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まちづくりについてご意見等ありましたら、ご記入ください。  

  

  
性別 年代 記述内容 

女性 ６０歳代 
せいざん荘において高齢者の利用もあると思いますが、車イスが１つでもあれば・・と希望

します。 

女性 ５０歳代 

子供達の遊び場所をもっと確保して下さい 地区の公園や町の動物公園であったり瑞光寺公

園や森林公園などもっと整備してほしいです。休日など近くで遊ばせるところが少なく他町

村や市へ出掛けないと、思いきり遊ばせることが出来ないと、聞いていますし、自分自身も

経験しています。 

男性 ３０歳代 もっとＰＲ活動をしたほうがいいと思う 

女性 ２０歳代 バスの運行時間を変えてほしい 

女性 ５０歳代 
〇町議会議員の人数が多いと思う。〇役場職員がなぜ他町村に家を建ててしまうのはなぜで

しょうか？その職員の方達に聞いてみて下さい。 

女性 ４０歳代 
・町バスの安全な運転、走行をお願いしたい。急ブレーキ、急発進、考え事？子供の人数な

ど考慮してバスの大きさを検討していただきたい。 

女性 ３０歳代 ・家庭ごみを野外焼却している住民が見受けられる。禁止を徹底してほしい。 

男性 ７０歳以上 

町の方策や住みやすい環境作りが、ことばではわかるが目にみえてこない 行政のＰＲが不

足しているかに思われる 町民の意見のすい上げに努力し、他の市町村等の行っている内容

等を勉強すべきと・・・ 町、又議会共に努力を 

女性 ４０歳代 

小林町長さんの選挙公約に、高校生の通学について助成をするというような内容がありまし

たが、それをお金の助成だけではなく物理的な内容まで充実させたものにしていただきたい

です。ＪＲで通学する生徒は町内各駅で下車後、徒歩、自転車等で帰宅できる人はごく限ら

れていると思います。（距離）多くは保護者が車で送迎する日々のようです。（私はまだ高校

生の子がいないので、どの程度の負担かはわかりませんが）先輩のお母さん達をみていると

帰りの迎えのために地区の会合を途中で抜けたり、仕事を迎えの時間に切りあげたりとなか

なか大変のようです。そこで、例えばですが、ＪＲの時間に合わせてオンデマンド式の乗り

合いタクシーを走らせるというような物理的な助成はどうでしょうか？高校生みんなスマホ

を持っているので急な当日のキャンセル・予約等も〆切時間を決めて可能なのではないかと

思います。駅からの距離が遠くても玄関から玄関まで保護者等の送迎なく登下校が可能な町

になったらと思います。 
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女性 ７０歳代 

◎小巻山スキー場の跡地利用についてお伺いします。 

小巻山スキー場を再利用して花木などを植え、観光客の誘客につながるような整備を計画し

ていますか、もし計画しているのであれば いつ頃までどの様なものか示してほしいです。又、

夏スキーのあった残骸などを撤去し地権者に借りている土地を返す計画があるのかどうか、

あるとすれば いつまでに行う予定かお聞きしたいと思います。 

税金の適正な使用を考えた時 大事な事かと思います。 

◎現在私は銀山荘で行われている介護予防運動に参加しています。毎週楽しく音楽を聞いた

り又歌ったりしながら続けています。私は７０代ですが今から介護予防をしなければ痛みが

あったり支障があってからでは間に合わないと考えます。いかに多くの人が健康寿命を保つ

事ができるか、その事は町の医療費軽減にも関係する事柄でもあり この運動を町として取り

くんでいただきたいと強く要望します。この運動は介護予防に効果があると実感しています 

女性 ６０歳代 
年々人口が減少しているので、他に移住しない様。働ける場所があれば若い人は他地域に行

かず町で安心して働ける。（子育てが出来る。）人口減少もしない。 

女性 ３０歳代 １０年前と比較とありましたが、１０年前は住んでいないので、よく分かりません。 

男性 ４０歳代 ・人足が多すぎる 

男性 ４０歳代 

温故知新で町の古きを良く学び、今の時代に合った施策を行ってほしい。新しいイベントな

ども良いが、古くからあるものに更にフューチャーしたり、昔からの名所なども国内外問わ

ずアピールすべきと思う。正直、今の観光振興は職員の自己満足にしか感じない。学芸会で

はないのだ。声掛けは町民全体に行っているのか？知っている人、仲間内だけで盛り上がっ

てはいないか？新しい事を否定する訳ではないが、誰が何のために行っているのかがわから

ないイベントが増えた気がする。それにも予算があるはずで、多数の町民は了承しているの

か？財源が町でない事もあると思うが、町民からすればよく分からない。昔からやっている

行事でも世代が変わって、十分な引継ぎもなく今を生きる若者っも多いと思う。そういった

中、改めて仕組みを考えたり、教えたりしていく事が必要と思う。訳が分からないから重要

視しないからだ。知らない方が悪いではなく、教えない方も悪いの時代、若者の流出など考

えるのならば、そういった教える場を設けたりして、柳津町に居る意義や誇りを若者にもっ

てもらえる様にする必要があると思う。上部だけを取り繕うのではなく」、町全体で芯から行

動できるようになれば、転入者なども増えるのではないかと思う。寺家、諏訪、門前の活気

はまだまだ。群馬の草津温泉の市長の考え方も参考にして頂けたらと思う。 
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男性 ７０歳以上 

農林業に対して 

高令者農業経営が多くなって来てます。その方々が休めた時を考えると山間農地が耕作され

なくなると二、三年には荒れ始め、田畑はネズミなどが通り、穴が出来て、やがて多数の穴

で農地がくずれてくるのではと思う、畑だって同じ、土砂崩れが起きるのではと、棚田など

無くなってしまうと思う、国土を守るためにも山間農地を守っていかなければ。 

子育て 

子供の数が減っている、今のニュースだと年間９０万人を割、８０万人台になっているとの

こと、一柳津でガンバっても何も出来ないけど、地方の町村が無くならないように声をあげ

なくては、子育て中の家庭を援助してもらいたい。 

職場は 

賃金の面もあるが、生産工場を中国をはじめ、東南アジアに持って行くのはわかるが、もう

一度日本にもどしてみたら。働く場所が増えれば、人口減も解消するのでは。 

女性 ３０歳代 

町に人が集まる仕組みや施設をつくってほしい。 

・空き家対策、空き家の利活用、ネット環境の整備、田畑の分譲などを推進し、移住者を呼

び込む。 

・道の駅周辺を整備し、観光客や近隣市町村の人たちを集める。 

町民センターの移設や屋内遊び場の設置、屋外遊び場の設置 （赤べこのフワフワではなくて、

アスレチック系の遊具。）町民も暮らしやすくなるとともに、集客も期待できる。 

西山複合施設の利活用 

・ボルダリングやトランポリンができる部屋を作る。 

・ミュージックルーム（カラオケもできる部屋）を作る。 

・他にはない施設を作ればいいと思う。 

魅力的なまちづくりで人口流出を防ぎ、人を集めてほしいです。 

男性 ６０歳代 
窓口業務不適切に思う よく解らないこと多く見受けられる 誰れの為に仕事をしているの

か考えてほしい 相手の立場になって！何時でも心くばり目くばり親切にして下さい 

女性 ４０歳代 
西山地区の住民の利便性、西山温泉に来る観光客へのサービス向上、只見線利用促進のため

に滝谷駅や柳津駅からデマンドタクシーをうんこうしてはいただけないでしょうか。 

女性 ３０歳代 

何度も学校へ伝えていますが、スクールバスをもっと良くしてほしいです。部活が 18:00 頃

まであるのに○○線は 16:40 が最終なので毎日乗ることができず、暗い中 1 人迎えがくるま

でまたせるしかありません。「スクールバス」の意味がありません。西山線はとても優遇され

ているのにこの差はなぜでしょう。しっかりと改善してほしいです。 

男性 ３０歳代 

部活動後のスクールバスが西山地区しかないのでおかしい。地区のそばをバスが通っている

にもかかわらず、のせてもらえない。平等性に欠ける。スクールバスの意味がない。役場職

員の対応が悪い 
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男性 ７０歳代 

・子供の意見に耳を傾け、行政に反映できる環境づくり。 

・出来ない理由を探すのではなく、やるにはどうするのか検討できる意識づくりが必要かと

思います。 

・只見川沿岸の各町村と景観形成の意識を合わせ、整備を実行する。 

・毎年実施しているアンケート調査の自由意見欄も検討して欲しい。「どうせ書いても！」と

ならないように 

男性 ６０歳代 

〇町営住宅の入居料を緩和し、希望する多くの人が入れるようにしてはどうか？所得制限で

入居できない人がいると聞いている。 

〇観光については国蔵尊頼りでは無理がある。 

ただあの舞台からの景感はすばらしいが共存できる様な取り組みを話し合ってはどうか。 

女性 ４０歳代 

〇養豚場の不快臭が改善されません。朝も夕も。町ももっと関わってほしい。 

〇保育所に関しては近隣町村とくらべてもとても（体制・教育内容）充実・親切にしていた

だき感謝しております。これからも子供たちが住みやすい町づくりをしてほしい。 

男性 ７０歳以上 

花植えもいいが、その後の管理もしっかりやって欲しい。 

町全体がきたない。 

これまでも何回かアンケート調査をしたがそれによって実現された事は中々なかったので、

今回は期待しております 

女性 ２０歳代 

〇もっと若い世代が活躍できるまちづくりをして欲しい。 

〇地域の人達とのコミュニティの場が少ない為、1 人暮らしの高齢者など助けを求めたくて

も求められない現状があると思う。交流の場を深めることによって互いに助け合いの場を設

け方がよいと思う。 

女性 ３０歳代 

森林公園にすべり台などの大きな遊具があるときいているが、使ってみたいがクマなどっ怖

くて行けないです。もっと行きやすい所にあったらみんな使うと思う 

こくぞう様の住職さんの悪い評判を他の町の方からたくさんききます。 

せっかくのすばらしい観光地なのに評判が下がっているようで残念です。ふれあい館の玄関

の下駄箱の置き方だとどうしても、中ではくスリッパと外ではく靴とで踏む所が一所になっ

てしまったり、衛生面が気になります。小さい子どもはスリッパがはけないので、くつ下で

入り、そのまま図書室のじゅうたんにも上がるのでとくに。 

女性 ５０歳代 

用事があり、役場を訪れた際、対応が満足できるものではなく、職員の接遇に不満を感じま

した。まちづくりももちろん大事ですが、町民に対するひとつひとつの対応や役場を訪れた

ときの印象も大事だと思います。職員全員がそうではありませんが何となく上から目線で``

やってあげている‘‘と感じることがあります。職員 1 人 1 人の接遇を向上しながら町民のた

めのほんとうのまちづくりをして頂きたいと願います。 
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男性 ６０歳代 

私は柳津大好き人間です。虚空蔵様、うぐい、温泉、あわまんじゅう、風光明媚な景色そこに

斉藤清美術館。これだけそろった町が他にあるでしょうか 地方の小さな田舎町にしては歴史

的にも文化的にもポテンシャルの高い町と自負しております。しかしながら残念なことに近

年は良い話を聞きません。虚空蔵様のネットでの悪評、旅館の対応等、情けなくなります こ

れだけのポテンシャルを秘めた町です。その特色を一連につなげれば、すばらしい物語の町

になるのでは。斉藤清美術館でその作品に感動し、川沿いを歩きながら、うぐいに餌をやり 

おいしいあわまんじゅうを食べながら、きつい階段を上り、虚空蔵様に手を合わせ、温泉に

入って、つかれを取り、冷たいビールとホクホクのいわなを食べ おいしいそばでしめる 最

高じゃないですか！デスカバー柳津です！ガンバレ、柳津！ 

女性 ５０歳代 

要望です。 

健康、ダイエット、体力作りの為 子供から高れい者まで利用できる温水プールを作って欲し

い 西会津のようにお願いします 

女性 ４０歳代 
7-5 について。分別・抑制ではありませんが本庁地区・本庁地区外ともに、特に燃えるゴミ

回収は同一回数にしていただきたい。 

女性 ３０歳代 

〇柳津町に来ても遊ぶ所が少なく、休憩する場所も少ない。公園やちょっとした遊具、他の

地方から来た方が休める所（机・イス）をおくなどすると来やすい・いやすい町になると思

う。町中でやっているお祭りなども他の方に来ていただけるように場所をかえてやってみて

も良いと思う。キレイな所もたくさんあるのでもっとライトアップすればよいと思う。 

男性 ５０歳代 
只見線が全線開通したら、NHK の「ブラタモリ」を誘致して PR する。タモリは以前から只

見線には興味を持っているという話をしていたことがある。 

男性 ４０歳代 

細八地区に関してですが田んぼの草刈り等の管理と米作りをしている農家の後継者がいませ

ん。理由は、機械、農薬、肥料に大金がかかったり健康上の理由のためできないなどです。今

後、田畑が荒れることが予見できます。町としても至急、対応策をお考え下さい。 

男性 ３０歳代 人口減少を食い止める手立てを考えて、町外に若者が移住しない様になることを提案します。 

女性 ３０歳代 
保護者がものすごいスピードで車を運転しているのをよく見かける。会津バスに乗るため朝 ・

夕方と国道に子供たちがいるため、心配で仕方ない。 

女性 ５０歳代 

今年度防災無線が新しくなり、さぞ今までよりも良く聞こえるようになるだろう…と思って

いたら、家の中では全く聞こえず、何の為の防災無線なのだろう…とガッカリしています。

これでは毎日の放送どころか、災害等の情報も何もわからずに住んでいなくてはならないの

はどうかと思います。早急の対応をお願いします。 

男性 ４０歳代 

子供を遊ばせる環境整備をしてほしい。町外の公園に行く必要がなくなる、町外から遊びに

来る様になれば観光客増加につながる。アンケートの力を入れること、優先することの回答

を希望します。どのような考えで進めていくのかを。 

女性 １０歳代 若者が定住できるような取り組みをしてほしい 

不明 不明 
何度かこのアンケートに記入していますが、意見、提案が反映されたことがなく変化を感じ

た事も、とくにありません。 
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不明 不明 

ステレオタイプ、アンケートのネット回答等対応などもして下さればと思います。 

非効率的な部分が多く、時世に合ったやり方に変えて行く姿勢もあまり感じません（目に見

えにくいことが多いとは思いますが） 

本年除雪がほぼ不要でしたが消雪（地下水？）設備がせっかくあるのですから、夏の猛暑日

に打ち水をする等 熱中症対策に応用するとか身近な物をもっと活用していく事に目が向い

ていけばいいのではないかと 

男性 ５０歳代 柳津町の人口がこれ以上減らない様にと！なればいいなと。 

女性 ３０歳代 

中学校の統合があり、子供の減少が進んでいます。柳津町を離れる若い世代も多く、定住し

ない現実がある。子育てに力を入れ、住人みんなで育てていける環境が作れたらいいと思い

ます。 

女性 ７０歳以上 

柳津町の人口減少に伴い地方交付税が年々減少の一途である。頼らざる現実は否定しない 最

近色々な人と話すがいずれも活気がなく、町全体がさびしいと言っている。人口の減少年

10％高齢化は本県 73 位と奥会津が含めている。今回議員の選挙がある。同類の人が何回出

ても何も変わりません。60 万も経費をかけて悲しいものです 議会は質問が命で議会の存在

意義は公開議論することを提案する。特定の利害だけを実現するのではなく全体を調整しな

がら考えていくのが本来の議会のあり方 公開議論は町民総会の主催に変更 参加者 町長、町

会議員、町民サポーター10 名 （区長）が月一回公開で問題点を共有する。いつ、だれが、何

をどのように、いつまでをはっきり 

女性 ３０歳代 

こんな町がいいな‼と思うことをあげればキリがありません。町民の声がしっかり町政に届

く町づくりに期待します。 

出来ない理由を探して並べて挑戦しない、やらない事を選ぶのではなく、やりたい、やって

みたいを集めて、進化する町づくりを希望します。 

将来をしっかり設計できる、子供たちが育つ町 

人と人とのつながりが根付く町 

誇りを持って住みたい町 

こんな町になるなら、町民としてできる限り応援したいと思います。 

女性 ７０歳以上 

お正月から年末の年越しまで色々な行事、週間、祭り他が催されております。でも例年、参

加する方々は、いつも同じ方で、参加している方も参加しないと人数が少なく、一生懸命の

主催の方、お店の方が努力しているのに…賑わなくてはとの少しの力ですけど頑張っていま

す（参加がやっかみでいつもどこでも参加しているなど小声で言われてますけど）行事祭り

など、役所の方そして家族、企業、局、農協の方々、部落の方々、町内の方々それにかんじん

の旅館の方々が参加していないのです。町民を代表の町会議員さんと家族など全然と言って

いい位参加していません。主催者も参加店、参加者も一生懸命だけど結局何もやらないのが

一番かな？役場職員の町内でない方も、もっと町民により添い、笑顔であいさつ、行事参加

すれば、お互い顔をつき合わせるので顔見知りにきょりが縮まるのでは、気楽に話しかける

事が出来ると思います。もっと明るく楽しい町、役場内になりますように！ 

アンケートに名前を鉛筆でも書かないで欲しい。 

女性 ４０歳代 B＆G がトータルスポーツの管理になってから、とても利用しにくいです。 

男性 ５０歳代 防犯対策として各地区に、防犯カメラを設置してほしい。 
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女性 ５０歳代 防犯カメラの設置 

男性 ２０歳代 防犯カメラの設置 

女性 ２０歳代 

町中を通るバスを考えて欲しい。藤→八坂野→細越から ふれあい館に向かってしまうのです

が、細越を通ったあと駅の方や、まち中を通るようにして欲しい。まちなかの美容院、たま

やなど寄る機会があるため。 

男性 ４０歳代 今、マスクが不足しています。小中学校の生徒にマスクをはいふして下さい 

男性 ２０歳代 町役場職員の窓口での対応をもう少し改善すべきだと思う。 

女性 ４０歳代 スポーツ役員を変える 同じ人ばかり、良くならない けっかが出ない 

男性 ４０歳代 

・町職員は態度が悪い。 ・町長、副町長、議員などは自分の身内には職員にしたり、身分を悪

用しているのではないか 

・町の代表のスポーツ関係でも、代表者を好きほうだい選んでやっている。（経験者などに声

をかけない） 

・提案と書いても返答がない（しっかり返答してもらいたい） 

男性 ４０歳代 

〇冬期間の消雪設備が充分に機能していない。必要な時に水が出ておらず路面が凍結してい

る。 

〇大平町の旅館まるいちの道路合流地点の表示が分かりづらい。 

男性 ７０歳以上 
今後は老人ばかりになると思われます。老人の生活 ・農業 ・林業等について ご検討をお願い

申し上げます。 



- 8 - 

 

男性 ６０歳代 

① 健康診断を坂下厚生病院でやってもらう（スマートホン I パット 老人におしえ自宅

診りょう） 

② 食糧をスーパーからはこんでもらう（ラク―タでかいにいくのは 80 才以上はけっこう

たいへん） 

③ 農地を集約しておなじものをつくる 

例 さつまいも→加工→しょうちゅう→東京へうる 

④ 狩猟免許（どこでやってますか）をとってもらって くま いのしし、をとってうる→ジ

ビエ料理店 

⑤ 淡水でできる鮑をそだてて売る（学校のプール） 

⑥ あわまんじゅうを真空パックにして売る（３分ボイルあたかい）あわまんじゅうはよそ

でもにんきである 

⑦ つむじくらの滝、ちょうし口、かみしんでんのいわ、湯のだけのてっぺん その他もろ

ろ SNS にあげて観光客をよぶ 

⑧ 広葉樹をうえて O²を出す、CO²を吸収する、O²を出した分国から金をもらう 

⑨ せいざんそうに台湾のおどこを呼ぶ台湾とつながりつけ観光客をよぶ（台湾はけっこう

芸能がすごい）コロナウイルス制御してから 

⑩ 山で切った杉の木のつかえないブイをチップにしてもらって発電につかっもらう 

⑪ せいざんその中のまん中ぶぶんに自動の石うすを入れてそのまわりで３人～５人でそば

をうって土、日だけそばを出す 土日 1,000 人くらいお客さんをよばなければだめかも？ 

⑫ 効果的効率的運営よりも風の音、とりのこえ、日の光、いで湯のけむり その他すべてむ

だのない町なので高野山みたいな運営 （地球をこれ以上よごさない 山の杉をまびいてま

たうえる）をしたほうがいいようなきがします せっかくこくぞう様があるのだから。 

女性 ５０歳代 

○の部落は交通面が不便である。坂下の高校に通学して朝の時間は通学出来るが帰りの時間

15:40 分に学校が終わるので 17:30 分の電車まで待っていなければならない。部活に入らな

ければ時間つぶしに町でウロウロしなければいけない。野沢から坂下までバスが出ているの

で、それに乗っても良いかと思った でも柳津と野沢では 「無理です」と話された。バスをみ

ると誰も乗っている人がいない。それならば乗っても良いかと思われる。 

男性 ４０歳代 

山都柳津線の道路の整備をしてほしい。藤と椿の間の落石防除ネットの補修やネットの上に

倒木などが有りネットも土砂で道路の押し出されている為。小学生、中学生の通学路として

はかなり危険と思われます。 

男性 ６０歳代 
下藤の国道４９号線を横断して畑へ行く時カーブの為視界が悪く常に危険です。これは皆が

思っていることです。国道の下にずい道が欲しいところです。 

男性 ３０歳代 
野焼きを取り締まってほしい。 

もえるゴミを町外も２回収集してほしい。 

男性 ３０歳代 アンケートの結果を今後のまちづくりに生かしてほしい。 

男性 ６０歳代 

難しい問題ですが 地元に就職が出来、家族が暮らせて行けるような町づくりをしてもらいた

い。 

どこの町も一番大変な問題だと思います人口減少どうしたらいいのか？ 
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男性 ６０歳代 

若い人が結婚出来ない事。地元から家を出て若松方面へ出てしまう。 

私の住村は道路が柳津町では一番悪い 早く整備してもらいたい。 

このままだと１０年後は村がなくなります。 

女性 ４０歳代 

時代の流れと共に周りの環境が変わったりしている世の中で、いつ災害が起きてもおかしく

ない。世の中もウィルスの事でふりまわされている。しかし、これから先にも何があるかわ

からない。地域で情報を共有して、しっかりとした柳津町であってほしいです。住んでいる

町民がみんな理解できる町であって欲しいです。 

女性 ４０歳代 

ばんげひがし公園程度の公園を作ってほしい。休日、子供と半日以上あそべるような公園。

暑い夏は子供と水場でじゃぶじゃぶあそべるようにしたりすると話題性もあり町外から遊び

に来る人も多いと思いますが‼ 

すずめバチで入れないような…、恐い置物系遊具があるような…トイレに入るのがイヤと思

うような…そんな公園、広場には行きません。 

男性 ５０歳代 柳津町内の景観作り、道路整備を再考して観光客を呼び込めるような町作りをお願いしたい 

女性 ５０歳代 

コロナウィルスなどの出現など首都圏の環境では安全性やまた有事（例えばコロナまんえん

時の紙製品不足）の際の住みずらさなどのために、中山間、田舎の強さが見直される時期に

なってくるのかもしれません。また高齢化社会の中で定年後の住み家として農業をやりなが

ら自然の中で生活したいと思う人も増えて来るのではないでしょうか。そのような人の目に

止まる町としてＰＲをうまくやれば人口減少に歯止めがかかるのではないでしょうか。 

女性 ６０歳代 

1. 町の医療について診療所を窓口にして、坂下厚生病院、医療センターなどの診察を今ま

で以上に受けやすくしていただきたい 

今新築が進んでいる坂下厚生病院の診療科の充実とスタッフの方々の質の向上などもお

願いしたい。 

2. 観光課の件ですみませんが…以下の件は 

〇町内の旅館などの宿泊費は 10,000 円をこえない料金で運営できないか又は段階を設

けて、品数の少ない料金とかサービス面での差をつけてとか一律にしない工夫を考えて

ほしい。 

女性 ６０歳代 

〇円蔵寺周辺とか道の駅周辺に一ヶ所ぐらい若い人が入りたくなるカフェがあればと思

う。（喫茶去さんはおいしいのですが、かまえが入るのを考えてしまう。）600～700 円

ぐらいで 1 日限定 10 食ぐらいにして地元の食材使用で例えばパンにふきのとうの天ぷ

らをはさんでのサンドとかコゴミとか少し考えての工夫パウンドケーキにも柳津産の食

材に入れて作ってもおいしいのが作れますし（塩味にして）若い人を集めて試食をする

とか工夫次第もあるかも知れない。そばとソースカツどんのほかのメニューも考えれば

～とも個人的に思ってます。 

町のためにお仕事をされお世話になりありがとうございます。 

思いつくままをすみません。 

男性 ３０歳代 

柳津町は観光地なのでもっとすばらしい町づくり、そしてもっとイベント活動などに力を入

れ、若い人達の意見などを取り入れ地域興しに力を入れてすばらしい町づくりをしていって

ほしいです。 
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女性 ４０歳代 

東日本大震災以降柳津町の観光客の数が減少傾向にあるように思えます。柳津町は虚空蔵様

が有名ですが参拝されたお客様からは対応の悪さなどをよく聞きます。来年度は丑年です柳

津町への観光客上昇に向け町内の景観やイベント、柳津町のＰＲ動画など様々な事をしてい

ってはどうかと思います。少しでも柳津町が活気づき絶えずお客様が訪れて来れるような町

になってもらいたいと考えています。 

女性 ３０歳代 

柳津町は観光を中心として考えた場合、はっきり``コレ‘‘と言ったものが弱い様に感じます。

観光客が大きく減少している対応が必要でしょう。 

町の景観をととのえ、町全体を``観光‘の見どころ‘‘にする 

空家の対策→休けい所にする、など 

旧スキー場の有効活用を視野に景観をととのえ、まちづくりをしてみてはどうでしょう。ご

検討下さい。 

男性 ３０歳代 

・ごみ収集日の回数を増やしてほしい。 

・柳津は U ターンで就職できるチャンスがない。 

・子供が休日に遊ぶ公園がない。道の駅に遊具を設置するべき。 

女性 ３０歳代 
子供の遊ぶところがない。（屋内など） 

森林公園 遊具があるようだが そんなところに遊びに行かない。道の駅等に遊具が欲しい。 

女性 ５０歳代 

〇虚空蔵様から正面に見える瑞光寺公園を本格的に整備して観光客が街中を通り観月橋を渡

ってそこに行って見たいと思わせるように整備してほしい 

公園の雑木を伐採して見晴らしをよくしてほしい。 

女性 ５０歳代 
公園を定期的に維持管理してほしい。 

公園を観光資源とする考え方はどうでしょう。 

男性 ３０歳代 

防災無線を利用しての、さまざまな放送が多い為に、防災無線の重要性を感じない、いろん

な職種の人が生活しているのに、朝早くからの放送は、はっきり言って迷惑です。高齢者が

住みやすい町というより、すべてが高齢者中心に考えているのが今までの柳津町だと思いま

す。小さい子が朝の放送で起こされて一日中機嫌が悪い、それをあやす親の身になって下さ

い。 

女性 ３０歳代 

初めて子どもを生んで１０年以上たちますが、その頃にも何度か防災無線の在り方について

連絡したことがあります。夜中の授乳で眠れない日々の中、朝早くから緊急性のない放送。

問い合わせると 「農作業の方に知らせるために、この放送がなればこのぐらいの時間ですよ」

と知らせるためだと言われ、今までずっと我慢してきました。緊急性のない放送ばかりなの

で聞こうとする気持ちも薄れてます。 

そして診療所は年寄しか受診できないので困っています。「薬がないので、子どもは坂下に行

った方がよい」と何度も言われました。柳津町自体が、若い人たちよりも年寄りの人を大事

にしているように感じます。私の子どもたちには「将来、子育ての環境が整っているところ

で生活した方がよい」と言っています。何度かのアンケートに答えてはきていますが、何も

改善しないのであれば、アンケートに答える必要性もないと思います。 
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女性 ６０歳代 

日々、町民の為にご尽力いただきありがとうございます。 

たまに、役場に行く事もありますが役場の方々が温かく親切に対応して下さるので安心して

いられます。 

これからの若い人たちへの子育て支援、雇用環境の整備に力を入れていただきたいのはもち

ろん、高齢者、障害者が安心して生活出来る町づくりにもさらに目を向けていただきたい。 

例えば、雪が降って家の中から出られない高齢者がいました。（除雪ボランティア）又、災害

で避難指示があっても避難する手だんがなく困っている人もいました。（車 ・サポートする人

など）その時、急には動けないので、普段から、弱者への支援を考えておかなければならな

いと思います。（町と地区とが一緒になって考えていけたら…） 

男性 ３０歳代 役所の人間の態度が悪いので改善していく必要があると思う。 

男性 ６０歳代 

〇未来に目を向けるため 

 すべての物に対して「これでいいのか？」と疑問符をもたなくてはならない。まちづくり

にはゴールがないのだから・・・ 

〇現存する景色や施設にをもっと活用しよう。 

「もう少し、こうすればもっと良くなる」と感じるところが多々あると 

男性 ６０歳代 

思う。もっと現場で ものを見てほしい。 

〇観光に限って記せば 

 柳津の観光エリアはどこだろう。分散して分かりにくい。さらに看板等の案内が少なく、

わかりにくい。 

目玉はなに？ＰＲした？－ＰＲしたものが胸を張って誇れる？ 

観光客になって歩いてみて下さい。ルートづくりができますか？ 

女性 ４０歳代 

１０年前のことは覚えていないので比較することは難しい。 

「防犯設備」とは何ですか？設問に具体例が示されていないので、回答することが難しい。 

防災無線、夜９時のチャイムが長い（約１分）ので、うっとうしい。変更すべき。 

女性 ４０歳代 イノシシ・カラス 対策して欲しい。 

女性 ４０歳代 

まちづくりは大変な事と思います。町民一人一人の思いを行政に生かす力はむずかしいと思

いますがまずは職員の教育、役場に行っても目でおうだけであいさつができない職員が多数

見うけられる。これは職員研修以前の問題だと思う。それこそ１０年前となんなかわりがな

いと思う。あいさつもできない職員ばかりではまちづくりは・・・職員の教育、役場内のかん

きょうを変えて ふれあえて 話を聞いて部署の打合せから話をすいあげ班長以上の会議等で

各部署の問題点の検討、解決策を出して実行していけば役場内から変わり町全体もかわると

思う。そうすればおのずと より町とはが見えてくると思います。 
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女性 ３０歳代 

全体的に町の時給やお給料をあげて欲しいです…。 

やっぱり他より少し低いので他町へ働きに行ってしまう方が多く、若い方々に柳津町での労

働が定着しないのかなと思います。ただ働きながらでも子供を優先できる点は柳津はとても

良いなと感謝しております‼ 

それと、せっかくの観光地で、素敵な雰囲気なのに、お店が少なく、ちょっとさみしいです。

若松でもやっていた東京で人気の飲食店や話題のお店等を招致して、若い人達に柳津に寄っ

てもらったり、観光してもらって知ってもらいたいです。（東京のお店とは限りませんが） 

子供は少ないと思いますが室内で遊べる施設？体力がありあまってる子達が発散できるよう

な場所があると助かると思いました‼柳津だけじゃなく他からも来てもらえると町も少しは

にぎやかになるのかな？と。子供達も友達増えて楽しいかな～⁇みたいな？💦 

男性 ５０歳代 

1. 町役場保健師さんの活動が必要である 

1.観光振興のため軽井沢銀山鉱を整備し観光化したら佐渡金山以上のものになると思いま

す。 

男性 ４０歳代 

1. 桧ノ原トンネルを実現してほしい 

2. 只見線利用者で多いのは通学する高校生であり、高校生の授業開始に適した時間での駅

出発にしてほしい。 

会津若松市内の各高校の入校時間は 8:10 まで 

現状 6:07 → 7:10 → 徒歩 30 分 → 7:40 着 

滝谷  西若松                 会津・若商・ザベリオ・葵 

希望 6:27 → 7:30 → 徒歩 30 分 → 8:00 着 

実現できれば山間部でも高校までの子育ては可能であり、柳津町在住でも充分、問題なく生

活できることがアピールできる 

女性 ４０歳代 

高校進学にあたって当町から会津若松への進学は心身、経済的に保護者も学生も負担が大き

い。以前は「会津寮」なるものがあり利用することも可能だった。時代の背景もあり現在の

ような交通事情が整った今、自宅通学が出来るような状況下、バスの登校を町として検討し

て頂けないでしょうか？保育所、小、中学校への対応は充分に達していると思う反面、義務

教育ではない高校も現在はほぼ 100％の進学率、もう少し目を向けてほしいと思う。せめて

冬期間、倒木やなだれによる列車の運休や遅延。学校を休ませる事のないような方策を講じ

て欲しい。 

女性 ４０歳代 先ず養豚場の異臭を何とかして下さい‼ 

男性 ６０歳代 
自分達が暮らして気持ちのよい環境であれば、他の地域の人々も移住とか希望する方が増え

るのでは。まずそこに（ここに）住む人が快適に住めることだと思う。 

女性 ４０歳代 金山町・昭和村の様に」クリアにラジオの放送を聞きたい 

女性 ３０歳代 在宅授業が出来る様にしてほしい。（何かあった時の為） 

女性 ４０歳代 

西山小学校の児童の人数の推移を考えると今後が不安です。小規模校の良さも、もちろんあ

りますが、人数が少なく、出来なくなってくることも増えるのではないでしょうか。町や教

育委員会で、何か対策や検討していることはあるのでしょうか。 
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女性 ３０歳代 

〇ふれあい館に本を借りに行くと、暗くて寒い。節電も必要だとは思うが、快適に本をさが

したり よんだりできる環境を作っていただきたい。学校がある時間は消して、夕方はつける

とか、何時からはつけるなど、細かく管理していただくことで節電もできて快適さも保てる

というような、何か工夫があると、とてもうれしい。せっかくたくさんの本があり、充実し

ているので、もっと生かしてほしい。 

〇屋内のあそび場を作ってほしい。 

男性 ２０歳代 分譲地があったらいい 

男性 ６０歳代 柳津町の根本の課題は、道路である。 

男性 ６０歳代 

1. 早急に道路の大規模改善が必要である。働き口は柳津町に極めて少ない。働くなら会津

坂下町、会津若松市その他に出ていく必要がある。この往復通勤時間が過大であるから、

柳津町から労働者は出て行き転住することになり柳津町の人口が減る。柳津町役場から

会津若松市役所まで片道 25 ㎞。夏時間で一時間かかる。冬期間は、倍の 2 時間かかる。

西山地区なら、さらに倍の２時間が必要となる。道路を整備例えば道路幅拡張、カーブ

をなくす等すれば若松へ 30 分で通勤できる。 

2. 冬期間に、救急車で患者が運ばれるが今のままでは迅速な治療は無理。助かる命も助か

らなくなる。病気で通院にしても、会津若松市内の総合病院にかかるなら 1 日休みとな

ってしまう。若松市内居住なら、2 時間で済む。道路改善が急務である。 

3. 坂下高校が２年後に統合でなくなる。大沼高校に通うなら、会津若松市内の高校に進学

が有利となる。坂下町の会津農林高校では、進学などの希望を叶えられない。出倉や西

山から、会津若松市内へ直通の道路を整備しバスを運行すればいい。西山中学校の廃校

で、柳津中学校に通うにも一時間以上かかる。これも、離村・町から引っ越しを増やし

続けてきた。 

4. とりあえず早急にできることは、丁寧な除雪が必要。現在柳津町内で朝夕 2 回の除雪地

区は限られている。この朝夕 2 回の除雪を町内全地区に及ぼす。現在降雪 15 ㎝の除雪

条件を 10ｃｍに引き上げる。最終的には、朝昼晩の 3 回除雪にする。 

5. 農林業の振興にしても地場産品野菜、花卉を市場に売るにも運送時間の短縮が必要であ

る。例えば、柳津町から西会津町への直通道路を整備させれば、新潟の市場に出せる。 

6. 今すぐできること、70 歳以上の免許返納者及び無免許者に月額 3,000 円のタクシー補

助を行う。 

男性 ６０歳代 

ずいこうじ公園をバイパスの橋と平にして大駐車場にすれば大型バスなど入りやすくなると

思う。又、徒歩で町中を通ってお寺に行くようにすれば町は、もり上がると思うので早く考

え、実行してほしい。 

男性 ５０歳代 
再生可能エネルギーについて問いがあったが杉などを利用したバイオマス発電に力を入れて

欲しい。 

女性 ４０歳代 

・安全で住みやすく子育てが出来る町づくりをお願いしたいです。 

・医療体制を充実させてほしいです。 

 診療所をもっと活用できればいいと思います。 

・子供の運動不足、肥満が多いとききます。 
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女性 ４０歳代 

 昔のように学校帰りに行けるスポーツ（スポ少）があれば、いいです。 

・BG プール、せっかく屋内のプールなのに あまり活用されていないような気がします. 

  夏の間だけでも、スイミングの指導してくれるような機会があればいいと思います。（１回

だけでなく） 

・給食センター跡地の有効活用、子どもの為の施設をお願いしたいです。 

男性 ３０歳代 
アンケートをとっても それを役立てているようには思えない。働く場所がないのも しか

りながら建物ばかり建てても 住む人がいない気がしてならない。 

男性 ３０歳代 

・地熱を利用した融雪はできないか？ 

・議員による定期的な奉仕活動及び町内の視察をしてほしい。 

・飲食店の味や接客の向上に町ぐるみで対応してほしい。おすすめできる店がない。 

・スギ林の利用・手入れ→花粉や鳥獣対策につながる。 

・広葉樹を育てる→景観や特産品につながる。 

・赤ベコ神社をつくり、名所にする（脚腰が強くなると言うお守りを売る） 

男性 ５０歳代 

問８ 効果的・効率的な行政運営について 

 様々なご意見があろうかと思われますが効果的な運営とは適材適所  マルチなカツ度が

可能なオールラウンダーを育成するものではなく その分野のスペシャリストを育成すべ

き 

 此度 国難とも言える騒動において常に後手に図った初動の甘さ 後になって専門家・有

識者の意見を尊重しても遅い 

 当町においてもスペシャリストの観点を重要視し あらゆる事態を想定した町づくりを望

みます 

 課題は山積みですが 2050 年問題に向け頑張りましょう 

女性 ４０歳代 

スキー場を何か再利用できればと思います。最近、他町村で良く見る山の中のレストランな

どいいなぁと思います。 

軽食とお土産だけでも良いので四季折々の景色をお客様に楽しんで頂ければ、もっと観光客

が増えると思います。 

横浜のおばも柳津は景色がすばらしいと よくツアーを利用して来てくれます。関東方面の

お客様目線で是非実現できれば嬉しいです。 

都会の田舎の無い子供を持つ親子さんに夏休みなど特別町民制度などもうけ、田舎に帰ると

いう楽しさを感じてもらうのも」良いかと思います。実際そのような事をされている東京、

神奈川の方がたくさんいらしゃるので。是非ご検討の程 宜しくお願い致します。 

男性 ４０歳代 

〇町内の景観に一貫性がなく、門前町としての風景が定まっていない 

観光客が街中を散策するだけでも楽しめる景観づくりを進め、観光地としての柳津町をど

んどんアピールしてもらいたいと思います。 

〇スポーツ振興の町としては、BG 体育館は狭く、公式のスポーツ大会が行えない。予算関係

で難しい面はあると思いますが老朽化も考えると新しい体育館も必要であると思います。 



- 15 - 

 

男性 ４０歳代 

問８の選択肢に 「美しい景観の・・・」とありますが、水害対策の護岸工事内容はやっている

ことが矛盾しているのではないでしょうか。観光業で生活している方の足を引っぱっている

のは、町なり県の方だと言えるかと考えます。 

大学進学も増えている中、知識レベルに合った職も少ない、観光面もいまいちとなっては、

町に住み続けたいと考える人は減るばかりではないでしょうか。 

現在住んでいる人達の為だけでなく、町外、県外の人達が来たくなるような事業をもっと増

やしてほしいと考えます。 

女性 ７０歳以上 

今までもいろいろ言ってきましたが何も反映されてない、むなしく感じます。生まれた土地

に住みつくような行政をお願いします。 

子育ての環境、教育の充実、職場の拡大につながるような町政をして頂きたいと思います。 

男性 ４０歳代 
若者が集まる様なイベント、告知をもっと力を入れて柳津にお金が入る様なシステム、イン

フラを作り、観光以外でにぎわう町にもしてもらいたい。 

男性 ３０歳代 別紙 A4 ２枚（貴重なご意見ありがとうございました） 

男性 ５０歳代 〇空家が各部落に増えていると思います。（空家対策を‼） 

男性 ５０歳代 

今までかなりアンケートに協力し、考え書いたが何一つ変化や改善がない最低な柳津町にな

った 結果考えたり、提案しても無意味である。 

改善を期待するとすれば、役場職員態度を改めて庁舎内ばかり居ないで、町内全ヶ所、すべ

ての見まわりなどを強化すれば、不備の場所、又は１人暮らし家庭の見まわりにもなる  

ちょっとした一言でこの地区の人は無事だとか道路の段差、きれつ、草、木が安全な状況か

など見て回れば早いうちに補修が出来るし見回りで人口がへることも、おさえられるのでは

ないか 

こんな言書いても実行されない それは、庁舎内にいればクーラー、ダンボー、無駄話し出

来て時間になればバイバイー 

私の考えは柳津町役場そのものが不用である  

職員に汗して見回れ 無駄飯食い  必ず町長に見せろ。 

女性 ３０歳代 
〇夜間帯、時折不審者が歩いていたり、子供の下校時に後をつけたりする人がいる為、防犯

面を強化してほしい。パトロールを増やす等 

男性 ７０歳以上 

〇柳津～昭和線 黒沢地区内の道路改良工事 早期に着工出来る様に上部への働きかけ強化

して下さい。 

〇黒沢地区内」融雪（消雪）道路ですが水が出ない所もありますので水が出る様にお願いし

ます。 

〇湯八木沢トンネル入口手前から R252 へのトンネル化工事 早期に着工になる様お願いし

ます。 
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男性 ３０歳代 

〇ふれあい号の運行で西山から柳津に行く最終便（17:00 頃西山発）で利用者のほとんどが

B＆G でスポ少をやる小学生なので、ふれあい館終点の前に B＆G を経由してもらいたい。

18:00 頃が明るい時期は良いが暗い時期に自分の学区でない地域を歩かせるのには不安を

感る為 

〇高校生の若松方面への送迎バス等があれば通学時間が短縮できて勉強や部活の時間にもう

少し余裕が出来ると思う 

〇各種会議等で町職員の方が活動内容の説明をしてくれますが県？などに報告する説明内容

だけで、今後、柳津町としてどのように、どういった方向に進めていくのか案がなく有識者

を集めている意味がない会議があるので改善してほしい。 

女性 ４０歳代 ただのアンケート調査でおわる事がないようにしてほしいと思います。 

女性 ２０歳代 

町民に対し、このような機会を下さりありがとうございます。まだまだ足りない所の多い若

輩者ではありますが提案をさせて頂ければと存じます。まず、観光や町内景観について、柳

津町のシンボルマークに頼りきってしまっているのではないか、と感じることがあります。

どんな人を寄び、どのような形で盛り上げていくか よくわかりません。 

また、「やないづ旅コンシェル」は若い方達向けに用意されたコンテンツと認識しております。

しかしながら、その中の印象と実際のギャップがあるように感じます。自由にお金が使える

50 代、60 代もインターネットや SNS の情報を使いこなす時代です。町の HP だけでなく観

光協会の HP の整備、活用と同時に観光に関わる町内の景観の整備を提案いたします。 

更に、雇用促進、事業を始める人へ向けたサポートを手厚く受けられることができるとわか

るようになれば、新たな人材を呼び、商工関係が盛り上り、話題のスポットが増え、観光客

が増え、柳津を好きになった人が移住をし、更なる町の発展につながっていくのではないか

と考えます。 

最後は理想になってしまいましたが、町民の 1 人として町を盛り上げることができれば幸い

です。よろしくお願いします。 

女性 ５０歳代 

・町営住宅の携帯電話の電波受信環境が悪いので改善して下さい。（まちづくり全般ではない

ので申し訳ありません。） 

・住んでいて他町村に誇れる付加価値（ブランドイメージ）のある町に向かって まちづく

りを進めて欲しい。 

 （観光の町なのか？健康長寿の町なのか？信仰の町なのか？農業の町なのか？まちづくり

のメインコンセプトが必要かと思います。） 
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女性 ３０歳代 

どうゆうわけでバス停を下から高いところまでもってたのか分からないです。こうれい者が

こまっています もとどおりにしてほしいです（力を入れてほしい） 

役場職員さんの仕事場がおそい 対応がわるいしマナーがわるい 

柳津はあまりはたらき場所がない 

交通の方も不便 坂ばっかりであるくのが大変 

出会いの場がないのでたくさん作ってほしい 

柳津をもっとより良いまちづくりにしてほしい 

（安心して すみやすいえがおあふれる） 

〇防はんたいさくがととのってる柳津に 

子供がたくさんあそべる場所 

男性 ５０歳代 
役場職員の町民に対する対応を良くする事 

① 事務的幅を広める ②あいさつをする事 

女性 ５０歳代 

〇スキー場跡の活用 

 花を植えるなど整備をして観光客をより一層呼べる様にするのはどうでしょうか  例）

三ノ倉スキー場など 

今すぐを考えず何年か後を見すえた町づくりが必要 

現在の物にたよってばかりでは新しい客は来ないと思います。 

男性 ６０歳代 

行政の皆さんの御努力・御苦労に感謝致します。 

限られた中での施策は限度があると思いますが まずは心身共に健康な町民があってのこと

だと思います。「町民づくりから」 

大概の事は我慢・工夫で！ 

女性 ４０歳代 
問７に関し、１０年前には柳津におりませんでしたので回答できませんでした。申し訳ござ

いません。 

男性 ５０歳代 

すぐれた子を育成しても受け皿となる産業が弱々です。就職しても離職、未就職未進学、そ

して離婚…キヅついた若者を受け入れる力が今の柳津にあるでしょうか？ 

所得の見通しのない農林業、工場誘致も無理！通りすぎる撮り鉄乗り鉄そして参拝者…復興

予算もなくなります～ 

柳津町に残される道は少ない…しかし！目標は明らかになった。 

金ナシ人なし頭ナシ～ならば日本人の本文である勤勉にこそ将来があると思う。 

提言  

1.育成産業の明確化 

2.小中学校の育成産業教育 

3.健康寿命の伸長と治療還境の整備 

4.町民の利便に即したインフラ整備 

男性 ５０歳代 

・柳津町ならこれといった目玉（アピール）、何かほしい。 

・地場産業の発展 

・企業誘致 

・子育てにお金がかからない」。周辺から人が集まるような町づくり 
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男性 ４０歳代 
働く場所が増えない限り人口は減る一方だと思います。 

観光以外でも人が集められたら良いと思います。 

男性 ５０歳代 ・雇用の場が無いと若者の定住がのぞめない。 

男性 ６０歳代 

柳津町は観光地で圓蔵寺という伝統あるお寺もあり、もっともっと観光に力を入れて欲しい

です。 

寺町ならではのイメージアップと言うか、今のままでは、さびれてしまう様な気がします。 

男性 ６０歳代 

① 町への交流人口の増加が望まれる！ 

② 行政の効率化による財政健全化が必要！ 

① ②について 

役場、議会において適正な方策を見いだせないのであれば、外部組織に委託して意見を長

期的に求める事も必要！ 

``知識 も 見識 も、ましてや 町のビジョン もないのであれば  他力に甘えるの

が町民の為になり得る。 

人的資本のアウトソーシングはあたり前、知的資材のアウトソーシング化なんの恥ずべき

事はない。「おのれを知れば当然でしょう」町民は``是‘‘としますよ！『知』を外部から求

めましょう！積極的に！（以上） 

女性 ２０歳代 

最近、交通事故が多くて道路が怖いです。結構死角になっていて、互いに見辛くなっている

場所やカーブなどで見辛い場所でもスピードを出したまま走行している車が目立って来た様

に感じます。 

もう少し、安全対策に力を入れてほしいです。 

女性 ３０歳代 

高齢化が進み続けっている中で健康（予防）に力を入れていって欲しいと思います。 

用事があり役場に伺うことがありますが職員の方の対応、雰囲気が気になります。窓口ばか

りが顔ではないと思いますので私語などは慎むべきです。また、目が合っているにも関わら

ず、あいさつがないのはいかがなものかと思います。正直、行かなければならない時に行く

のが嫌のなり、足が向きません。柳津町の顔だということを忘れないで欲しいと思います。

（それは議員さんも同じです‼） 

女性 ５０歳代 就労継続支援 B 型を作ってほしいです 

不明 不明 
前にもアンケート来て書いたのですが何１つ反映されていません。 

アンケートには白紙で出します。 

女性 ５０歳代 

観光の町 そこで働く人 

観光客は土日祝に多く来町する 

観光業で働く 子育てをしている親。土日も働く為には子供を預かってくれるところが必要

だと思う 

祖父母と一緒に暮らしている人が少なくなっているように思うので そんな親たちがきがね

なく土日も働けるように支援してくれるところがあればいいと思う。 

観光の振興に力を入れるのであれば そういったところで働く人たちにも目をむけてほし

い。 
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女性 ５０歳代 

若い人の意見が取り入れられるような町になっていかないと変われないし変わらない 何の

特色もない柳津町で なんだか淋しーい‼ 

他とくらべるのはよくないけど  

すごいことしてる所見ると きっと若い子の意見もはんえいされているんだろうなぁって 

すごくそう思います。 

昔ながらも大事かとは思いますが それだけじゃ みりょく感じられません。柳津の住んで

いる人が魅力感じられないのに外の人感じられますかね…。柳津町‼ 

柳津町って部署違うからわかんないし、関係ないとか私も言われた事ありますけど、そこか

ら変わっていく事って大事なんじゃないですか？連携って役場の中も大事だと思います。か

かわりあっていかないと こんな小さな町、成り立っていかないと思います。 

 

男性 ４０歳代 

〇年々出生数が減少しており、人口も流出し少子高齢化に歯止めがかからない状況となって

います。 

定住、人口増のための方策について、あらためて方向性を出していかないと、誰もいなくな

ってしまいます。 

                                              

 


