道幅にゴミが散乱していることがあるので、ゴミをそこら
じゅうに捨てないということをしていってほしいと思う。
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№ 問10　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？

32

　まずは高齢者がこれからも増えていくと思うので、１人暮らしのお年寄りなどが危険な
目にあわないような対策を行う。
　対策としては、病院関係者などが家々をまわって診にいったり、地域住民どおしの関
わりをもっとさかんにする。

33

　高齢化が進む中で、お年寄りが楽しく暮らせ、よかったと思えるような人生にできるよう
な町にしたい。また、そのような町になれば私は平戸でくらしたい。
　あと、今のままでは娯楽施設が少なすぎて、小中高生にとってたのしくない。都会や佐
世保市に住む中高生がとてもうらやましい。平戸のイベントも毎回同じものばかりで新し
さが何もない。
　あと、働き口のはばがせまい。市外に働きに出るにしてもその分お金がかかってしま
う。平戸の誇れるものは、自然や文化歴史であるが、それに頼りきるのはどうかと思う。そ
れらを生かしつつも、新しいことに挑戦していかなければ、人口の流出に歯止めはかか
らないし、観光客も集まらない。
　平戸そこまで大きな観光施設ありますか？老朽化してませんか？平戸城の外壁が汚
くなっているので、きれいにして下さい。

34

　国際交流に力を入れるまちになったらいいと思います。平戸は、江戸時代ぐらいから
今までの約400年間、ずっと交流を続けてきました。今も高校生のオランダホームステ
イ、イングリッシュキャンプなどたくさんの活動があるけれど、もっと身近に小中学校での
国際交流授業や事業を行ってほしい。

35
　平戸のおいしい魚をもっとアピールして、全国の人から平戸の魚を食べてもらう。その
ために、平戸のＰＲ動画を撮って、全国の人に見てもらう。

36
　平戸に住んでる皆が一つになるように、あいさつを気持ちよく行うことが一番だと思う。
　あと、職場がないと若者は都会に出て行ってしまうから、職場をもっと増やす。薬局ば
かりつくらないほうがいいと思う。

37
　僕が市長になったら、生活環境の整った町にしたいです。それをするために、例え
ば、交通の不便な南部地区などに行って、改善できれば良い場所を自分の目で見てい
くようにしたいです。

38

　買い物に一番困っているので、ショッピングモールなどをたて、手に入れたい物を手
に入れれるような町をつくりたい。
　だけど、環境の美化にも力をいれ、自然の良さを生かせる、便利な町にすると、もっと
たくさんの人が、将来、平戸に残るようになり、もっと発展していくと思う。

39

　ふるさと納税をもっと有効に使います。ふるさと納税は平戸の北部の発展に使われて
いるような気がするので、中・南部地方の地域にも地域活性化のために使いたいです。
　ふるさと納税が具体的にどのような所に使われているのかも、今わかりにくい状況なの
で、もっと詳しくわかるような工夫をしてほしいです。

40

　平戸は農業や水産業に恵まれているので、農業や水産業をうまく活用して（若者を）
市を盛んにしていく。平戸の市場をもっと発展させる。長崎県や他県にＰＲしていくこと
が大切だと思う。アゴのようにＰＲできれば、経済が発展していくと思う。平戸は、歴史が
古く、良いので、うまくそれを活用していく。

41
　お年寄りが住みやすい町より、お年寄りを支える若者が住みやすいまちにしたいで
す。なので年金をもらうお年よりはほっといて、子育て支援などの充実をするとよいと思
います。
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№ 問10　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？

42
　新しい物を作ってどんどん都会に送って平戸の工場を多くして、そして工場で働く人
をたくさん雇って平戸を若者が多い町にする。

43
　フェリーの便を増やす。イベントを増やす。←島の人たちにも便利にする。他学校との
レクリエーションを増やしてみたい。平戸市のいいところを活かして、施設を作る。

44

　自分が市長になったら、市民のみんなに募集をして大型のショッピングセンターを
作って若いお客さんを平戸市に呼び、高齢化も防げるし、市もにぎやかになると思うの
で、ショッピングモールを作ります。
　それだけでなく、平戸は何もないので人々が暮らしやすいようにチェーン店を建てれ
ばいいと思います。

45
　市民の意見を聞きながら市民の希望をたくさんつくっていって、市民が満足してくらせ
る、安全で平和な町をつくりたい。

46

　誰かが平戸市に来た時、自然が豊かだと思われるよう、更に自然を守り、増やしたいと
思う。
　また、平戸市はわりと挨拶が充実したまちだと思っているので、挨拶の大切さを皆知っ
ているような、人の心豊かなまちにしもしたい。

47

　もう少し高齢者が落ちついて生活できる所にする。よく見かけるのはたくさんの重い荷
物を持って歩くおばあちゃんたちです。交通手段がなく、買い物をする時は歩きの方が
とても多いと思います。
　他にも私の個人的な欲望はもっと都会よりに大きなショッピングモールなどがあれば、
若者もお年寄りもどの世代も満足した生活がおくれるはずです。

48

　現在平戸では、約５人に２人が高齢者という現状になっています。とても高齢者が多
く、若い人たちが少なくなり、これからの平戸にも大きな負担もかかってきます。これを解
決するには、社会福祉施設の人数の増加が必要になっていきます。
　なので自分は、社会福祉施設の方に力を入れていくべきだと思います。

49

　平戸市は災害が起きた後の被害を修復するのがとても遅いと思うから、特に公共の道
路などの整備を早くするようにする。
　あとは最近木を切るのがとても多くなっているから、なるべく木を切らずに、田平・平戸
の自然をもっと守っていくよう心がける。「昆虫の里田平」というキャッチフレーズが壊れ
ないようにしていく活動を行う。

50

　高齢者の方が安全に暮らせるように、介護師を増やすことが必要だと思います。介護
師はかなりの重労働なのに助成がとても多く、男性はとても少ないので、まずは男性の
介護師の人数を増やすことが大切だと思います。
　また、重労働の割には賃金が安いため、若い人がすぐにやめると教科書で知りまし
た。なので介護師の賃金を少しでも上げる必要があると思います。
　障害者が暮らしやすい街づくりをすることも大切だと思います。私たちが通っている学
校にはバリアフリーの設備が整っていないので整えないといけないと思います。
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51

　まず、全ての学校に障害者のためのバリアフリー設備を付ける。次に、お年寄りと子ど
もが支え合って生活できるようにする。
　例えば、小学生だったら月に１回、老人ホームに訪れたり、中高校生は、介護の体験
などをお年寄りとの距離を縮めていく。
　最後は、市長自らが学校や、様々な施設を訪れたり、多くの事業にも積極的に取り組
んでいきたい。例えば、遠くから来られた団体の方たちが楽しく過ごせる施設等を作っ
ていきたい。

52

　町と海が近いので、船の行き来をもっと改善してから、もっと県外や海外の人たちを迎
え入れることのできる場所にする。
　そのために、平戸と田平、生月の、港を更に広くして、豪華客船を入れることのできる
港を作る。

53

　近年の平戸市の高齢化率の増加に対して、介護福祉施設の数が少ない。また、高齢
者へのサービスの充実をするためのまちを目指したいと考える。そのために、介護福祉
施設の建設をするための資金を募金（インターネットでのＳＮＳのよびかけ、街頭での呼
びかけ）や、市への税や国の援助でまかなう。
　また、サービスの充実のために資金集め、サービスを行う団体や、介護福祉士の人材
育成に力を入れたほうがいいと思う。高齢者にやさしい町を目指す。

54

　僕が市長になったら、観光客がたくさんくるような観光施設を増やしつつ自然を壊さな
いようにしたいです。
　そのために自然と施設が合体すれば良いと思うので、森の中にアスレチックを作った
り、植林や環境保護ボランティアの体験できたら良いと思います。
　また、周りに海がある環境はあまりないと思うので、団体の人たちなどが気軽に釣りが
できれば、貴重な体験だと思うし食育にもなると思います。

55
　観光と産業が発達した町にしたい。観光に関しては、道路の舗装、観光地の整備、観
光客の呼び入れが大切だと思う。産業は、後継者を増やしていかなければならない。

56

　自然保護などの活動をする。地域の人たちとボランティア活動でゴミ拾いなどをして、
きれいにする。その後たくさんの観光客に来てもらい、平戸の良さを伝えたい。
　地域に住んでいる人の不安や住みづらい所などを少しずつ変えていく。自分も地域
の行事や祭りに参加してふれ合っていく。

57

　高齢者の人が安心して住めるまちにしていきたいです。たくさんの高齢者の意見や悩
みを聞いて良いまちづくりにしていきたいです。そして歴史や伝統を次の世代にちゃん
と引きついで、これからも歴史や伝統を大切にするまちにもしたいです。
　ほかの地区とも交流して、平戸というまちを伝えていけたらいいと思います。

58

　自分がもし平戸市長だったら、どの人でもいい生活ができる市にしたいです。お年寄
りの方や、体が不自由な方が生活しやすくするには、バリアフリーなども充実させていく
必要がありますが、まずは、そういう方々を支えてあげようという気持ちが大事です。
　優しい人がたくさんいる市にしたいです。
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59

　これから、観光施設が充実していて、市外から多くの人を迎え入れるまちや、互いに
助けあい、人権を尊重するまちにしたい。
　それを実現するためには、平戸の自然のいいところなどをポスターにして掲示したり、
観光してもらった人にクイズを出して平戸の魅力を伝えることで、観光した人はまた来た
いと思うのではないかと思う。また、困っている人がいたら１人１人が助けあい、個人の
意見も尊重すると、自分がしたい町に届くのではないかと思った。

60
　これからの平戸市は、農林業や水産業が盛んな町にしたいです。海も山もきれいで、
魚の種類も多く、山には昆虫がいっぱい出ます。盛んな町にするには、最初に環境保
護をしたらいいと思います。ゴミ拾いやリサイクルなどをしたらいいと思います。

61
　少子高齢化は続いているので、高齢者向けの介護施設をつくることが大切。平戸市
の人口が少なくなってくるので、町のよかところを全国に発信することが大切。そして全
国の町も長崎といえば平戸の～～～と言われるような大きな町にすることが大切。

62

　僕が市長になったら、人と人がお互いに尊重しあい、苦楽を分かち合える住民を作れ
るような町をめざしたいです。
　実現するためには、まず高齢者や、障害者は同じ人だということを長い年月をかけて
教えてあげたいです。
　理想はすぐには叶わないから、その理想をついでくれる同士を育て、残していきたい
です。そして、人のできないことを助け、その苦楽を分かち合って心が通じ合う、というこ
とが僕の理想です。
　人が人を認めるということにはかなり時間を要します。でも、冷めてしまった人の心にも
根気よく続けていくべき、と理解できるのでがんばることが大切だと思います。

63

　人々が安心して暮らせるように事件がゼロになる町とかもっと多くの施設を建てる。
　平戸はけっこう事件が多いので、あまり安心できないから事件がゼロになるようにした
いから。
　平戸は施設が多い所少ない所の差が激しく、少ない所は遠くまで行かないと買い物
ができないから。

64
　地産地消のできる町を目指したいです。農業、漁業を盛んにするために小中学校で
職場体験だけでなく、農・漁業の授業も取り入れる。

65

　交通事故などの地域の事故をなくすような町づくり。道を広くしたりするとよくなると思
う。もっと平戸市をにぎやかにするために、大きなショッピングルームなどをつくる。地域
の人に協力してもらう。
　水素ステーションをおく。平戸市は自然豊かだけど、車の排気ガスで壊れていったり
するから、水素ステーションを２，３箇所に配置すると水素の車に乗る人が増えて自然環
境もよくなると思う。

66

　私は、交通の便利な町になってほしいけれど、それでは自然などを壊す恐れがありま
す。なので私は、使われていない昔の道などを多く見かけるので、その道を自然に戻し
ていきながら、交通の整備などをしていったらいいと思いました。
　今のふるさと納税は、とてもいいものだと思うので、そのことは続けていきたいです。
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67

　活気がある町を作るには、まず市民が笑顔にならないといけないと思うので、もっと高
齢者が楽に暮らせるように最先端の技術を取り入れたいです。介護ロボットやＡＩを搭載
した機械を使い、もっと高齢者の生活が楽になるようにしたいです。そうすれば平戸市
が、老後安心して暮らせるまち、という評判が広がり、若いうちから平戸市に住もう、と
なってくれると思います。
　あとは、もっと漁師や農家の魅力を伝えて、汗を流し働く楽しさを分かってもらって平
戸市に永住する人を増やしたいです。農業、漁業にも楽になるように機械も使いたいで
す。

68
　平戸では、農業や漁業が盛んなので、それらを使って「平戸でしか食べられない」とい
うようなものを増やしていって、観光も多くの人が来るようにしたいです。そして、「もう一
度来たい」「平戸に住みたい」と思ってもらえれば、今より平戸が発展すると思います。

69

　平戸市全体の人が楽しく、生き生きと暮らせる町をつくりたいです。まずは若い人達に
目を向けて、子どもの医療費や子育て費を改善していきたいです。そして、もっと子ども
を育てやすい環境にしたいです。学校には、勉強がしやすい環境を作りたいです。
　交通面が悪いので、特に、平戸ではなく、中南部地区やその周辺をよくしていきたい
です。
　漁業では、平戸は魚がとてもおいしいので、県外にそれをもっとＰＲして、漁師さん達
を助けたいです。
　今の平戸は、平戸の北部地区にばかりいろんな公共施設や商業施設を立てていて、
税金をもっと、多くの所に使わないといけないと思います。

70

　産業が盛んなまちを目指す。今みたいにふるさと納税など、工夫して、平戸の自然と
関連するような産業を全国にアピールする。
　平戸の高校に多くの生徒を受け入れて活性化させる。例えば、下宿や寮など、通学の
問題を解消する。道路を整備して、いろんなところに観光客が来やすくする。

71
　高齢者の方々が毎日、安心安全でなおかつ楽しく生活が送れるように、施設内（市役
所、スーパーなど）やご家庭に手すりや杖の配給などをする。

72

　若い人を呼び込まなければ、高齢者は増加する一方で介護師不足になることはもう分
かりきったことである。介護師だけが介護をするわけではなく、子どもが親の介護をする
場合もあり、そういったケースの場合に、介護している側はストレスがたまりやすくなるの
で、介護している側のストレスを減らすために、同じ状況（介護している側）の人たちが
お茶をしたりしながら話したりアドバイスなどをする機会があれば良いと思う。
　学力向上のために、朝の時間などを利用して漢字や計算などの小テストをして、基礎
学力を上げた方が良いと思う。
　学生を対象にしたイベント（島などの観光地を使って）を開催し、若い人に来てもら
い、ＳＮＳで発信する。
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