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いうテーマで進められました︒
今回は前回から一歩進んで︑ど
のようにしたら北広島がより良
くなるのだろうか︑又は悪いと
ころはどうすれば良くなるのだ
ろうかを考えました︵ワークシ
ョ ッ プ ニ ュ ー ス 第 ２ 号 に 掲 載 ︶︒

ワークショップニュース

街づくりアンケート
結 果 報 告
雪も降り始め︑寒くなって
来ました今日この頃ですが︑
皆様は風邪などひかれてませ
んでしょうか？
今回のワークショップニュ
ースでは︑５月に行った市民
アンケート調査結果をお伝え
し ま す︵２ ペ ー ジ 目 以 降 掲 載 ︶︒
その前に︑これまで行われ
ましたワークショップ会議の
内容を振り返ってみたいと思
います︒第１回目の会議では
﹁北広島市の良いところ︑悪
いところ﹂をテーマに公募参
加していただいた 名により ︑
たくさんの意見が出されまし
た︵ワークショップニュース
第１号に掲載 ︶
︒
第２回目の会議でも︑メン
バーは違いますが︑１回目同
様 名の参加で﹁将来の﹃魅
力的な北広島﹄を考える﹂と

来年の１月下旬には︑第３
回目のワークショップ会議を
予定しています︒ここでは今
まで行われたワークショップ
会議やアンケート調査の結果
を踏まえて︑市事務局で作成
した全体構想案をたたき台と
して意見交換を行います︒こ
の後︑マスタープラン策定委
員会そして庁内検討会議等を
行う予定としています︒また
平成 年度には︑地域別構想
の為の市民ワークショップ会
議︵各地域毎開催︶を予定し
ています︒
ワークショップ会議等への
市民参加の募集は︑広報に掲
載します︒皆さんのご参加を
お待ちしております︒

ワークショップ
ってなあに？
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市民参加による計画
案づくりの代表的な手
法で︑５〜６人で１つ
のテーブルを囲み︑グ
ループ討議やカードに
記入するなど︑実際に
手や身体を使い︑誰も
が意見を出しやすいよ
うに工夫されています︒
26

都市計画マスター

プラン とは？

北広島の自然・歴史・生活
文化・産業など地域の特徴を
活かしながら市民のみなさん
と一緒に作り上げていく都市
計画の基本方針となる大切な
計画です︒
土地の利用︑北広島らしい
街並みの形成︑道路や公園の
整備︑宅地の造成などについ
て︑街全体やふだん暮らして
いる地域をどのようにしてい
きたいかを考え︑北広島の
年後の将来の姿を描くもので
す︒

都市計画マスタープランについ
ては︑市のホームページでもお知
らせしています︒
▼ http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/

ホームページもご覧ください

ワークショップニュースは ︑
各町内会での回覧をお願いし
ておりますが︑市役所都市計
画課や各出張所にも置いてあ
ります︒
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市 民
26

市民アンケート調査結果は？
この都市計画マスタープランを策定する為に記述式の市民アンケート調査（広報５／１掲載）も行いました。調査には、１０才から８０
才代までの男女合わせて３２９名の皆様にご協力していただきました。ご協力どうもありがとうございました。結果につきましては次の通
りでした。
※記述式アンケートの為 、同じような意見をまとめた表現になっています 。また一人の意見が複数分野にまたがっている場合があります 。
※個々の意見につきましては、市役所企画部都市計画課にてご覧になれます。
１．土地利用
北広島の良いところ

北広島の悪いところ

北広島の将来像

市街地
構
成

○まとまりのあるまち
○広々している
○将来の夢が広がる
○札幌のベッドタウン

○市街地が分散してまとまりがない
不便
○市街地間に格差がある
○中心市街地がはっきりしない
○中心街がさびしい
○札幌のベッドタウン
○市街地が遠い

○のびのびとできる、広々とした市街地を残してほしい
○それぞれの地域の個性や機能をのばし、特徴のある市街地にして
ほしい
○核となる市街地を中心に市街地ごとのつながりを強めてほしい
○中心部を充実させ、住み良いまちにしてほしい
○さまざまな機能がそろい、バランスのとれたまちにしてほしい
○住・商・工を混在させないまちづくりを進めてほしい
○住宅地の中にも、ある程度の商業施設をつくってほしい

住宅地

○住みやすい
○ゆったりと住みやすい
○ゆとりのある戸建て住宅地
○広々とした住宅団地
○戸建ての住宅が多い
○住宅地に緑・公園が多い
○静かな住宅地

○落ち着きがない
○住み心地の良さを大切にしてほしい
○住宅団地は高齢者が多く、活気が ○安心して、落ち着いて暮らせる環境にしたい
ない
○ガーデニングや家庭菜園などにより住宅地の緑化を進めたい
○公共団地が高齢化対応されていな ○庭の広いゆとりのある戸建て住宅が良い
い
○容積率を緩和してほしい
○車の騒音がある
○面的な整備により新しい住宅地を整備してほしい
○自衛隊の騒音がある
○若い人が住みたくなるような賃貸住宅を増やしてほしい
○高齢者用、障害者用の住宅を便利なところに建ててほしい
○住宅地の中に公園や森を増やしてほしい
○騒音がなく、静かな環境が良い

駅周辺

○駅周辺の施設が整備されてい ○駅周辺がさびしい
る
○駅周辺に駐車場が少ない
○駅周辺に店がなく不便

○駅周辺に店を増やし活性化してほしい
○駅周辺の空き地を有効に活用してほしい

商業地

○コンビニが多い
○商業の中心がない
○大型店がある
○商店街が小さい
○大都市のデパートに近くて便 ○商店街の配置が悪い
利
○商店街としてのまとまりがない
○店舗が少ない
○飲食店が充実していない

○商業地を活性化してほしい
○商店街を充実してほしい
○商店が点在し、散策ができるまちにしてほしい
○コンビニ、スーパーなど店舗をふやしてほしい
○若者向けの店づくりをしてほしい
○利用しやすい店づくりをしてほしい
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北広島の良いところ
商業地

北広島の悪いところ

北広島の将来像

○専門店が少ない
○大型店が少ない
○娯楽施設が少ない
○映画館がない
○宿泊施設が充実していない
○しゃれた店がない
○買い物に不便
○買い物は札幌に行く
○品揃えが悪い
○物価が高い

○飲食店を充実してほしい
○専門店を充実してほしい
○大型店を充実してほしい
○娯楽施設を充実してほしい
○必要以上の娯楽施設はいらない
○宿泊施設を充実してほしい
○会話のある店がほしい
○おしゃれな店がほしい
○家の近くで買い物できる店がほしい
○買い物に便利な暮らしが良い
○品揃えを充実してほしい
○物価を安く、安定してほしい
○愛想良くしてほしい

○企業が少ない
○工業が発展していない
○産業基盤が弱い
○雇用の場がない

○企業を集積化させてほしい
○企業立地を促進してほしい
○工業団地を活用し、雇用の場を確保してほしい
○産業的な工場を増やしてほしい
○高齢者、主婦が働く場を増やしてほしい
○若者に魅力のある雇用の場を増やしてほしい
○働きやすい職場環境にしてほしい
○職住近接など通勤しやすいのが良い

業務地

○企業や工場の参入がある

流 通

○流通が良い

○地元で流通を良くしたい

農 業

○特産物のダイコンがある

○家族で楽しめる市民農園として利用したい
○近くにある牧場を残したい
○農産物のＰＲをしていきたい
○安価で良質な食材が手に入るようにしてほしい

地 価

○地価が安い

○地価が高い

○取得しやすい地価にしてほしい

２．都市交通

公共交
通

北広島の良いところ

北広島の悪いところ

○ＪＲ駅が良い
○きれいな駅

○駅から遠い
○上野幌駅の整備が遅れている

北広島の将来像
○駅前を含めた駅舎の充実をしてほしい
○ＪＲを便利にしてほしい

-2 -

北広島の良いところ

北広島の悪いところ

北広島の将来像

公共交
通

○札幌、千歳空港へＪＲで便利 ○バスの運行数が少ない
○バスの便が良い
○バスの便が悪い
○交通が便利
○バスの料金が高い
○札幌市、千歳空港への交通が ○市内の循環バスがない
便利
○地下鉄がない
○地下鉄への便利が悪い
○交通機関が充実していない
○交通が不便

○ＪＲの高架化を進めてほしい
○バスの運行数を充実してほしい
○バスの便を充実してほしい
○市内循環バスを導入してほしい
○バス料金を見直してほしい
○地下鉄を開通してほしい
○地下鉄への便利を良くしてほしい
○交通網を充実してほしい
○交通の便を充実してほしい
○通勤、通学の便を良くしてほしい
○移動手段が選択できるようにしてほしい
○交通費を低減してほしい
○駐車場を充実してほしい

道 路

○幹線道路が整っている
○道路が広い
○道路が整備されている
○道路が空いている
○遊歩道が整備されている
○サイクリングロードがある

○メインストリートがない
○交通量が多い
○坂が多い
○道路が狭い
○道路が渋滞する
○道路が複雑でわかりにくい
○道路が悪い
○住宅地内の道路が危険

○インターチェンジを増やしてほしい
○通過車両を排除して、安全なまちにしてほしい
○計画的に道路を整備してほしい
○道路を整備し、良くしてほしい
○道路を拡幅、延伸して、渋滞を減らしてほしい
○緑、音楽などで道路に特徴を出してほしい
○広くて段差のない歩道の整備や休めるベンチを設置してほしい
○周辺の都市を含めたサイクリングロードを延ばしてほしい
○市内の各地域をサイクリングロードで結んでほしい
○自転車に乗れるところを増やし、公園や図書館などを結んでほし
い
○自転車置き場を増やしてほしい

北広島の良いところ

北広島の悪いところ

北広島の将来像

○公園が多い
○大きな公園がある
○自然が多い公園がある
○レクの森が良い
○管理された公園がある

○公園が少ない
○自然が身近に楽しめない
○スポーツができる公園がない
○特徴ある公園がない
○くつろげる公園がない
○公園が利用しにくい
○公園がきたない

○子どもが自由に遊べるように公園をたくさん造ってほしい
○家の近くに緑がたくさんある公園がほしい
○市街地周辺を計画的に公園化してほしい
○公園と公園をつなげてほしい
○市民が憩える緑が多い大きな公園がほしい
○自然をいかした公園がほしい
○小動物がいて、緑や花のある公園がほしい
○レクの森をもっと楽しめるようにしてほしい

３．都市公園・環境保全

公園緑
地
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北広島の良いところ

北広島の悪いところ

公園緑
地

北広島の将来像
○スポーツのできる公園がほしい
○木の遊具のある公園がほしい
○散策ができる公園がほしい
○水があって、魚がいる親水公園がほしい
○魅力のある、おもしろい公園を造ってほしい
○子どものアイディアを取り入れた公園を造ってほしい
○子どもが安全に遊べる公園がほしい
○子どもからお年寄りまで楽しめる公園がほしい
○くつろげる公園がほしい
○冬でも遊べる公園を造ってほしい
○公園の整備を充実してほしい
○公園の手入れを充実してきれいな公園にしてほしい
○公園の手入れを町内会などで自主的にやりたい
○ルールやマナーがしっかりした公園にしたい

自 然

○自然が多い
○自然に恵まれている
○自然に囲まれている
○自然環境がよい
○森林が多い
○緑が多い
○緑が豊かである
○草原がある
○原始林など自然が残されてい
る
○自然を大事に守っている
○花がきれいに咲いている
○紅葉がきれいな場所がある
○自然とのふれあいがある
○身近な場所に自然がある
○山菜取りができる
○自然を活かしたまちづくりを
している
○自然と調和した都市である
○緑の多い田園都市である
○自然環境に恵まれ、安らげる
○野生の動物、昆虫に出会える

○雑草が多い
○里山のような人口的でない自然がよい
○環境破壊が進んでいる
○自然が豊かなまちにしたい
○緑が少ない
○自然が多いまちにしたい
○自然をいかしきれてない
○自然に囲まれ、身近に自然があるまちにしたい
○これといって特徴のある自然がな ○森や林、草原のあるまちにしたい
い
○緑が豊かなまちにしたい
○虫が多い
○緑が多いまちにしたい
○昆虫が減少している
○きれいな緑と花があるまちにしたい
○山、坂が多い
○手つかずの自然を大事にしてほしい
○これ以上の都市化を抑え、自然を残してほしい
○できる限り自然を残しながら整備を行ってほしい
○豊かな森林を取り戻したい
○植樹運動などで自然、緑を増やしていきたい
○紅葉スポットなど緑の名所づくりを行いたい
○歩いて行ける身近な自然を楽しみたい
○桜や梅の名所をつくり、花見や散策を楽しみたい
○森林浴や山菜取りのマップを作り、自然を満喫したい
○自然や緑を活かしたまちづくりを進めたい
○都市と自然が調和したバランスの良いまちにしたい
○動物に触れ合える環境がよい
○鳥や昆虫の声がする環境がよい
○トリムコース、ハイキングコースを整備してほしい

環境保
全

○川がある
○水がおいしい

○河川氾濫が心配である
○水が美味しくない

○きれいな水場を残してほしい
○水辺で楽しめる河川整備をしてほしい
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環境保
全

北広島の良いところ

北広島の悪いところ

北広島の将来像

○空気がきれい
○農業が楽しめる
○農地が残っている
○上下水道が整備されている
○環境がすばらしい
○きれいなまち
○リサイクル活動が活発

○水が悪い
○河川敷に植林し、みどりの回廊にしたい
○悪臭がある
○きれいな水がよい
○空気が悪い
○きれいな空気がよい
○排ガス公害がある
○悪臭をなくしてほしい
○下水道の不備がある
○食糧自給率を高めていきたい
○水質確保が遅れている
○上下水道を整備してほしい
○産業廃棄物処理場が多い
○ゴミの減量化を進めてほしい
○産業廃棄物の処理方法が問題であ ○生ゴミの資源化を進めてほしい
る
○ゴミの収集を充実してほしい
○ゴミの処理方法が問題である
○自然や人体への影響に配慮して廃棄物処理をしてほしい
○ゴミが目立つ
○リサイクルを市民に定着させ、協力して取り組みたい
○ゴミ収集場所がきたない
○ゴミの少ないまちにしたい
○環境面で不安がある
○いつもきれいで衛生的なまちにしたい
○ゴルフ場による農薬汚染が心配あ ○ゴミステーションの回りをきれいにしたい
る
○公害のない暮らしやすい環境にしてほしい
○自然破壊への恐れがある
○ゴルフ場による農薬汚染をなくしてほしい
○自然エネルギーを活用してほしい

４．都市景観
北広島の良いところ

北広島の悪いところ

北広島の将来像

街並み
景
観

○街並みが美しい
○道路沿いの街路樹、花壇が美
しい
○街並みに緑が多い
○懐かしい風景がある
○街並みが広々としている
○高層ビルがなく、景色が良い

○街並みに特徴がない
○街並みに統一感がない
○街並みが変わっている
○街並みにまとまりがない
○モダンとはいえない
○まちとしての色彩がない
○看板が多すぎる

○全国に誇れる都市景観づくりを進めてほしい
○統一感のある街並みにしてほしい
○特徴的な建物によるシンボル的な景観をつくってほしい
○高層ビルのない街並みにしてほしい
○市の木、市の花など緑をいかした街並みづくりを進めたい
○きれいでおしゃれな街並みにしたい
○都会的な景観にしてほしい
○まちの特徴を出すデザインにしてほしい
○景色の案内板を取り付けてほしい
○建物などのデザインを工夫したい
○建物の色に統一性を持たせる
○不要な看板をなくしてほしい
○町並みを花でうめつくしてほしい
○街路樹で特色のある通りをつくってほしい

自然景
観

○眺めが美しい
○雄大な景観が見える

○坂を減らしてほしい
○山並みの美しさを活かしたまちづくりを進めてほしい
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北広島の良いところ
自然景
観

北広島の悪いところ

○田園風景がある
○地形が変化に富んでいる
○山並みの景色がよい
○四季折々の景観がすばらしい
○自然の風景が残されている

北広島の将来像
○山をきれいにしたい

５．都市防災
北広島の良いところ

北広島の悪いところ

北広島の将来像

都市防
災

○除雪体制が良い

○除雪・排雪体制が悪い
○冬道対策が不十分である

○除雪体制を充実して冬期間でも快適に暮らせるようにしてほしい
○ロードヒーティングや排雪溝など除排雪を楽にしたい
○建物のセットバックなど除排雪がやりやすい町並みにしたい
○冬でも外出ができるように雪道対策をしてほしい
○水害のないまちにしたい
○雪害のないまちにしたい
○防災対策を十分にしてほしい
○ライフラインなど都市基盤を整備してほしい

都市防
犯

○事件、事故が少ない
○治安がよい
○平和なまちである

○街灯が少なくまちが暗い
○交番が少ない
○治安が良くない
○自転車の盗難がある
○人気が少ないので恐い

○街灯を明るくして、事故や犯罪のないまちにしたい
○事件や事故を少なくして、治安のよいまちにしてほしい

交通安
全

安 全

○交通ルールを守らない人がいる
○横断歩道や信号などが整備され、交通事故が少ないまちにしたい
○トラックが多くて危ない
○交通事故が多い
○信号の未整備の場所がある
○道路の安全性に欠ける場所がある
○危険が少なく、子どもから高齢者まで安全に生活できるまちにし
たい
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６．その他
北広島の良いところ

北広島の悪いところ

北広島の将来像

北広島
の個性

○活気があふれてきている
○田舎であるところ
○都市でも田舎でもないところ
○高級住宅地かつプレイスポッ
トである
○人口が延びている
○適度な人口である
○夏が過ごしやすい
○札幌より雪が少ない
○四季がはっきりしている
○海、山に近い
○近くに観光地がある
○農村丘陵地帯である
○札幌市、空港に近い

○華がない、活気がない
○都会ではない
○田舎くさい
○特徴、魅力がない
○北海道らしさがない
○歴史が浅い
○全国的な知名度が低い
○アメリカナイズされている
○高齢化が進んでいる
○少子化が進んでいる
○積雪、寒冷地である
○天気が悪い
○風が強い
○札幌市に近すぎる
○札幌へ出ることが多い
○札幌に依存している

○活気のあるまちにしたい
○いろいろな世代がともに暮らせるまちにしたい
○男女平等な社会にしてほしい
○まちの魅力をつくる
○選択の場があるまちにしたい
○不便なところもあるまちがよい
○古い体質がなく、若々しいまちにしたい
○人口を増やし、世代間のバランスが取れたまちにしてほしい
○少子高齢化に対応したまちづくりを進めてほしい
○冬の生活を快適にしたい
○札幌への近さを利用する
○札幌市、千歳空港への近さを利用する
○北広島の立地条件の良さを活かしたまちづくりを進めてほしい

市民意
識・交
流・イ
ベント

○良識のある市民が多い
○親近感あふれる住民が多い
○住民の参加が積極的
○ボランティア活動が活発
○人間関係が温かい
○交流活動が盛んである
○イベントがある

○ふるさと意識が乏しい
○愛着心を強く感じられるまちにしたい
○地元への関心が薄い
○市民意識のレベルをそろえたい
○地域が分断しており住民意識の統 ○まじめそうな人が多いまちにしたい
一性が薄い
○まちのためにできることを考え、行動したい
○土着性が強い
○町内会などの活動を活発化し、協力して生活したい
○市民自治が未成熟である
○ボランティア活動を活性化したい
○町内会活動が円滑でない
○地域活動のさまざまなリーダーを育ててほしい
○ボランティアに関心がない
○近所づきあいがある地域にしたい
○人間関係が希薄
○プライバシーが守られる隣人関係にしたい
○マナーが悪い
○マナー良く暮らしたい
○交流の機会が少ない
○いろいろな世代の市民が交流できる機会を設けてほしい
○集まる場所がない
○市民の交流が活性化するように交流の場・施設をつくってほしい
○祭り会場がない
○多くの人が心から参加できるイベント・祭りをやりたい
○イベント・祭りに利用できる施設がほしい

行 政

○都市が整備されている
○住民サービスが充実している
○公共施設が充実している
○整備の整った施設がある
○都市基盤が充実している

○まちづくりの方向性がない
○身近なテーマがない
○市長の理念が聞こえてこない
○行政のレベルが低い
○予算の使い方に問題がある

○総合的なまちづくりを進めてほしい
○優先順位を決めてまちづくりを進めてほしい
○将来に引き継げるまちづくりを進めてほしい
○ソフト面を重視し、住む人が快適なまちづくりを進めてほしい
○人口の増加に対応できるまちづくりを進めてほしい
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北広島の良いところ
行 政

北広島の悪いところ

北広島の将来像

○市役所職員の給与が高い
○近隣市町村との役割分担、協力によるまちづくりを進めてほしい
○市民の意見反映のシステムが充実 ○周辺市町村との合併を検討してほしい
していない
○他都市の良い事例を参考に、まちづくりを進めてほしい
○市民と行政の常識が開きすぎてい ○市長のメッセージを市民にわかりやすく伝えてほしい
る
○行政のレベルアップを図ってほしい
○公共施設が充実していない
○開放的な行政にしてほしい
○古い施設がリニューアルされない ○行政の指導力を高めて、まちづくりを進めてほしい
○都市の整備が充実していない
○大学と連携して研究を行い、まちづくりに活かしてほしい
○水道料金が高い
○効率的な財政運営を行ってほしい
○水源がない
○情報技術を活用して行政手続きを便利にしてほしい
○税金が高い
○公共施設などの情報を十分に提供してほしい
○市民と行政が連携してまちづくりを進めたい
○市民の活動を応援、支援してほしい
○行政情報の公開を進めてほしい
○住民の知識やアイディアを活用してまちづくりを進めてほしい
○公共施設を充実してほしい
○まちのシンボルとして市役所の立替え、移転をしてほしい
○公共施設が便利に利用できるようにしてほしい
○公共施設を格安に利用できるようにしてほしい
○都市基盤を充実してほしい
○公共料金を安くしてほしい
○水道料金を安くしてほしい
○税金を安くしてほしい

その他

○フレップがある
○日常生活のしやすさ
○空間が多いこと

○さほど問題のない悪さしかない
○悪いと思わない
○説明することはない
○ＨＰへの書き込みが多い

○その他（３６）

保健・
医療・
福 祉

○老人病院が多い
○福祉への偏見がある
○医療の恩恵が受けられる
○医療施設が充実していない
○福祉施設、整備が充実してい ○福祉施設が充実していない
る
○保育料が高い
○ぜんそくの子供が多い
○高齢化への対応が薄い

○ノーマライゼージョン、バリアフリーを進めてほしい
○医療施設を充実してほしい
○高齢者・障害者福祉施設を充実してほしい
○児童福祉施設を充実してほしい
○福祉サービスを充実してほしい
○心身の健康づくりについて知識を得て、実践したい

教 育

○学校・大学にも充実している ○教育施設が老朽化している
○学校が広い
○教育環境が悪い
○学校で良い取り組みをしてい ○学校が遠い
る
○スクールバスがない

○学校教育施設を充実してほしい
○空き教室の活用を考えてほしい
○高校を増やしてほしい
○大学、短大、専門学校等を増やしてほしい
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北広島の良いところ
教 育

○教育環境に恵まれている
○学校が近い

文 化

○芸術文化ホール（花ホール）
がある
○図書館がある
○文化施設が充実している
○エルフィンパークがある
○文化活動が盛ん
○音楽、美術にふれる機会があ
る

北広島の悪いところ

北広島の将来像
○教育環境を充実してほしい
○学校の校則をゆるくしてほしい
○学校のレベルアップに努めてほしい
○いじめや差別のない学校にしたい
○地元の高校へ入学できるようにしてほしい
○通学しやすい環境の整備

○花ホールが小さい
○文化施設が少ない
○文化施設に地域的偏りがある
○生涯学習への取り組みが遅れてい
る
○文化がない
○常設の要員がいない

○花ホールを充実してほしい
○図書館を充実してほしい
○文化施設を充実してほしい
○資料館や博物館がほしい
○生涯学習施設を充実してほしい
○カルチャースクール、各種講座を充実してほしい
○生涯学習の環境を良くしてほしい
○学校以外の学べる場を充実してほしい
○自然の中など体験の場をつくってほしい
○芸術・文化活動を活発にしたい

ス ポ ー ○ゴルフ場が充実している
ツ,レク ○パークゴルフが盛ん
リ エ ー ○運動施設が充実している
ション
○体育館が充実している
○動物園にすぐ行ける
○温泉がある
○スポーツ活動が盛ん

○ゴルフ場が多すぎる
○運動施設が充実していない
○プールがない
○レジャー施設が少ない
○遊ぶ場所がない

○近くに沢山のゴルフ場がほしい
○多すぎるゴルフ場の対策を考えてほしい
○パークゴルフ場を増やしてほしい
○総合体育館を充実してほしい
○冬でも使える温水プールがほしい
○いろいろなスポーツができるように施設を充実してほしい
○レクリエーション施設が身近にほしい
○気軽にアウトドアができるようにしてほしい
○遊園地などのレジャー施設がほしい
○近くで気軽に入れる温泉がほしい
○スポーツ活動を充実してほしい
○大きな広場や遊び場がほしい
○スポーツ道具のある広場がほしい
○子供の遊び場がほしい
○高齢者の遊び場、憩いの場がほしい
○みんなで楽しめる施設がほしい

観 光

○観光スポットが少ない
○名物・名産・名所がない
○歴史を大切にしていない
○特産品が少ない

○観光スポットを作ってほしい
○名所案内のパンフをつくる
○魅力ある特色をつくりだす

○ポイントとなるところがない
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