
Q17）中島村の良いところ

防犯・防災

犯罪が少なく安全なところ、災害が少ない。

災害ない。

災害が少なく住みやすい。

災害に強い（高い建物もなく、大きな川、山もないから）。

平地であるため水害などの危険性はあるが、土砂崩れなどの災害は少ない。

災害が少ない。

災害が少なく、比較的安全なところ。

災害の少ないことです。

大きな災害は起こりにくい場所だと思う。

災害も少ない。

役場

役場の対応が良い。

役場の対応が良い（マイナンバーの申請や各種手続きの際とても親切でした）。

何事に関しても即実行すること。

役場の職員の方が親切。

財政の透明化、健全化。

行政の対応が早い。

行政情報が身近で分かりやすく又、相談もしやすい。

役所の人間性、親切丁寧わかりやすさが良い。

白河市に合併されなかったことで、村民の意思が行政に反映されやすい。

税金

税金が安い。

税金が安い。

子育て

子育てがしやすい。

保育所充実、幼稚園充実、外村より早かった。外の町村より待遇が良い。

子育て支援がとても充実していると思います。保育所・幼稚園共に安心して預けられています。

子育て、教育に力を入れていて、とても子育てがしやすい環境です。保育料が無料、給食が無料など、とても助か
ります。

保育所、幼稚園の無料化は他市町村に先駆けて実施したことは評価できる。子育て世帯には大変ありがたい。

子育て支援がしっかりしていて、子どもを育てやすい。

幼稚園から給食があること。

保育園や幼稚園の無料化。

保育・幼・中と無料の子育て支援に感謝しています。

子育てしやすいところ。

子育て支援の充実。



子どもへの指導が良い。

子育てがしやすい。

子育て支援が充実している（保育所の利用料無料化など）。

子育てしやすい環境（保育所無料など）。

子育てするのに最適。

子育て。

子育て支援が充実している。

子育て支援に取り組んでいる。

子どもへの支援。

未就学児の子育て環境が整っている。

子育ての支援が充実しているところ。

子育て支援。

子育てのしやすいところ。

子育て支援が手厚く、若い家族が生活しやすい。

子育て支援が他町村と同等または、以上に充実しているところ。

子育てもしやすいところ。

子供が多い。

子育てがしやすい。

教育

生涯学習センター輝ら里の活用の推進等。

本を借りるとプレゼントがあり子供が喜ぶ。

教育環境が充実している。

教育環境の充実で安心して預けられる。

スポーツ施設の整備、教育施設の整備と順次進んでいると思います。

生涯学習施設の充実。

福祉

コロナワクチンや給付金。クーポン券など迅速な対応をしてくれる。

コロナ感染者が少ない（予防対策の意識が高い？）。

コロナ禍での村民１人につき１万円クーポン助成、配布はよかった。

コロナ対策も早く、予防接種や給付金も早くてとても助かった。

温泉施設の75歳からの無料化、輝らフィットの高齢者の活用使用。

ジムに力を入れている所。

老人ホームがある。

コロナ禍の中で村民へのクーポン券などの対応。

特別養護老人ホームも誘致し、地元なので老後も安心できる。

商品券配布、温泉の無料券配布等助かっています。

道路

雪が降ってもすぐ除雪してくれるのでありがたいです。



街路樹がきれい。

道路の整備が順次進んでいると思います。

上下水道

下水道完備。

公園

童里夢公園はとても良いので、草木の手入れや整備は今まで通りお願いしたいです。

童里夢公園が整備されたこと。

公園がきれいに整備されている。

ヨカッペ時計の音の良さ。

童里夢公園。

子供たちが遊べる広くてきれいな公園がある。

農業

農業が盛んなことは、これからの日本にとって大切だと思います。

農業者の経験も豊かで農作物も美味しい。

野菜がおいしい。

農地も充実し、農業もしやすい。

美味しい野菜がたくさんある。

農作物が豊か。

農業盛んである。

商工

工業団地の誘致がしやすい。

企業誘致をするとしても農業を活用できるといいですね。

商業がある程度充実してる。

買い物

ウエルシアやコンビニが増え、便利になった。

コンビニ2つとウェルシアがある。

環境

笑顔の人が多い、自然が豊か。

親切、優しい、住みやすい。

地域全体で、子どもを育てよう、見守ろうとしている所。

平、せまい、高低30ｍ。

車があれば不自由なく生活できる。

自然を感じられる。

住民が穏やかであるところ。

自然が豊か、施設が充実している。

のんびりしていて穏やか。

住む分には不自由しない。

緑が豊かで住みやすい。



住みやすい所。

とてもアットホームな地域だと思う。

星がきれい。

良い人が多い、田んぼや川など開けた場所の景色が良い。

人々が優しい。

人が温かい。住みやすい。子供に優しい。

自然が多い。のどか。

自然豊か。

静かで住みやすい。

the自然って感じが強く、のびのび生きられるところ。昔ながらの変わらぬ景観。ふるさとって感じが良い。地理的に
も天候的にも隣市町村におとらない点。

環境が良い。

住みやすいところです。全体的にとても良いところです。そして、とてもとてもやさしい村です。

中島に住んで10年になります。他町から来ましたが、皆さん優しく、穏やかな人たちが多くいらっしゃり、住みやす
い場所だと感じます。きらっしぇでも地域の方のおいしい物があり、楽しみにしています。公園や温泉、コーヒーが飲
めるところ。

家賃が安い。

自然豊かな所で住みやすい。

のどか、静かな所。

自然が豊かな所。

閑静、農地の条件が良い。

山が少なくても緑・自然が多い所。だから、太陽の恵みをいただきながらお米も野菜もおいしく頂けるところ。

日当たりが良いところが多い。

自然豊か。

思いやりがある。

自然環境が豊かで、朝日もきれいですが、橋から見える夕焼けは、更にきれいで穏やかな気持ちになります。

空気がおいしい静かで星がきれい。

住環境。

静かに暮らせる所。

自然豊かで野菜がおいしい。

雪が少ない。

自然は豊か。

自然が豊かで住みやすく、人間性も良い人が多く、子育てもしやすくなったと思います。

自然が多い。

人が明るい。

緑が豊か。

中島村は平地で自然に恵まれ（車さえあれば）便利で住みやすい村です（自然がたくさんあるところ）。

何もない所。



自然環境が良く住みやすい。

自然豊かなところ。

住みやすい。

生垣等整備された自宅が多く景観が良いところが多い。

面積が狭く、人口も少ないので、小さくまとまっていると思います。風土・人柄共に穏やかで住みやすいと思います。

のどかなところ。

村民が穏やか。

自然が豊か。

いつもきれいで整っている。

のんびりした所。

自然が豊かで、のんびりして、人が温かい。高い山が少ないので、極端な気候でもない。

閑静な住環境。

白河方面から郡山方面まで広域への通勤、通学が可能。

自然が豊か。

何もない所。

小さい頃から住んでいるので、当たり前に住みやすい。

自然豊かなところ。

自然がいっぱい。

生活環境整備面等、他村と比較した場合、上を行っていると思います。

穏やかな安定した村だと思います。

自然が豊かなところ。

静か。

自然環境に恵まれていること。

自然が豊か。

住みやすい。

何も無いところ。

自然豊かな。

緑豊か。

静かで星が綺麗。

静か、夜空がきれい。

その他

思いつきません。

中島村イメージキャラクター「なかじぞうさん」が中島村の魅力を積極的にPRしていて素晴らしいなと思います。

施設の名前がユニークで親しみやすい（きらり、きらっしぇなど）。

目が見えなくて書けません。



Q18）中島村の悪いところ

防犯・防災

特に人通りの少ない道路の街灯が切れていたり、目が届きにくい所の整備が気になった。

家の防災無線が入らないと言っても対応してくれない（役場に言ったが何年もたっている）。

防犯意識、高齢の方など鍵を閉めない方が多く心配。

街灯が少なく暗く感じる。

他市町村では実施する助成金をやらない。
例）令和元年台風19号被害助成…他市町村では、助成有（機材導入）。

家の外に出ても村内放送が聞き取りにくい場所にあるので、災害時や大事なお知らせは困ることがあるかもしれ
ません。

外灯が少ない。

防犯が不安。

避難する場所が分からない。

街灯も少ないので、夜間は危険に感じる。

交通

交通が不便。

高校以上になると、通学・通勤が不便。

交通の不便さ。

また、交通手段が不便。特に高校生の通学に学生が一人で通学できないのが現状です。

陸の孤島（どこに出るのにもR４、高速、電車、バスなどほかの市町村を頼らないといけない）。

車が無いと生活できない。

交通が不便である。

交通手段が無さすぎる。

高校への通学が不便。

通学に不便。

交通の便が悪く、自家用車が無いとどこにも行けない。

これから（この後10年後には）高齢者が多くなり老齢者運転免許返上した場合このままでは医療機関受診や食
料品の買い物ができない（不便性）。
交通機関が無いので今後対策が必要と思います。

電車が通ってない（交通が不便）。

バスが通ってない。

交通の便。

交通の便が悪い。

運転マナーが悪い。

公共交通の整備（コミュニティーバスの充実）。

公共交通が無いため、村のバスだけだと対応が難しく高校などへ送迎が必要。

バス路線が無い（高齢になった時の不安）。

交通公共機関が無い。



交通機関がなく、天気が悪い時など親の送り迎え等負担が大きい。

バスが走ってない所。

交通(バス電車)が無く不便。

交通・通勤面の不便。

交通が不便。

一般の電車やバスが無く、交通の便が悪い。

公共の交通手段がない事。

公共交通機関が無いところ。

交通の便が悪い。

交通の便が悪い（デマンドバスでは間に合わない）。

役場

各課の考え方が分からない。

足浴など必要ない、機能していない建物がある。第３セクターの公園の中にある建物も使用できていない。維持費
がかかるので必要ないものの建設はしない方が良いのでは？私たちの税金の無駄遣いはやめてほしい。役場の
となりの建物はどうなるのか不明。不必要なものは今後作らないで欲しい。建設した後のことも考えるべきだと思
う。

担当者があまり現状の場所を確認せず、デスクワークで済ませること。

旧態依然の体質があり、良いところは残して悪いところは改善できるように取り組むべきだと思います。
要望を出しても出来ないだけではなく、現状難しくとも、それに伴い今できること、または、将来的に見通せる形が
大切だと思います。

これまでいくつもの各団体が出来ていたが、役場では初めのうちは事務局がいて活発化させているが、数年で事
務局職員が携わらなくなり、団体の継続も消滅している。村民だけでは、事務的なことを全うすることが出来ない
ので、団体を作る場合は、役場の職員も専門的に係わっていないと、何かの団体を作ろうとしても長続きしない。こ
れから協力する人も少なくなるのでは？

変化がない村（変わり映えしない）。
　毎年同じことをしている。
　新しい事業や力を入れている事業が見えない。
　村長の信念が分からない（トップセールスがうすい）。

私有地に関わる工事について、住民に説明がないままに測量等が進められていること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　何のために、どんな工事がなされるのか。

広報等の配布が地域まかせ。

議会

人口に対する議員定数（削減）…矢祭町を見習うべき。

子育て

0～3歳までの時、2～3時間預かってもらえるベビーシッターさんがいると助かりました。（白河市のサポートを利用
させてもらいました）。

子どもが少ない。

教育

競争力（学力、スポーツ）に欠ける。



良い所の視点を変えると、今の世の中の流れについていける子供達の育成に達していない。自立できる子供の育
成を目指してほしい。

役場近くは栄えているが、遠いところはスクールバス等出してほしい。毎日送り迎えできるとは限らないし、その方
が親も安心。車が小学校、中学校近くでＵターンも危ない。

他の市町村では朝、小学生が登校するときおじいちゃん・おばあちゃんが「見守り隊」として一緒に歩いてくれるの
に、中島村のおじいちゃん・おばあちゃんは運動会などには来るのに見守り隊はやってくれない。
他の市町村の人に言うとびっくりされる。

小学生を村の行事に利用している。持久走大会は、各小学校でやる方が良かった。

高校、大学進学への支援体制が整っていない。

体育センターの臭い(村外意見)。

村で行っている奨学金が無い。

福祉

もう少し福祉を充実してほしい。

医療体制が弱い。

病院が無い。

医療不便。

他市町村では実施する助成金をやらない。　例）PET検診助成…泉崎村では、自己負担10,000円。

介護予防事業をもっと活発に行わないと、この先要介護者が増え、家族や財政を圧迫することになる。

障がい者、特に発達段階の支援が乏しい。正しい情報を周知していかないと、偏見やいじめにつながり、交流が絶
たれてしまい孤立化していく。集団ではなく個人を見てほしい。

老人が生活しにくい（自宅で）。

これから（この後10年後には）高齢者が多くなり老齢者運転免許返上した場合このままでは医療機関受診や食
料品の買い物ができない（不便性）。

歯科以外の医療機関が1か所しかない事（他の市町村に行かなければならない）。

医療が不便です。

温泉に露天風呂がないのが不満。

ゴミ

道路上にごみが散乱している。
山林の中に粗大ごみや空き缶等が捨てられている。
家庭ごみ（プラスチック、ビニール等）を燃やしている。

（村営住宅）特に粗大ごみ場、何とかならないの？もったいない‼

県南のゴミ袋　質が悪い・縛りづらい（すぐ切れる）・値段が高い。

ごみのポイ捨て。

ポイ捨てが多く目につく。

道路

交通事故が発生しそうな場所がいくつかあり、道路（特に通学路）、歩道などの整備を強化していただけたら助か
ります。

子ども達の通学で不便な所がある。



歩道が少ない。

建設課に何回言っても建設中（水道）のでこぼこを直さなかった。

道路の道幅が狭い。

バイパスの無駄。

県道の交通量が多く（特に大型）危険。

歩道が狭く不便で危険。

バイパスの整備を早急にしてほしい。

歩道が狭く子どもたちの通学など危ないところが多い。

歩道がない場所があり、通学への心配。

部落により舗装工事に差がある。

地域格差の是正。
一部地域の道路の幅員狭すぎると思う。すれ違い時停止しなければならない場合とか冬期積雪時除雪するがす
れ違えない場合もある。

道路工事が遅すぎる。

道が悪い。

狭い道路が多い。

インフラ。

通学路が狭く、ガードレールもない為危険（家の植木が邪魔して、道路にはみ出て歩いている）。

道路の整備が出来ていない。

※村営住宅の道路に大木の木が生えていて、日影になり冬場は大変です。
春は花粉、冬は凍り危険です。考えてください。

上下水道

下水道の整備。

空き家・移住定住

老齢化が進み、空き家が目立つようになった。

年代関係なく、移住促進に力を入れ、今後高齢化にともない、空き家や売地がどんどん出てくると思う。
それを移住希望者に斡旋するシステムを構築すると良い。
空き家・売地（農地）を移住者が簡単に見学できるように担当部署や人材を育成するなど。
こういったものがないこと。

残念ながら他の地域と同様、若い人達の定住が少ない。

農業

後継者不足。

中島村に限らないが、後継者不足でますます農業が衰退していくと思われます。耕作放棄地の活用ができればと
思います（農協と合同での検討委員会等）。

高齢化に伴い、農業従事者の高齢化が気にかかる。
若い農業従事者の誘致など、移住者にもっとアピールするべき。

買い物

買い物するには他市町村に行かなければならない。

スーパーが無い。



松崎方面にもコンビニがあるとよい。

大きなスーパーが無い。

食材を売っている所が少ない。

食堂が少ない。

買い物が不便。

買い物に行くのが不便（スーパーが近くにない）。

気軽にいろいろな物が買える店がもう少し欲しい。

コンビニは多いがスーパーがなく不便なこともある。

スーパーが無くて不便。

買い物をする大型スーパーが無い。

食料品店（スーパー）が無いために、他地域からの来村者が全然ないために商工会の発展が無い。

買い物不便。

買い物に不便である。

スーパーがつぶれたところ。

スーパーが無い（高齢になった時の不安）。

歩いて行けるところに買い物（食材・服・生活用品）が出来る店が無いので高齢になったら生活していけるか心配
です。

食料品が買えるスーパーが少ない。

買い物する場所がない。

大きなショッピングセンターが無いこと。

買い物が不便。

スーパーが無い。

ホームセンターが無い。

買い物が不便。

ガソリンスタンドが少ない。

定期バスが無いので、もっと商店が増えれば高齢者も買い物しやすくなるし、免許返納者支援にもつながってくる
かもしれません。他にも東日本大震災の時は、ガソリンも営業している商店もなかったり、勤務後に立ち寄ったコン
ビニもほとんど品切れという事がありました。お店が増えると助かります。

店があまりない。

買い物が不便。

商店が少ない。

買い物をするお店が少ない、飲食店が少ない。

お店が少ない。

買い物は主に村外。

スーパーが少ない。

買い物が不便です。

スーパーやコンビニが一帯に集中していて自分の地域からは矢吹に行った方が近いところ。

スーパーがない。



精肉、野菜などが1ヶ所で買えない。

食糧品を主とするスーパーが無く非常に不便である。

スーパーがない。

スーパーが無いので不便。

村内にスーパーがなくなりとても不便を感じている。

コンビニぐらいしかないところ。

店が少ないので、特にスーパーが無いので買い物がしにくい。

観光

中島村と言ったらココ！コレ！というものが無い（名所、名物）。

何か１つこれだと言えるものが無いところ（特徴がない）。

観光を目的とした施設がない。公園に花を植えたりインスタ映えするスポットがあると良いと思います。

観光地と言う所が弱い。観光しても宿泊施設がない。

環境

昔のしきたりがまだまだ直っていない（葬儀）。

生活するには不便すぎる。

遊ぶ所がない（娯楽施設皆無）。

村社会が出来上がっている所。新しい世界、グローバルな視点が受け入れがたい。ずっと村で過ごしている人に
年配の人が多く、やっぱり村社会が強い。

人の流れが少ないので新しいことに取り組みにくい「井の中の蛙」になりやすい。

暗くて恐々しい村営住宅‼ああ住みたい～って思えるように整備してはいかがでしょうか？

風が強い。

悪い意味で保守的。新しい何かに対し良さを知ろうとすることより否定から入る。

「村社会」。

大きな変化を苦手としている。

閉鎖的。

畜産業における家畜排せつ物の不適切な処理や保管が目立つ。

部落費などが未だに現金のみで収集。

その他

特にこれといった悪い点は思いつかない。良くも悪くも狭い村。

KIRASSHE（直売店）の品揃えが良くない！

見えない所の放置。

特に思い当たらない。

活性化する考え方が少ない（あらゆる分野において、人や物の移動）。



Q20）自由記入

防犯・防災

道路に面した家が多いこと、田畑の道が暗いことなどから、ミラーや街灯を増やす。結果的に防犯にもなります。

有線放送がうるさい（防災だけでいい）。

商工会のすぐわきの歩道のところの街灯が消えたままですが、いつ補修して下さるのでしょうか？通学路ですし、
交通量の多いところです。そういうところに誰も気づいていないのも？どうかと思います。

最近、あちこちで新築の家が建ってきたことから、街灯を増やしてほしいなと、村内で建物火災が発生した時に、ど
こから水をひっぱってこれるのかの把握しておいてほしい。近くに水をひける場所もなく不安。
村内の火災器具など設置してある箇所を見直してほしい。

施設ばかりに目を向けるのではなく、一つ一つの道路（通学路）を点検したり、交通事故が起きないよう危険か所
をチェックするなど、村民が安心・安全に過ごせるよう細やかな村づくりをよろしくお願いします。

交通

高齢者の免許と運転。

村タクシーに遠慮している高齢者がたくさんいます。何か工夫していただければ、遠くまで行けない高齢の方々も
助かると思います。

交通機関の利用度を安心して、通勤・通学に利用できる、村から最寄り駅までのスクールバスのような方法を取れ
ないか。これから若い人たちだけで子どもを教育していくには、行動範囲が限られてくるので、将来構造を検討し
てください。

役場

各委員会や会議でどんなことが話し合われているか村だよりで知らせること。

具体的に何をやっているのか分からない。情報が少ない。

村に連絡しているが、未だ改善されていません。

財政健全化。

役場敷地内に、東邦銀行ATMの設置を是非にお願いしたい。今は、矢吹町か泉崎村へ行って用を足しています。
中島村にあると本当に助かるのですが。

広報の裏表紙は特に、子供中心の内容が目立つように感じられるので、幅広い年齢層の情報の方が良いかな。

ちょっとした事でも、だれでも相談お願いできるような「何でもやる課」。

もっと税収入のあがる方法を考えないとだめなのではないか。

人口の少ない狭い村だからこそできること、良さに変える行政を希望します。

さまざまな機能をIT化をして欲しい。

ホームページにおける休日当番医のページが誤ったページに繋がっているかと思います。早急に対応して頂ける
と幸いです。また、ホームページのライフイベント欄において住まいや病気等の項目で情報がないものが多く見受
けられます。充実した情報を載せていただけると役場への直接訪問も少なく済み、職員の負担軽減も図れますの
でご検討ください。

余計な事をやらずに今までどおり地味だけど丁寧に行政運営を行っていってもらいたい。

今回の新型コロナの手続きがいい例だが、形にとらわれず、大胆な発想でもいいので、老人から若者までが同じ
条件で平等に行えるシステム作りをお願いします。

村が所有する土地（里道等）の管理を図り、村内の景観及び住環境の改善を進めて頂きたい。

今回のアンケートや文書には、理解しにくい横文字での表現、お役所言葉の使用などがあるので、誰でもわかりや
すい言葉でお願いしたい。



人材育成（職員）
　村民の目線に立った対応をしてほしい。電話でも名前を名乗るのは基本です。お宅訪問する時は、事前連絡する
のは常識ですが、この常識が出来ていない！田舎の職員という感じで残念です。

西郷村がイオンに設置しているように、休日用の窓口が欲しい。

急斜面地対応→住民に説明がないままに調査・工事計画が進んでいる。

子育て

部落内で子ども達が一緒に遊べる環境ではなくなってきています。近所に子供がいなく、我が子にさみしい思いを
させているのでは？と思う時があります。

子どもを増やしたいのであれば子供に向き合うべきだ。

年配の方が増えているため、若い方も増えたらいいなと思います。子供が生まれたときに補助金等入ればいいな
と思いました。

子育て支援。

教育

小・中の下校のバスがあれば助かります。

小中も給食無料にしてもらいたい。

吉子川小と滑津小のレベルの違いが気になります。スポーツ、学習、礼儀等差があると思います。合同で学習する
機会を作るといいと思います。差があるとみんなが残念な気持ちになります。子供がかわいそうです。

村内に二つある小学校を１つに統合（幼稚園で一緒だったのが小学校で分かれ、また中学校で一緒になること
がかわいそう）。

最近とても感じている事です。子供達をもっと成長させてほしいです。目標を持ってがんばる事（勉強、スポーツ、
村代表として臨むもの）などすべてが”やれば良い、こなせば良い”と思っているのを感じる。すべてがなあなあ！！

輝ら里などの施設の利用の仕方に徹底が無いため、突然、輝ら里の管理者に注意されて驚くことがある。

保育所、児童クラブの預かり時間が18：30なのに対して、幼稚園が18：00までなので、18：30にならないもの
か。

子どもを守る　いじめ多過ぎ。

見守り隊を作る。

コロナの状況が続く中、感染予防しながらでも楽しめる企画があると良いと思いました。【箱根駅伝を大画面で見
る（将棋・スポーツ）//親子で楽しめる絵・料理・音楽鑑賞】

子供の減少に伴い、小学校の統合をしてほしい。現、改善センターやグランドあたりに小学校・中学校を新設し、保
育所から中学校まで大体同じエリアにしてほしい。そして、今の中学校を改善センターやグランドにする。

修学旅行は国内にしてほしい。

保育園から幼稚園に行くと子どもの伸びしろが生かせていない。幼稚園の方針を変えていく必要がある。集団で
はなく、まず個人を見ていき、集団につなげることが重要。

給食費無償化。

滑津小の送り迎えの混雑を改善してほしい。路駐の数がすごい。

小学校は統合しないのか。

運動着が高い。

滑津と吉子川の小学校2つを統合し、中学校や役場などの村の中心にあってほしい。



未就学児の育児支援については充実していると感じますが、大学進学の際に村での奨学資金貸与制度が無く残
念に思った経験があります。大学進学者が多い中、そこまでの充実がなければ村内への移住増加も見込めない
かと思います。
実践するには多大な労力が必要かと思いますがご検討のほど宜しくお願いいたします。中島村の繁栄を切に願っ
ております。

スポーツ活動の推進を提案します。

幼稚園の教育を行うにあたって、発達の遅い子供が安全に生活できるように加配制度や支援学級を設けると利
用しやすいと思います。加配は募集しても有資格者が集まらないと懸念される場合、現職員に研修を受けてもらい
知識を身につけ、発達の遅れがある子供達を対応してもらう。
支援学級は既存の施設を一部屋ないし二部屋事業所に貸出し、事業所が職員を派遣して、子供達の発達を促
し、サポートしていくと同時に定型児の他の児童とふれあい成長できるのではないでしょうか。これは、福島県内で
取り組まれています。

成人式を開催していただきありがとうございました。

福祉

病院も出来たらあってほしい（耳鼻科、眼科）。

老人の介護保険と後期高齢者医療保険を何とかならないのか。少しの年金なのに取りすぎだと思います。

村内へ居住する医師の確保。

病院が少ない。歯医者ばかりある。整形や耳鼻科などがあれば助かる。

貧困社会になりつつある今、ライフラインの面で補助があるといいなと思いました（ガソリン、水、電気等）。

高齢化と少子化対策に力を入れてほしいと思います。

大きな病院が近くにない不安。

村内でのシニア雇用の充実。

村民が徐々に高齢化しており、もっと老人が独居でも自宅で生活していけるような支援が必要（買い物の援助、
運転サービスの援助など）。

村民全体に高齢者が多くなるので今から対策を取っていく、村民の意見を聞くなど必要と思います。

障害者雇用体制が脆弱だと思う。雇用できる企業や事業所、施設等が充実すると良い。

一人暮らし老人などの認知症ケア(認知症対策)。村内でのシルバー人材活用。

ふれあい温泉の料金が高いと感じる。年１回の無料券より、村民は半額にした方がより気軽に行けると思う。

高齢者、福祉サービスの充実をお願いします。

ゴミ

リサイクルセンターなど考えてほしい。村の中で処理できるといい。

ゴミ不法投棄についての提案。
一般の大きな道路に関してはあまり目立たないのですが、村道又農道には一般ごみ（缶・ボトル・子供のおしめ等
が入ったもの）が捨てられている。村民が拾う美的な行事でなく、捨てない対策を取るようにした方が、村としても
財政が潤うのではないでしょうか。思い切り罰金制度を取るとか。

道路

滑津地区（スクールゾーン）の整備。

小学校まで歩道を作ってほしい。何度も言っているが7年経っても出来ない。7年間、子どもが事故に巻き込まれな
かったことが奇跡。

側溝をふたしてください。



町畑の歩道必要、今？
県道の整備必要です(滑小の通学路)何か方策を。

農道であっても、家があるなら舗装してほしいです。

現在圃場内の道路舗装を行っているが、同じ道幅の交差点が相当増えると思うが、交通事故防止は大丈夫なの
か心配である。

通学路に歩道もなく道幅が狭く危険を感じることがあるので何とかして頂きたいです。

救急搬送や通院時など、体調不良者が車内で揺れないよう、道路舗装する。

住居周辺で舗装されていない場合、タイヤの溝に砂利が入ってしまい傷やパンクの原因となり危険です。優先的
に整備してほしい。

住居周辺の砂利道を舗装してほしい。

日立街道の4車線化（トラックが危険）。
アンケート出しても返答がないようだが…（何がしたい!!）
アンケート等出すのは良いことですが、このような回答は明確にしてほしい!!

公共施設の周りの土地の開発や道路の整備など住みやすくする。

信号を増やしてほしい。危ない交差点が多い。

通勤、通学の利便性を活かし住宅等を整備。
道路と住宅を整備して人口の増加を。

道路環境の整備。
道路にはみ出している木の枝、又おおいかぶさっている木の枝の伐採。

公園

童里夢公園をもっとアピールしてほしい。

空き家・移住定住

村内の沢山の部落で定住化促進を進めてほしいです。

中島住民人口の確保が大事だと考えます。周辺見渡しますと、一人暮らしあるいは、空き家等増えてきているよう
に思われます。結婚しない人も増えてきているようで、村内男性の”婚活”などの取り組み必要ではないでしょう
か。

若い人たちが（希望あふれる中島の未来）になりますように。
若い夫婦の住みやすい村作り、他の市町から比べて土地が安いなど、若い人を定住させる。

他の町村からの比較で土地の価格が高いと思います（定住する人には補助を出すなどの対策）。

原山分譲地は若いうちはいいけど年老いたら不便。もっと場所の良いところの開発すべきではないかと思いまし
た。（公共施設付近）

原山住宅南側の杉林の整備。入居者が応募しない理由の一つに住環境の悪さも考えられる（日照不足、杉枝の
散乱（暴風後）等）。
日照不足は本当に最悪です。改善を希望。

県外からの移住者支援。
空き家、荒れ地の問題。

Ｕターンの優遇。

空き家、又、危険構造物の撤去、指導方法等の検討。

空き家等が増えると思われるので、早め早めの対応を考えておくこと。

空き家対策。廃墟化した建物対策に取り組んでいただきたい。景観面・安全面で不安である。



農業

水田耕作会社性にして頂きたい。

中島村の農産物はとてもおいしいと思います。（特にごぼう、里芋）このような美味しい農産物がいつまでも食べら
れるようにしてほしい。

田畑の空き地を何とかした方が良い。誰かに貸し出しや、他の地域の人に金銭を出してもらって、畑・田を貸すな
ど。また、農機具を貸し出しする者があれば、農業をする人が増えると思う。

盛んな農業を活かして、加工品も増やせば、広範囲に出荷できるし、お土産や災害時の保存食にもなります（保存
食例：トマトのジュース、焼き菓子、レトルトカレー、ブロッコリーのふりかけ等の加工品）。

あれた農地、山林を宅地、他の村より安く売る。

豊かな土地と環境、知識を持っている農業者が多いので、広く農業体験等できる機会があれば、農業の魅力を伝
えることができ、農業の発展につながればと考えます。

農地を増やしても管理できる人が足りないため、人が住みやすくしていった方が良いと思う。

農業の後継者支援。

商工

村内企業への補助、支援。

役場前駐車場を商店由地にして、中島村の発展を希望する。都市計画を目指せ。

企業誘致をして雇用、税収の増加。

買い物

スーパーがあるようにしてほしい。

生活していて滑津地区のどこかに食材を販売するところがあってもいいかも、と思います。

食品スーパーの誘致を。

今の世界情勢を見る限り、輸入に頼らない食料の自給が重要なカギになります。
現在、日本の食料自給は年々下がり続けていて輸入に頼り切っています。
今年度の、ガソリンや灯油の値段を見る限り、食料品の値段は今後どんどん上がっていくのが現状見られます。
中島村がどの程度、農作物を生産しているかわかりませんがコンビニやドラックストアしか村内になく食料品を近
隣のスーパーに頼っているのが現状です。
太陽光発電に土地を使うのではなく、少しでも農地の開発をし、農業従事者を増やす努力をし、農業に新たに参
入しながら移住したいと思う人間を都会からどんどん誘致するべきです。
極端な気候もなく、土地が緩やかで水も豊富ならば人間が住むにはとても良い土地なのです。それは古墳などの
遺跡があることで証明できます。
国に頼るのではなく、地方の小さな行政単位が独自に考えて行動するときです。
農協に農地のことを聞いたり任せたりすることなく、（農協は国の言いなりです）
農地を活用する方法を外から募集するとか、出来ることはたくさんあります。
農薬や化学肥料を使ったF1種の種は、大地の栄養をすべて吸ってしまい肥料を使わなければ野菜ができない農
業です。
その農業から脱却し本来の種が取れる固定種の農業に戻し、安心安全の農業を進めていけばアレルギーや化学
物質過敏症で悩んでる消費者の人達から信頼し購入していただけると思います。
国は信頼できません、国を見るのではなく世界の情勢を見てください。
世界が今どんな状況か、テレビでは報道しません。テレビは情報統制されていて嘘ばかりです。インターネットも嘘
が流れていますが、テレビ・新聞よりは信頼できそうな情報も流れています。
国は変わりません、自分たちの利益しか考えてないからです。
地方自治体単位で変わらなければ、人がどんどんいなくなる未来しかありません。
中島村から変わってください。お願いします。
アンケートの機会をありがとうございます。感謝します。



村にスーパーあれば高齢者達は良いと思います。

スーパーが無いと困る。

サンマート後の再利用。

ガソリンスタンドはあるが、矢吹との価格差がない。利用しない。利用推進のための補助！

身近で気軽に使える交通手段がないため、買い物もできないこと。

全て都会のマネが良いとは思わないが、若い人の娯楽が無さすぎるのはかわいそう。せめてカラオケ店くらいあれ
ば家族も楽しめると思う。ファミレスや商品券を使うためのスーパーが無いこともどうかと思う。

もう少し店が増えてくれると嬉しい。

スーパーの誘致。

買い物に不便だから、コンビニ、ドラックストアだけでなく、スーパーを作ってほしい。

車を運転出来る人は、10分ぐらいで買い物に行けるが、お年寄りは大変。

もう少し利用できるスーパーやコンビニを増やしてほしい。

小さなスーパーでもいいのでほしいです。

商業施設が少ないと思います。「衣・食・住（病院）」とあるように近隣市町村に行かなければ補えないので、誘致
が必要。

商業施設の誘致。

観光

特産品やふるさと納税イメージアップにもっと力を入れる。

中島村のアピールの発信を充実してほしい。住んでみようかなと思える特色を！

環境

大分葬儀簡素化になっているが、役場主体となって簡素化に力を入れて頂きたい。

消防の夜警費や老人会費、各募金等部落が減ってきている中で負担が大きくなる。村民全体で行い負担軽減し
た方が良いのでは。

部落と行政区を分けるべき。

村営住宅の3階建て、Ｄ棟の周りの大木杉の木が日当たり悪くしており、入居できない意見があり、ぜひ切ってほ
しいとの意見が多くありますので、宜しくお願い致します。

地域コミュニティがあり、住みやすかったがだんだん少なくなっていると感じている。

その他

将来世代に負担をかけないようにすることが必要だと思います。

10年後の人口はどうなるのか？

子育て世帯にとっては、安い材料が多いように感じられますが、これまで地域を支えてきてくれた高齢者も暮らしや
すい村づくりをすることが、村民の定住につながると思っています。いくら子育てしやすい援助をしても成人すれば
都会に出て働く方が生活しやすくなると定住する人たちは減りかねません。設問毎に沢山書きましたが、今はコロ
ナ対策が最も優先すべき問題だと思うので、どの世代も大変だと思いますが、コロナが収まってからの希望として
提案させていただきました。皆さん独自の感染対策法もあるかもしれないので、提案し合って(意見を募ったり)広
報のチラシでお知らせしたり、あらゆる手立てで乗り切れるといいですね。

塩辛い味付けが多いと感じます。

高齢者が人生の先輩として知識や経験を活かせる環境づくり。それにより高齢者は生き生きできて、若い人は勉
強になったり、悩みが軽減するなど。



若い人も子ども達も高齢者もみんなで助け合い、共存できる村作りが理想です。

人口流出。

村外に出ている若者が、帰って来たくなるような魅力ある村づくりを期待したいです。国内でも、国外でも同規模
で村おこし・町おこしに奮闘している所があれば、視察し参考にしながら、より良い村づくりを全村あげて頑張って
いければ!!と思います。

不便。

思いついたら、村の関係者にその都度いいます。

若い人が集まるような村を期待してます！

特産物を販売する場所を広くしてほしい。

・昔の良い物と木の製品、お店の品物など良い物を見つけていただいて復活させていただきたいです。
　古い話ですが本を開くような古記を訪れることで、新しきを知るという事も大事なことと思い出していただきたい
です。
・強い気質は仕事を遺る！にききました。今の返りのそねが終わりの結終に、選果場を皆で考えを出し合って成した
といいますので、拍手をして褒めています。地区の長さんにあたる方に相談に行き、良い物をやれと言っていただ
き、引っ張っていただいたと聞きます。ありがたく感謝を申し上げています。他、皆さんの協力と皆さんで作り上げて
きたことなどを、褒めていっております。
・村そねといいますか、昭和50年のころか前になりますが、村の発展と進めのそねがありましたが、悪くなってしまっ
たことを大変申し訳なく思っておりました。この頃の最近になっての話といいますか、聞こえてくるそね話が良いこと
になっていただきたいと思っています。
・農業の進みで、農業を経営する青年さんが遺り手を目標として頑張る方々出て下さい。学生の学力の向上と、会
社の方々では、製品の良質のものを生産する働く作業者の技術向上と高校では、職業高校を出来てもらいたい。
人の愛と、村の田畑の緑と、花・木々の緑も大事な役割を持つ物に思います。商売という所で盛り上がっていただ
きたいと思います。
・義務教育であります小学校の教育の場がそねによって壊され、その時の小学生だった皆さんが悲しい思いでい
らっしゃったことを、自分の兄弟から知り、心苦しくごめんなさいと思い、誠に申し訳ないとやはり父母も申しており
ました。申し訳ございませんでした。深くお詫び申しげます。
Ｑ15の小中学校の修繕→廊下の水道側に各着替え室を作るは？
学力向上→農業校が近くに。とーす
車の事故の国保は？
特産品・野菜生産→駅の売り場に？
担い手・後継者→果実の生産者は？
会社に宣伝をしてやるは？
地域特産品開発→花・木々は？


