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１．調査概要 

◆調査対象：無作為抽出した羽咋市民 計 2,000 人 

◆調査方法：郵送による配布・回収 

◆調査期間：2019 年 8月 9 日（金）～2019 年 8月 27 日（火） 

◆回収数 ：987 人（回収率 49.35％） 

 
 

２．調査結果（単純集計） 
（１）住みやすさについて 

【問１】１０年前と比べて住みやすくなったか（１つに〇） 

◆「変わった実感はない」が 70.6％で最も多く、次いで「住みやすくなった」が 16.9％、「住

みにくくなった」が 12.4％となっている。 

 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「住みにくくなった」が 14.7 ポイント減少しており、住みやすさに関する評価の若干の改善

がうかがえる。 

住みやすく

なった

16.9%

変わった実感

はない

70.6%

住みにくくなった

12.4%

(N=956)

16.9%

14.6%

70.6%

56.2%

12.4%

27.1% 2.1%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住みやすくなった 変わった実感はない 住みにくくなった 無回答
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【問２】将来も羽咋市に住み続けたいか（１つに〇） 

◆「できればずっと住み続けたい」が 55.6％で最も多く、次いで「しばらくは住み続けたい」が

26.4％、「できれば他の地域に移りたい」が 18.0％となっている。 

 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「できればずっと住み続けたい」「しばらくは住み続けたい」の合計は 81.7％から 82.0％

と、ほとんど変化は見られず、定住意向は高い状態が続いている。 

 

 
 

  

できればずっと住

み続けたい

55.6%
しばらくは住み

続けたい

26.4%

できれば他の地域

に移りたい

18.0%

(N=973)

55.6%

62.1%

26.4%

19.6%

18.0%

17.4%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できればずっと住み続けたい しばらくは住み続けたい

できれば他の地域に移りたい 無回答
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【問３】羽咋市に住み続けたい理由（あてはまるものすべてに○） 

◆「家族が一緒に住んでいる（近くに住んでいる）から」が 70.3％で最も多く、次いで「自然災

害が少なく、安全安心に暮らすことができるから」が 48.2％、「地域に愛着を感じているから」

が 46.7％となっている。 

 
 

 

【問４】どのような地域に移り住みたいと考えているか（あてはまるものすべてに○） 

◆「買い物など生活するための環境が充実している地域」が 62.3％で最も多く、次いで「医療や

福祉、介護サービスが充実している地域」が 45.7％、「物価や税金が安い地域」が 40.6％とな

っている。 

 

70.3%

48.2%

46.7%

34.9%

25.7%

22.9%

22.3%

8.4%

5.9%

5.5%

3.5%

3.4%

2.1%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80%

家族が一緒に住んでいる（近くに住んでいる）から

自然災害が少なく、安全安心に暮らすことができるから

地域に愛着を感じているから

職場や学校が近くにある（通うのに便利だ）から

金沢や能登方面へのアクセスが良いから

自然が豊かで街並みや景観などが美しいから

買い物など生活するための環境が充実しているから

医療や福祉、介護サービスが充実しているから

特に理由はない

保育所（園）等の子育て環境や支援が充実しているから

全国的にも学力が高く、教育環境が充実しているから

物価が安いから

文化面やスポーツ面での施設や事業が充実しているから

その他

(N=794)

62.3%

45.7%

40.6%

37.1%

29.7%

29.1%

25.1%

24.6%

21.7%

18.3%

13.7%

17.1%

0% 20% 40% 60% 80%

買い物など生活するための環境が充実している地域

医療や福祉、介護サービスが充実している地域

物価や税金が安い地域

都市部へのアクセスが良い（都市部に近い）地域

文化・スポーツ面での施設や事業が充実している地域

職場や学校が近くにある（通うのに便利な）地域

自然災害も少なく、安心して暮らせる地域

自然が豊かで街並みや景観などが美しい地域

子育て環境や支援が充実している地域

子どもの教育環境が充実している地域

親元を離れて生活してみたいので、できれば大都市圏

その他

(N=175)
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（２）行政への関心、参加について 

【問５】羽咋市の市政（行政運営）への関心（１つに〇） 

◆「どちらかといえば関心がある」が 43.1％で最も多く、次いで「どちらかといえば関心がな

い」が 41.6％、「まったく関心がない」が 8.3％となっている。 

 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「どちらかと言えば関心がない」が 14.1 ポイント増加しており、「どちらかといえば関心が

ない」「まったく関心がない」の合計も 32.2％から 49.9％と 17.7 ポイント増加しているな

ど、行政への関心の低下について、危惧すべき傾向であると捉えることが必要である。 

 

 
 

  

とても関心が

ある
7.0%

どちらかといえ

ば関心がある

43.1%

どちらかといえば

関心がない
41.6%

まったく関心が

ない

8.3%

(N=976)

7.0%

17.6%

43.1%

49.6%

41.6%

27.5%

8.3%

4.7%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても関心がある どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない まったく関心がない

無回答
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【問６】市政に対しての参加方法（意見や要望を伝える）（あてはまるものすべてに○） 

◆「町会（長）を通じて伝える」が 36.7％で最も多く、次いで「窓口や電話で直接伝える」が

25.1％、「関係団体や所属団体を通じて伝える」が 13.8％となっている。 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆前回から大きな変化はみられないものの、直接伝える傾向が増加している。 

 
 

  

36.7%

25.1%

13.8%

10.0%

6.2%

4.2%

0.5%

27.9%

0% 10% 20% 30% 40%

町会（長）を通じて伝える

窓口や電話で直接伝える

関係団体や所属団体を通じて伝える

議員を通じて伝える

電子メールやＦＡＸで伝える

「市長への声のはがき」で伝える

各種審議会等の委員になって伝える

その他

(N=840)

36.4%

21.3%

15.4%

14.3%

4.4%

4.6%

1.6%

20.1%

11.2%

36.7%

25.1%

13.8%

10.0%

6.2%

4.2%

0.5%

27.9%

0% 10% 20% 30% 40%

町会（長）を通じて伝える

窓口や電話で直接伝える

関係団体や所属団体を通じて伝える

議員を通じて伝える

電子メールやＦＡＸで伝える

「市長への声のはがき」で伝える

各種審議会等の委員になって伝える

その他

無回答

前回（Ｈ22）

今回（Ｒ元）
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【問７】市民の意見や要望が市政に反映されているか（１つに〇） 

◆「どちらかといえば反映されている」が 45.2％で最も多く、次いで「どちらかといえば反映さ

れていない」が 44.4％、「まったく反映されていない」が 8.6％となっている。 

 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「どちらかといえば反映されている」が 16.3 ポイント増加し、「よく反映されている」「どち

らかといえば反映されている」の合計は 30.3％から 47.0％と 16.7 ポイントの増加となって

いる。 

 

 
 

  

よく反映されて

いる

1.8%

どちらかといえ

ば反映されて

いる
45.2%

どちらかといえ

ば反映されて

いない
44.4%

まったく反映さ

れていない
8.6%

(N=881)

1.8%

1.4%

45.2%

28.9%

44.4%

51.9%

8.6%

11.2% 6.6%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく反映されている どちらかといえば反映されている

どちらかといえば反映されていない まったく反映されていない

無回答
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（３）日常生活の満足度について 
【問８】日常生活環境についての満足（１つに〇） 

◆“満足”“やや満足”の合計が「ごみの収集や処理、リサイクルなど」が 83.3％で最も多く、

次いで「消防、救急体制」が 82.0％、「周辺の自然環境」が 81.9％となっている。 

◆一方、“やや不満”“不満”の合計が「鉄道やバスなどの公共交通」が 65.7％で最も多く、次い

で「公園や広場の整備状況」が 52.0％、「出産や子育てへの支援施策」と「医療施設、医療サ

ービス」が 46.4％となっている。 

 

  
6.4%

5.1%

11.0%

7.0%

21.3%

22.3%

10.0%

4.2%

5.0%

5.8%

14.8%

10.6%

18.1%

10.2%

6.0%

11.4%

7.0%

11.4%

8.5%

7.6%

47.3%

54.6%

64.4%

46.6%

60.6%

61.0%

52.0%

30.0%

43.0%

54.6%

56.9%

54.8%

63.9%

63.0%

50.6%

65.6%

59.5%

65.5%

60.4%

54.0%

34.3%

31.8%

21.6%

35.5%

14.1%

14.0%

29.4%

43.5%

38.6%

34.3%

19.0%

27.2%

15.1%

23.3%

32.2%

18.4%

28.3%

19.6%

26.9%

31.1%

12.1%

8.6%

2.9%

10.9%

4.0%

2.8%

8.6%

22.2%

13.4%

5.3%

9.3%

7.4%

2.9%

3.5%

11.2%

4.6%

5.2%

3.5%

4.2%

7.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①出産や子育てへの支援施策(N=846)

②高齢者や障がい者への福祉施策(N=887)

③健康診査など健康づくり事業(N=916)

④医療施設、医療サービス(N=920)

⑤周辺の自然環境(N=926)

⑥ごみの収集や処理、リサイクル(N=945)

⑦道路網の整備状況(N=934)

⑧鉄道やバスなどの公共交通(N=922)

⑨公園や広場の整備状況(N=917)

⑩公営住宅の整備状況(N=843)

⑪上下水道の整備状況(N=922)

⑫避難場所の確保など防災体制(N=919)

⑬消防、救急体制(N=922)

⑭防犯、交通安全対策(N=911)

⑮高度情報通信環境(N=889)

⑯地域のふれあい、助け合い(N=944)

⑰行政の情報公開・提供(N=925)

⑱義務教育における施設整備や取組み(N=888)

⑲各種講座の開催など生涯学習の機会(N=901)

⑳スポーツ、レクリェーション施設や事業(N=906)

満足 やや満足 やや不満 不満
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【満足度について】 

◆満足度では「ごみの収集や処理、リサイクルなど」が 0.861 で最も多く、次いで「周辺の自然

環境」が 0.810、「消防、救急体制」が 0.792 となっている。 

 

 

 

 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「⑱義務教育における施設設備や取組み」が 0.401、「④医療施設、医療サービス」が 0.329

増加している一方、「⑧鉄道やバスなどの公共交通」が 0.389、「公園や広場の整備状況」が

0.119 減少しており、今後の施策では重点的な実行が求められる。また、差異は少なかった

ものの「出産や子育てへの支援施策」や「高度情報通信環境」についても、さらなる施策展

開が必要であると考える。 

 

 
  

0.018 

-0.136 

0.293 

-0.296 

0.679 

0.761 

0.143 

-0.106 

-0.005 

0.137 

0.382 

0.300 

0.710 

0.354 

0.098 

0.468 

0.091 

0.216 

0.273 

0.044 

0.017 

0.158 

0.590 

0.033 

0.810 

0.861 

0.254 

-0.495 

-0.124 

0.212 

0.488 

0.339 

0.792 

0.531 

0.079 

0.609 

0.348 

0.617 

0.422 

0.235 

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

①出産や子育てへの支援施策

②高齢者や障がい者への福祉施策

③健康診査など健康づくり事業

④医療施設、医療サービス

⑤周辺の自然環境

⑥ごみの収集や処理、リサイクル

⑦道路網の整備状況

⑧鉄道やバスなどの公共交通

⑨公園や広場の整備状況

⑩公営住宅の整備状況

⑪上下水道の整備状況

⑫避難場所の確保など防災体制

⑬消防、救急体制

⑭防犯、交通安全対策

⑮高度情報通信環境

⑯地域のふれあい、助け合い

⑰行政の情報公開・提供

⑱義務教育における施設整備や取組み

⑲各種講座の開催など生涯学習の機会

⑳スポーツ、レクリェーション施設や事業

前回（Ｈ22）

今回（Ｒ元）

【評価点の算出式】 

{満足×（２点）＋やや満足×（１点）＋普通×（０点） 

＋やや不満（-１点）＋不満（-２点）}÷各選択肢の回答者数 
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【問９】羽咋市の人口減少をどのように感じているか（１つに〇） 

◆「問題であり、対策を講じるべきである」が 85.5％とほとんどを占めており、市民にとっての

人口減少対策への関心の高さがうかがえる。 

 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「問題であり、対策を講じるべきである」がどちらもほとんどを占めており、人口減少への

関心は依然として高い。 

 

 
 

  

問題であり、

対策を講じる

べきである
85.5%

あまり問題でなく、

対策を講じる必要

はない
14.5%

(N=961)

85.5%

87.5%

14.5%

10.2% 2.3%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問題であり、対策を講じるべきである

あまり問題でなく、対策を講じる必要はない

無回答
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【問 10】人口減少が地域に及ぼす影響が大きいと思うもの（１つに〇） 

◆「地域の賑わいや活力の喪失」が 27.5％で最も多く、次いで「労働力不足などによる地域産

業の衰退」が 25.0％、「税収の減収による財政の悪化、行政サービスの低下」が 24.7％とな

っている。 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「遊休地や空き家の増加による環境の悪化」が 8.7 ポイント増加している。 

 

 

 

  

労働力不足など

による地域産業

の衰退
25.0%

地域の賑わい

や活力の喪失
27.5%

税収の減収によ

る財政の悪化、

行政サービスの

低下
24.7%

町会の運営など

コミュニティ機能

の低下
4.2%

遊休地や空き家

の増加による環

境の悪化
15.5%

防犯、防災体制

の低下
1.4%

その他
1.6%

(N=920)

25.0%

24.5%

27.5%

27.6%

24.7%

32.9%

4.2% 15.5%

6.8% 3.7%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

労働力不足などによる地域産業の衰退 地域の賑わいや活力の喪失

税収の減収による財政の悪化、行政サービスの低下 町会の運営などコミュニティ機能の低下

遊休地や空き家の増加による環境の悪化 防犯、防災体制の低下

その他 無回答
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【問 11】人口減少対策に有効な施策（１つに〇） 

◆「企業育成や誘致、担い手育成などの雇用対策」が 45.0％で最も多く、次いで「結婚・出

産・子育て・教育など次世代のための施策」が 34.8％となっている。 

 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「結婚・出産・子育て・教育など次世代のための施策」が 22ポイント増加している一方、

「企業育成や誘致、担い手育成などの雇用対策」は 26.6 ポイント減少しており、この２項目

が全体の約８割を占めており、人口減少の抑制に有効な施策と認識されている。 

 

 

 

  

結婚・出産・子

育て・教育など

次世代のための

施策
34.8%

企業育成や誘致、担い

手育成などの雇用対策
45.0%

住宅環境の充

実・支援拡充
5.9%

道路網の整備

や交通機関の

充実
6.3%

人材の育成と定着
3.0%

特定スポーツの強化な

ど、独自色の強い施策
2.0% その他

2.9%

(N=933)

34.8%

12.8%

45.0%

71.6%

5.9%

6.4%

6.3%

4.2%

3.0%

3.1%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結婚・出産・子育て・教育など次世代のための施策 企業育成や誘致、担い手育成などの雇用対策

住宅環境の充実・支援拡充 道路網の整備や交通機関の充実

人材の育成と定着 特定スポーツの強化など、独自色の強い施策

その他 無回答
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【問 12】少子化対策に重要な施策（１つに〇） 

◆「若者向け住宅環境の充実・支援拡充」が 38.3％で最も多く、次いで「若い人への就労支援

や出会いの場づくり」が 18.6％、「夜間・休日診療など医療体制の整備」が 14.8％となって

いる。 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「若者向け住宅環境の充実・支援拡充」が 18.3 ポイント増加している一方、「若い人への就

労支援や出会いの場づくり」が 13.8 ポイント、「医療費や保育料などへの経済的支援の充

実」が 12.3 ポイント減少している。 

 

 
  

若者向け住宅環境の

充実・支援拡充
38.3%

保育施設の整

備や保育サービ

スの充実
6.1%

子育てを地域で

助け合う仕組み

づくり
4.3%

夜間・休日診療

など医療体制の

整備
14.8%

医療費や保育

料などへの経済

的支援の充実
12.2%

若い人への就

労支援や出会

いの場づくり
18.6%

子どもの学ぶ意

欲の向上といっ

た教育環境の充

実
2.5%

その他
3.2%

(N=946)

38.3%

20.0%

6.1%

5.5%

4.3%

6.4%

14.8%

6.8%

12.2%

24.5%

18.6%

32.4%

3.2%今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

若者向け住宅環境の充実・支援拡充 保育施設の整備や保育サービスの充実

子育てを地域で助け合う仕組みづくり 夜間・休日診療など医療体制の整備

医療費や保育料などへの経済的支援の充実 若い人への就労支援や出会いの場づくり

子どもの学ぶ意欲の向上といった教育環境の充実 その他

無回答
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【問 13】高齢者への支援策として特に重要な施策（１つに〇） 

◆「買い物などの交通手段の確保、充実」が 33.9％で最も多く、次いで「特別養護老人ホーム

など施設整備の推進」が 15.5％、「在宅福祉サービスの充実」が 12.1％となっている。 

 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「買い物などの交通手段の確保、充実」（今回追加項目）が 33.9％と最も多い一方、「特別養

護老人ホームなど施設整備の推進」が 9.5 ポイント、「医療施設や医療サービスの充実」が

8.7 ポイント減少している。高齢者に対する日常生活における「足の確保」が喫緊の課題で

あることがうかがえる。 

 

 
 

  

健康づくり事業

など保健活動の

充実
6.9% 在宅福祉サービ

スの充実
12.1%

特別養護老人

ホームなど施設

整備の推進
15.5%

医療施設や医療

サービスの充実
11.9%

高齢者の就労機

会の確保
6.5%

社会参加の促進、

交流の場づくり
7.0%

買い物などの交

通手段の確保、

充実
33.9%

地域住民による支援体

制の構築
4.2%

その他
2.1%

(N=944)

6.9%

10.4%

12.1%

18.6%

15.5%

25.0%

11.9%

20.6%

6.5%

11.4%

7.0%

9.9%

33.9% 4.2%今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

健康づくり事業など保健活動の充実 在宅福祉サービスの充実

特別養護老人ホームなど施設整備の推進 医療施設や医療サービスの充実

高齢者の就労機会の確保 社会参加の促進、交流の場づくり

買い物などの交通手段の確保、充実 地域住民による支援体制の構築

その他 無回答
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（４）雇用対策について 
【問 14】雇用の場、就労の機会を確保するために特に重要な施策（１つに〇） 

◆「企業誘致の推進」が 44.3％で最も多く、次いで「地元企業の育成や異業種への取組み支

援」が 26.2％、「交通網の整備や利便性向上による通勤圏の拡大」が 9.8％となっている。 

 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「起業家支援や事業継承者支援の拡充」が 6.1 ポイント増加している一方、「企業誘致の推

進」が 8.1 ポイント減少している。 

 

 

  

地元企業の育

成や異業種へ

の取組み支援
26.2%

企業誘致の推

進
44.3%

起業家支援や

事業承継支援

の拡充
9.6%

交通網の整備

や利便性向上

による通勤圏の

拡大
9.8%

１次産業に従事する

担い手の育成
8.2%

その他
2.0%

(N=940)

26.2%

27.5%

44.3%

52.4%

9.6%

3.5%

9.8%

5.3%

8.2%

7.8%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地元企業の育成や異業種への取組み支援 企業誘致の推進

起業家支援や事業承継支援の拡充 交通網の整備や利便性向上による通勤圏の拡大

１次産業に従事する担い手の育成 その他

無回答
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（５）環境保全、防災対策について 
【問 15】環境にやさしいまちづくりに特に重要な施策（１つに〇） 

◆「耕作放棄田対策や里山の保全、緑化運動の推進」が 23.9％で最も多く、次いで「ごみの減

量化やリサイクルの推進」が 20.8％、「過剰包装の抑制や食品ロスの削減」が 20.3％となっ

ている。 

 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「過剰包装の抑制や食品ロスの削減」（今回追加項目）が 20.3％みられているが、全体とし

て大きな変化は見られない。 

 

 
 

 

  

ごみの減量化や

リサイクルの推

進
20.8%

過剰包装の抑

制や食品ロスの

削減
20.3%

不法投棄の防

止や除去対策
10.7%

冷暖房の温度設定など省

エネ対策の推進
1.3%

風力や太陽光

発電など新エネ

ルギーの活用
14.2%

耕作放棄田対

策や里山の保

全、緑化運動の

推進
23.9%

大気汚染、水質

汚濁、悪臭、騒

音など公害対策
7.1%

その他
1.7%

(N=944)

20.8%

23.5%

20.3% 10.7%

13.3%

14.2%

19.6%

23.9%

27.1%

7.1%

7.4%
3.1%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ごみの減量化やリサイクルの推進 過剰包装の抑制や食品ロスの削減

不法投棄の防止や除去対策 冷暖房の温度設定など省エネ対策の推進

風力や太陽光発電など新エネルギーの活用 耕作放棄田対策や里山の保全、緑化運動の推進

大気汚染、水質汚濁、悪臭、騒音など公害対策 ゴミ収集の全量有料化

その他 無回答
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【問 16】災害に強いまちづくりに特に重要な施策（１つに〇） 

◆「道路や上下水道などライフラインの安全対策強化」が 23.9％で最も多く、次いで「防災情

報の提供、防災訓練の充実、参加促進」が 21.8％、「避難施設における備蓄や非常用電源の

確保」が 17.5％となっている。 

 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「避難施設における備蓄や非常用電源の確保」が 10.8 ポイント増加している。 

 

 
  

防災情報の提

供、防災訓練の

充実、参加促進
21.8%

自主防災組織

の育成強化
13.1%

消防能力、消防

体制の強化
2.8%

避難施設における備蓄や非常

用電源の確保
17.5%

道路や上下水道な

どライフラインの安

全対策強化
23.9%

避難施設の確

保や充実
12.9%

個人住宅の耐

震化の促進
6.3%

その他
1.6%

(N=948)

21.8%

24.5%

13.1%

15.7%

2.8%

4.6%

17.5%

6.7%

23.9%

23.1%

12.9%

10.7%

6.3%

11.2%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

防災情報の提供、防災訓練の充実、参加促進 自主防災組織の育成強化
消防能力、消防体制の強化 避難施設における備蓄や非常用電源の確保
道路や上下水道などライフラインの安全対策強化 避難施設の確保や充実

個人住宅の耐震化の促進 その他
無回答
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（６）交通対策について 

【問 17】ここ１年間で、公共交通機関をどの程度利用しているか（１つに〇） 

◆ＪＲ七尾線の利用頻度では「よく利用する」「時々利用する」が合わせて 26.5％と、路線バ

ス・地域循環バスに比べて高くなっている。 

 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆ＪＲ七尾線の利用頻度では「ほとんど利用していない・利用していない」が 11.4 ポイント増

加しており、公共交通機関の利用頻度の低下がみられる。 

 

 
 

  

7.1% 19.4% 30.1%

9.7%

5.1%

43.5%

86.5%

92.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ＪＲ七尾線の利用頻度(N=964)

路線バスの利用頻度(N=951)

地域循環バスの利用頻度(N=957)

よく利用する 時々利用する

ほとんど利用していない 利用していない

7.6%

7.1%

26.5%

19.4%

5.6%

3.8%

62.1%

73.5%

87.3%

96.2%

89.9%

97.1%

3.8%

6.4%

5.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回（Ｈ22）

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

今回（Ｒ元）

Ｊ
Ｒ
七
尾
線
の

利
用
頻
度

路
線
バ
ス
の

利
用
頻
度

地
域
循
環
バ
ス
の

利
用
頻
度

よく利用する 時々利用する ほとんど利用していない・利用していない 無回答
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【問 18】公共交通の利便性を高めるために望むこと（あてはまるものすべてに○） 

◆「バス交通におけるルート・本数・停留所の変更、増設」が 49.1％で最も多く、次いで「Ｊ

Ｒ七尾線のスピードアップや運行本数の増加」が 36.6％、「駅やバス停周辺の駐車場・駐輪

場の整備」が 30.8％となっている。 

 
  

49.1%

36.6%

30.8%

26.8%

23.3%

22.4%

14.2%

5.6%

0% 20% 40% 60%

バス交通におけるルート・本数・停留所の変更、増設

ＪＲ七尾線のスピードアップや運行本数の増加

駅やバス停周辺の駐車場・駐輪場の整備

地域住民運営バスなどの導入に対する支援

鉄道とバスの乗り継ぎの改善

ＪＲ七尾線でのＩＣカード乗車券の導入

運行情報の発信

その他

(N=951)
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（７）生涯学習について 
【問 19】生涯学習活動やスポーツ・レクリエーション活動の重要な施策（１つに〇） 

◆「参加や活動に関する情報提供の充実」が 28.3％で最も多く、次いで「施設の整備、既存施

設の改修や充実」が 28.2％、「活動団体の育成や支援」が 18.9％となっている。 

 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「施設の整備、既存施設の改修や充実」が 10.6 ポイント増加している。 

 

 

 

  

施設の整備、既

存施設の改修

や充実
28.2%

活動団体の育

成や支援
18.9%

参加や活動に

関する情報提供

の充実
28.3%

町会や公民館

活動の充実
13.0%

指導者の育成
8.9%

その他
2.6%

(N=928)

28.2%

17.6%

18.9%

20.4%

28.3%

29.7%

13.0%

16.2%

8.9%

7.6%

2.6%

4.2%
4.4%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設の整備、既存施設の改修や充実 活動団体の育成や支援
参加や活動に関する情報提供の充実 町会や公民館活動の充実
指導者の育成 その他
無回答
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（８）広域行政について 
【問 20】周辺自治体との合併や連携について（１つに〇） 

◆「ソフト事業で連携すべき」が 35.1％で最も多く、次いで「周辺自治体との合併を進めるべ

き」が 23.1％、「現状のままでよく、合併も連携もする必要はない」が 21.0％となってい

る。 

◆前回（H22）では、「合併を進めるべき」が 57.9％で、「合併する必要はない」が 37.8％であ

ったが、ハード及びソフト面での連携という項目を追加したところ、「連携」の重要性が求め

ていることが分かる。 

 

 
 

  

周辺自治体との

合併を進めるべ

き
23.1%

ハード整備で連

携すべき
17.8%

ソフト事業で連

携すべき
35.1%

現状のままでよ

く、合併も連携も

する必要はない
21.0%

その他
2.9%

(N=951)



２．調査結果（単純集計） 

21 
 

 
（９）将来の重点施策について 

【問 21】持続的な発展を遂げるために力を入れる分野（５つまで〇） 

◆「少子化対策や子育て環境の充実」が 68.8％で最も多く、次いで「雇用対策」が 65.1％、

「医療体制の充実」が 54.6％となっている。 

 
 

【前回（H22）との比較】 

◆「少子化対策や子育て環境の充実」、「雇用対策」、「医療体制の充実」、「高齢者・障がい者福

祉の推進」が同様に上位 4位を占めており、一方で「道路網の整備や公共交通機能の充実」

や「防災、救急体制の充実」、「居住環境の充実・支援拡充」の順位が上がっている。 

 前回（Ｈ２２）  今回（Ｒ元） 順位変動 

1 雇用対策(42.7%) 1 少子化対策や子育て環境の充実(68.8%) ２位→１位 

2 少子化対策や子育て環境の充実(29.6%) 2 雇用対策(65.1%) １位→２位 

3 高齢者・障がい者福祉の推進(19.9%) 3 医療体制の充実(54.6%) ４位→３位 

4 医療体制の充実(19.0%) 4 高齢者・障がい者福祉の推進(46.4%) ３位→４位 

5 行財政改革の推進(14.6%) 5 
道路網の整備や公共交通機能の充実

(42.7%) ８位→５位 

6 商工業の振興(10.3%) 6 観光の振興(29.7%) ７位→６位 

7 観光の振興(9.1%) 7 商工業の振興(20.3%) ６位→７位 

8 
道路網の整備や公共交通機能の充実

(8.6%) 
8 居住環境の充実・支援拡充(20.2%) １３位→８位 

9 農林水産業の振興(7.0%) 9 防災、救急体制の充実(18.9%) １６位→９位 

10 
市民・地域活動、協働によるまちづくりの

推進(6.3%) 
10 

市民・地域活動、協働によるまちづくり

の推進(16.9%) １０位→１０位 

  

68.8%
65.1%

54.6%
46.4%

42.7%
29.7%

20.3%
20.2%

18.9%
16.9%
16.3%
16.1%

14.6%
13.6%
13.2%
13.2%

10.1%
7.5%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80%

少子化対策や子育て環境の充実

雇用対策

医療体制の充実

高齢者・障がい者福祉の推進

道路網の整備や公共交通機能の充実

観光の振興

商工業の振興

居住環境の充実・支援拡充

防災、救急体制の充実

市民・地域活動、協働によるまちづくりの推進

行財政改革の推進

自然環境の保全

公園、緑地の整備

未来技術を活用した施策の展開

農林水産業の振興

生涯学習、文化やスポーツの振興

義務教育環境の充実

地球環境の保全

その他

(N=951)
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（10）回答者の属性 

【問 22】性別（１つに〇） 

◆「女性」が 60.7％で最も多く、次いで「男性」が 39.3％となっている。 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「女性」が 8.9 ポイント増加している。 

 

 
 

  

男性

39.3%

女性

60.7%

(N=955)

39.3%

46.4%

60.7%

51.8% 1.8%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性 無回答
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【問 23】年齢（１つに〇） 

◆「６０代」が 26.7％で最も多く、次いで「４０代」が 20.6％、「３０代」が 13.9％となって

いる。 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「１０代・２０代」の若年層が 3.8 ポイント、「６０歳以上」の高齢層が 6.2 ポイント増加し

ている一方、「３０代」「４０代」「５０代」の中年層が 7.3 ポイント減少している。 

◆「１０代～４０代」の割合が、前回（H20）41.3％であったが、今回 50.2％と半数以上に達

していることが特徴の１つである。 

 

 
 

  

１０代

2.0%

２０代

13.7%

３０代

13.9%

４０代

20.6%
５０代

12.8%

６０代
26.7%

７０代

10.4%

(N=944)

15.7%

11.9%

13.9%

16.0%

20.6%

13.4%

12.8%

25.2%

37.1%

30.9% 2.6%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10代・20代 30代 40代 50代 60歳以上 無回答
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【問 24】お住まいの地区（１つに〇） 

◆「羽咋地区」が 31.5％で最も多く、次いで「邑知地区」が 13.9％、「千里浜地区」が 11.2％

となっている。 

 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆大きな変化はみられない。 

 

 
  

羽咋地区
31.5%

千里浜地区

11.2%

粟ノ保地区

8.0%
富永地区

6.3%

邑知地区
13.9%

神子原地区
2.0%

余喜地区
8.6%

鹿島路地区
3.2%

越路野地区
4.6%

一ノ宮地区
7.1%

上甘田地区

3.6%

(N=945)

31.5%

27.4%

11.2%

11.8%

8.0%

7.7%

6.3%

8.1%

13.9%

12.5%

8.6%

7.6%

3.2%

3.6%

4.6%

5.1%

7.1%

6.7%

3.6%

4.0%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

羽咋地区 千里浜地区 粟ノ保地区 富永地区 邑知地区 神子原地区

余喜地区 鹿島路地区 越路野地区 一ノ宮地区 上甘田地区 無回答
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【問 25】羽咋市に居住している年数（通算）（１つに〇） 

◆「２０年以上」が 74.3％で最も多く、次いで「１０～１９年」が 14.1％、「５～９年」が

5.5％となっている。 

 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆大きな変化はみられない。 

 
 

  

１年未満

0.5%

１～２年

2.6%

３～４年

3.0%
５～９年

5.5%

１０～１９年

14.1%

２０年以上

74.3%

(N=952)

11.7%

9.0%

88.3%

88.9% 2.1%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10年以下 11年以上 無回答

※Ｒ元の調査における「10年」の回答数は本グラフの「11年以上」に含まれている
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【問 26】居住を共にしている家族の人数（自身を含む）（１つに〇） 

◆「２人」が 33.5％で最も多く、次いで「３人」が 22.0％、「４人」が 16.4％となっている。 

 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「２人」が 11.3 ポイント、「１人」が 9.6 ポイント増加している。 

 

 
 

  

１人

12.7%

２人

33.5%

３人

22.0%

４人

16.4%

５人

8.9%

６人

3.9%

７人

2.0%
８人
0.7%

(N=956)

12.7%

3.1%

33.5%

22.2%

22.0%

25.5%

16.4%

19.0%

8.9%

12.2%

3.9%

9.7% 6.3%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人以上 無回答
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【問 27】居住を共にしている家族の構成（１つに〇） 

◆「親と子（２世代）」が 44.2％で最も多く、次いで「夫婦のみ」が 25.7％、「親と子と孫（３

世代）」が 14.1％となっている。 

 

 
 

 

【前回（H22）との比較】 

◆「単身」が 8.6 ポイント、「夫婦のみ」が 6.3 ポイント増加している一方、「親と子と孫（３

世代）」が 9.2 ポイント減少している。 

 

 
 

  

単身

11.6%

夫婦のみ

25.7%

親と子（２世代）

44.2%

親と子と孫（３世代）

14.1%

その他

4.4%

(N=949)

11.6%

3.0%

25.7%

19.4%

44.2%

47.4%

14.1%

23.3%

4.4%

5.1%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単身 夫婦のみ 親と子（２世代） 親と子と孫（３世代） その他 無回答
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【問 28】職業（１つに〇） 

◆「会社員、会社役員」が 36.0％で最も多く、次いで「無職」が 20.5％、「派遣・パートタイ

マー」が 14.2％となっている。 

 

 
 

【前回（H22）との比較】 

◆大きな変化はみられない。 

※「派遣・パートタイマー」の項目を新設。 

 

 
 

 

 

会社員、会社役

員
36.0%

公務員、団体職員
8.9%

農林漁業
1.6%

自営業（商工業）、自由業
4.9%

家事専業
6.2%

学生
4.6%

派遣・パートタイ

マー
14.2%

無職
20.5%

その他
2.9%

(N=950)

36.0%

34.3%

8.9%

10.3% 3.9%

4.9%

9.0%

6.2%

9.6%

4.6%

4.4%

14.2% 20.5%

19.3% 7.4%

今回（Ｒ元）

前回（Ｈ22）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

会社員、会社役員 公務員、団体職員 農林漁業

自営業（商工業）、自由業 家事専業 学生

派遣・パートタイマー 無職 その他

無回答
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３．調査結果（クロス集計による差異） 
 
※性別については、男性・女性の差が５ポイント以上あるものをピックアップ 

※年齢別については、全体から差が 5ポイント以上あるものをピックアップ 

※地区別については、全体から差が 10ポイント以上あるものをピックアップ 

 
（１）住みやすさについて 

【問１】10 年前と比べて住みやすくなったか 

【性別】 

◆「住みやすくなった」は女性が 5ポイント高く、「変わった実感はない」は男性が 5.6 ポイン

ト高い。 

【地区別】 

◆富永地区において、「住みやすくなった」が全体より 10.2 ポイント高い。 

◆「変わった実感はない」は、粟ノ保地区で 12.1 ポイント、上甘田地区で 11.2 ポイントの差

で全体より高い。 

◆「住みにくくなった」は、神子原地区で 15.3 ポイント、越路野地区で 10.8 ポイントの差で

全体より高い。 

 

 

【問２】将来も羽咋市に住み続けたいか 

【年代別】 

◆20代における「できればずっと住み続けたい」「しばらくは住み続けたい」の合計が、全体よ

り 14ポイント低い。 

【地区別】 

◆神子原地区における「できればずっと住み続けたい」「しばらくは住み続けたい」の合計が、

全体より 12.4 ポイント高い。 

 

 

【問３】羽咋市に住み続けたい理由 

【性別】 

◆「自然災害が少なく、安全安心に暮らすことができるから」は 15.8 ポイント、「友人、知人

が多く、隣近所の付き合いがあるなど、地域に愛着を感じているから」は 5.8 ポイントの差

で女性が高い。 
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【年代別】 

◆「職場や学校が近くにある（通うのに便利だ）から」は、全体と比べ、30 代・40 代で 16ポイ

ント高く、60代・70 代で 14ポイント低い。 

◆全体と比べ、60 代・70代において、「家族が一緒に住んでいる（近くに住んでいる）から」が

13.1 ポイント低く、「友人、知人が多く、隣近所の付き合いがあるなど、地域に愛着を感じて

いるから」が 14.3 ポイント高い。 

◆70 代において、「医療や福祉、介護サービスが充実しているから」は 16.6 ポイント、「買い物

など生活するための環境が充実しているから」は 14.6 ポイントの差で全体より高い。 

◆年齢が高くなるほど「自然災害が少なく、安全安心に暮らすことができるから」の割合が増加

している。 

【地区別】 

◆余喜地区における「金沢や能登方面へのアクセスが良いから」が全体より 15.2 ポイント低

い。 

◆「買い物など生活するための環境が充実しているから」は、鹿島路地区で 14.6 ポイント、余

喜地区で 11.8 ポイント、上甘田地区で 11.6 ポイント、神子原地区で 10.5 ポイントの差で全

体より低い。 

 

 

【問４】どのような地域に移り住みたいと考えているか 

【性別】 

◆「親元を離れて生活してみたいので、できれば大都市圏」は 14.3 ポイント、「文化面やスポ

ーツ面での施設や事業が充実している地域」は 8.5 ポイント、「子育て環境や支援が充実して

いる地域」は 6.7 ポイント、「自然が豊かで街並みや景観などが美しい地域」は 6.6 ポイント

の差で男性が高い。 

◆「買い物など生活するための環境が充実している地域」は 11ポイント、「自然災害も少な

く、安心して暮らせる地域」は 9.9 ポイントの差で女性が高い。 

【年代別】 

◆10代・20 代において、「子育て環境や支援が充実している地域」が 27.8 ポイント、「親元を離

れて生活してみたいので、できれば大都市圏」が 24.6 ポイント、「都市部へのアクセスが良い

（都市部に近い）地域」が 23.6 ポイントの差で全体より高い。 

◆10～30 代における「職場や学校が近くにある（通うのに便利な）地域」が全体の 25.2 ポイン

ト高い。 

◆50～70 代において、「物価や税金が安い地域」が 13.8 ポイント、「買い物など生活するための

環境が充実している地域」が 10.8 ポイントの差で全体より高い。 
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（２）行政への関心、参加について 
【問５】羽咋市の市政（行政運営）への関心 

（クロス集計による大きな差はみられない） 

 

 

【問６】市政に対しての参加方法（意見や要望を伝える） 

【年代別】 

◆60代・70 代における「町会（長）を通じて伝える」が全体より 21.4 ポイント高い。 

【地区別】 

◆「町会（長）を通じて伝える」は鹿島路地区で 24.9 ポイント、神子原地区で 24.4 ポイン

ト、上甘田地区で 14.8 ポイント、余喜地区で 12.6 ポイントの差で全体より高い。 

 

 

【問７】市民の意見や要望が市政に反映されているか 

（クロス集計による大きな差はみられない） 

 

 

（３）日常生活の満足度について 
【問８】日常生活環境についての満足 

【性別】 

◆「健康診査など健康づくり事業」における「やや不満」「不満」の合計は、男性が 6.8 ポイン

ト高い。 

◆「ごみの収集や処理、リサイクルなど」における「やや不満」「不満」の合計は、男性が 9.1

ポイント高い。 

◆「道路網の整備状況」における「やや不満」「不満」の合計は、男性が 7ポイント高い。 

◆「公園や広場の整備状況」における「やや不満」「不満」の合計は、女性が 8.2 ポイント高い。 

◆「上下水道の整備状況」における「やや不満」「不満」の合計は、男性が 5 ポイント高い。 

◆「防犯、交通安全対策」における「やや不満」「不満」の合計は、男性が 6.3 ポイント高い。 

◆「高度情報通信環境（インターネットなど）」における「やや不満」「不満」の合計は、男性が

9.1 ポイント高い。 

◆「町会など地域のふれあい、助け合い」における「やや不満」「不満」の合計は、男性が 6.4 ポ

イント高い。 

◆「行政の情報公開、情報提供施策」における「やや不満」「不満」の合計は、男性が 5 ポイン

ト高い。 
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【年代別】 

◆「高齢者や障がいのある方への福祉施策」における「やや不満」「不満」の合計は、50代が

全体より 14.2 ポイント高い。 

◆「医療施設、医療サービス」における「やや不満」「不満」の合計は、50 代が全体より 10.1

ポイント高い。 

◆「行政の情報公開、情報提供施策」における「やや不満」「不満」の合計は、50 代が全体よ

り 13ポイント高い。 

◆「義務教育における施設整備や取組み」における「やや不満」「不満」の合計は、50 代が全

体より 10.8 ポイント高い。 

【地区別】 

◆「出産や子育てへの支援施策」における「やや不満」「不満」の合計は、一ノ宮地区が全体よ

り 11.4 ポイント高い。 

◆「周辺の自然環境」における「やや不満」「不満」の合計は、越路野地区が全体より 14.4 ポイ

ント高い。 

◆「道路網の整備状況」における「やや不満」「不満」の合計は、神子原地区が全体より 23.1 ポ

イント高い。 

◆「鉄道やバスなどの公共交通」における「やや不満」「不満」の合計は、越路野地区が全体よ

り 16.8 ポイント高い。 

◆「公園や広場の整備状況」における「やや不満」「不満」の合計は、神子原地区が全体より 14.6

ポイント高い。 

◆「公営住宅の整備状況」における「やや不満」「不満」の合計は、上甘田地区が 21.7 ポイント、

越路野地区が 19.8 ポイント、一ノ宮地区が 10.4 ポイントの差で全体より高い。 

◆「上下水道の整備状況」における「やや不満」「不満」の合計は、鹿島路地区が 18.1 ポイント、

上甘田地区が 16.9 ポイント、余喜地区が 15.8 ポイントの差で全体より高い。 

◆「避難場所の確保など防災体制」における「やや不満」「不満」の合計は、余喜地区が 18.1 ポ

イント、越路野地区が 11.7 ポイントの差で全体より高い。 

◆「消防、救急体制」における「やや不満」「不満」の合計は、余喜地区が全体より 10.8 ポイン

ト高い。 

◆「防犯、交通安全対策」における「やや不満」「不満」の合計は、越路野地区が全体より 10ポ

イント高い。 

◆「高度情報通信環境（インターネットなど）」における「やや不満」「不満」の合計は、上甘田

地区が 21.1 ポイント、鹿島路地区が 14.3 ポイントの差で全体より高い。 

◆「義務教育における施設整備や取組み」における「やや不満」「不満」の合計は、越路野地区

が全体より 12.8 ポイント高い。 

◆「各種講座の開催など生涯学習の機会」における「やや不満」「不満」の合計は、越路野地区

が 12.8 ポイント、上甘田地区が 10.9 ポイントの差で全体より高い。 
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【問９】羽咋市の人口減少をどのように感じているか 

（クロス集計による大きな差はみられない） 

 

 

【問 10】人口減少が地域に及ぼす影響が大きいと思うもの 

【年代別】 

◆20代・30 代における「地域の賑わいや活力の喪失」が全体より 10.6 ポイント高い。 

◆70 代における「遊休地や空き家の増加による環境の悪化」が全体より 17.1 ポイント高い。 

 

 

【問 11】人口減少対策に有効な施策 

【性別】 

◆「地元企業の育成や企業誘致、１次産業の担い手育成などの雇用対策」は女性が 6.1 ポイン

ト高い。 

【年代別】 

◆年齢が若いほど「結婚・出産・子育て環境や教育環境の充実など次世代のための施策」が高

くなっている。 

◆年齢が高いほど「地元企業の育成や企業誘致、１次産業の担い手育成などの雇用対策」が高

くなっている。 

【地区別】 

◆余喜地区における「地元企業の育成や企業誘致、１次産業の担い手育成などの雇用対策」が

全体より 13.1 ポイント高い。 

 

 

【問 12】少子化対策に重要な施策 

【性別】 

◆「夜間診療や休日診療、分娩環境の確保など医療体制の整備」は女性が 8.7 ポイント高く、

「若い人が住みやすい住宅環境の充実・支援拡充」は男性が 5.7 ポイント高い。 

【地区別】 

◆越路野地区における「若い人が住みやすい住宅環境の充実・支援拡充」が全体より 22.2 ポイ

ント高い。 
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【問 13】高齢者への支援策として特に重要な施策 

【性別】 

◆「買い物など快適に暮らすための交通手段の確保、充実」は女性が 9.2 ポイント高く、「特別

養護老人ホームなど施設整備の推進」は男性が 5.9 ポイント高い。 

【地区別】 

◆神子原地区における「生涯学習やレクリェーションなど社会参加の促進、交流の場づくり」

が全体より 14.1 ポイント高い。 

◆越路野地区における「特別養護老人ホームなど施設整備の推進」が全体より 10.7 ポイント高

い。 

◆「買い物など快適に暮らすための交通手段の確保、充実」は、上甘田地区で 13 ポイント、鹿

島路地区で 10.9 ポイントの差で全体より高い。 

 

 

（４）雇用対策について 
【問 14】雇用の場、就労の機会を確保するために特に重要な施策 

【地区別】 

◆富永地区における「企業誘致の推進」が全体より 18.5 ポイント高い。 

 

 

（５）環境保全、防災対策について 
【問 15】環境にやさしいまちづくりに特に重要な施策 

【年代別】 

◆20代における「ごみの減量化やリサイクルの推進」が全体より 10.4 ポイント高い。 

 

 

【問 16】災害に強いまちづくりに特に重要な施策 

【性別】 

◆「道路や上下水道などライフラインの安全対策強化」は男性が 5.5 ポイント高い。 

【地区別】 

◆「道路や上下水道などライフラインの安全対策強化」は、神子原地区で 12.9 ポイント、粟ノ

保地区で 10.3 ポイントの差で全体より高い。 
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（６）交通対策について 
【問 17】ここ１年間で、公共交通機関をどの程度利用しているか 

【年代別】 

◆ＪＲ七尾線の利用頻度における「よく利用する」「時々利用する」の合計は、10 代・20代が

全体より 15.4 ポイント高い。 

【地区別】 

◆ＪＲ七尾線の利用頻度における「ほとんど利用していない」「利用していない」の合計は、上

甘田地区が全体より 11.3 ポイント高い。 

 

 

【問 18】公共交通の利便性を高めるために望むこと 

【性別】 

◆「路線バスや地域循環バスにおけるルート・本数・停留所の変更、増設」は女性が 7 ポイン

ト高い。 

【年代別】 

◆10代・20 代における「ＪＲ七尾線の複線化によるスピードアップや運行本数の増加」が全体

より 22.3 ポイント高い。 

◆10 代・20 代における「ＪＲ七尾線での「ＩＣＯＣＡ」などのＩＣカード乗車券の導入」が全

体より 27.7 ポイント高い。 

【地区別】 

◆「路線バスや地域循環バスにおけるルート・本数・停留所の変更、増設」は、上甘田地区で

17.6 ポイント、神子原地区で 14.1 ポイント、鹿島路地区で 10.9 ポイントの差で全体より高

い。 

◆上甘田地区における「鉄道とバスの乗り継ぎの改善」が全体より 31.2 ポイント高い。 

◆富永地区における「ＪＲ七尾線での「ＩＣＯＣＡ」などのＩＣカード乗車券の導入」が全体

より 19.3 ポイント高い。 

◆鹿島路地区における「地域住民運営バスなどの導入に対する支援」が全体より 16.5 ポイント

高い。 
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（７）生涯学習について 
【問 19】生涯学習活動やスポーツ・レクリエーション活動の重要な施策 

【年代別】 

◆70代における「町会や公民館活動の充実」が全体より 21.4 ポイント高い。 

【地区別】 

◆鹿島路地区において、「町会や公民館活動の充実」が 22.7 ポイント、「活動団体の育成や支

援」が 13.3 ポイントの差で全体より高い。 

 

 

（８）広域行政について 
【問 20】周辺自治体との合併や連携について 

【地区別】 

◆鹿島路地区における「周辺自治体との合併を進めるべきである」が全体より 16.9 ポイント高

い。 

 

 

（９）将来の重点施策について 
【問 21】持続的な発展を遂げるために力を入れる分野 

【性別】 

◆「商工業の振興」は 10.6 ポイント、「行財政改革の推進」は 8.1 ポイント、「道路網や公共交

通機能の充実など交通環境の整備」は 7.6 ポイント、「未来技術（ＡＩやＩｏＴ等）を活用し

た施策の展開」は 7ポイント、「農林水産業の振興」は 6.8 ポイントの差で男性が高い。 

◆「高齢者や障がいがある人に対する福祉の推進」は 14.3 ポイント、「医療体制の充実」は

12.2 ポイント、「少子化対策や子育て環境の充実」は 6ポイントの差で女性が高い。 

【年代別】 

◆10代・20 代における「道路網や公共交通機能の充実など交通環境の整備」が全体より 17.4

ポイント高い。 

◆70 代における「市民活動や地域活動、協働によるまちづくりの推進」が全体より 18.1 ポイ

ント高い。 

【地区別】 

◆「道路網や公共交通機能の充実など交通環境の整備」は、富永地区で 11.5 ポイント、上甘田

地区で 10.2 ポイントの差で全体より高い。 

◆富永地区における「少子化対策や子育て環境の充実」が全体より 14.3 ポイント高い。 

◆越路野地区における「市民活動や地域活動、協働によるまちづくりの推進」が全体より 11ポ

イント高い。 

◆一ノ宮地区における「行財政改革の推進」が全体より 11ポイント高い。 
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４．自由回答 
（１）自由回答の分類 
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（２）自由回答結果 
【行政】 

年齢 性別 地区 自由意見 

10 代 女性 千里浜地区 

・羽咋駅の前にあるＵＦＯがださい。・パセオ通りのカラス被

害を解決してほしい。・羽咋市が行う取り組みは古く感じ

る。・若い人の意見を中心に市政を行うのも良いのではないだ

ろうか。 

10 代 男性 粟ノ保地区 
様々なグローバル技術が増進していく中で、一人一人の住民の

声を聞き、羽咋市全体としての発展と共に事業への取り組みに

期待したい。 

20 代 女性 千里浜地区 
行政と住民が一体となったまちづくり、施策を推進してほし

い。 

20 代 男性 一ノ宮地区 
今のままでは希望も夢もない。一時的な対策に過ぎない。市民

の為の行政を行ってほしい。 

20 代 男性 羽咋地区 駅前の再開発を楽しみにしています。 

20 代 男性 越路野地区 
意見を伝えられる機会が少ない。あるかもしれないが活用しに

くい。 

20 代 男性 越路野地区 

千路町在住です。町に光通信が来ていない為、仕方なく、ケー

ブルネット通信を利用していますが、回線切れや通信が遅いと

いったことが度々あります。こういったネット環境の弱い地域

が多く羽咋にありますが、対処をお願いしたいです。引っ越し

を考えられるくらいネット回線が悪いです。 

20 代 男性 邑知地区 

安倍（首相）が種子法を廃止し、モンサント社が作る遺伝子組

み換え種子しか、この日本で栽培できなくなる状況の中で、市

ではどういう対応を考えているのか？また麻生が水道の民営化

を進めているが、水利権を民間に売らないでほしい。とんでも

ないことが起こる。父談。 

30 代 女性 一ノ宮地区 子供にも働く人にも高齢者にもやさしい計画にして下さい。 

30 代 女性 羽咋地区 
羽咋市単独で市政運営を行っていくには限界がある。能登一丸

となって金沢市にも負けないような広域的な町作りを進めてい

く必要を強く感じている（将来的な合併も含め）。 

30 代 女性 羽咋地区 

子育てサロンや支援センターなどの活動を、市報などでどんな

ことをしているかわかればいいなあと思います。（写真など）

赤ちゃんがいるママは私も含め情報が少ないと思います。ゴミ

袋に 30ℓがあれば嬉しい。20ℓだと小さい。40ℓだと大きすぎる

ので。 

30 代 女性 羽咋地区 

前項にも記入しましたが、①避難所のうち数か所で構いません

ので、「小さな子のいる家庭限定」や「女性限定」などのとこ

ろがあると避難しやすいと思います。又、その場所を確保でき

るようであれば、そのことの周知をお願いします。②雨天時も

利用可能な施設（加賀市の新しくできた市の子供が遊べる施設

のようなもの）があると非常に助かります。 

30 代 男性 一ノ宮地区 
公務員の給与を 1.5 倍程度とできるぐらいの人員整理（削減）

を考えてみたらどうでしょう。 

30 代 男性 羽咋地区 

・役に立ってないので議員数を減らす。・市役所の草むしりく

らいは自分ですればよい。自分たちの会社ですよ。あまりにも

汚くて近所の人が抜いていましたよ。・マイナンバーなどが生

かされていない。各種手続きが 2重、3重の手間。・市へ経営

コンサルタント、無駄を省くためトヨタカイゼンチームに入っ

てもらうとよいと思います。 

30 代 男性 羽咋地区 今後も時代に沿った生活環境の整備に力を入れてほしいです。 
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年齢 性別 地区 自由意見 

40 代 女性 羽咋地区 
偏った意見にならないよういろんな方面での日常生活から市民

の思いをヒアリングしても良いのでは。特に困っている事等。 

40 代 女性 羽咋地区 

高齢者や子供を重視する政策、取り組みだけでなく市民税を納

めている働く世代（公務員以外）にとって「ありがたい」「羽

咋市民で良かった」と思えるサービスを考えてほしい。もっと

優遇するべきでは？子どもがいない、住宅を購入していないこ

とで、税金控除の対象になっておらず、高額な市民税を納めて

いる市民は多数いると思います。ふるさと納税を考える人が多

数いますよ。 

40 代 女性 鹿島路地区 

福祉の充実を願っています。個人情報がどうこうありますが、

子供は障害があり、横のつながりをとりもつ関係の場が他の市

町ではあり、その点羽咋市はないと思います。市長かなあと思

うのですが、クラウンのハイブリッド乗っていませんか？リー

スかもしれませんが、この羽咋では乗らなくてもいいのではな

いですか？市役所前で停まっていたので違ったらすみません。

あと市役所の良い点は最近羽咋の看板が出来てその文がとても

暖かく感じるなあと思います。今は運転が出来ますが、バスの

時間はもう少し改善できるのでは？乗合タクシー的にするとか

もう少し高齢者に優しいバスにすれば？バスに乗ったことない

ですが、あのステップは高くないですか？保育所に数年前に通

わせましたが、そのとき先生が若手は臨時で中堅の方ばかり、

これでは若手は市外に流れ出ると思います。 

40 代 女性 上甘田地区 

アンケートなどを行った後はその意見がどのように反映されて

いくのかを知れるとうれしいです。ランダムアンケートがある

ならランダム招集意見交換会の様なものがあると、市民の生の

声が聞けて面白そうと思いました。よりよい羽咋市の為頑張っ

てください！  

40 代 男性 羽咋地区 市民の為に市政が運営されているとは考えられない！！ 

40 代 男性 羽咋地区 
市内に住む個人や市内で活動するコミュニティの様々な意見を

市政側からもっと積極的に聞いて取り入れる仕組みを確立して

いった方が今後の市のためには良いと思います。 

40 代 男性 神子原地区 
市民に優しい市民主体の行政サービスの充実。具体的には市民

からの（個人）、町からの（団体）の要望に対して確実に何等

かの答えを形として提供する。 

40 代 男性 邑知地区 

市議会議員全員がまとまって他の市、町をもっと観察してもっ

と良いまちづくりをして頂きたい。道の駅、コスモアイル、神

子の里、妙成寺、気多大社などを観光地として羽咋に魅力ある

広告をもっとしてください。 

40 代 男性 余喜地区 

市の職員が公民館や地域町会行事に参加していない。住民の現

状をつかみニーズを知るには積極的に参加すべき。市の職員に

公務員としての能力はあっても地域の住民としての意識が無

い。金沢市は市長から職員に「地域コミュニティに参加せ

よ！！」とトップダウンで伝えている。 

50 代 女性 羽咋地区 駅前の開発に期待しています。 

50 代 女性 千里浜地区 
羽咋に何かいい所ありますか？子供も他（羽咋はいやだと）に

家を購入しました。市長議員は何している？自分の利益しか頭

にないのでしょうね。良くなるわけがない。 
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年齢 性別 地区 自由意見 

50 代 男性 羽咋地区 

市長、市会議員の若返りと定数削減！（考えろ。やり方が古

い！）。市役所等の公務員の削減！（民間でのサービス提供す

ることで雇用を促す）。高齢者ドライバーの定年制（市行政で

やって欲しい）。高齢者施設の公営化（働く職員の公務員

化）。 

50 代 男性 羽咋地区 公共の場での Wi-Fi の充実を進めて欲しい。 

50 代 男性 羽咋地区 
アパートには広報等の配布もなく、情報が全く入ってこない。

税金だけ取られて何に使われているのかも分からない。祭りの

日さえ分からない。 

60 代 女性 羽咋地区 
議員の数を減らす。道の駅ばかり力を入れないで他の個人、企

業に力を入れる。 

60 代 女性 越路野地区 

保育、教育の充実や支援、高齢者が元気で外出しようと思える

環境づくり、支援対策などが町を活性化し、ひいては人口増加

に繋がっていくと思います。永く継続できる施策が必要と思い

ます。 

60 代 女性 上甘田地区 

地域住人として縁ある人と人との関わりを大切にして、出来る

限り自分でできることに取り組み、豊かな町作りを願っていき

たい。そのような重点施策が出来る行政の方々の力が必要で

す。 

60 代 女性 余喜地区 
「自分たちの町は、自分たちでデザインする」を絶対基本にし

てほしい。 

60 代 男性 一ノ宮地区 
幸せについて個々違うので難しいと思うのですがよく考えてス

ピードを上げ実行して下さい。 

60 代 男性 一ノ宮地区 

①大きな失政も無いという意味では現市長は一応の及第点が付

くと思う。 

②ただ、職員が上司の目を気にする余り、ややもすれば責任逃

れ的な傾向が有るのではないか。福祉の相談に行っても窓口の

女の人が総括的な話をするだけで、それでは相談者がどうすれ

ば良いのかという最も聞きたい点になると身を退いた受け答え

しかしない（福祉以外の他の部署でも感じたこと）。 

③それは相談者個人の判断とリスクでやって下さい。というス

タンスである。大分、無駄足を踏んだ挙句、結局はすこやかセ

ンターに相談すれば良いと分かった。 

④羽咋市が何をしたいのか、その顔が見えない。通過型の立地

条件という事もあるが、もう少し特色を発揮しても良いのでは

ないか。 

⑤窓口職員全体に対して上司、ひいては市長の方を向いて仕事

をするのではなく、もう少し住民の立場に立った姿勢をとるよ

う市長から大号令を発してもらいたい。余りに事なかれ過ぎ

る！ 

60 代 男性 羽咋地区 
市議会が２つに割れている事で、市の障害になっていると思わ

れる。議員は我を捨てて、もっと市及び市民の事を思って行動

すべきと思います。 

60 代 男性 羽咋地区 

◎活気を取り戻す繊維産業（特に炭素繊維） ◎東南アジアか

らの実習労働者への支援（居住、文化、賃金等） ◎富山県へ

のアクセス道路の充実と行政の交流（氷見、高岡市など） ◎

ＪＲ線の輪島までの延伸ならびにＪＲ七尾線への支援 
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60 代 男性 越路野地区 

働き盛りの若者は男女共、羽咋を離れ高齢者が残るという若者

が住んでいない地区が多くなった。若者が羽咋に住居を構えら

れる施策を講じることが急務かと思っています。特に羽咋は金

沢市や高岡市まで通勤圏内といえる地域であり、特に氷見との

道路網の整備や七尾線の充実などの整備を進め、若者が定住す

る施策が急務かと思います。元気な高齢者とすばらしい環境を

生かし益々の発展を希望しています。 

60 代 男性 千里浜地区 

町作り会議を市内 10 か所で設置し（公民館単位）、職員一人

一人が地域担当職員となり地域住民の実態を把握する。それら

を通して行政に反映させる地域担当職員制度を提案します。こ

のアンケートより、生の地域課題が見えてくると思います。 

60 代 男性 富永地区 

市民への説明などは、きめ細やかに対応してほしい。知られな

いようにしていることがあまりにも多い。（特に税関係の事

柄）市民が親しみを持てて信頼できるような市政を目指すべき

である。 

60 代 男性 邑知地区 

議員などの特別枠はもっともっと汗をかき、知恵を出せ！！出

ないなら即この場より去っていけ！！１８歳から選挙枠がある

のに、この年代からすれば「おじいちゃん」だらけの議員ばか

り。世代交代出来る環境を作って行け！！ 

60 代 男性 邑知地区 
窓口の応対の悪さにキレそうになったことが何度かある。どう

いうことか。女も態度、答え方がなっていない者がいる。どう

いうことか。 

70 代 女性 粟ノ保地区 

旧態のままでアンケートを集めてもね？新しい考えを導入、勉

強出来る人を！人の話を聞き入れる力のある人を！！ただ単に

以前の職歴、見栄え、プライドだけで市政運営の一員になって

いる人？がどうかもっとしっかり考えて欲しいです。何故、宝

達志水町を含む大きい、深い、合併が出来なかったのですか？

ただ小さくなって行くだけ、小さな得の為、大きな損をしてい

るよう、子供に申し訳ないです。残念です。とても悔しいで

す。 

70 代 女性 富永地区 

市の配布物の当番をしています。毎月沢山の資料があります

が、いったいどれだけの人が読んでいるのでしょうか？重複も

多いし部数が多すぎると思います。体育館（県）を週一で利用

しています。挨拶ぐらいまともに返して欲しいと思っていま

す。（応対が悪い） 

70 代 男性 粟ノ保地区 
これから高齢者がますます多くなることで、高齢化になって行

くので買物や病院へ行くのも非常に時間がかかるので、公共サ

ービスが必要であり、買物券か公共サービスが必要と思う。 

70 代 男性 羽咋地区 

全体的に市長、市会議員のメンバーは高齢者が多く、今までの

しがらみで派閥が続いている。これでは発展が無く市民も嫌気

がさします。県政とのパイプも強くしながら市役所職員も若い

人が色々意見を出し実行できる体制を築き、活力ある市政を望

みます。 

70 代 男性 羽咋地区 
町を変えるパワーは若者、馬鹿者、よそ者と言われる。それに

女性は特に議員に女性が進出する必要があると思う。今、羽咋

市にない様に思います。 
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【施設の不足・利活用】 

年齢 性別 地区 自由意見 

10 代 男性 千里浜地区 

個人的な意見ではありますが、ここ数年で新しく道の駅が出来

た一方、ミスタードーナツやサーティーワン（31）アイスクリ

ームといった人気店が閉店、規模減少するなど地域の衰退が少

し目に見えるようで、心配しています。例えば人がよく通る所

に移転をする、中心部から離れている方の為に交通の面でのバ

ックアップをしっかり行う（バスの増便、タクシーの充実等）

必要があるのではないでしょうか。さらにコスモアイルの横の

芝生に大きな遊具を作ってみてはどうでしょうか。コスモアイ

ルの観光客が、いまひとつ良いように思わないので家族で一日

中楽しめる位の施設にして観光の面からも地域を活性化できる

ようにできれば良いなと思います。（長文で申し訳ありませ

ん） 

20 代 女性 羽咋地区 子供と遊ぶ公園にもっと楽しく遊べる遊具を設置してほしい。 

20 代 女性 千里浜地区 

少し古くなってしまった施設をリニューアルするとか、子育て

支援など若い人は新しくできたものに注目すると思うので、そ

れを全面的に宣伝したらよいと思う。インターネットでの発信

はオススメ。 

20 代 女性 富永地区 

羽咋市に娯楽施設が全くといって無いのは次世代の人々が他の

地域へと流出していく元凶だと思う。金沢みたいに色々と欲し

い（本多の森みたいなイベントホールも）。 

20 代 男性 羽咋地区 
市民が積極的に運動出来る施設の整備をお願い致します。（筋

力トレーニングなど） 

30 代 女性 粟ノ保地区 

・マックスバリューのＡＴＭに北國銀行のＡＴＭもあると便

利！・大雨になるとマックスバリューの駐車場が浸水してしま

うのを直してほしい。・産婦人科が少ないので不安。・羽咋郵

便局の駐車場が不便です。・石野町の丸亀製麺の信号が反応が

悪いのでたまに渋滞します。改善して下さい。☆駅前に活気が

無く、とても残念です。マルシェ跡地をどうにかして下さい。

駐車場など・・・。☆防災放送が聞き取れない時があります。

反響する為何を言っているかわかりません。家の中に有線放

送、無線放送を置いてほしい！災害時不安です。 

30 代 女性 一ノ宮地区 
公共施設でバリアフリーが進んでいないと感じることが多い。

福祉サービス（子供）が少なく、選べない。選ぶほどない。 

30 代 女性 羽咋地区 
もう少し子供の病院や子供の物が売っているお店など増やして

欲しい。 

30 代 女性 羽咋地区 

前項にも記入しましたが、①避難所のうち数か所で構いません

ので、「小さな子のいる家庭限定」や「女性限定」などのとこ

ろがあると避難しやすいと思います。又、その場所を確保でき

るようであれば、そのことの周知をお願いします。②雨天時も

利用可能な施設（加賀市の新しくできた市の子供が遊べる施設

のようなもの）があると非常に助かります。（再掲） 

30 代 女性 上甘田地区 

映画館や大型ショッピングセンターを作ってほしい。これから

年配の人も増えてくるので出前や配達してくれるようなお店が

あれば良い。若者はピザなどを配達してくれるお店があれば良

い 

30 代 女性 富永地区 

羽咋市が自然栽培に力を入れている事はすばらしいことだと思

います。食だけでなく生活用品も自然なものが買える所がある

とうれしいです。“のっぽくん”のようなお店が道の駅の横に

あったらいいなと思っています。 
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30 代 女性 邑知地区 

これまで金沢市に住んでいました。その時は子供も小さくよく

病院へ行くことがありましたが、近くに病院医療などあり、ま

た、診療時間も長くて安心でした。休日当番医も診療時間が午

後もありました。羽咋市では診療時間も短く、専門的なクリニ

ックも少ないと思います。医療福祉の充実があれば・・・と思

います。ファッションに関して衣類を購入する店が少なく寂し

さを感じます。 

40 代 女性 羽咋地区 子供が遊べる公園を作ってほしいです。 

40 代 女性 鹿島路地区 

福祉の充実を願っています。個人情報がどうこうありますが、

子供は障害があり、横のつながりをとりもつ関係の場が他の市

町ではあり、その点羽咋市はないと思います。市長かなあと思

うのですが、クラウンのハイブリッド乗っていませんか？リー

スかもしれませんが、この羽咋では乗らなくてもいいのではな

いですか？市役所前で停まっていたので違ったらすみません。

あと市役所の良い点は最近羽咋の看板が出来てその文がとても

暖かく感じるなあと思います。今は運転が出来ますが、バスの

時間はもう少し改善できるのでは？乗合タクシー的にするとか

もう少し高齢者に優しいバスにすれば？バスに乗ったことない

ですが、あのステップは高くないですか？保育所に数年前に通

わせましたが、そのとき先生が若手は臨時で中堅の方ばかり、

これでは若手は市外に流れ出ると思います。（再掲） 

40 代 女性 上甘田地区 

運転免許証を返納しても、通院、買い物等がスムーズにできる

よう環境を早急に整えてほしい。タクシーでは高い。宝達志水

町のデマンドシステムが良い。大きなスポーツセンター（体育

館）を併設し、大会などを誘致すれば周辺の宿泊施設も観光

地、飲食店もうるおう。羽咋体育館は小さすぎる。 

40 代 女性 上甘田地区 

学生が通学しやすい環境（バス本数増加）。駅近く旧トーカマ

ートだった建物の場所の有効利用。西北台小学校前のバス停が

学校から遠い。冬場の期間バスを学生が利用するが学校近くの

「るんるんバス」のバス停なら近くて良いので工夫してほし

い。もしくは学校からバスが出てほしい。（中学校みたいに） 

40 代 女性 千里浜地区 

世代を超えたコミュニティが必要かなと。高齢者をサポートす

るのを地域でするとか、子供たちが放課後、高齢者と繋がりを

持つとか？公園を作るのは良いですが、日陰もなく、もう少し

利用できる公園を作ってほしい。予算が無いのは分かります

が。 

40 代 男性 粟ノ保地区 

かほく市アクロスのような大型のスポーツジム（コナミ系列）

があると、高齢者から若い世代まで共に同じ空間で顔をあわせ

られコミュニケーションも生まれ、快活な市民生活が送れて良

いかと思う。 

40 代 男性 羽咋地区 

イオンなどのショッピングセンターがないので買い物は市外が

多く、羽咋市内で洋服や靴を買う店が無いので市内でお金を使

う事が少ない。娯楽施設や飲食店なども少ないと思います。 

40 代 男性 羽咋地区 マルシェの跡地の利用、羽咋病院の利便性の向上 
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40 代 男性 神子原地区 

体育館や武道館、野球場がかなり古くなっているように思えま

す。駐車場なども見直して大きな大会が出来る様に、そして人

が集まれる環境の整備が必要だと思います。東京オリンピック

の前の合宿に志賀町はレスリングの方々が来ていましたね。大

学、高校などスポーツの合宿などは青少年交流の家によくやっ

ていると聞いたことがありますが、市として若い人達が利用し

やすい施設にしてほしいです。それから、市内で温泉＋飲食は

志賀町のシオンは年齢や男女関係ない沢山の人が利用していま

すが、ユーフォリアは高齢者と言うイメージがあります。家族

みんなで安く楽しめる施設があったらいいですね。 

50 代 女性 粟ノ保地区 
高齢者が住みやすいまちづくり。高齢者の体力維持できる場

所、活動。 

50 代 女性 羽咋地区 

駅前近くに商業施設があればいい。高齢者が多いので介護の充

実。介護離職者に何か保障（証）が欲しい。羽咋市は特徴ない

所が逆に良い所でもあると思います。 

50 代 女性 羽咋地区 
ずっと羽咋駅前の元マルシェ店を新しい店に変えるのか期待し

ています。 

50 代 男性 一ノ宮地区 

人口減少対策には、まず子育ての為の助成、そして企業誘致が

必要です。また高齢者でも安心して生活出来る為の医療施設、

老人ホームの整備が重要だと考えています。その為に自治体と

の合併が必要であれば進めるべきだと考えます。 

50 代 男性 千里浜地区 

私が気になるのは、人口流出、駅前の寂しさ、高齢者のスーパ

ー難民問題、一般ゴミの不法投棄（野焼き）、一人暮らしで認

知症の高齢者。 

・企業誘致されても、地元採用が少ない。・金沢への通勤で、

羽咋居住の者も多いが、里山海道を通勤路とした住まい、住宅

環境の充実を。・道路が整備され、大型店舗等商業施設が沿道

に進出してくる。そうすれば今まで地域に根ざし、商売をして

いた小売店が廃業となる。高齢者は買い物にバスを利用し、帰

りは重い荷物をかかえ帰宅する。ヨシケイなどの利用や、富来

町等はスーパーが毎週何回か、移動販売で場所、時間を決めて

行商を行っているが、羽咋市はできませんか？ 

一人暮らしの高齢者が認知症になり、放浪や、認知で盗難被害

を申し出る事案が多発。息子は金沢に居住しているが、施設に

入れるにも空きがなく、費用もかかる。同居も無理。という話

をよく聞き、非常に深刻な問題。 

トーカマート（マルシェ）のあったころをどうしても思い出

し、今と比較してしまう。羽咋駅を中心に非常に活気があった

と思う。電車、バスの時刻を気にしながら、たこ焼きやラーメ

ンを食べた思い出がある。どうにかしてあの時代を取り戻せな

いか？ 

いろいろな業種、年齢層からもっと意見や提案を聞くべきだと

思います。このアンケートは非常にいいと思いますが、それぞ

れが総合的に推進されなければならない項目ばかり。その先に

進むための意見交換の場があればいいと思う。例えば、高齢者

は何が悩みか、困っていることはないか、楽しいことはなに

か。若い夫婦はどうか。県外から来た人はどうか。 
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60 代 女性 羽咋地区 

近くの児童公園ですが、以前はブランコやジャングルジム、す

べり台などが有ったのに無くなり、最近まで段違いの鉄棒が有

ったのが急に撤去され遊具が全く無くなりました。小さい子が

「何にも無い」と言っていました。今後設置してもらえないで

しょうか。 

60 代 女性 千里浜地区 

・羽咋駅周辺に昔みたいな活力が欲しい。 ・空地や空き家対

策、空き家でも壊れかかっている家など、（台風が来ると）危

ないので、注意して欲しい。 

60 代 女性 富永地区 
夏の公園は暑く利用できないし、孫（外孫）が遊びに来ても困

ります。屋内に遊ぶところがあれば良いと思います。 

60 代 女性 邑知地区 

市外へ行かなくても一日楽しめる施設（高齢者用、子供用）が

もっとあった方が良い。私たち夫婦は週に１度市外へ出かけて

オフロ公園でのウォーキング、外食、買い物等を楽しんでいま

す。羽咋市にも施設や公園を充実させ、生き生きとした老後を

楽しみたい。 

60 代 女性 余喜地区 
地元にくつろげるような古民家カフェが近くにあればいいねと

友人と話が出る。 

60 代 男性 粟ノ保地区 子供も大人も楽しめる場所がほしい。 

60 代 男性 千里浜地区 

羽咋市だから出来る事がまだまだあります。 ◎千里浜の活

用・魚釣り場の設置・モンベルとの共用での活動 ◎野菜や米

の使用によるイベント、試食など市民に食してもらえる様にす

る ◎ＵＦＯの活用・ＵＦＯラーメン、ギョーザなど B 級グル

メの発案  

60 代 男性 千里浜地区 

駅前マルシェ跡地には学生が勉強できる図書館のような設備を

作ってもらいたい。親が迎えに来ても安全なロータリーのよう

な駐車場も併設して。 

70 代 女性 邑知地区 
人口減少の時代に新たな宅地造成をすることには疑問がある。

それより空き家を積極的に活用することを考えて欲しい。 

不明 女性 不明 
特別養護老人ホームを増やして欲しいです。福祉サービスの充

実と定額利用。 
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【安全・安心】 

年齢 性別 地区 自由意見 

10 代 男性 千里浜地区 

個人的な意見ではありますが、ここ数年で新しく道の駅が出来

た一方、ミスタードーナツやサーティーワン（31）アイスクリ

ームといった人気店が閉店、規模減少するなど地域の衰退が少

し目に見えるようで、心配しています。例えば人がよく通る所

に移転をする、中心部から離れている方の為に交通の面でのバ

ックアップをしっかり行う（バスの増便、タクシーの充実等）

必要があるのではないでしょうか。さらにコスモアイルの横の

芝生に大きな遊具を作ってみてはどうでしょうか。コスモアイ

ルの観光客が、いまひとつ良いように思わないので家族で一日

中楽しめる位の施設にして観光の面からも地域を活性化できる

ようにできれば良いなと思います。（長文で申し訳ありませ

ん） 

20 代 女性 羽咋地区 
子供と遊ぶ公園にもっと楽しく遊べる遊具を設置してほしい。

（再掲） 

20 代 女性 富永地区 

羽咋市に娯楽施設が全くといって無いのは次世代の人々が他の

地域へと流出していく元凶だと思う。金沢みたいに色々と欲し

い（本多の森みたいなイベントホールも）。 

20 代 女性 富永地区 

千里浜インターから杉野屋のコンビニがあったところまでの道

路は歩道が広くて、ランニングやウォーキングしやすい道だな

と思っていますが、街灯が少なくて暗いので少しもったいない

気がしました。明るくなれば安心して楽しくランニングが出来

ると思います。（再掲） 

20 代 男性 羽咋地区 
市民が積極的に運動出来る施設の整備をお願い致します。（筋

力トレーニングなど）（再掲） 

30 代 女性 粟ノ保地区 

・マックスバリューのＡＴＭに北國銀行のＡＴＭもあると便

利！・大雨になるとマックスバリューの駐車場が浸水してしま

うのを直してほしい。・産婦人科が少ないので不安。・羽咋郵

便局の駐車場が不便です。・石野町の丸亀製麺の信号が反応が

悪いのでたまに渋滞します。改善して下さい。☆駅前に活気が

無く、とても残念です。マルシェ跡地をどうにかして下さい。

駐車場など・・・。☆防災放送が聞き取れない時があります。

反響する為何を言っているかわかりません。家の中に有線放

送、無線放送を置いてほしい！災害時不安です。（再掲） 

30 代 女性 一ノ宮地区 

公共施設でバリアフリーが進んでいないと感じることが多い。

福祉サービス（子供）が少なく、選べない。選ぶほどない。

（再掲） 

30 代 女性 羽咋地区 
もう少し子供の病院や子供の物が売っているお店など増やして

欲しい。（再掲） 

30 代 女性 羽咋地区 

前項にも記入しましたが、①避難所のうち数か所で構いません

ので、「小さな子のいる家庭限定」や「女性限定」などのとこ

ろがあると避難しやすいと思います。又、その場所を確保でき

るようであれば、そのことの周知をお願いします。②雨天時も

利用可能な施設（加賀市の新しくできた市の子供が遊べる施設

のようなもの）があると非常に助かります。（再掲） 

30 代 女性 上甘田地区 

映画館や大型ショッピングセンターを作ってほしい。これから

年配の人も増えてくるので出前や配達してくれるようなお店が

あれば良い。若者はピザなどを配達してくれるお店があれば良

い。（再掲） 
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年齢 性別 地区 自由意見 

30 代 男性 邑知地区 

気密性の高い最近の住宅では外の防災スピーカーが聞こえな

い。近隣町村のように個々の家に防災スピーカー（家庭用）を

支給して欲しい。避難勧告が出ても（放送されても）分からな

い。 

40 代 女性 富永地区 
場所によって防災無線（案内）が反響しあい、聞こえにくい所

があるので改善してほしい。 

40 代 女性 邑知地区 

大雨の時、家の前の用水路から水があふれ出ます。年に数回あ

ふれることもあり心配です。洪水の被害も昔より増えています

ので、調査対応して頂ければと思います。 

40 代 男性 上甘田地区 

国道 249 の滝から柴垣にかけての融雪の工事をしてほしい。 

滝のパーキングの電灯が夜ついていないので、防犯のためつけ

てほしい。暗すぎ。 

50 代 女性 富永地区 

防災無線が全く聞こえません。未だに各家にスピーカーを置か

ないのか？と思います。他の市より何十年も遅れている（全て

において）。あまりに住みにくいので不安を感じます。 

50 代 女性 邑知地区 
働く意欲のある高齢者が若い世代を助けていく仕組みを考えて

下さい。防災無線、全く聞き取れません、風に流されて。 

50 代 女性 余喜地区 

長曽川流域の水害対策を緊急に進めて欲しい。昨年の豪雨では

鹿島側からの流入が激しく大変でした。中能登町と連携して対

策をお願いします。避難場所となる高台もありません。 

60 代 女性 一ノ宮地区 

各地に設置されているスピーカーですが、もう少し聞きやすく

する方法はないでしょうか？（声が響いて聞きづらいです）大

事なことだと思います。 

60 代 女性 羽咋地区 防災アナウンスが聞き取れません。何か対策をお願いします。 

60 代 女性 富永地区 避難施設など地区によっての見直しをお願いします。 

60 代 女性 余喜地区 

アンケートを通して、市政には関心を持っているが知らないこ

とが沢山ある事に気づかされました。だから『満足度』のとこ

ろが記入しにくくて申し訳なかったです。今後そうならないよ

うに気をつけたい。よく聞く言葉に『羽咋はいいとこやけど、

働く所がないから子供は帰って来ない』というものがありま

す。働くところが必要ですね。洪水の場合の余喜地区避難場所

である小学校や公民館は地域より低い場所にあり適切ではない

と心配している。 

70 代 女性 粟ノ保地区 

地球温暖化で大雨が予想されます。長者川の側に住んでいます

ので、いつも洪水になったことを考えます。橋桁にいつもごみ

が溜まり、もうすぐ叛乱しそうです。長者川の底も土砂で浅い

ので長者川の整備をお願いします。 

70 代 女性 千里浜地区 火事の時、前のようにサイレンを鳴らして知らせてほしい。 
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【地域の活性化】 

年齢 性別 地区 自由意見 

10 代 男性 粟ノ保地区 

様々なグローバル技術が増進していく中で、一人一人の住民の

声を聞き、羽咋市全体としての発展と共に事業への取り組みに

期待したい。（再掲） 

20 代 男性 富永地区 

中能登町やかほく市のように子育てがしやすい環境作りが今後

の地域を活性化させていくと思う。昨年、羽咋市は出生率が最

低であった。このままでは羽咋市は終わる。若い世代が住みた

くなる町を作らなくてはいけない。 

30 代 女性 千里浜地区 
少子化、高齢者対策に力を入れて、人口増加や地域活性化に繋

げてほしいです。 

40 代 男性 神子原地区 

体育館や武道館、野球場がかなり古くなっているように思えま

す。駐車場なども見直して大きな大会が出来る様に、そして人

が集まれる環境の整備が必要だと思います。東京オリンピック

の前の合宿に志賀町はレスリングの方々が来ていましたね。大

学、高校などスポーツの合宿などは青少年交流の家によくやっ

ていると聞いたことがありますが、市として若い人達が利用し

やすい施設にしてほしいです。それから、市内で温泉+飲食は

志賀町のシオンは年齢や男女関係ない沢山の人が利用していま

すが、ユーフォリアは高齢者と言うイメージがあります。家族

みんなで安く楽しめる施設があったらいいですね。（再掲） 

40 代 男性 余喜地区 

問 18 でも書きましたが、ＬＲＴ（車より自動運転も実用化し

やすい）交通弱者を守りつつもコンパクトシティー化を目指せ

ば地域経済も活性化すると思います。食品ロス問題について余

剰食品をシェアする連帯冷蔵庫の設置。スペインでは地域ごと

にあるそうです。日本では課題が残されてはいるものの自己責

任で全国に先駆けてやってみてはどうか？ 

40 代 男性 余喜地区 

・人口を増やすためには、高収入の仕事が必要。富裕層向けの

有料老人ホームを作れば良いのではないか。月収 25 万円以上

を目指し、候補地は千里浜インター付近、滝港付近、神子原地

区等。・道の駅から千里浜に歩いて行く時、千里浜 IC に横断

歩道がなくて危険である。歩行者用信号機か地下道の設置を望

みます。・自然栽培の作物に残留農薬が無いか定期的に検査す

べき。 

40 代 男性 邑知地区 

市議会議員全員がまとまって他の市、町をもっと観察してもっ

と良いまちづくりをして頂きたい。道の駅、コスモアイル、神

子の里、妙成寺、気多大社などを観光地として羽咋に魅力ある

広告をもっとしてください。（再掲） 

40 代 女性 羽咋地区 
羽咋の景色、建物、人…など…まずは綺麗に美しくして行けた

ら活気が自然に出てくると思う。 

40 代 女性 羽咋地区 

観光客に来てもらえて町が活発になればいいなと思います。そ

のための対策と言うか案はあるのでしょうか？何か目玉になる

ような「推し」のポイントをうちたてたらどうでしょう。もっ

ともっと全国に羽咋市の良い所をＰＲしたらいいなと思いま

す。せっかくの良い所がもったいないです。 

50 代 男性 一ノ宮地区 

農業と漁業は一周まわってまた脚光を浴びると思います。神子

原の例もあり地道に育てられると思います。ジビエ（いのし

し）などの事業もいい方向性です。あと能登につながる「おお

きな橋」と思えば羽咋にはいろいろ手はあると思います。 
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年齢 性別 地区 自由意見 

50 代 男性 千里浜地区 

私が気になるのは、人口流出、駅前の寂しさ、高齢者のスーパ

ー難民問題、一般ゴミの不法投棄（野焼き）、一人暮らしで認

知症の高齢者。 

・企業誘致されても、地元採用が少ない。・金沢への通勤で、

羽咋居住の者も多いが、里山海道を通勤路とした住まい、住宅

環境の充実を。・道路が整備され、大型店舗等商業施設が沿道

に進出してくる。そうすれば今まで地域に根ざし、商売をして

いた小売店が廃業となる。高齢者は買い物にバスを利用し、帰

りは重い荷物をかかえ帰宅する。ヨシケイなどの利用や、富来

町等はスーパーが毎週何回か、移動販売で場所、時間を決めて

行商を行っているが、羽咋市はできませんか？ 

一人暮らしの高齢者が認知症になり、放浪や、認知で盗難被害

を申し出る事案が多発。息子は金沢に居住しているが、施設に

入れるにも空きがなく、費用もかかる。同居も無理。という話

をよく聞き、非常に深刻な問題。 

トーカマート（マルシェ）のあったころをどうしても思い出

し、今と比較してしまう。羽咋駅を中心に非常に活気があった

と思う。電車、バスの時刻を気にしながら、たこ焼きやラーメ

ンを食べた思い出がある。どうにかしてあの時代を取り戻せな

いか？ 

いろいろな業種、年齢層からもっと意見や提案を聞くべきだと

思います。このアンケートは非常にいいと思いますが、それぞ

れが総合的に推進されなければならない項目ばかり。その先に

進むための意見交換の場があればいいと思う。例えば、高齢者

は何が悩みか、困っていることはないか、楽しいことはなに

か。若い夫婦はどうか。県外から来た人はどうか。（再掲） 

50 代 女性 羽咋地区 

遅くなりすみません。ドーナツ屋やサーティーワンがなくな

り、羽咋はどんどんすたれていく印象です。何かほかの町にな

い例えば、千里浜なんかをもっと前面に出して、それだけでは

ダメだと思いますが、活発な羽咋になればと思います。この前

8/24 の花火も見ましたが、少し去年より残念な感じでした。

一人 100 円でも集めてもう少し見ごたえのあるものでもよいと

思いました。バスや出店など出ているのだから花火も力を入れ

ても良いと感じました。 

60 代 男性 千里浜地区 

羽咋市だから出来る事がまだまだあります。 ◎千里浜の活

用・魚釣り場の設置・モンベルとの共用での活動 ◎野菜や米

の使用によるイベント、試食など市民に食してもらえる様にす

る ◎ＵＦＯの活用・ＵＦＯラーメン、ギョーザなどＢ級グル

メの発案 （再掲） 

60 代 女性 羽咋地区 

道の駅をもっと充実させていただきたい。バーベーキューコー

ナー、鮮魚などもどんどん取り扱い何度でも羽咋に来たくなる

ような工夫を。観光者の来るこの場所にビジターセンターを設

けて羽咋の商店、ホテルの案内や歴史、史跡、自然を紹介する

コーナーを是非つくって欲しい。海や潟を利用した体験型のス

ポーツを取り込んで欲しい。潟をカヤックやカヌーで探検し、

野鳥の観察などをセットにすると１年中楽しめるのではない

か。青少年交流センターとコラボすれば可能性は広がると思

う。 
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年齢 性別 地区 自由意見 

60 代 女性 羽咋地区 

長年にわたり生活している羽咋市が将来に向け少しでも発展し

ていく事を願っております。人口減少の昨今、市財政も困難で

あるとは思いますが、市充実のため市民一人ひとりのため多方

向に対して模索の努力をよろしくお願い致します。 

60 代 女性 余喜地区 

若い人が住みにくい、仕事が無い、高校が済むと出ていくので

はダメだと思う。市で人口が少しでも止めないと。二世帯で住

むと支援がある、企業を呼ぶ、医療がすぐれ保証され安心な

ど、人を呼ぶのは簡単ではないが打ち出してマスコミの力を使

って人口を増す。一部の意見です。（出来ないと思いますが） 

60 代 女性 余喜地区 

人口にも関係があるが、全国的に見ても千里浜のイメージは浸

透されている。幅広く見つめ直してみてはいかがでしょうか。

伸びている所を参考に！人って近くに大型スーパーがあっても

車が停めやすく必要が無いと行きません。七尾の駅前の大型店

に勤めている人たちはお休みに、少し遠出をしたく、アル・プ

ラザ鹿島に行くと聞きました。出た感があるのでしょう。邑知

公園はさびしく、遠方から来られる憩いの村のようなファミリ

ーパーク等（例えばの話ですが）、子どもたちの遊べるところ

が昔からありませんでした。 

70 代 男性 富永地区 

・羽咋駅をもっと活用化してほしい。・国道、県道、市道の整

備がなされていない。（県議、市議、市長などのアピールがな

されていないのでは？）・生活に困っている人達の事等をしっ

かりとしてほしい。 

70 代 女性 邑知地区 今後羽咋市がますます発展することを祈願します 

70 代 女性 越路野地区 

羽咋市に教育関係の設備を増やして欲しい。そして羽咋市は土

地の価格が高すぎるので、いろんな企業や人口もなかなか増え

ないのではないか？今は土地を持っていても無意味な時代で

す。もっともっと自分の土地を市の為に活かしていかれる様な

対策を考えていただきたいです。私としてはいつでも提供しま

す。 

不明 女性 不明 

パーソナルデータは必要ないと思います。ＩＫＥＡなど若い人

が必要で興味のある企業誘致があれば若者の雇用やＵターン転

入者が入り地域活性化のきっかけになると思う。新しい雇用が

ない限り何をしても難しいのでは？ 

不明 不明 不明 

昔は「ＵＦＯ」のシンポジウムやイベントなど「ＵＦＯの町」

として他にはないような、とんがったことをやっていたようで

すが、もうやらないのでしょうか。コミックマーケットなんか

も「気持ち悪い」と馬鹿にされながらも継続した結果 60 万人

も集める世界的イベントになったそうですが、羽咋市もせっか

く「ＵＦＯの町」で名前売っているのだから、またＵＦＯイベ

ントやればいいのにと思います。どこでもやっているような横

並びの取り組みをいくらやっても交流人口など増えるわけな

い。面白い事やるから好奇心いっぱいの面白い人達が集まり新

しい物が生まれるのだと思います。そういう意味で「羽咋市」

はもったいないなあと思います。 
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【公共交通】 

年齢 性別 地区 自由意見 

10 代 男性 千里浜地区 

個人的な意見ではありますが、ここ数年で新しく道の駅が出来

た一方、ミスタードーナツやサーティーワン（31）アイスクリ

ームといった人気店が閉店、規模減少するなど地域の衰退が少

し目に見えるようで、心配しています。例えば人がよく通る所

に移転をする、中心部から離れている方の為に交通の面でのバ

ックアップをしっかり行う（バスの増便、タクシーの充実等）

必要があるのではないでしょうか。さらにコスモアイルの横の

芝生に大きな遊具を作ってみてはどうでしょうか。コスモアイ

ルの観光客が、いまひとつ良いように思わないので家族で一日

中楽しめる位の施設にして観光の面からも地域を活性化できる

ようにできれば良いなと思います。（長文で申し訳ありませ

ん）（再掲） 

20 代 女性 羽咋地区 

学生や 20代、30 代が暮らしやすい環境にして欲しいです。Ｊ

Ｒ七尾線の運行本数が約１時間に１本で、通学・通勤には不便

な状態だと思います。後、子育て支援に力を入れるんだった

ら、公立病院で出産できる環境を整えるべきです。安心して産

める環境がなければ定住は無理だと感じると思います。 

20 代 女性 羽咋地区 

JR 七尾線に ICOCA の導入は必須。あれば観光客の増加は見込

めると思う。金沢まで使えるのにそこから切符だと気軽に乗り

降りできない。それが出来れば観光客増加、羽咋市民の利用客

も増加すると思う。金沢まで遊びに行く＝車で行くから電車で

移動になれば少しは変われるのではないでしょうか。道の駅、

せっかく新しくできたので羽咋駅⇔道の駅みたいなバス、あっ

てもいいと思う。市内観光地周遊バスとかあってもいいんじゃ

ないですか？ 

20 代 女性 千里浜地区 

七尾線の本数があまりにも少ない。そして値段が高いので、こ

のままだと利用者は減ると思う。少子高齢化だとわかっている

のなら値段は下げるべきではないでしょうか。 

30 代 女性 一ノ宮地区 

るんるんバスがもっと便利になるようにすると免許の返納をす

すめると思う（乗りたい時にバスがないらしい）。羽咋病院、

宝達志水病院がもっと頼りになる様にして欲しい。（受診料を

増やす、バス等行きやすく帰りやすくする）小さい子供もお金

がいるが高校生以上は増しで桁違いのため必要！そこにも対策

を！！ 

40 代 男性 余喜地区 余喜地区から羽咋地区へのアクセスを良くしてほしい。 

40 代 男性 越路野地区 

企業誘致しても土地を安く提供して法人税を少なくするのは全

く意味がないし、羽咋市以外からの勤務者が多ければ住民税も

入ってこない。それより現在市内にある企業を流出させない方

が大切。越路野、鹿島路地区の中高生は雪が積もると家人に迎

えに来てもらわなければならない。冬期間だけでもバス会社に

協力してもらい部活後でも一人で帰れるようにすべき。 

40 代 女性 上甘田地区 

学生が通学しやすい環境（バス本数増加）。駅近く旧トーカマ

ートだった建物の場所の有効利用。西北台小学校前のバス停が

学校から遠い。冬場の期間バスを学生が利用するが学校近くの

「るんるんバス」のバス停なら近くて良いので工夫してほし

い。もしくは学校からバスが出てほしい。（中学校みたいに）

（再掲） 
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年齢 性別 地区 自由意見 

40 代 女性 上甘田地区 

運転免許証を返納しても、通院、買い物等がスムーズにできる

よう環境を早急に整えてほしい。タクシーでは高い。宝達志水

町のデマンドシステムが良い。大きなスポーツセンター（体育

館）併設し、大会などを誘致すれば周辺の宿泊施設も観光地、

飲食店もうるおう。羽咋体育館は小さすぎる。（再掲） 

40 代 女性 余喜地区 

車が無いと何もないので困ります。私の周りには高齢者の方が

多いですが、日常の買い物に困らないようバスを充実させるな

どしてほしいです。 

40 代 女性 鹿島路地区 

福祉の充実を願っています。個人情報がどうこうありますが、

子供は障害があり、横のつながりをとりもつ関係の場が他の市

町ではあり、その点羽咋市はないと思います。市長かなあと思

うのですが、クラウンのハイブリッド乗っていませんか？リー

スかもしれませんが、この羽咋では乗らなくてもいいのではな

いですか？市役所前で停まっていたので違ったらすみません。

あと市役所の良い点は最近羽咋の看板が出来てその文がとても

暖かく感じるなあと思います。今は運転が出来ますが、バスの

時間はもう少し改善できるのでは？乗合タクシー的にするとか

もう少し高齢者に優しいバスにすれば？バスに乗ったことない

ですが、あのステップは高くないですか？保育所に数年前に通

わせましたが、そのとき先生が若手は臨時で中堅の方ばかり、

これでは若手は市外に流れ出ると思います。（再掲） 

50 代 男性 千里浜地区 

私が気になるのは、人口流出、駅前の寂しさ、高齢者のスーパ

ー難民問題、一般ゴミの不法投棄（野焼き）、一人暮らしで認

知症の高齢者。 

・企業誘致されても、地元採用が少ない。・金沢への通勤で、

羽咋居住の者も多いが、里山海道を通勤路とした住まい、住宅

環境の充実を。・道路が整備され、大型店舗等商業施設が沿道

に進出してくる。そうすれば今まで地域に根ざし、商売をして

いた小売店が廃業となる。高齢者は買い物にバスを利用し、帰

りは重い荷物をかかえ帰宅する。ヨシケイなどの利用や、富来

町等はスーパーが毎週何回か、移動販売で場所、時間を決めて

行商を行っているが、羽咋市はできませんか？ 

一人暮らしの高齢者が認知症になり、放浪や、認知で盗難被害

を申し出る事案が多発。息子は金沢に居住しているが、施設に

入れるにも空きがなく、費用もかかる。同居も無理。という話

をよく聞き、非常に深刻な問題。 

トーカマート（マルシェ）のあったころをどうしても思い出

し、今と比較してしまう。羽咋駅を中心に非常に活気があった

と思う。電車、バスの時刻を気にしながら、たこ焼きやラーメ

ンを食べた思い出がある。どうにかしてあの時代を取り戻せな

いか？ 

いろいろな業種、年齢層からもっと意見や提案を聞くべきだと

思います。このアンケートは非常にいいと思いますが、それぞ

れが総合的に推進されなければならない項目ばかり。その先に

進むための意見交換の場があればいいと思う。例えば、高齢者

は何が悩みか、困っていることはないか、楽しいことはなに

か。若い夫婦はどうか。県外から来た人はどうか。（再掲） 

50 代 女性 羽咋地区 車が無くても住みやすい町にして頂きたいです。 
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年齢 性別 地区 自由意見 

60 代 男性 羽咋地区 

◎活気を取り戻す繊維産業（特に炭素繊維） ◎東南アジアか

らの実習労働者への支援（居住、文化、賃金等） ◎富山県へ

のアクセス道路の充実と行政の交流（氷見、高岡市など） ◎

ＪＲ線の輪島までの延伸ならびにＪＲ七尾線への支援（再掲） 

60 代 男性 粟ノ保地区 

「るんるんバス」への要望 ・私は新保町に住まいしていま

す。定期的にるんるんバスが通っていますが乗客が乗っている

のを見たことがありません（全くです）。なぜ利用しないのか

近所の老人達に聞いてみると・ルートが「ＪＲ羽咋駅方面」の

みで新保町はＪＲがあり、羽咋駅方面はＪＲが便利。 ・スー

パー、ホームセンター（１～２回／週、利用）等に行くには家

族に頼むか、タクシー利用。 ・高齢者の交通事故の観点から

運転免許証の自主返納が言われているが、現状では全く不可能

です。是非住民が利用しやすいルートの改善を願う。 

60 代 女性 羽咋地区 兵庫からバス停が遠い。 

60 代 女性 羽咋地区 

七尾の恵寿病院で行っている「楽のり君」の様なのがあれば高

齢者も安心できるのではないでしょうか。又、車を手離した高

齢者の為に買い物などの交通手段の確保。るんるんバスもいい

のですが、バス停まで行かないと使えず、タクシーを気楽に使

えるようなアイディアがあったらいいと思います。 

60 代 女性 羽咋地区 

高齢者の一人暮らしが増えている現状で、移動手段が一番の問

題になっている。デマンドタクシーを設けてほしい。（バスの

乗り降りが大変）若い人が移住しやすい環境を考えながら。 

60 代 女性 余喜地区 

個人的な悩みですが、仕事に行く時に通常は主人に送り迎えを

していますが、主人の都合で路線バスを利用しています。利用

者が少ないので廃線になるか心配です。（羽咋－七尾線）以前

より本数も少なくなっています。 

70 代 男性 越路野地区 特にないが、交通の便が悪すぎる。 
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【医療】 

年齢 性別 地区 自由意見 

20 代 男性 粟ノ保地区 

休日当番医について。・なぜ羽咋病院の当番医が少ないのか？

（小児科）・七尾の恵寿病院に休日小児が受診した際にかかる

費用があり、その分だけ必ず返ってこない。なぜ？ 

20 代 女性 富永地区 

子どもを産む病院が無いのが不満です。町会が行う避難訓練に

参加したことがありません（そもそもあるのかどうか、知らさ

れていないのか）。防災士が増えるだけでは防災、減災とは言

えないです。もっと市民に現実を突き付けて、意識改革を行っ

てはどうでしょうか。いつまでも行政に頼ってばかりではな

く、市民の自助共助を促した方が良いと思います。広報に自助

共助について特集してみてはどうでしょうか？ 

30 代 男性 千里浜地区 

医療：大学病院などまで行かなくても高度医療が受けられるよ

うにしてもらいたい。夜間小児科の体制がなさすぎる。 

子育て・保育など：少子化対策と言いながらも産婦人科の体制

が整っていない。夜間仕事をしたい方で協力してもらえる人が

いない方がいらっしゃると思いますが、そのような方々の保育

環境は整っていますか？仕事、職種など変化が見られず、大型

店や IT 企業など若者が集まるようなものが無く、若者が出て

いく一方なのでは？ 

30 代 女性 羽咋地区 発達障害児の療育施設や支援を充実させてほしい。 

30 代 女性 羽咋地区 
もう少し子供の病院や子供の物が売っているお店など増やして

欲しい。（再掲） 

30 代 女性 一ノ宮地区 

るんるんバスがもっと便利になるようにすると免許の返納をす

すめると思う（乗りたい時にバスがないらしい）。羽咋病院、

宝達志水病院がもっと頼りになる様にして欲しい。（受診料を

増やす、バス等行きやすく帰りやすくする）小さい子供もお金

がいるが高校生以上は増しで桁違いのため必要！そこにも対策

を！！（再掲） 

30 代 女性 邑知地区 

これまで金沢市に住んでいました。その時は子供も小さくよく

病院へ行くことがありましたが、近くに病院医療などあり、ま

た、診療時間も長くて安心でした。休日当番医も診療時間が午

後もありました。羽咋市では診療時間も短く、専門的なクリニ

ックも少ないと思います。医療福祉の充実があれば・・・と思

います。ファッションに関して衣類を購入する店が少なく寂し

さを感じます。（再掲） 

40 代 男性 羽咋地区 マルシェの跡地の利用、羽咋病院の利便性の向上（再掲） 

40 代 男性 邑知地区 

羽咋病院の評判が良くないと思います。救急だと七尾の病院を

指定する人が多いような気がしますし、近くの医療機関がしっ

かりしたものでないと不安です。 

40 代 女性 羽咋地区 

毎年七尾の能登病院に、婦人科系の検診に行っていますが、今

年も受けようと思い連絡したら、今年は羽咋市と連携をとって

いないので、割引制度は使えないと言われ困りました。 

40 代 女性 千里浜地区 医療関係をとにかく充実して頂きたい。 

40 代 女性 粟ノ保地区 

医療体制の充実として公立羽咋病院の小児科の夜間救急診療の

充実に力を入れて欲しい。また産婦人科病棟を造り、産み育て

やすい環境の充実を図った方が人口が増加すると思う。 

40 代 女性 余喜地区 

夜間緊急時の病院を確保して頂きたいです。子供が緊急の時Ｈ

病院から対応できないと言われました。安心して暮らせる環境

が欲しいです。小児病院の充実を図って頂きたいです。また出

産できる病院も欲しいです。 



４．自由回答 

55 
 

年齢 性別 地区 自由意見 

60 代 女性 余喜地区 

・令和２年より余喜小では複式学級の主要科目を一人の先生が

２学年に教えることとなります。現状は今現在予備の教師がい

るため、主要科目は２名の先生がそれぞれ教えています。来年

度は複式学級が二組発生する為、予備の教師が１名しかいない

為、不公平が発生する為どちらの複式学級のサポートも出来な

くなります。統合を考える時期が来ているのではないでしょう

か。複式に不安を感じています。・岩脇医院が５時で診察が終

わります。共働きの家庭は親もその子供も医療が受けられませ

ん。新規の開業又は６時までの診察を切望致します。 

70 代 女性 一ノ宮地区 

７年前に亡くなった主人が羽咋病院で透析治療を受けていた

が、その時に医師の対応が悪かった。他の病院に移りたかった

が、距離的にも遠くなるので我慢して治療を受けたが、いまで

も悔しい思いが心の中に残っている。 
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【保護・支援】 

年齢 性別 地区 自由意見 

20 代 女性 羽咋地区 生活保護を受けやすくして下さい。 

20 代 女性 千里浜地区 

これから子供が欲しいと思っているので、子供手当を手厚くし

てほしいです。（夫婦共働きですが、それでも生活が苦しいの

が現状です。） 

20 代 女性 千里浜地区 

少し古くなってしまった施設をリニューアルするとか、子育て

支援など若い人は新しくできたものに注目すると思うので、そ

れを全面的に宣伝したらよいと思う。インターネットでの発信

はオススメ。（再掲） 

30 代 女性 羽咋地区 発達障害児の療育施設や支援を充実させてほしい。（再掲） 

40 代 女性 千里浜地区 
ひとり親家庭（低所得者）にＵＦＯ商品券など施策を考えてほ

しい。 

50 代 男性 一ノ宮地区 

人口減少対策には、まず子育ての為の助成、そして企業誘致が

必要です。また高齢者でも安心して生活出来る為の医療施設、

老人ホームの整備が重要だと考えています。その為に自治体と

の合併が必要であれば進めるべきだと考えます。（再掲） 

50 代 男性 余喜地区 

自然栽培に情熱をもって移住してきてくれた人たちが、ちゃん

と家庭をもって子供たちを大学に通わせれるぐらいの経済的な

余裕を得られるよう応援して下さい。 

50 代 女性 羽咋地区 

子育て支援（多胎児やひとり親への支援もぜひお願いしま

す。）では困っているお母さんが多いことをもっと理解して下

さい。働ける環境づくりを進めてください。市主催の行事を施

して下さい。 

50 代 女性 越路野地区 

親と同居していると親が「通院時のタクシー利用」が利用でき

ない。同居しない方がサービスを受けることが出来るというの

は何かすっきりしない。 

60 代 男性 羽咋地区 

◎活気を取り戻す繊維産業（特に炭素繊維） ◎東南アジアか

らの実習労働者への支援（居住、文化、賃金等） ◎富山県へ

のアクセス道路の充実と行政の交流（氷見、高岡市など） ◎

ＪＲ線の輪島までの延伸ならびにＪＲ七尾線への支援（再掲） 

60 代 男性 羽咋地区 

人口減少は仕方がないかなと思うが、羽咋市は思ったよりも減

少率が少ないように思います。若者への支援が大事かなと思い

ます。 

60 代 男性 羽咋地区 

国も家庭も収入内でやりくりするのが当たり前の事。借金して

まで背伸びすることのない様に（次の代に残すことなく）お願

いしたいです。企業誘致も大事ですが、市内で頑張っている個

人経営の皆さんも応援してほしいです。（特にこれからの若い

人を） 

60 代 女性 羽咋地区 
医療費免除を受けています。後払いではなくその都度の精算を

他の都市部ではできていますが、なぜ出来ないのですか。 

60 代 女性 羽咋地区 
議員の数を減らす。道の駅ばかり力を入れないで他の個人、企

業に力を入れる。（再掲） 

70 代 女性 羽咋地区 

年金生活者に優しい上下水道料、税金、健康保険料等を安くす

る。子育て支援で若い家族の教育や育児の支援をするなどお願

いする。千里浜は大切な財産！保全し観光の中心にしてほし

い。 
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【働き場所】 

年齢 性別 地区 自由意見 

20 代 女性 羽咋地区 

副業で稼ぎたい方（主に主婦の方）の為の企業や最近ニュース

で好きな時間だけ仕事する場を作れたらいいなあと思います。

（フリースケジュール制の仕事を導入して欲しい。） 

30 代 男性 羽咋地区 

人口減少は大きな問題だと思う。問 11 に書いた通り、町に魅

力が無いので、住みたいと思えないのだが、町を活性化させる

ためにはまず、企業誘致による就労先の確保をしなければ、人

がいないのだから店も増えないし、何もできないのだと思う。

それに加えて羽咋は家賃も上下水道の費用も高すぎる。のと里

山海道は無料になった今、かほく市にでも住んだ方が便利に暮

らせる。せめて同規模の町にするかコストを安くしなければ人

は離れていくと思う。あと交通対策は JRやバスを拡充するの

は人口減少の今は不可能だと思うので、どちらかというと道路

の融雪をちゃんと整備するとか現実的な改善案を求めてほし

い。（再掲） 

30 代 男性 千里浜地区 

医療：大学病院などまで行かなくても高度医療が受けられるよ

うにしてもらいたい。夜間小児科の体制がなさすぎる。 

子育て・保育など：少子化対策と言いながらも産婦人科の体制

が整っていない。夜間仕事をしたい方で協力してもらえる人が

いない方がいらっしゃると思いますが、そのような方々の保育

環境は整っていますか？仕事、職種など変化が見られず、大型

店や IT 企業など若者が集まるようなものが無く、若者が出て

いく一方なのでは？ 

30 代 男性 富永地区 

働く場所があって初めて定住人口が増えると思います。地元の

産業育成、外部からの企業誘致が重点課題ではないでしょう

か。 

40 代 男性 余喜地区 

◎将来のある企業を誘致してほしい。 ◎年齢に関係なく採用

してほしい。 ◎クマバチの駆除をしてほしい。（難病の母が

いるので危険です） ◎市が収入を得て、税金を下げてほし

い。活用しないならアンケートはやめてほしい。 

40 代 男性 越路野地区 

企業誘致しても土地を安く提供して法人税を少なくするのは全

く意味がないし、羽咋市以外からの勤務者が多ければ住民税も

入ってこない。それより現在市内にある企業を流出させない方

が大切。越路野、鹿島路地区の中高生は雪が積もると家人に迎

えに来てもらわなければならない。冬期間だけでもバス会社に

協力してもらい部活後でも一人で帰れるようにすべき。（再

掲） 

40 代 女性 粟ノ保地区 

若い人の働ける場所が少なすぎる。これでは人口減少に歯止め

が無い。また、子供を４人～５人産んでいる母親の友人が働い

ていないという理由で子供の保育所の入園を断られた。保育園

はガラガラなのに田舎の良い所って羽咋の良い所って何でしょ

うか。都会より良い所がない所に誰が住みたがるでしょうか。 

50 代 男性 一ノ宮地区 

人口減少対策には、まず子育ての為の助成、そして企業誘致が

必要です。また高齢者でも安心して生活出来る為の医療施設、

老人ホームの整備が重要だと考えています。その為に自治体と

の合併が必要であれば進めるべきだと考えます。（再掲） 

50 代 女性 邑知地区 

働く意欲のある高齢者が若い世代を助けていく仕組みを考えて

下さい。防災無線、全く聞き取れません、風に流されて。（再

掲） 
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年齢 性別 地区 自由意見 

60 代 男性 羽咋地区 

◎活気を取り戻す繊維産業（特に炭素繊維） ◎東南アジアか

らの実習労働者への支援（居住、文化、賃金等） ◎富山県へ

のアクセス道路の充実と行政の交流（氷見、高岡市など） ◎

ＪＲ線の輪島までの延伸ならびにＪＲ七尾線への支援（再掲） 

60 代 男性 邑知地区 

市内及び周辺地域での雇用対策の充実により、若者が安定居住

でき、少子化にも対応できる。1：企業誘致 2：農林水産業へ

の若者が参加できる仕組みづくりの推進。 

60 代 女性 千里浜地区 

活用されていない土地などを企業誘致し、この地で就業し税収

を見込めるようにし長く働ける豊かな市であってほしい。税収

が見込まれなければ少子化、老齢化にも対応は困難ではないで

しょうか。 

60 代 女性 余喜地区 

アンケートを通して、市政には関心を持っているが知らないこ

とが沢山ある事に気づかされました。だから『満足度』のとこ

ろが記入しにくくて申し訳なかったです。今後そうならないよ

うに気をつけたい。よく聞く言葉に『羽咋はいいとこやけど、

働く所がないから子供は帰って来ない』というものがありま

す。働くところが必要ですね。洪水の場合の余喜地区避難場所

である小学校や公民館は地域より低い場所にあり適切ではない

と心配している。（再掲） 

不明 女性 不明 

パーソナルデータは必要ないと思います。ＩＫＥＡなど若い人

が必要で興味のある企業誘致があれば若者の雇用やＵターン転

入者が入り地域活性化のきっかけになると思う。新しい雇用が

ない限り何をしても難しいのでは？（再掲） 
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【財政】 

年齢 性別 地区 自由意見 

20 代 女性 羽咋地区 
このような調査も大切だけどもっと違う所にお金を使ってほし

い。 

30 代 男性 羽咋地区 

人口減少は大きな問題だと思う。問 11 に書いた通り、町に魅

力が無いので、住みたいと思えないのだが、町を活性化させる

ためにはまず、企業誘致による就労先の確保をしなければ、人

がいないのだから店も増えないし、何もできないのだと思う。

それに加えて羽咋は家賃も上下水道の費用も高すぎる。のと里

山海道は無料になった今、かほく市にでも住んだ方が便利に暮

らせる。せめて同規模の町にするかコストを安くしなければ人

は離れていくと思う。あと交通対策はＪＲやバスを拡充するの

は人口減少の今は不可能だと思うので、どちらかというと道路

の融雪をちゃんと整備するとか現実的な改善案を求めてほし

い。（再掲） 

30 代 男性 粟ノ保地区 

財政ですが、今までは赤字が消え、黒字化になっていると思い

ますが、赤字になっても良いので、施設の新しい設備などもう

少し大きな予算を作ってほしい。図書館があまりにも蔵書数が

少ない、古い。変化が必要ではないか。 

30 代 女性 邑知地区 
税金などを銀行だけではなく、コンビニでも払えられるように

してほしい。 

40 代 男性 富永地区 
羽咋市に活発な投資を出来る環境に！（農業や工業、ＡＩやＩ

ｏＴ） 

40 代 男性 余喜地区 

◎将来のある企業を誘致してほしい。 ◎年齢に関係なく採用

してほしい。 ◎クマバチの駆除をしてほしい。（難病の母が

いるので危険です） ◎市が収入を得て、税金を下げてほし

い。活用しないならアンケートはやめてほしい。（再掲） 

40 代 男性 余喜地区 
端の地域は何の変化もない。市中心ばかりに力入っている感

じ。端に税金使っても無駄だからね。 

50 代 男性 羽咋地区 

アパートには広報等の配布もなく、情報が全く入ってこない。

税金だけ取られて何に使われているのかも分からない。祭りの

日さえ分からない。（再掲） 

50 代 男性 邑知地区 住民税、水道料金を安くしてほしい。 

60 代 男性 羽咋地区 

国も家庭も収入内でやりくりするのが当たり前の事。借金して

まで背伸びすることのない様に（次の代に残すことなく）お願

いしたいです。企業誘致も大事ですが、市内で頑張っている個

人経営の皆さんも応援してほしいです。（特にこれからの若い

人を）（再掲） 

70 代 女性 羽咋地区 

年金生活者に優しい上下水道料、税金、健康保険料等を安くす

る。子育て支援で若い家族の教育や育児の支援をするなどお願

いする。千里浜は大切な財産！保全し観光の中心にしてほし

い。（再掲） 

70 代 女性 神子原地区 
羽咋市は財政が厳しいと聞いている。お金がないと何も期待で

きない。 

不明 不明 富永地区 市税が高すぎる。 
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【環境・景観】 

年齢 性別 地区 自由意見 

10 代 女性 千里浜地区 

・羽咋駅の前にあるＵＦＯがださい。・パセオ通りのカラス被

害を解決してほしい。・羽咋市が行う取り組みは古く感じ

る。・若い人の意見を中心に市政を行うのも良いのではないだ

ろうか。（再掲） 

20 代 男性 千里浜地区 

ときの台自然センターや邑知の里（白鳥の里）など整備の行き

届いていないところが多くある。新しいことに手を出すのもい

いが、今までのものを野放しにせず、手入れをしてほしい。ア

ンケートの集計結果を広報等で公開すべき。 

20 代 男性 千里浜地区 

道の駅で夜中にバスや車で大きな音を立てる人がいるのでなん

とかしてほしい。イベント等でカラオケの音がうるさい。とて

も不快である。 

20 代 男性 千里浜地区 

千里浜海岸の浜の再生をせず、あのまま浜が無くなると今以上

に人が来なくなり、道の駅も人が来る機会が少なくなると感じ

ます。周りには娯楽もなく田舎だからあまり行く気にならない

と思われます。 

30 代 女性 羽咋地区 

子育てサロンや支援センターなどの活動を、市報などでどんな

ことをしているかわかればいいなあと思います。（写真など）

赤ちゃんがいるママは私も含め情報が少ないと思います。ゴミ

袋に 30ℓがあれば嬉しい。20ℓだと小さい。40ℓだと大きすぎる

ので。（再掲） 

40 代 男性 羽咋地区 市指定のゴミ袋が高過ぎると感じます。 

50 代 女性 粟ノ保地区 

羽咋川は大川の方ではお祭りに神輿をいれるなど行事がありま

すが、川の水が汚れていると思います。立開まで上ると鳥や魚

がいて水は少し綺麗なのかなと思いますが、大雨が降ると急に

水かさが増します。たまに溜まった砂を平にしていますがすぐ

に元に戻ります。志賀の方からの土砂が流れない工夫をして、

整備をして、清流が流れる長野県のようにして、人々が癒され

る場所になり、大雨の時でも河川の氾濫の心配をしなくてよい

様にして欲しいです。千里浜から続く美しい川も観光地になり

ませんか？ 

50 代 女性 富永地区 

プラマークがついたゴミの回収日を増やして欲しいです。食品

トレイ、透明トレイはスーパーの回収所に持って行っています

が、ゴミが溜まりすぎて置き場所に困ります。 

50 代 男性 一ノ宮地区 キリが無いが、小まめな砂浜の清掃 

60 代 女性 羽咋地区 千里浜の海岸を守ってほしい！！ 

60 代 女性 鹿島路地区 
道路から見える山の整備をお願いします。融雪装置の設置をお

願いします。 

不明 不明 羽咋地区 ゴミの日カレンダーを作成してほしい。 
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【まちの魅力】 

年齢 性別 地区 自由意見 

20 代 男性 羽咋地区 

「これ！」といった魅力が無い町だと思う。羽咋にいるより、

かほく市の方が住みやすそうだし楽しそう。過疎化はどうして

も止められないだろうけど頑張って下さい！！ 

20 代 男性 富永地区 若い人が魅力を感じる町作りをしてほしい。 

30 代 女性 越路野地区 色んな人が一人一人生きやすい生活を求む。 

40 代 女性 余喜地区 コンパクトシティーを実現してほしい。 

60 代 女性 羽咋地区 
羽咋市に住みたいと一人でも多くの人たちが言ってくれるまち

づくりをしてください。 

60 代 女性 羽咋地区 若い方、子供たちが楽しく豊かに住める町になってほしい。 

60 代 女性 千里浜地区 

・羽咋駅周辺に昔みたいな活力が欲しい。 ・空地や空き家対

策、空き家でも壊れかかっている家など、（台風が来ると）危

ないので、注意して欲しい。（再掲） 

60 代 女性 粟ノ保地区 

町に独身の男女が多い。結婚しないのは何故か？このままでは

地域の行事も出来なくなります。年々空き家が増え、独居老人

の家が増える。子供が遊びまわる賑やかな町になって欲しい。 

60 代 女性 富永地区 

自然豊かで子育ての協力をしてくれる親がいる羽咋に住みたい

と希望している娘夫婦ですが、雇用のことが不安で、都会に住

み続けています。人口減少問題を止めるには、若い子育て世代

が住みやすい、Ｕターンしやすい羽咋市になるようしていただ

きたいです。 

60 代 女性 富永地区 
二人暮らしの高齢者、まだ不便は感じていませんがもっともっ

と暮らしやすい生活が出来るようにお願いします。 

70 代 男性 羽咋地区 

発想についてもセンスが無い。センスの良い町に！！宇宙科学

博物館は宇宙船のようなデザイン、センスが無い、遊園地にあ

るようなセンス。宇宙科学未来館にするとか！もっと未来を感

じるコンセプトにする！！ 

70 代 男性 富永地区 

・羽咋駅をもっと活用化してほしい。・国道、県道、市道の整

備がなされていない。（県議、市議、市長などのアピールがな

されていないのでは？）・生活に困っている人達の事等をしっ

かりとしてほしい。（再掲） 
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【出産・子育て】 

年齢 性別 地区 自由意見 

20 代 男性 富永地区 

中能登町やかほく市のように子育てがしやすい環境作りが今後

の地域を活性化させていくと思う。昨年、羽咋市は出生率が最

低であった。このままでは羽咋市は終わる。若い世代が住みた

くなる町を作らなくてはいけない。（再掲） 

20 代 女性 羽咋地区 

学生や 20代、30 代が暮らしやすい環境にして欲しいです。Ｊ

Ｒ七尾線の運行本数が約１時間に１本で、通学・通勤には不便

な状態だと思います。後、子育て支援に力を入れるんだった

ら、公立病院で出産できる環境を整えるべきです。安心して産

める環境がなければ定住は無理だと感じると思います。（再

掲） 

20 代 女性 羽咋地区 

出産・子育てをするにあたり、羽咋市はとても子育てしづらい

と感じています。出産もわざわざ七尾まで行かないといけませ

ん。これでは羽咋市で子供を産めないので、若者の居住が定着

するはずもないです。せめて病院があれば・・・と思います。 

20 代 女性 一ノ宮地区 
もっと住みやすいまちになるよう願っています。ひとり親への

環境の充実をもっとして欲しい。 

30 代 男性 千里浜地区 

医療：大学病院などまで行かなくても高度医療が受けられるよ

うにしてもらいたい。夜間小児科の体制がなさすぎる。 

子育て・保育など：少子化対策と言いながらも産婦人科の体制

が整っていない。夜間仕事をしたい方で協力してもらえる人が

いない方がいらっしゃると思いますが、そのような方々の保育

環境は整っていますか？仕事、職種など変化が見られず、大型

店や IT 企業など若者が集まるようなものが無く、若者が出て

いく一方なのでは？（再掲） 

30 代 女性 羽咋地区 

＜少子化対策＞子供を産み育てることに不安を抱かない社会の

実現。地域の住人も市政も子育てに優しい環境づくりをいつも

意識することが大切だと思います。同世代の子供のいる家庭

で、本当はもっと子供がほしかったけど金銭的な理由で諦めた

という話も耳にします。少子化対策において金銭の投資をため

らっては何も始まらないと考えます。子育てする家庭を応援し

て、日本の子育てしやすい「羽咋市」として全国に知られるよ

うになったら、Uターン、Iターンは増えると思います。少子

化対策という消極的な発想は捨てて「子宝政策」を全国にさき

がけて打ち出してほしいです。 

＜地域への愛着＞生まれ育った土地への愛着がないと、今の人

は刺激的な都会へ出て行ったまま帰ってきません。これを育て

る教育は大変重要だと思います。生まれ育った土地の歴史、風

土、文化、戦争の記憶（悲惨さばかりでなく、その目的や守っ

てくれた方々の存在等）それらが自らと深く関わっていること

を実感できる教育は、芯のある人間を育み、将来的に羽咋の底

力となると考えます。日本人は海外に行っても自国の文化のこ

とをその国の人に説明できないと言います。それでは英語を学

んだところで文化交流にならないと思います。小学校から英語

を教えるのであれば、生まれ育った土地のことを語れる教育を

してはどうですか？ 

30 代 女性 一ノ宮地区 
羽咋市で子供を産み、育てたいと思えるような環境になってく

れればうれしく思います。 
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年齢 性別 地区 自由意見 

40 代 女性 粟ノ保地区 

医療体制の充実として公立羽咋病院の小児科の夜間救急診療の

充実に力を入れて欲しい。また産婦人科病棟を造り、産み育て

やすい環境の充実を図った方が人口が増加すると思う。（再

掲） 

40 代 女性 粟ノ保地区 

若い人の働ける場所が少なすぎる。これでは人口減少に歯止め

が無い。また、子供を 4人～5 人産んでいる母親の友人が働い

ていないという理由で子供の保育所の入園を断られた。保育園

はガラガラなのに田舎の良い所って羽咋の良い所って何でしょ

うか。都会より良い所がない所に誰が住みたがるでしょうか。

（再掲） 

40 代 女性 余喜地区 

夜間緊急時の病院を確保して頂きたいです。子供が緊急の時Ｈ

病院から対応できないと言われました。安心して暮らせる環境

が欲しいです。小児病院の充実を図って頂きたいです。また出

産できる病院も欲しいです。（再掲） 
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【交流・コミュニティ】 

年齢 性別 地区 自由意見 

40 代 女性 千里浜地区 

世代を超えたコミュニティが必要かなと。高齢者をサポートす

るのを地域でするとか、子供たちが放課後、高齢者と繋がりを

持つとか？公園を作るのは良いですが、日陰もなく、もう少し

利用できる公園を作ってほしい。予算が無いのは分かります

が。（再掲） 

40 代 男性 余喜地区 

市の職員が公民館や地域町会行事に参加していない。住民の現

状をつかみニーズを知るには積極的に参加すべき。市の職員に

公務員としての能力はあっても地域の住民としての意識が無

い。金沢市は市長から職員に「地域コミュニティに参加せ

よ！！」とトップダウンで伝えている。（再掲） 

50 代 女性 粟ノ保地区 
高齢者が住みやすいまちづくり。高齢者の体力維持できる場

所、活動。（再掲） 

50 代 男性 羽咋地区 

１月に商工会が主催した大衆演劇の入場者数が多かった事を考

えると楽しいことには人が集まってくる。時代が変わっても変

わらないようです。風土に根付いた人の気質を考慮して明るく

活発な姿勢を運営して頂ければ良いと思います。 

60 代 女性 越路野地区 

今年の羽咋祭りの会場が羽咋駅周辺に変更になったのは良かっ

た。郊外の居住者や通学などで市外から羽咋へ通う生徒からも

参集しやすい。駅前の賑わい創出になり、今後旧マルシェ跡地

に計画される総合ビルとの兼ね合いからも駅前会場が好ましい

と思う。 

60 代 男性 粟ノ保地区 行政と市民の集いを多くする。 

60 代 男性 一ノ宮地区 
県と仲良く対応して羽咋市の営業マンとして行動して欲しい。

県庁の方々との密な関係が大事。 

不明 不明 余喜地区 

余喜地区は羽咋市中心から離れている為どのような行事があっ

ても人事みたいで、羽咋市民になってからずっとそう思いま

す。 
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【アンケート】 

年齢 性別 地区 自由意見 

20 代 男性 千里浜地区 

ときの台自然センターや邑知の里（白鳥の里）など整備の行き

届いていないところが多くある。新しいことに手を出すのもい

いが、今までのものを野放しにせず、手入れをしてほしい。ア

ンケートの集計結果を広報等で公開すべき。（再掲） 

30 代 男性 余喜地区 今後スマホやＰＣでアンケートを回答できるようにすると楽。 

30 代 女性 越路野地区 

意見を求められるのは嬉しいのですが、このようなアンケート

の為に、どれほどの財源、労力が必要だったのかが気になりま

す。（費用対効果） 

40 代 男性 余喜地区 

◎将来のある企業を誘致してほしい。 ◎年齢に関係なく採用

してほしい。 ◎クマバチの駆除をしてほしい。（難病の母が

いるので危険です） ◎市が収入を得て、税金を下げてほし

い。活用しないならアンケートはやめてほしい。（再掲） 

40 代 女性 上甘田地区 

アンケートなどを行った後はその意見がどのように反映されて

いくのかを知れるとうれしいです。ランダムアンケートがある

ならランダム招集意見交換会の様なものがあると、市民の生の

声が聞けて面白そうと思いました。よりよい羽咋市の為頑張っ

てください！（再掲） 

50 代 男性 羽咋地区 

少なくとも 10 年以上居住している方に送るアンケートであ

り、無作為では私も記入に時間を割かれてどれほどの参考にな

るのか意味が解りません。 

70 代 女性 粟ノ保地区 

旧態のままでアンケートを集めてもね？新しい考えを導入、勉

強出来る人を！人の話を聞き入れる力のある人を！！ただ単に

以前の職歴、見栄え、プライドだけで市政運営の一員になって

いる人？？？がどうかもっとしっかり考えて欲しいです。何

故、宝達志水町を含む大きい、深い、合併が出来なかったので

すか？？？？？ただ小さくなって行くだけ、小さな得の為、大

きな損をしているよう、子供に申し訳ないです。残念です。と

ても悔しいです。（再掲） 
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【雪対策】 

年齢 性別 地区 自由意見 

30 代 男性 羽咋地区 

人口減少は大きな問題だと思う。問 11 に書いた通り、町に魅

力が無いので、住みたいと思えないのだが、町を活性化させる

ためにはまず、企業誘致による就労先の確保をしなければ、人

がいないのだから店も増えないし、何もできないのだと思う。

それに加えて羽咋は家賃も上下水道の費用も高すぎる。のと里

山海道は無料になった今、かほく市にでも住んだ方が便利に暮

らせる。せめて同規模の町にするかコストを安くしなければ人

は離れていくと思う。あと交通対策はＪＲやバスを拡充するの

は人口減少の今は不可能だと思うので、どちらかというと道路

の融雪をちゃんと整備するとか現実的な改善案を求めてほし

い。（再掲） 

40 代 男性 上甘田地区 

国道 249 の滝から柴垣にかけての融雪の工事をしてほしい。 

滝のパーキングの電灯が夜ついていないので、防犯のためつけ

てほしい。暗すぎ。（再掲） 

40 代 女性 邑知地区 
邑知地区、公民館、消防車に向かう坂道に融雪がなくて大丈夫

ですか？ 

50 代 女性 羽咋地区 

他県より羽咋市は、道路状況が悪く障害者や高齢者には特に不

自由と思う。段差、鉄板、穴あきコンクリートが歩道に使われ

ていて、点字ブロックもある所、無い所があり、段差のある歩

道にガードレールが無く危険がいっぱいです。冬場の除雪（歩

道）も行われていなく、子供が道路を歩き危険。 

60 代 女性 粟ノ保地区 

どの地区でも狭い道はありますが、大雪で除雪したあとの道幅

が狭くなり車の対向が出来なくなります。融雪してあると心配

がいりません。狭い地区全部する事がなかなか難しいと思いま

すが一言。 

60 代 女性 余喜地区 

金沢方面へ車通勤していますが、金丸～猫の目間の融雪装置が

無いのはなぜですか？中能登町は設置されています。メディア

に大々的に取り上げられること（道の駅など）は行うけど市民

のために役に立つことなのに実施しない？市民の為の行政です

か・・・？若い人に住むように進められないです。冬の通勤が

困難です。 

60 代 女性 鹿島路地区 
道路から見える山の整備をお願いします。融雪装置の設置をお

願いします。（再掲） 
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【まちのアピール】 

年齢 性別 地区 自由意見 

30 代 女性 千里浜地区 

現在羽咋で暮らしていて有益だと感じているのは、小中学校の

学力レベルの高さです。ここをより伸ばしていけば子育て世代

の誘致に繋がる可能性があるように思います。 

30 代 女性 富永地区 

羽咋市が自然栽培に力を入れている事はすばらしいことだと思

います。食だけでなく生活用品も自然なものが買える所がある

とうれしいです。“のっぽくん”のようなお店が道の駅の横に

あったらいいなと思っています。（再掲） 

50 代 男性 羽咋地区 

１月に商工会が主催した大衆演劇の入場者数が多かった事を考

えると楽しいことには人が集まってくる。時代が変わっても変

わらないようです。風土に根付いた人の気質を考慮して明るく

活発な姿勢を運営して頂ければ良いと思います。（再掲） 

50 代 男性 一ノ宮地区 

農業と漁業は一周まわってまた脚光を浴びると思います。神子

原の例もあり地道に育てられると思います。ジビエ（いのし

し）などの事業もいい方向性です。あと能登につながる「おお

きな橋」と思えば羽咋にはいろいろ手はあると思います。（再

掲） 

50 代 女性 羽咋地区 

駅前近くに商業施設があればいい。高齢者が多いので介護の充

実。介護離職者に何か保障（証）が欲しい。羽咋市は特徴ない

所が逆に良い所でもあると思います。（再掲） 

70 代 女性 羽咋地区 

年金生活者に優しい上下水道料、税金、健康保険料等を安くす

る。子育て支援で若い家族の教育や育児の支援をするなどお願

いする。千里浜は大切な財産！保全し観光の中心にしてほし

い。（再掲） 
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【人口減少・高齢化】 

年齢 性別 地区 自由意見 

20 代 男性 羽咋地区 
どの自治体も高齢化・少子化が進んでいます。羽咋市を応援し

ていますので是非この問題に真剣に取り組んで欲しいです。 

20 代 女性 羽咋地区 若い人を増やしていかないと廃れていくだけだと思います。 

50 代 男性 千里浜地区 

私が気になるのは、人口流出、駅前の寂しさ、高齢者のスーパ

ー難民問題、一般ゴミの不法投棄（野焼き）、一人暮らしで認

知症の高齢者。 

・企業誘致されても、地元採用が少ない。・金沢への通勤で、

羽咋居住の者も多いが、里山海道を通勤路とした住まい、住宅

環境の充実を。・道路が整備され、大型店舗等商業施設が沿道

に進出してくる。そうすれば今まで地域に根ざし、商売をして

いた小売店が廃業となる。高齢者は買い物にバスを利用し、帰

りは重い荷物をかかえ帰宅する。ヨシケイなどの利用や、富来

町等はスーパーが毎週何回か、移動販売で場所、時間を決めて

行商を行っているが、羽咋市はできませんか？ 

一人暮らしの高齢者が認知症になり、放浪や、認知で盗難被害

を申し出る事案が多発。息子は金沢に居住しているが、施設に

入れるにも空きがなく、費用もかかる。同居も無理。という話

をよく聞き、非常に深刻な問題。 

トーカマート（マルシェ）のあったころをどうしても思い出

し、今と比較してしまう。羽咋駅を中心に非常に活気があった

と思う。電車、バスの時刻を気にしながら、たこ焼きやラーメ

ンを食べた思い出がある。どうにかしてあの時代を取り戻せな

いか？ 

いろいろな業種、年齢層からもっと意見や提案を聞くべきだと

思います。このアンケートは非常にいいと思いますが、それぞ

れが総合的に推進されなければならない項目ばかり。その先に

進むための意見交換の場があればいいと思う。例えば、高齢者

は何が悩みか、困っていることはないか、楽しいことはなに

か。若い夫婦はどうか。県外から来た人はどうか。（再掲） 

50 代 女性 千里浜地区 

移住者を受け入れて優遇しているようですが、変な人がいま

す。地元出身の優秀な人材が流出するのを止められないのが問

題だと思います。 

60 代 女性 千里浜地区 

子育て支援や若者定住に対する支援の取り組みが遅すぎた。１

年間に 100 人生まれない状態。高齢者の人口が増えるばかりで

は将来不安である。 

70 代 女性 鹿島路地区 

年をとってしまって将来は？あまり意見もなく、思いつかな

い。しかし人口が減り当地区の住民が羽咋へ金沢へと移転した

人がかなりおります。あの家もこの家も年寄りばかり。私の家

は２世帯で、隣に長男夫婦と孫がいますが、将来は分かりませ

ん。今いる地域に若い人が出ていかない様に。昔はどこの地区

の人でも金沢まで通勤していたと思います。今の人はできない

のかなあ。 

 
  



４．自由回答 

69 
 

【教育】 

年齢 性別 地区 自由意見 

30 代 女性 羽咋地区 

＜少子化対策＞子供を産み育てることに不安を抱かない社会の

実現。地域の住人も市政も子育てに優しい環境づくりをいつも

意識することが大切だと思います。同世代の子供のいる家庭

で、本当はもっと子供がほしかったけど金銭的な理由で諦めた

という話も耳にします。少子化対策において金銭の投資をため

らっては何も始まらないと考えます。子育てする家庭を応援し

て、日本の子育てしやすい「羽咋市」として全国に知られるよ

うになったら、Ｕターン、Ｉターンは増えると思います。少子

化対策という消極的な発想は捨てて「子宝政策」を全国にさき

がけて打ち出してほしいです。 

＜地域への愛着＞生まれ育った土地への愛着がないと、今の人

は刺激的な都会へ出て行ったまま帰ってきません。これを育て

る教育は大変重要だと思います。生まれ育った土地の歴史、風

土、文化、戦争の記憶（悲惨さばかりでなく、その目的や守っ

てくれた方々の存在等）それらが自らと深く関わっていること

を実感できる教育は、芯のある人間を育み、将来的に羽咋の底

力となると考えます。日本人は海外に行っても自国の文化のこ

とをその国の人に説明できないと言います。それでは英語を学

んだところで文化交流にならないと思います。小学校から英語

を教えるのであれば、生まれ育った土地のことを語れる教育を

してはどうですか？（再掲） 

30 代 女性 余喜地区 

余喜小では昨年度から複式のクラスがあります。児童数も少な

いので今後複式学級が２クラスできるという説明もありまし

た。ただ先生の確保は難しいようで一人の先生（担任）が教室

の前後で区切り授業をするようになるようです。親としては授

業の進み具合や理解できるか心配、不安になります。講師の先

生でも配置して頂くのは難しいでしょうか？複式学級の在り方

を同じように教育を受けられるように市としても今後の複式学

級の在り方をご検討いただけると幸いです。 

40 代 女性 鹿島路地区 

福祉の充実を願っています。個人情報がどうこうありますが、

子供は障害があり、横のつながりをとりもつ関係の場が他の市

町ではあり、その点羽咋市はないと思います。市長かなあと思

うのですが、クラウンのハイブリッド乗っていませんか？リー

スかもしれませんが、この羽咋では乗らなくてもいいのではな

いですか？市役所前で停まっていたので違ったらすみません。

あと市役所の良い点は最近羽咋の看板が出来てその文がとても

暖かく感じるなあと思います。今は運転が出来ますが、バスの

時間はもう少し改善できるのでは？乗合タクシー的にするとか

もう少し高齢者に優しいバスにすれば？バスに乗ったことない

ですが、あのステップは高くないですか？保育所に数年前に通

わせましたが、そのとき先生が若手は臨時で中堅の方ばかり、

これでは若手は市外に流れ出ると思います。（再掲） 
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年齢 性別 地区 自由意見 

60 代 女性 余喜地区 

・令和２年より余喜小では複式学級の主要科目を一人の先生が

２学年に教えることとなります。現状は今現在予備の教師がい

るため、主要科目は２名の先生がそれぞれ教えています。来年

度は複式学級が二組発生する為、予備の教師が１名しかいない

為、不公平が発生する為どちらの複式学級のサポートも出来な

くなります。統合を考える時期が来ているのではないでしょう

か。複式に不安を感じています。・岩脇医院が５時で診察が終

わります。共働きの家庭は親もその子供も医療が受けられませ

ん。新規の開業又は６時までの診察を切望致します。（再掲） 

70 代 女性 越路野地区 

羽咋市に教育関係の設備を増やして欲しい。そして羽咋市は土

地の価格が高すぎるので、いろんな企業や人口もなかなか増え

ないのではないか？今は土地を持っていても無意味な時代で

す。もっともっと自分の土地を市の為に活かしていかれる様な

対策を考えていただきたいです。私としてはいつでも提供しま

す。（再掲） 

 
 
【合併】 

年齢 性別 地区 自由意見 

40 代 男性 余喜地区 余喜小学校と邑知小学校合併するべきでは？ 

50 代 男性 一ノ宮地区 

人口減少対策には、まず子育ての為の助成、そして企業誘致が

必要です。また高齢者でも安心して生活出来る為の医療施設、

老人ホームの整備が重要だと考えています。その為に自治体と

の合併が必要であれば進めるべきだと考えます。（再掲） 

50 代 男性 上甘田地区 
志賀町と宝達志水町を入れて羽咋市になる事（合併）を望みま

す。そうすれば羽咋市としての人口が上がります。 

70 代 女性 一ノ宮地区 宝達志水町との合併をもっと積極的に行うべきだと思います。 

70 代 女性 粟ノ保地区 

旧態のままでアンケートを集めてもね？新しい考えを導入、勉

強出来る人を！人の話を聞き入れる力のある人を！！ただ単に

以前の職歴、見栄え、プライドだけで市政運営の一員になって

いる人？がどうかもっとしっかり考えて欲しいです。何故、宝

達志水町を含む大きい、深い、合併が出来なかったのですか？

ただ小さくなって行くだけ、小さな得の為、大きな損をしてい

るよう、子供に申し訳ないです。残念です。とても悔しいで

す。（再掲） 
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【道路】 

年齢 性別 地区 自由意見 

30 代 男性 一ノ宮地区 

新しい道路を作るのはいいが、古い道路を維持していく金はあ

るのか？冬は除雪する道路の数が増えるわけだから、しっかり

対応しないでアンケートの暮らしやすい地域づくりに矛盾する

のでは？ 

40 代 男性 余喜地区 

・人口を増やすためには、高収入の仕事が必要。富裕層向けの

有料老人ホームを作れば良いのではないか。月収 25 万円以上

を目指し、候補地は千里浜インター付近、滝港付近、神子原地

区等。・道の駅から千里浜に歩いて行く時、千里浜ＩＣに横断

歩道がなくて危険である。歩行者用信号機か地下道の設置を望

みます。・自然栽培の作物に残留農薬が無いか定期的に検査す

べき。（再掲） 

40 代 女性 邑知地区 

邑知地区の堀替橋の川沿いの道路が狭いので広げて。ダンプや

トラックなど平気な顔で通るが、向こうから来るとすれ違えな

い。迷惑です。どうにかして下さい。 

50 代 女性 羽咋地区 

他県より羽咋市は、道路状況が悪く障害者や高齢者には特に不

自由と思う。段差、鉄板、穴あきコンクリートが歩道に使われ

ていて、点字ブロックもある所、無い所があり、段差のある歩

道にガードレールが無く危険がいっぱいです。冬場の除雪（歩

道）も行われていなく、子供が道路を歩き危険。（再掲） 

70 代 男性 富永地区 

・羽咋駅をもっと活用化してほしい。・国道、県道、市道の整

備がなされていない。（県議、市議、市長などのアピールがな

されていないのでは？）・生活に困っている人達の事等をしっ

かりとしてほしい。（再掲） 

 
 
【農業】 

年齢 性別 地区 自由意見 

40 代 男性 余喜地区 

・人口を増やすためには、高収入の仕事が必要。富裕層向けの

有料老人ホームを作れば良いのではないか。月収 25 万円以上

を目指し、候補地は千里浜インター付近、滝港付近、神子原地

区等。・道の駅から千里浜に歩いて行く時、千里浜 IC に横断

歩道がなくて危険である。歩行者用信号機か地下道の設置を望

みます。・自然栽培の作物に残留農薬が無いか定期的に検査す

べき。（再掲） 

50 代 女性 邑知地区 

地元でとれる野菜や果物、花類などが市場に出る時もっと安く

提供することはできないか。ものがない時期などは助かるので

すが。 

60 代 男性 邑知地区 

市内及び周辺地域での雇用対策の充実により、若者が安定居住

でき、少子化にも対応できる。１：企業誘致 ２：農林水産業

への若者が参加できる仕組みづくりの推進。（再掲） 

60 代 女性 羽咋地区 
生活している近くで、老人には畑仕事を勧めたい。働く事。羽

咋市で畑を借りやすくしてほしい。 
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【その他】 

年齢 性別 地区 自由意見 

10 代 女性 千里浜地区 

・羽咋駅の前にあるＵＦＯがださい。・パセオ通りのカラス被

害を解決してほしい。・羽咋市が行う取り組みは古く感じ

る。・若い人の意見を中心に市政を行うのも良いのではないだ

ろうか。（再掲） 

20 代 女性 富永地区 

子どもを産む病院が無いのが不満です。町会が行う避難訓練に

参加したことがありません（そもそもあるのかどうか、知らさ

れていないのか）。防災士が増えるだけでは防災、減災とは言

えないです。もっと市民に現実を突き付けて、意識改革を行っ

てはどうでしょうか。いつまでも行政に頼ってばかりではな

く、市民の自助共助を促した方が良いと思います。広報に自助

共助について特集してみてはどうでしょうか？（再掲） 

20 代 男性 羽咋地区 

「これ！」といった魅力が無い町だと思う。羽咋にいるより、

かほく市の方が住みやすそうだし楽しそう。過疎化はどうして

も止められないだろうけど頑張って下さい！！（再掲） 

30 代 女性 邑知地区 

夕日が丘（宅地分譲）ですが、たしかに夕日が綺麗な場所です

が“夕日”という言葉は沈みゆくものでどうもマイナスイメー

ジがあるかと・・・。“黄昏台”とかいかがでしょう？ 

30 代 男性 粟ノ保地区 

財政ですが、今までは赤字が消え、黒字化になっていると思い

ますが、赤字になっても良いので、施設の新しい設備などもう

少し大きな予算を作ってほしい。図書館があまりにも蔵書数が

少ない、古い。変化が必要ではないか。（再掲） 

30 代 男性 羽咋地区 
発展の妨げになるような地主から土地を取り上げて有効活用す

るべき。 

30 代 男性 羽咋地区 

・役に立ってないので議員数を減らす。・市役所の草むしりく

らいは自分ですればよい。自分たちの会社ですよ。あまりにも

汚くて近所の人が抜いていましたよ。・マイナンバーなどが生

かされていない。各種手続きが 2重、3重の手間。・市へ経営

コンサルタント、無駄を省くためトヨタカイゼンチームに入っ

てもらうとよいと思います。（再掲） 

40 代 女性 粟ノ保地区 

羽咋市が活動性の高い市という印象はありません。他の市町村

とも比較してもこれだけは・・・という、とび出るものが無い

ように思います。変化することが必要かと・・・。 

40 代 男性 一ノ宮地区 羽咋駅の今をしっかり考えてほしい。 

40 代 男性 邑知地区 ＵＦＯのまちって・・・もっとアピールするものないの？ 

40 代 男性 余喜地区 

◎将来のある企業を誘致してほしい。 ◎年齢に関係なく採用

してほしい。 ◎クマバチの駆除をしてほしい。（難病の母が

いるので危険です） ◎市が収入を得て、税金を下げてほし

い。活用しないならアンケートはやめてほしい。（再掲） 

50 代 女性 鹿島路地区 

人口が少ないからと言って外人を入れるのは良くないと思う。

特に韓国、中国といった日本を潰す国体。日本に愛国心が無い

人々は避けるべきでは。ちゃんと見極めて下さい。住んで良か

ったと思える羽咋市になって欲しい。 

50 代 男性 粟ノ保地区 

同じことを何度も書きますが、羽咋市政は頑張る人や頑張った

人へは感謝の意を伝え表彰をしてあげて下さい。頑張れる人は

最後まで頑張るはず。 

60 代 女性 鹿島路地区 
現在は車で買い物に行っていますが、この先いつまで車に乗れ

るか、分かりません。 
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年齢 性別 地区 自由意見 

60 代 男性 粟ノ保地区 

個人的には離婚後周辺のあたりが悪くなり、自分では変化して

いないとは思いますが、アカシア林の周辺に住んでいて、地主

さんとも上手くいっておらず、持ち家ではありますが私が苦情

ばかり言ってきたので他の方々とは遠くなりつつあり、まだま

だ田舎的感覚のあるように思われます。そのことが良いのか悪

いのか判断は出来かねますが、難しい在所に住んだと思ってい

ます。 

70 代 女性 羽咋地区 住みにくい！ 

70 代 女性 羽咋地区 何の意見を言っても反映されないので言えません。 

70 代 女性 富永地区 

市の配布物の当番をしています。毎月沢山の資料があります

が、いったいどれだけの人が読んでいるのでしょうか？重複も

多いし部数が多すぎると思います。体育館（県）を週一で利用

しています。挨拶ぐらいまともに返して欲しいと思っていま

す。（応対が悪い）（再掲） 
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（３）その他の自由回答 
 

【問３】羽咋市に住み続けたい理由 

 

年齢 性別 地区 自由意見 

20 代 女性 粟ノ保地区 引っ越し費用が掛かるから 

20 代 女性 富永地区 持ち家がある。 

20 代 男性 邑知地区 跡取りだから 

30 代 女性 羽咋地区 家を建てた為。 

30 代 女性 粟ノ保地区 定住するつもりで家を建てたから。 

40 代 女性 羽咋地区 家を建ててしまったから。 

40 代 女性 千里浜地区 ユーフォリアがあるから。 

40 代 男性 余喜地区 農地があるから仕方が無く。 

40 代 男性 余喜地区 持ち家がある。 

40 代 男性 越路野地区 先祖代々受け継いできた土地があるから。 

40 代 男性 上甘田地区 仕事柄 

50 代 男性 羽咋地区 夜勤による仕事の為。 

50 代 男性 千里浜地区 異動が伴う職業であり、一定期間住むことになる。 

50 代 男性 邑知地区 家を建てたから。 

60 代 女性 羽咋地区 高齢者なので今から生活を変えたくない。 

60 代 女性 羽咋地区 家がある。住んでいたら愛着がある。 

60 代 男性 羽咋地区 特に行きたい所がないから。 

60 代 男性 粟ノ保地区 羽咋市に関わった職業についているため。 

60 代 女性 余喜地区 安心して暮らせる自宅があるから。 

60 代 女性 余喜地区 水害にあったから。 

60 代 男性 鹿島路地区 自宅があるから。 

60 代 女性 越路野地区 他に行く場所が無いので 

60 代 男性 越路野地区 家を建てたから 

60 代 男性 一ノ宮地区 
体が動く限りは、地元に居ると思う。ただ長男が金沢に世

帯を構えている為、その後は金沢及びその近郊の老人ホー

ム（？）に入居することになるように思う。 

60 代 男性 上甘田地区 住居がここしかない 

70 代 女性 羽咋地区 この年になり他には移り住みたくない。 

70 代 女性 羽咋地区 羽咋からどこも出たことが無いから 

70 代 女性 羽咋地区 日用品の買い物が駅前ぐらいにあれば嬉しいのですが。 

70 代 男性 羽咋地区 都会と比べて人柄が良い。 

70 代 女性 神子原地区 住めば都です。 

70 代 女性 鹿島路地区 
年もとっているので、このまま。でも若かったら働く場所

が少ないので労力を求めて？ 

70 代 女性 一ノ宮地区 
スーパーマーケットはないけれど、宅配食、宅配便があ

り、便利。 
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【問４】どのような地域に移り住みたいと考えているか 

 

年齢 性別 地区 自由意見 

10 代 男性 羽咋地区 公園（もっと広く！） 

20 代 男性 粟ノ保地区 不動産を売却する際に高値で売られる地域。 

20 代 女性 羽咋地区 趣味 

20 代 女性 富永地区 娯楽施設が充実している地域 

30 代 女性 羽咋地区 何も無いただの田舎でない、田舎（文化、生活の内容充実）。 

30 代 女性 羽咋地区 臭くない地域←羽咋市に来て田畑を燃やす様な臭いがつら

いです。後悔しています。 

30 代 女性 羽咋地区 親が金沢市住まいでその近辺に移りたい。子育ての協力が得

やすい。 

30 代 男性 羽咋地区 11 月頃に結婚予定が、定住促進住宅が満室なので結婚後は家

賃が安く職場の近い志賀町を検討中。 

40 代 女性 粟ノ保地区 人が温かい地域、羽咋はよそ者に冷たい。 

40 代 女性 邑知地区 交通機関の便のいいところ 

40 代 女性 邑知地区 子供の大学などの近い地域。選択肢が複数ある地域。 

40 代 女性 邑知地区 生まれ育った場所（関東） 

50 代 女性 羽咋地区 全ての地域にバスが通って無く、（往復で）高額のタクシー

代が必要な為。ライフラインが良い地域。 

50 代 女性 羽咋地区 羽咋市は嫌じゃないが、人間関係のしがらみがあるので住

みたくない。 

50 代 男性 羽咋地区 アパート住人に優しい場所。 

50 代 女性 千里浜地区 羽咋には何も変わっていない税金の使い方が納得いかない。

市会議員もそんな人数はいらない。人数を減らしてほしい。

何の仕事をしているのかわからない。 

50 代 女性 千里浜地区 公共交通手段が充実している地域。 

50 代 女性 富永地区 マレーシア 

50 代 女性 富永地区 車が無くても生活できる地域。 

60 代 男性 羽咋地区 田舎暮らし、老後はゆっくり生活したいので。 

60 代 男性 千里浜地区 自家用車で 10～15 分で買い物が出来る（街）田舎の一軒屋 

60 代 男性 粟ノ保地区 公共下水道が各家庭に普及している地域、雨水による道路

冠水のない地域。 

60 代 男性 富永地区 うその説明をし、勝手に固定資産の評価額を上げ、知らん

顔をしているような自治体には住みたく無い。 

60 代 男性 邑知地区 路線バス、電車、地下鉄の便利益 

60 代 女性 余喜地区 車の運転が出来なくなった時、今の家で住み続けるのが難し

い。 

60 代 女性 余喜地区 老後の不安、他の所に住めない事は出来ないと思うが出たい

夢。 

60 代 女性 余喜地区 里山海道に乗ると千里浜に降りていく人（車）は沢山いるが、

なぜ人口は減少している。いつもこの人達はどこにいらっし

ゃるのかと考えていた。※週 4 回程いずれの時間も。 

70 代 女性 一ノ宮地区 プライベートの事もあるので。 

不明 不明 不明 移りたいが移れない・・・。先祖代々の土地でありそれをす

べて捨てることが出来ないから。 
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【問６】市政に対しての参加方法（意見や要望を伝える） 

 

年齢 性別 地区 自由意見 

10 代 男性 羽咋地区 した事が無い 

10 代 男性 千里浜地区 参加していない。 

10 代 男性 千里浜地区 特に意見や要望を伝えたいことはありません 

10 代 男性 富永地区 なし 

10 代 男性 富永地区 していない。 

10 代 男性 邑知地区 参加できていない。 

10 代 女性 余喜地区 特になし 

20 代 女性 羽咋地区 していない。 

20 代 女性 羽咋地区 特に参加していない。 

20 代 女性 羽咋地区 選挙 

20 代 女性 羽咋地区 ネット 

20 代 女性 羽咋地区 今まで特に参加したことが無いです。 

20 代 女性 羽咋地区 したことが無い 

20 代 女性 羽咋地区 参加していない 

20 代 女性 羽咋地区 考えるが伝えない、伝えようと思わない。 

20 代 女性 羽咋地区 伝えたことが無い。 

20 代 女性 羽咋地区 伝えていない 

20 代 女性 羽咋地区 なし 

20 代 男性 羽咋地区 してない 

20 代 男性 羽咋地区 状況を見て、現在考え中 

20 代 男性 羽咋地区 このようなアンケート 

20 代 男性 羽咋地区 伝え方を知らない。 

20 代 男性 千里浜地区 何もしていない。 

20 代 男性 千里浜地区 していない。 

20 代 女性 粟ノ保地区 伝えていない 

20 代 女性 富永地区 意見や要望を伝えたことがない。 

20 代 女性 富永地区 何もしていない 

20 代 女性 富永地区 意見や要望を伝えたことが無い 

20 代 女性 邑知地区 意見等伝えていない。 

20 代 女性 邑知地区 伝えたことが無い。 

20 代 女性 邑知地区 伝えていない 

20 代 男性 邑知地区 していない 

20 代 男性 邑知地区 選挙 

20 代 男性 邑知地区 意見や要望を伝えたことが無い 

20 代 男性 邑知地区 すみません！市政に参加する余裕がありません。 

20 代 不明 邑知地区 何もしない 

20 代 女性 余喜地区 参加していない。 

20 代 男性 余喜地区 関わりが無い。 

20 代 男性 鹿島路地区 意見や要望を伝えた事がない。 

20 代 女性 越路野地区 やったことないので分かりません。 

20 代 男性 越路野地区 してない 

30 代 女性 羽咋地区 選挙 
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年齢 性別 地区 自由意見 

30 代 女性 羽咋地区 何もしていない。 

30 代 女性 羽咋地区 参加していない。 

30 代 男性 羽咋地区 特に何もない。 

30 代 男性 羽咋地区 何もしていない。 

30 代 男性 羽咋地区 していない。 

30 代 男性 羽咋地区 していない。 

30 代 男性 羽咋地区 伝えたことが無い。方法が分からない。 

30 代 男性 羽咋地区 意見できる方法を知らない。 

30 代 女性 千里浜地区 参加していないと思う。 

30 代 女性 千里浜地区 伝えたことはない。 

30 代 男性 千里浜地区 参加していない 

30 代 男性 千里浜地区 特にしていない 

30 代 男性 千里浜地区 伝えたことなし 

30 代 男性 千里浜地区 したことはない。方法知らない。 

30 代 男性 千里浜地区 していない。 

30 代 男性 千里浜地区 参加していない。 

30 代 男性 粟ノ保地区 特に伝えていない 

30 代 男性 粟ノ保地区 参加したことが無い。 

30 代 女性 富永地区 選挙 

30 代 女性 富永地区 知り合いの職員に意見や要望を伝える。 

30 代 女性 邑知地区 全くしていない、する機会が無いから。 

30 代 女性 邑知地区 ない 

30 代 女性 邑知地区 学校 

30 代 男性 邑知地区 妻が子育て世代に向けて団体活動をしている 

30 代 男性 邑知地区 特になし 

30 代 男性 邑知地区 特になし 

30 代 男性 邑知地区 伝えていない。 

30 代 女性 余喜地区 伝えていない。 

30 代 女性 鹿島路地区 したことが無い 

30 代 男性 越路野地区 現在あまり要望を伝えていない。 

30 代 女性 一ノ宮地区 参加していない。 

30 代 女性 一ノ宮地区 特になし 

30 代 女性 一ノ宮地区 伝えない、伝えられない。 

30 代 男性 上甘田地区 投票など 

40 代 女性 羽咋地区 特になにもしていない 

40 代 女性 羽咋地区 意見を伝えていない。 

40 代 女性 羽咋地区 特になし 

40 代 女性 羽咋地区 参加していない。伝えていない。意見や要望を伝えてもか

なわないと諦めている。 

40 代 女性 羽咋地区 周りへの愚痴 

40 代 女性 羽咋地区 特にしていない。 

40 代 女性 羽咋地区 したことはない。 

40 代 男性 羽咋地区 参加したいと思わない。 

40 代 男性 羽咋地区 伝える方法が無い。 

40 代 男性 羽咋地区 伝えない。 
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年齢 性別 地区 自由意見 

40 代 男性 羽咋地区 参加したことが無い。 

40 代 男性 羽咋地区 なし 

40 代 男性 羽咋地区 まだわからないので、友人や夫婦で考える。 

40 代 男性 羽咋地区 これといった方法が無いと感じる。 

40 代 女性 千里浜地区 意見、要望をしたいと思ったことが無い為わからない。 

40 代 女性 千里浜地区 していない 

40 代 女性 千里浜地区 参加したことが無い 

40 代 女性 千里浜地区 選挙で投票 

40 代 女性 千里浜地区 思っても伝えることはない。 

40 代 女性 粟ノ保地区 伝え方が分からず、伝えていない。 

40 代 女性 粟ノ保地区 何もしていない。 

40 代 女性 粟ノ保地区 言えるほど市政に参加することもないので。 

40 代 女性 富永地区 このようなアンケート 

40 代 男性 富永地区 意見や要望など伝えることをしていない。 

40 代 男性 富永地区 なし 

40 代 女性 邑知地区 
役所に勤めている友人に話す程度。学校のおたよりやアン

ケートなど。 

40 代 女性 邑知地区 
子供が通学する学校に対して要望する機会がある時に伝え

ている。 

40 代 女性 邑知地区 参加していない。 

40 代 女性 邑知地区 伝えていない 

40 代 女性 邑知地区 特に伝えていない 

40 代 女性 邑知地区 しません。 

40 代 男性 邑知地区 参加していない。 

40 代 女性 神子原地区 選挙 

40 代 男性 神子原地区 何も参加していない。 

40 代 女性 余喜地区 特に何もしていない。 

40 代 男性 余喜地区 意見や要望は伝えても対応してもらえないのでしない。 

40 代 男性 余喜地区 特にしていない 

40 代 男性 余喜地区 してない 

40 代 女性 越路野地区 していない。 

40 代 男性 越路野地区 伝えたことが無い。 

40 代 男性 一ノ宮地区 していない。 

40 代 男性 一ノ宮地区 市議選 

40 代 男性 一ノ宮地区 殆んど参加していない。 

40 代 女性 上甘田地区 特にしていない 

40 代 女性 上甘田地区 
していない、できない、市政を広報等で見る読む時間があ

まりない。 

50 代 女性 羽咋地区 
メールで伝える場合、数年前、氏名など入力しなければ送

信不可だった為、やめた。 

50 代 女性 羽咋地区 関心は有るが参加していない。 

50 代 女性 羽咋地区 伝えていない。参加していない。 

50 代 女性 羽咋地区 参加していない。 

50 代 女性 羽咋地区 
市役所窓口の人しか会わないが、横柄な人が多いので特に

期待もしない。 
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年齢 性別 地区 自由意見 

50 代 女性 羽咋地区 耳が不自由なので要望や意見を伝えませんでした。 

50 代 女性 羽咋地区 何もしていない。 

50 代 女性 羽咋地区 伝えたいことが無いから。 

50 代 男性 羽咋地区 手段が分からない。 

50 代 男性 羽咋地区 参加したくない。 

50 代 男性 羽咋地区 なし 

50 代 女性 千里浜地区 言う気にもならない。 

50 代 男性 千里浜地区 

強いて言えば、関係団体、所属団体を通じてとなるが、言

う立場にないので雑談の中で話す程度。意見や要望を持っ

ている人は沢山いると思います。今回のアンケートは非常

に良いことだと思います。 

50 代 男性 千里浜地区 していない。 

50 代 女性 粟ノ保地区 行っていない 

50 代 男性 粟ノ保地区 選挙 

50 代 女性 富永地区 何もしていない 

50 代 女性 富永地区 選挙 

50 代 女性 邑知地区 なし 

50 代 女性 邑知地区 諦め 

50 代 男性 神子原地区 していない 

50 代 女性 余喜地区 していない。 

50 代 男性 余喜地区 特になし 

50 代 女性 鹿島路地区 特に伝えていない 

50 代 男性 一ノ宮地区 
そういう機会がない。あまり伝えようということがなかっ

た。 

50 代 男性 一ノ宮地区 意見や要望は伝えたことが無い。 

60 代 女性 羽咋地区 
していない。したことが無いが選挙には必ず行っている。

羽咋市広報を読んでいる。 

60 代 女性 羽咋地区 していない 

60 代 女性 羽咋地区 議員たよりや広報は必ず読む。 

60 代 女性 羽咋地区 不満なし、していない 

60 代 女性 羽咋地区 関心なし 

60 代 女性 羽咋地区 参加していない 

60 代 女性 羽咋地区 まだない 

60 代 女性 羽咋地区 何も伝えていない。 

60 代 女性 羽咋地区 選挙投票 

60 代 男性 羽咋地区 参加していない 

60 代 男性 羽咋地区 特になし 

60 代 男性 羽咋地区 参加していない 

60 代 女性 羽咋地区 
していない。したことが無いが選挙には必ず行っている。

羽咋市広報を読んでいる。 

60 代 女性 千里浜地区 参加していない 

60 代 男性 千里浜地区 感心なし 

60 代 男性 千里浜地区 知っている職員に直接伝える。 

60 代 女性 粟ノ保地区 してない 

60 代 女性 粟ノ保地区 なし 
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年齢 性別 地区 自由意見 

60 代 女性 富永地区 要望を伝えることはしていない 

60 代 女性 邑知地区 何もしていない 

60 代 女性 余喜地区 具体的にしていません。 

60 代 女性 余喜地区 ほとんど参加していない。 

60 代 女性 余喜地区 参加は特にしていない 

60 代 女性 余喜地区 特にはしていない 

60 代 女性 余喜地区 何も行動を起こしたことが無い。 

60 代 女性 余喜地区 
変わりますか？用があり市役所へ行くことがありますが、

態度が悪いですよね。 

60 代 女性 鹿島路地区 広報や新聞を見て知る。参加はしていない 

60 代 女性 越路野地区 今迄、一度も意見を伝えたことはない。 

60 代 女性 一ノ宮地区 参加していない人 

60 代 男性 一ノ宮地区 選挙 

60 代 男性 一ノ宮地区 参加していない 

60 代 女性 上甘田地区 参加した事が無い 

60 代 女性 上甘田地区 参加していない。 

60 代 男性 上甘田地区 意見を言ってどうにかなるとは思わない。 

70 代 女性 羽咋地区 参加したことはない 

70 代 女性 羽咋地区 伝えてない 

70 代 男性 羽咋地区 積極的に参加しない 

70 代 男性 羽咋地区 参加していない。伝えていない。 

70 代 女性 千里浜地区 もしあるとすれば民生委員の人に伝える。 

70 代 男性 粟ノ保地区 特に関心がない。 

70 代 女性 富永地区 とりたてて伝えることが無い。 

70 代 女性 邑知地区 効果がなさそうに思うので伝えない。 

70 代 女性 邑知地区 公報や地区の便り等必ず読んでいる。 

70 代 女性 神子原地区 友人と話したりして自己満足している。 

70 代 女性 一ノ宮地区 色々ありますが、今まで参加したことが無い。 

不明 不明 羽咋地区 特に伝えてはいません。 

不明 不明 羽咋地区 地域作文に応募 

不明 不明 粟ノ保地区 なし 

不明 不明 不明 まだ参加してない。言える雰囲気が感じられない。 

不明 女性 不明 諦めている 

不明 不明 不明 参加方法が分からない。 

不明 男性 不明 参加できない、方法が分からない。 

不明 不明 不明 伝えたことが無い。 

不明 不明 不明 参加していないから。 
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【問 10】人口減少が地域に及ぼす影響が大きいと思うもの 

 

年齢 性別 地区 自由意見 

20 代 女性 羽咋地区 賃金が安い。働く場所が無い。 

20 代 男性 千里浜地区 遊べるところが少ない為、都心に行く人が多い。 

20 代 女性 余喜地区 マルシェ等のつぶれたスーパーを放置しているのもよくな

いと思う。 

30 代 男性 羽咋地区 市政に関する人物の優秀な人材の低下。 

30 代 女性 一ノ宮地区 近くで働けない。月給の安さ。 

40 代 男性 富永地区 全てにおいて影響を及ぼす。 

40 代 男性 富永地区 高齢化 

40 代 男性 余喜地区 羽咋市がなくなる。 

40 代 女性 上甘田地区 過疎化に拍車がかかる。 

50 代 女性 余喜地区 安心して働ける場所が無い。 

60 代 男性 千里浜地区 1 行政単位で解決できる問題ではない。 

60 代 男性 邑知地区 消滅。うかうかすると日本も。 
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【問 11】人口減少対策に有効な施策 

 

年齢 性別 地区 自由意見 

20 代 女性 羽咋地区 
実際は子育て中、しようと思っている人たちの声を反映す

る。 

20 代 男性 羽咋地区 住みやすい町づくり 

20 代 女性 粟ノ保地区 医療の充実 

30 代 女性 羽咋地区 
大学を作る。未来ある若者を集め、また労働の場を作る事

と、住民増加による地元商店等の活力ＵＰを図る。 

30 代 女性 羽咋地区 ショッピングセンターなどの商業施設を増やす。 

30 代 男性 羽咋地区 悪質な地主への取り締まり 

30 代 男性 羽咋地区 

市街地に飲食店や休日でかけられる施設（映画館とかゲー

ムセンターとかカラオケとか）が少ないので、通勤圏内で

あっても七尾やかほくに住む人が多いのだと思う。営業時

間も金沢と比べると同じ店でも短い。夜遅くに帰ってきて

あいてる店がマックスバリューとすき家とコンビニしかな

いのだから。住みたいと思われないのでは？郵便局も夜中

はあいてないし。 

30 代 男性 千里浜地区 先住民の田舎特有の閉鎖的な考えを変える。 

30 代 男性 一ノ宮地区 光熱費無料にする 

40 代 女性 羽咋地区 若い人が好むような店や施設の充実。 

40 代 男性 富永地区 全部に当てはまる。 

40 代 女性 邑知地区 
国規模の問題であり企業が若い人達へ結婚生活が出来る資

金の支払い、最低賃金を上げるなど。 

40 代 男性 余喜地区 継続的な利益を出せる企業の誘致。 

40 代 女性 上甘田地区 
かほく市、野々市市等住みよいランキング上位の市町村の

施策から学ぶべき！ 

50 代 女性 羽咋地区 
歩道の整備（車いすが楽に通行できるよう、目の悪い方に

安全に道路と歩道の段差及びガードレールの設置） 

50 代 女性 羽咋地区 商業施設 

50 代 男性 羽咋地区 かほく市又は金沢市との合併しかない！ 

50 代 女性 余喜地区 大企業の地方参入の促進 

50 代 男性 一ノ宮地区 
農業の活性化。平地に野菜栽培。質と量の充実。食料は今

後の地域活性のカギ。 

60 代 男性 粟ノ保地区 
私自身田舎の方から来て他人視される環境は住みやすいと

は思われない。受け身程弱い物はないと思います。 

60 代 男性 邑知地区 
トップセールスを実行し、大中小企業を連れてくる。特に

大都会から。 

60 代 男性 邑知地区 

大規模に人口を増やすには大規模な施設（ホーム）をつく

ればよい。安倍さんに森さんから能登半島に大規模な施設

を作るから『予算を～億出してくれ』と云わせればよい。

「老人を 20 万受け入れよ！森さんが生きてる間に。安倍さ

んが総理でいる間に人口は倍になる！」間に合わなくなる

ぞ。七尾や輪島の市長や西田、近藤も動かせ！間に合わな

くなるぞ！ 

60 代 女性 余喜地区 働く所がないから。 

60 代 男性 一ノ宮地区 相談窓口の設置 

不明 男性 不明 人口減少しても大丈夫な市政。 
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年齢 性別 地区 自由意見 

不明 不明 不明 何か一つ選んで、どうにかなる問題ではないと思う。 

不明 不明 不明 
これは一つ選ぶものではなく、１～６すべてをやる政策を

立て実行していかなければならない。 

不明 不明 不明 

・首都圏からの企業、大学の誘致。その場合実質法人税を

ゼロにする。自然環境に悪影響を及ぼす恐れのある企業は

誘致しない。・同時にＩＴなど（に限らないが）「起業」

を目指す首都圏在住者の移住と支援。政府方針（2018）で

は最大 300 万円の補助する。そうだがこれに上乗せ（さら

に最大 300 万など）するなどの独自の（というかのっかる

だけだが）制度を作る。 
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【問 12】少子化対策に重要な施策 

 

年齢 性別 地区 自由意見 

20 代 女性 羽咋地区 必要にしている人の声を反映する。 

20 代 女性 羽咋地区 働く場所 

20 代 男性 羽咋地区 子育てに掛かるお金の免除、支援 

20 代 男性 邑知地区 収入が減ったことと核家族化。 

30 代 女性 羽咋地区 広域連係による能登一丸となった魅力の発信。 

30 代 女性 羽咋地区 
子供を産み育てたいと思える希望と安心感を育む教育と社

会づくり。 

30 代 女性 羽咋地区 
子育て家庭への手当て支給の充実。出産時、入園、入学な

ど定期的支援があるといいと思います。 

30 代 男性 千里浜地区 
高学歴者が就労したいと思えるような企業誘致。教育や市

役所以外に大学枠の就労場所が無い。 

30 代 女性 粟ノ保地区 産婦人科、小児科の充実 

30 代 女性 鹿島路地区 産婦人科が無いとダメ。 

30 代 女性 一ノ宮地区 労働環境の充実。近くで安定の収入。 

30 代 男性 一ノ宮地区 
何をしても無駄。政府が 30 年以上対策をして何も変わって

ないから。 

40 代 男性 余喜地区 
①将来の不安を解消する事 ②賃金を上げる ③税金を下

げる 

40 代 男性 鹿島路地区 若くない未婚者に対する支援 

40 代 女性 上甘田地区 産科を作ってほしい。 

50 代 男性 羽咋地区 働ける大きな企業の誘致 

50 代 女性 千里浜地区 大学、大学院を卒業後、就職したいと思える仕事がある。 

50 代 男性 千里浜地区 
他からの移住者に対する排他的な性質の人が多いのが最大

の問題 

60 代 女性 羽咋地区 働く場所の確保 

60 代 男性 千里浜地区 問 14 に関連し、働く職場、職種、及び生活できる賃金 

60 代 男性 粟ノ保地区 他の所から来た人に導きと思いやりのある街が必要です。 

60 代 男性 邑知地区 
上下水道費の補助、電気の補助。公共料金を下げ住みやす

い町へ。 

60 代 男性 邑知地区 
子供を作りたくなるようにせよ。１人目 50 万、２人目 150

万、３人目 300 万出ろ。ん～イヤもっと出せ！ 

60 代 男性 邑知地区 
若い外国女性と見合いし、結婚し、子どもづくりに励み３

～４人出産。 

70 代 男性 富永地区 安定した収入基盤となりうる企業の誘致 

不明 不明 不明 

どれ１つをとっても重要であり、１つを達成したからとい

って少子化対策にはならない。住みやすい環境作りが全て

である。 

不明 不明 不明 

羽咋市で子供を生み育てたら、子供が 10歳になったとき

100 万円がもらえる制度。（日本人限定）（地域通貨、使用

目的限定の電子マネーあるいは現金） 
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【問 13】高齢者への支援策として特に重要な施策 

 

年齢 性別 地区 自由意見 

10 代 男性 羽咋地区 
遠いので、車を引退した後、買い物サービス（送迎運転）

してほしい。 

20 代 男性 羽咋地区 高齢者用集合住宅 

20 代 女性 羽咋地区 必要にしている人の声を反映する。 

20 代 女性 余喜地区 在宅サービスを行う人が減っているのでそれの増員。 

30 代 男性 一ノ宮地区 老人ホームに入りたい人は全員入れるべき。 

40 代 男性 粟ノ保地区 ショッピングモールの誘致 

40 代 男性 神子原地区 

高齢者に関するスタッフの賃金を上げて、この仕事をされ

ている方の環境を良くしないと、高齢者への支援策の施策

などは実行できないと思います。 

40 代 男性 一ノ宮地区 買い物代行サービス 

40 代 男性 余喜地区 ①年金を上げる ②税金を下げる 

50 代 男性 千里浜地区 

道路整備は非常に良いが、足が無い高齢者の買い物（食

事、日用品など）非常に不便を感じている。バスがあって

も重い荷物は運べないし、１日がかり。スーパー難民が非

常に多くなっている。鹿島にバイパス（アルプラザ等大型

店舗）などにより小売り店がほとんど廃業。一人暮らしは

（車の無い高齢者）、食の確保でさえ苦慮している。 

50 代 女性 邑知地区 
施策も大事ですが、一人一人の意識の方が目の前と先を変

える。 

50 代 女性 越路野地区 介護する人への精神、体力、両方にわたるケア。 

60 代 男性 千里浜地区 予めのスケジュールと応急対応 

60 代 男性 粟ノ保地区 
引きこもり老人にならないように考えていただくことで

す。 

60 代 男性 富永地区 
医療体制を兼ね備えた老人施設、病院の充実。※療養型病

院の整備（老人ホーム） 

60 代 男性 邑知地区 
老人がやりたくなるような仕事をわんさかと作り統合せ

よ！老人がやりたくなるようにせよ。 

60 代 女性 余喜地区 介護認定がつかない高齢者が入れる施設の充実 

60 代 女性 余喜地区 お金を市が見てくれる。 

70 代 男性 粟ノ保地区 高齢者へ必要なタクシー券か買物券等 

70 代 女性 鹿島路地区 将来働かれぬ様になった時、交通、店等なしの地域 

不明 不明 不明 

日本は諸外国に比べ認知症患者が多い（ＷＨＯ厚労省）。

また、先進諸国において唯一癌が減らないどころか増加し

ている国だともいわれています（ＷＨＯ）。当然、死亡

率、健康寿命もその分短いでしょう。医療費 40兆円、最先

端医療技術を持ちながらこのコスパの悪さなのは西洋医学

（アロパシー）の上限を象徴しています。農薬づけの農業

から自然栽培へ取り組んだようにアロパシーからホメオパ

シー医学にも目を向けてみるのも一つの方法だと思いま

す。 
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【問 14】雇用の場、就労の機会を確保するために特に重要な施策 

 

年齢 性別 地区 自由意見 

20 代 女性 羽咋地区 大学を作る 

20 代 男性 一ノ宮地区 市民による行政施行が重要。 

30 代 女性 羽咋地区 教育・研究機関の誘致 

30 代 男性 羽咋地区 
雇用関係法令の遵守、ブラック企業の取り締まりを通した「働

き方改革」の推進 

30 代 男性 羽咋地区 
中小企業への設備投資、消防、防災設備の補助（新法に適応で

きなく廃業を考えている企業が多くある。消防法設備。） 

30 代 男性 一ノ宮地区 大学や大学病院の誘致。 

40 代 男性 神子原地区 

１～５は市は本当にできると考えていますか。アンケートに書

いてあるので、どれかは実行できる？と考えているのでしょう

か？ 

40 代 男性 余喜地区 将来性のある企業を誘致し、羽咋市民を採用する。 

40 代 男性 一ノ宮地区 羽咋市には無理 

50 代 女性 富永地区 １次産業の企業化 

60 代 男性 羽咋地区 自然災害に強い交通網、特に雪（アイスバーン等） 

60 代 男性 粟ノ保地区 

難しい問題ですが、大きな意味では独自な物、羽咋にしかない

ような職種を作って、それを日本一にしてそれに関係した会社

を造り遂げることだと思います。 

60 代 女性 余喜地区 

企業を呼べないのなら羽咋で住むと○○が全体良い。医療が保

障されていて教育支援され不安が無いと言った生活を訴え、人

を多く住んでもらう、人口を増やす。しかし羽咋病院は見直し

をすべき。 

60 代 女性 余喜地区 
企業誘致をしないと、人が集まらないが従来の地区ばかりでは

よくないと思う。159 線に近い所も広げるべきでは。 
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【問 15】環境にやさしいまちづくりに特に重要な施策 

 

年齢 性別 地区 自由意見 

20 代 女性 羽咋地区 千里浜きれいにしよ 

20 代 女性 千里浜地区 古い使われていない建物や空き地の処理 

20 代 男性 邑知地区 早期原発の稼動 

30 代 女性 羽咋地区 リサイクルする必要を生まない販売方法の促進。 

30 代 男性 羽咋地区 現状、優先順位は低いと思う。 

30 代 男性 羽咋地区 
千里浜に流れ着いたゴミを処理したいが気軽に分別して捨

てられる場所が欲しい。 

30 代 男性 一ノ宮地区 中古品購入に補助金をつける。 

40 代 男性 余喜地区 燃費の良い車しか利用しない。 

40 代 男性 越路野地区 リサイクルセンターの無料化、低価格化 

50 代 男性 千里浜地区 

ごみの減量化やコンビニ、公共施設での家庭ごみを持ちこ

ませない為の施策は非常に有効ではあるが、車の中のゴミ

や家庭での選別、決められた日に出す作業を億却に思う輩

が不法投棄する事案が増加している。ゴミの量は決して減

っていない。移動しているだけ。 

60 代 女性 羽咋地区 公共の場等の除草 

60 代 男性 粟ノ保地区 私の家の周りを見れば一目瞭然です。 

60 代 男性 富永地区 ゴミ処理施設体制の充実 

不明 不明 不明 原発立地 20km 圏の町として「脱原発宣言」の表明。 
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【問 16】災害に強いまちづくりに特に重要な施策 

 

年齢 性別 地区 自由意見 

30 代 女性 羽咋地区 避難施設のバリアフリー化 

30 代 男性 羽咋地区 津幡対策（羽咋川～千里浜） 

30 代 男性 一ノ宮地区 海抜の低い土地を開発させない。 

40 代 女性 羽咋地区 

一人一人がその場で行動できるよう、防災対策の冊子を配

ってほしい。年配の方にもわかりやすく、子供にも伝わり

やすいもの。水が出なくなったり、停電が続く時の対処な

ど知れるように避難場所も常に分かりやすく日頃から意識

できるように。 

40 代 女性 千里浜地区 地域住民のコミュニティ 

40 代 男性 余喜地区 増水による災害を防ぐこと。 

40 代 女性 上甘田地区 

町や地域で消防団（も含むでもよいかも？）とは別に災害

組織の結成。（男女年代混合でないと意味が薄れると思

う） 

50 代 女性 羽咋地区 防災スピーカーの増設 

50 代 男性 羽咋地区 
自治会を始め、地域コミュニティの綿密なつながりと充

実。 

50 代 女性 粟ノ保地区 
河川や崖など災害が起こる前から整備していくべきだと思

います。 

60 代 女性 千里浜地区 防災無線の充実（現在聞こえない） 

60 代 男性 千里浜地区 大規模では行政対応できない。あらかじめ個人対応一任。 

60 代 男性 富永地区 本当に安全な避難施設の整備や普及 

60 代 女性 邑知地区 問１５の⑥が重要と思います。 

70 代 女性 羽咋地区 防災放送などスピーカーの音が聞き取りにくい。 

70 代 男性 富永地区 
比較的高い確率で発生しうる災害への対処方法の周知（地

滑り、津波など） 

不明 不明 不明 

東京都だかが出してその後出版された防災マニュアルを全

戸に配布し、大人から子供まで各人、各地域に防災意識を

高めてもらい、自助共助の力を高める。 
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【問 18】公共交通の利便性を高めるために望むこと 

 

年齢 性別 地区 自由意見 

20 代 男性 羽咋地区 
タクシーの料金に補助を出すなど。現実的に利用し易い取

り組み。 

20 代 男性 羽咋地区 
羽咋駅にエレベーターor エスカレーターの施設（高齢者の

為に） 

20 代 女性 千里浜地区 PASUMO,SUICA の導入。もっと賃金を安くして下さい。 

20 代 女性 粟ノ保地区 快速 

30 代 女性 羽咋地区 
るんるんバスの本数増加（ほとんど使えない、不便であ

る）。 

30 代 女性 羽咋地区 
デマンドタクシー導入の検討、ＩoＴによる未来技術の活用

の検討。 

30 代 女性 羽咋地区 
バス料金を低価格にする助成をすると利用しやすくなると

思います。 

30 代 男性 羽咋地区 七尾線の車輌の更新 

30 代 男性 千里浜地区 低コストで運営できる交通網の充実。 

30 代 女性 富永地区 停留所の待合室の整備 

30 代 女性 邑知地区 
鉄道とバスの乗り継を改善した上で、バスの最終発車時刻

を遅くしてほしい。 

30 代 女性 越路野地区 バス停に屋根や電球、ベンチの設置。 

30 代 男性 一ノ宮地区 
利用しにくいバス停が多い。猫の目とか近くになにもな

い。バス停留所を増やす。 

40 代 女性 羽咋地区 デマンドバスの導入は可能かどうか。 

40 代 女性 羽咋地区 
るんるんバス等の停留所まで行くのが困難な人々への対策

（住んでいる地域による不公平を無くす） 

40 代 女性 羽咋地区 
お年寄りが病院や買い物に行くために便利の良い交通手

段。 

40 代 男性 粟ノ保地区 

レンタカーというか・・・シェアカーのようなショップ。

個人の車で使っていない日、時間、車種等をマッチングさ

せるシステム（アプリ）。貸したい人と借りたい人をつな

ぐシステム。 

40 代 男性 邑知地区 

そもそも利便性を高める必要があるか。車がない人はタク

シー等を割安で使えるようにして、バス等の空で走らせる

ような無駄な事はやめてほしい。コミュニティバスのルー

ト本数等は考えた方がいいかと。 

40 代 男性 邑知地区 高齢者の免許返納対策、バス、タクシーへの補助金 

40 代 男性 邑知地区 
乗合バスの運営→乗車情報を少子化、高齢者対策のリース

とする。 

40 代 女性 神子原地区 オンデマンドバスの導入 

40 代 男性 神子原地区 高齢者が利用しやすい交通にしてほしい。 

40 代 男性 余喜地区 予算が許すならＬＲＴなど使い、コンパクトシティー化。 

40 代 男性 余喜地区 一人一台を持つ時代に無理。 

40 代 男性 越路野地区 

バスの本数が少なく利用したい時に乗れないのでタクシー

補助券などの優遇措置の方がありがたい。（自家用車を所

持しない家庭向け） 

40 代 女性 上甘田地区 駅周辺、施設の充実 

50 代 女性 羽咋地区 バス停の増設。 
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年齢 性別 地区 自由意見 

50 代 男性 千里浜地区 

駅やバス停周辺の駐車場駐輪場が拡張されれば、金沢への

アクセスも良くなり利用客は多くなる。（会議、飲み会、

買い物）鉄道とバスの乗り継の改善も重要。利用客の減少

で駅前が衰退している。 

50 代 女性 邑知地区 
全てあるとよいのでしょうけれど、需要と供給のバランス

が・・・。 

50 代 男性 一ノ宮地区 
るんるんバスの路線道が手あげ乗車化。降車バス停でよ

い。 

60 代 女性 羽咋地区 デマンドタクシーの利用。 

60 代 女性 千里浜地区 ＪＲ七尾線と北陸新幹線の乗り継ぎ。 

60 代 男性 千里浜地区 富来方面への高速道路。市内全て早く着く。 

60 代 男性 粟ノ保地区 若い者を増やし学生や利用する人を増やすこと。 

60 代 男性 富永地区 
るんるんバスの広域運行。（今のルートでは隣町へはいけ

ない。） 

60 代 女性 余喜地区 
ＪＲ七尾線を時々利用するが乗り心地が悪い、ガタガタし

ている。路線の整備が必要と強く思う。 

70 代 女性 羽咋地区 
るんるんバスは石野町直接はもう少し台数を増やして欲し

いのですが。 

70 代 女性 羽咋地区 駅前に無料駐車場を作ってほしい。 

70 代 女性 羽咋地区 駅でのエレベーター設置 

70 代 男性 羽咋地区 福井までの直通運行 

70 代 男性 羽咋地区 運賃の値下げ 

70 代 男性 富永地区 
乗合タクシー等インターネットを活用したシステムの導

入。 

70 代 男性 富永地区 高齢者に対するタクシー助成券の枚数を増やして欲しい。 

70 代 女性 邑知地区 
羽咋駅にエレベーターを設置して高齢者でも利用しやすい

ように。 

70 代 女性 鹿島路地区 今は車に乗れるので、でも将来乗れなくなったら？ 
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【問 19】生涯学習活動やスポーツ・レクリエーション活動の重要な施策 

 

年齢 性別 地区 自由意見 

20 代 女性 羽咋地区 武道館のトレーニングジムをもっときれいに 

20 代 男性 邑知地区 市役所が積極的に活動しないと市民は動かない。 

30 代 女性 羽咋地区 有力な指導者をむかえる。 

30 代 男性 余喜地区 人口増加 

30 代 男性 一ノ宮地区 

活動を盛んにする必要性がない。人が足りない市民体育大

会に強制的に参加させられるのが苦痛。食生活が悪いのに

スポーツすれば健康になるような風潮がある。 

40 代 女性 粟ノ保地区 指導者の外部からの誘致又は活動団体の場所提供。 

40 代 男性 神子原地区 

若い人や子供が少ない中、みなさんが楽しめる施設が必要

です。スポーツは学生の時やっていたけど、社会人になっ

たらしていないなどの方をでてきてくれるような雰囲気が

無いように感じます。 

40 代 男性 余喜地区 
施設や情報が充実しても一部の人だけしか参加しない。参

加したくなうようなことが無いと税金の無駄。 

40 代 男性 余喜地区 商業施設で使えるポイントが貯まるようにする。 

50 代 女性 羽咋地区 送迎。行きたくても足が不自由で行けない。 

50 代 女性 千里浜地区 公共のスポーツジムをユーフォリアに作る。 

50 代 女性 越路野地区 活動の場への交通手段がない。交通手段の整備。 

50 代 男性 一ノ宮地区 
屋内施設（アクセス高松のようなもの）の運営。夏でも冬

でも快適に。 

60 代 女性 千里浜地区 誰でも参加できるようにする（育成から） 

70 代 女性 富永地区 今の所、充分利用している。 

70 代 女性 邑知地区 指導者の活用 

不明 不明 不明 

生学やスポーツ、レクリエーションのコンテンツの多様

化。本来こういうのはコミュニティ形成が主な目的なのだ

ろうが、昔ながらの定番コンテンツばかりなので個人的に

は新しく何かを始めたいと思ったときの選択肢には入らな

い。 
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【問 20】周辺自治体との合併や連携について 

 

年齢 性別 地区 自由意見 

20 代 男性 邑知地区 合併はしなくても良いが連携は必要。 

30 代 女性 羽咋地区 
まずはソフト事業→ハード事業→将来的な合併と展開すべ

き。 

30 代 男性 羽咋地区 

今ある施設をもっと市民に開放して安く様々な目的で使え

る様にして欲しい。例えば体育館はスポーツ以外では高か

ったり、文化ホールやコスモアイルも高くて使えない。あ

とはインターネットで予約できるようにしてほしい。金沢

の市民芸術村や俵スタジオのほうが（金沢市民ではないの

に）使いやすいのが現状。 

30 代 男性 羽咋地区 共同して企業誘致、格安住宅の提供。 

40 代 男性 羽咋地区 
今の羽咋市の現状を考えると周辺自治体が合併するとは考

えられない！！ 

40 代 女性 千里浜地区 人口が減少し行政が困難なら、合併必要かと思われる。 

40 代 男性 粟ノ保地区 
合併というよりは協力自治体的なスタンスで連携すると、

より安定した街づくりに繋がるのではないかと思う。 

40 代 男性 余喜地区 
周辺自治体ともっと能登をどのような地域にするか話し合

い、連携を強くしてもらいたい。 

40 代 男性 余喜地区 
早急に合併し人件費等のコストを削減しなければならな

い。 

40 代 男性 余喜地区 ゴミ、火葬に加えて上下水道も広域化すべき。 

40 代 男性 余喜地区 周りが羽咋市と合併したいと思うしかないと思う。 

40 代 男性 越路野地区 もはや手遅れ。 

50 代 男性 羽咋地区 力のある市との合併 

60 代 男性 富永地区 
連携、連携と口では言うが、合併もできない者同士が真に

連携できるはずがない。 

60 代 女性 余喜地区 

どの様なメリットがあるか具体的に分からないので答えら

れない。羽咋市の名称が残ったものはうれしいが、保育料

や市民税、介護保険料等が高いのなら合併でもやむ無しと

思います。 

70 代 男性 富永地区 
ゴミ処理や消防など合併メリットのある事業は既に連携さ

れているので現状で良い。 
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【問 21】持続的な発展を遂げるために力を入れる分野 

 

年齢 性別 地区 自由意見 

10 代 男性 余喜地区 イベントを開く 

20 代 女性 羽咋地区 20 代を増やす（大学や特色ある専門学校等を作る） 

20 代 男性 羽咋地区 娯楽の充実 

20 代 男性 邑知地区 介護基準の緩和 

20 代 男性 越路野地区 ネット環境の整備 

30 代 男性 羽咋地区 大型商業施設などの誘致 

30 代 男性 羽咋地区 空き家を格安で売る。とにかく居住してもらう。 

40 代 女性 羽咋地区 
民間企業に勤務する高額納税者（市民税）に対するサービ

スや優遇。ＵＦＯ商品券の配布など。 

40 代 女性 粟ノ保地区 
メディアなどを使ってアピール、ドラマやアニメでの場所

を使ってもらう。 

40 代 男性 余喜地区 
市は税収に頼るのではなく、収入を得るビジネスを新たに

実施する。 

40 代 男性 越路野地区 今更発展は無理。 

50 代 女性 羽咋地区 
高齢者にやさしい行政（インターネットなど使えない人達

も居るので、何でもＡＩに頼らないで欲しい） 

50 代 女性 羽咋地区 

羽咋の良い所、千里浜、ＵＦＯなど、今ある物を全面的に

押し出し観光に力を入れ住みよいを混ぜながら、石川の中

心（真ん中）にある所を押し出してはどうか。 

50 代 男性 羽咋地区 え？発展しますか？衰退の一途でしょ？ 

50 代 女性 千里浜地区 
市役所で嫌な気持ちになる。職員のお役所仕事を改善す

る。 

50 代 男性 一ノ宮地区 
有名レストラン誘致 有名人サポーターなど文化面で盛り

上げる。 

60 代 女性 千里浜地区 活用の少ない施設などの廃止。 

60 代 女性 余喜地区 
中能登町のように、市が住宅の為の土地を買い、支援を

し、一人でも多く住んでもらう。 

70 代 女性 越路野地区 高校以上の学校を誘致する（若者を増やす） 

60 代 男性 越路野地区 新たな家庭の増設等、居住環境の充実、支援拡充。 

不明 不明 不明 

脱原発宣言と古代日本の羽咋（能登）の役割に習って「環

日本海パートナシップ」の中心地として、ロシア、中国、

朝鮮と交流を持つなどのオリジナルなアイデンティティー

を見出す。国際交流。つまり政治的「下受け」から「メー

カー」になる気構え、決意と実現に力を注ぐ。 
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