
実施対象　：　 おおむね16歳からおおむね29歳までの若者

実施方法　：　 有教館高校生徒への配布

無作為抽出（令和5年4月1日時点で19歳から29歳の住民500人）

インターネット（電子申請サービス）

実施時期　：　 令和4年7月8日（有教館高校）

令和4年8月23日～9月25日（無作為抽出・インターネット）

回答数

1. 性別

2. 学年 所属

※大学院生、所属不明 （単位：人）

若者議会に関するアンケートの結果 （詳細版）

　第7期の若者議会において、「少しでも多くの若者が市や若者議会に関わる機会をつくりたい」、「若
者の市への思いを聞き、若者議会の事業提案に反映したい」という意見から、若者議会に関するアン
ケートの実施が提案され、令和4年度に実施しました。
　アンケートにご回答いただきました皆様、ご協力いただきありがとうございました。
　アンケートの結果につきましては、今後の若者議会に活かしてまいります。

アンケートの概要

有教館高校 546 / 631（回収率約86.5％）

無作為抽出 20

インターネット 27

合計 593

アンケートの結果

有教館高校 無作為抽出 インターネット 計

男性 254 8 16 278

女性 284 12 11 307

その他 7 0 0 7

未回答 1 0 0 1

計 546 20 27 593
（単位：人）

有教館高校 無作為抽出 インターネット 計

1年 197 大学生 3 7 10

2年 169 短大生 0 1 1

3年 180 専門学生 4 1 5

計 546 社会人 11 18 29
（単位：人） その他 2(※) 0 2

計 20 27 47

※インターネット（電子申請サービス）における回答には、無作為抽出

    によって選定された方による回答も含まれると考えられるため、無作

    為抽出及びインターネットについては回収率を記載していません。
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3. 住んでいる地域

※2 名古屋市、県外

※1 名古屋市、静岡県佐久間町、 ※3 名古屋市、名古屋市天白区

      静岡県浜松市

4-1. 若者議会についてどのくらいご存じですか。

〈有教館高校（市内在住）〉 〈有教館高校（市外在住）〉

〈無作為抽出・インターネット〉

有教館高校 無作為抽出 インターネット 計

新城市 319 新城中学校区 1 5 6

豊川市 179 千郷中学校区 6 9 15

豊橋市 14 東郷中学校区 3 6 9

東栄町 16 八名中学校区 1 3 4

設楽町 13 鳳来中学校区 6 2 8

豊根村 1 作手中学校区 0 0 0

その他 3(※1) その他 2(※2) 2(※3) 4

未回答 1 未回答 1 0 1

計 546 計 20 27 47
（単位：人） （単位：人）

有教館高校 無作為抽出 インターネット 計

ア．活動内容も含めてよく知っている 15 0 2 17

イ．活動内容は少し知っている 45 3 5 53

ウ．名前は聞いたことがある 322 12 18 352

エ．まったく知らない 164 5 2 171
（単位：人）

1年 2年 3年 計 1年 2年 3年 計

ア 1 8 3 12 ア 1 1 1 3

イ 4 19 15 38 イ 1 3 3 7

ウ 71 77 68 216 ウ 11 39 56 106

エ 32 8 13 53 エ 76 14 21 111
（単位：人） （単位：人）

ア 0 1 0 0 1 0 2

イ 5 0 0 3 0 0 8

ウ 5 0 5 19 0 1 30

エ 0 0 0 6 0 1 7
（単位：人）

大学生 短大生 専門学生 社会人
(10～20代)

社会人
(30代以上)

その他 計

高校生（市内在住） 高校生（市外在住） 大学生・短大生・専門学生 社会人・その他

4%(12人)

12%
(38人)

68%
(216人)

17%
(53人)

1%(3人) 3%(7人)

47%
(106人)

49%
(111人)

6%(1人)

31%
(5人)63%

(10人)

3%(1人)

10%
(3人)23%

(7人)

65%
(20人)

ア イ ウ エ
※構成比は小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計は100％になりません。

- 2 -



4-2. 4-1でア、イ、ウと回答した方にお聞きします。若者議会を知ったきっかけを教えてください。

※1 ティーズ（3件）、ニュース（2件）、先生（2件）、学校の授業（2件）、 （単位：件）
      国語の授業、習い事の先生、放送、市の放送、中学生議会、テレビ、
      委員です、学校で募集していたとき、中学の時に参加したことがある、
      中学校のときに学校で参加している子がいたため、わからない（3件）
※2 市の職員から直接伺った
※3 市のイベントに参加した時、友人がやっていた、このアンケート用紙

　高校生においては、1年生に比べ2・3年生において認知度が高い結果となっている。年度末
の委員募集の際に有教館高校でチラシを配布しているためだと考えられる。また市外在住の
高校生については、「まったく知らない」の回答が約半分を占めている。
　大学生・短大生・専門学生においては、「まったく知らない」という回答がなく、「活動内容は
少し知っている」、「名前は聞いたことがある」の回答が多い。
　社会人・その他については、約4分の1が「まったく知らない」と回答している。

①学校（チラシ、ポスター） 257 4 1 1 5 0 0 268
②駅前（ポスター） 28 0 0 0 1 0 0 29
③コンビニ（ポスター） 5 0 0 0 0 0 0 5
④郵送案内（チラシ） 4 1 0 0 1 0 1 7
⑤公共施設（ポスター） 22 0 0 0 1 0 1 24
⑥友達 105 5 0 1 6 0 0 117
⑦家族 21 1 0 0 1 0 0 23
⑧若者議会ブログ 7 1 1 0 0 1 0 10
⑨広報ほのか 34 2 0 2 8 1 0 47
⑩市ホームページ 13 1 0 0 1 0 0 15
⑪Instagram 4 0 0 0 0 0 0 4
⑫Twitter 1 0 0 0 0 0 0 1
⑬Facebook 0 0 0 0 0 1 0 1
⑭その他 22（※1） 0 0 1(※2) 2(※3) 0 0 25

計 523 15 2 5 26 3 2 576

　高校生においては、「学校（チラシ、ポスター）」の回答がほぼ半分を占めている。「友達」や
「駅前（ポスター）」などの回答も多く、学校や通学等がきっかけで若者議会を知る人が多いと
考えられる。
　大学生・短大生・専門学生においては、「学校（チラシ、ポスター）」や「友達」の回答が多い。
「学校（チラシ、ポスター）」の回答については、高校生のときに配布された委員募集のチラシ
等だと考えられる。
　社会人・その他においては、「広報ほのか」の回答が最も多かった。

高校生 大学生 短大生 専門学生 社会人
(10～20代)

社会人
(30代以上)

その他 計

高校生

大学生

短大生

専門学生

社会人

その他
※構成比は小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計は100％になりません。
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       今までの若者議会の政策で知っているものがあれば教えてください。

【高校生】

・新城図書館のリノベーション（7件） ・SNSでの魅力発信

・新城駅前の看板設置（5件） ・観光マップの作成

・新城小学校における桜の植樹 ・まちなみ情報センターのリノベーション

・まちなみ情報センターの交流ノート ・お喋りチケット

・名古屋におけるPR活動

【大学生・短大生・専門学生】

・新城駅前の看板設置 ・新城図書館のリノベーション

【社会人・その他】

・バブルサッカー（2件） ・Superバズるバス事業 ・しんしろ軽トラ市で若者議会PR

・鳳来くちプラフェス2019 ・日本一あつい冬事業 ・まちなみ情報センターにノートを設置

・PON×2 Bonds事業 ・新城でオパろう事業 ・まちなみ情報センターの愛称募集

・お喋りチケット事業 ・ビンゴｄｅ移住事業 ・感じてみりん！新城の桜プロジェクト事業

※若者議会の政策でない回答については除外しています。

5. あなたは、若者議会にどのようなイメージをもっていますか。(複数回答可）

※1 若者だからと軽く見られていそう、お金くれる、自己満、楽しい～、 （単位：件）
      責任がありそう、めんどくさそう、名前ばかり聞くが活動内容はよく知らない、
      自己紹介について〇〇くんが相談していたので自己紹介のイメージです、
      自分のやりたいことができなかったら班から勝手に抜ける自分勝手なやつらの集まり、
      どのようなイメージも持ち合わせていない
※2 学生が点数稼ぎのためにやっているイメージ
      形だけなのか市が本気で考えているのかわからない
※3 1回会合に参加すると3,000円もらえる

4-3. 4-1でア、イと回答した方にお聞きします。

　高校生及び大学生・短大生・専門学生においては、「新城図書館のリノベーション」や「新城
駅前の看板設置」の回答が多かった。

①堅いイメージがある 160 2 0 1 8 0 0 171

②会議が忙しそう 190 2 0 1 5 1 0 199

③やりがいがありそう 97 5 1 0 2 0 0 105

④自己成長ができそう 99 5 0 1 2 0 0 107
⑤友達ができて楽しそう 15 3 0 1 1 1 0 21

⑥大変そう 276 4 0 2 8 0 0 290

⑦かっこいい 30 0 0 1 1 0 0 32
⑧色々な世代と交流できそう 84 7 1 3 1 0 0 96

⑨難しそう 210 3 0 2 3 0 0 218
⑩情報がないからわからない 159 3 0 0 7 0 2 171

⑪その他 10（※1） 0 0 0 2（※2） 1(※3) 0 13

計 1330 34 2 12 40 3 2 1423

高校生 大学生 短大生 専門学生 社会人
(10～20代)

社会人
(30代以上)

その他 計

※個人が特定される可能性のあるものについては、一部を◯◯と記載しています。
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6. あなたが若者議会に考えてほしい“政策案・アイデア”を教えてください。

　 例：若者の集まる場が欲しい、高校生用の企業情報誌が欲しいなど

【高校生】

遊ぶ場所関連（53件）
・イオンなどの店ができてほしい ・学校終わりに行けるような遊び場を作ってほしい

・若者が喜ぶ店があってほしい。 ・高校生などが遊べるような場が欲しい

・遊べる場所がほしい ・自分達が楽しめる場所が近場にあると嬉しいです。

・休日などに楽しめる場が欲しい ・学校帰りに遊びに行ける場所が欲しい。

・遊べる場所が欲しい ・もう少し若者が行きそうなお店を作ってほしい

・若い世代の遊ぶ場所が欲しい ・遊ぶ場所や買い物できる場所がほしい

・遊べる場所を増やしてほしい ・遊べる施設を増やしてほしい

・若者が遊べる場所を作る。 ・若者が集まって遊べる場所が欲しい

・映画館が欲しい ・遊ぶ場所とかもっと増やしてほしい。

・室内競技のできるところ ・若者が遊べる所を増やしてほしい。

・遊び場 ・プリクラを最新のものにしてほしい

・みんなで遊べる場所が欲しい ・若者が楽しめる所がほしい

・若者が楽しめる場所がほしい ・若者が遊べる施設が欲しい

・楽しめる場所がないから欲しい ・若者の遊ぶ所が欲しい

・遊ぶところがほしい ・若者が遊べる場所が欲しい

・遊ぶところがほしい ・若者が遊べる場が欲しい。

・カラオケを復活させてほしい ・若者が遊べる場所がほしい。

・お店がほしい ・遊べる場所が欲しい

・遊べる場所を作ってほしい ・若者が楽しめる場所が欲しい

・若者が行きやすい施設がほしい ・新城で遊べる場をつくってほしいです。

・若者の遊べる場所が欲しい ・公共施設（若者が遊べる場所）が欲しい

・ゲーセンつくってほしい。 ・友達と遊びに行けるところがほしい

・映画館 ・ゲームなど楽しめるところが欲しい

・遊べる場所増やしてほしい ・買い物できる所をもう少し増やしてほしい。

・遊ぶ場 ・買い物をするところを増やしてほしい

・高校生でも休日に遊びに行けるような場所が欲しい。ドンキとか

・みんなが使える色々なスポーツができる場所が欲しい（例：バレーボールのコート、バスケットボールのコート）

　高校生においては、「大変そう」という回答が最も多い。次いで「難しそう」、「会議が忙しそ
う」が多く、若者議会に対してマイナスなイメージが多い結果となった。
　一方、大学生・短大生・専門学生においては、「色々な世代と交流できそう」、「やりがいが
ありそう」、「自己成長ができそう」などの肯定的な回答が多かった。
　社会人・その他においては、「情報がないからわからない」という回答が最も多く、4-1の結
果からも分かるようにそもそも若者議会がどのようなものか知らない人が多い。そのほかに
は、「堅いイメージがある」、「大変そう」という回答が多かった。

・予算が少ないのは分かっているが、みんなで遊べるグラウンドが欲しい。あとみんなが使いやすい体育館。

高校生

大学生
短大生

専門学生

社会人
その他

※構成比は小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計は100％になりません。
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若者の集まる場関連（39件）
・若者の集まる場が欲しい ・若者がどうやったら集まるのか考える

・若者の集まる場が欲しい。 ・若者のための公共施設がほしい。

・若者の集まる場が欲しい ・学生が集まれるような場所がほしい。

・若者が集まる場所が欲しい ・例にあるように、若者のための場所があるといいと思う。

・若者の集まる場を増やす ・若者が気軽に集まれる場所が欲しい

・若者の集まる場が欲しい ・若者の集まる場をつくってほしい

・若者が集まれる場所が欲しい ・みんなが集まれる場所が欲しい

・若者の集まる場が欲しい ・インターネットのつながる集まる場が欲しい

・高校生の集まる場 ・屋根がある集まれる場所が欲しい

・若者の集まる場が欲しい ・若者の集まれる場所が欲しい。

・若者の集まる場が欲しい ・若者の集まる場（集会所）などがほしい

・若者の集まり欲しい ・若者の集まる場が欲しい

・若者が交流できる場をつくる。 ・若者の集まる場が欲しい

・若者で集まりたい ・若者の集まる場が欲しい

・友達の集まる所が欲しい ・若者の集まる場が欲しい。

・集まる場 ・若者の集まる場が欲しい。

・若者の集まる場が欲しい ・集まる場が欲しい

・若者だけで話し合う場が欲しい ・若者の交流できる機会がほしい。

・若者が集まる場が欲しい！！！

・新城には若者が集まる場所が少し少ないような気がするので、集まれる場がほしい。

・若者の集まる場が欲しい（特に電車の待ち時間に時間をつぶせる場所）

イベント関連（17件）
・新城で大規模なお祭りをやってほしい ・若者が主役の楽しいイベントが欲しい

・お祭りをつくってほしい ・若者の交流ができる行事が欲しい。

・イベントの開催をしてほしい ・スポーツイベント

・夏祭りしたい ・若者が行きやすい祭りがほしい

・イベントをつくってほしいです。 ・若者でも参加しやすいイベントを行ってほしい

・楽しいイベントの実施 ・歴史に関するイベント

・地区対抗運動会

・１年の中で大きなイベントが何個もあるわけではないので、公園や名所でのイベントを増やす。

・なんか音楽祭みたいなのしたらオモロそうやと思います。

・コロナでイベントがなくなる、または規模が小さくなってしまうので代わりの何かイベントがほしい。

交通関連（16件）
・飯田線の本数を増やしてほしい ・電車の本数を増やしてほしい ・カーブミラーをつける場所

・電車の本数増やして欲しい！！ ・交通安全などについて ・歩道がもっとほしい

・バスの料金が高いことを考えてほしい ・電車の本数を増やす ・電車の本数を増やす

・学校から駅までの道が冬めっちゃ暗い ・街灯を増やしてほしい。 ・バスの本数の改善

・通学が大変だからバスなどがほしい。 ・街灯を増やしてほしい ・電車の本数について

・電車の豊橋～豊川しかＩＣカードが使えないが、新城周辺の駅にも設置してほしい

若者議会関連（11件）
・内容が分かりやすいチラシ・ポスター ・なにか教えてほしい

・どういうのか教えてほしい ・若者議会がなにか教えてほしいです。

・若者議会で何を考えているかもっと分かりやすく宣伝してほしい

・若者議会が何やっているか分からないので、もっと分かりやすく宣伝してほしい

・若者議会が何をやっているかをもっとわかりやすく教えてほしい。

・若者議会は何をしているかをわかりやすく書いてある資料があると良いなと思いました。

・若者議会がどういうものなのか知れる本などがほしい。

・活動内容などがよくわかる雑誌などが欲しい。

・どんな事をやったりしているのか簡易的なパンフレットみたいなのが欲しい

・コロナで難しいかもしれないけど、地域イベントとかやってほしい。夜店とかなくてさみしいので、小規模でもあっ
  たら嬉しいです。
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勉強スペース関連（10件）
・図書館の勉強スペースを増やしてほしい ・自主学習できるスペースがほしい。 ・study cafeがほしい

・もっと勉強できるところを作ってほしい ・勉強をする場所を作ってほしい。 ・勉強できる場所

・みんなで勉強するスペースが欲しい。 ・気軽に勉強できるところがほしい

・夜７時以降に高校生が勉強できる施設がほしい。

・勉強ができるところをもう少し増やしてほしい（千郷地区に）

コンビニ関連（8件）
・新城で東新町駅の近くにコンビニがほしい ・ミニストップ作ってほしい ・コンビニなどの施設

・コンビニを新城に増やしてほしい ・高校の近くのコンビニ ・コンビニがほしい

・ミニストップ使ってほしい ・ミニストップがほしい

飲食店関連（8件）
・スタバなど作ってほしい ・チェーン店など食べるところを増やしてほしい。

・スタバがほしいです。 ・オシャレなカフェをつくってほしい

・スタバがほしい ・近くにもっと食事のできる場所がほしい

・ご飯屋さんほしい。 ・スタバ作ってほしい

進学/就職関連（8件）
・企業情報誌が欲しい ・新城市内の企業情報誌が欲しい ・進学先案・企業情報

・高校生用の企業の本がほしい。 ・同じ進路に進んでいる人の道すじを聞きたい。

・高校生用の企業情報誌が欲しい ・オープンキャンパスの日程などをまとめてほしい

その他（89件）
・学校の近くなどに生徒がよれるような場所をつくる。 ・もう少し地域の人と交流できる場が欲しい。

・若者でも参加しやすいボランティアを行ってほしい ・新城に人が集まれるところをつくってほしい

・楽しめるなら何でもOK ・若者と高齢の方々が関われる場が欲しい

・若者が新城で暮らそうと思えるような魅力作り ・高校生学年ごとの悩みを集めた資料を配る

・豊川、豊橋にあって新城にないものがほしい ・高校生も医療サービスを無料にしてほしい

・高校生が知って得する感じの情報がほしい。 ・若者が離れないような政策をしてもらいたい

・将来のライフプランの見本というか冊子 ・使っていない土地の有効活用化 ・校則変えてほしい

・地域のシンボルを知る機会が欲しい。 ・若者のいじめや自殺について ・公園でのボール使用

・トイレの便座を温かくしてほしいです。 ・月に１度市民でゴミ掃除をする。 ・交流できる場作り

・コロナがあるけど、楽しいことがしたい。 ・桜淵の魅力をもっと伝えてほしい ・新城市の活性化

・ラウンド１を豊川に建ててほしいです。 ・高校生の活躍を定期的に広める ・講話が気になる

・他の高校と交流する機会がほしい ・もっくる新城に来るツアーを作る。 ・講話をききたい

・老人に使う金を若者に使ってほしい ・暇つぶしができる場所が欲しい。 ・映えスポットがほしい

・若者が選挙に行くようになってほしい ・少子高齢化どうにかしてほしい ・新城活性化する方法

・桜淵のテニスコートを整備してほしい ・若者の意見をもっときいてほしい ・公園がほしい

・若者（他校）との交流の場がほしい ・選挙にみんなが行くように促す ・人との交流

・学校の自販機増やしてほしい ・ベンチを増やしてほしい ・話せるところ

・若い人の活動できる場が欲しい ・若者の選挙率を上げる政策 ・医療費ゼロ

・もっとまちを都会化させてほしい ・長篠合戦等の魅力の紹介。 ・学校のネット

・どうしたら情報差が無くなるか ・リラックスできる場がほしい ・月一集会

・若者に何かアンケートをしてほしい ・地域の人々との交流関係 ・公園

・若者が楽しめそうな地域活動 ・地域で集まる場所が欲しい ・駅にベンチを

・休憩できる涼しい場がほしい ・高校生の割引がほしい ・観光スポット

・新城市をもっとPRしてほしい ・障がい者にも優しくして ・選挙のこと

・自由なスペースが欲しい ・落ち着ける場所がほしい ・ジムがほしい

・クーラーがきいてない ・交流できる場が欲しい ・防災

・校則をゆるくしてほしい

・有教館特集を作って新城内で有名にする。そして地域と学校の関わりを強める。

・もっと多くの若者の声をきくことができる機会を設けられたら嬉しい。

・田舎だとなかなか外に出る機会がなくなりがちなので、外に出られるような政策があると嬉しい。

・若者とお年寄りが交流し、お互いの偏見をなくせる場が欲しい。

・私のような高校３年生からすると、進学に向けシビアになってくる時期なので、色々な情報が集められるように
  パンフレットなどがある場所は欲しいなと思います。
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・人口の割に土地が広いので、高速道路の近くにテーマパークなどを作れそうだと思います。（なお予算）

・選挙（投票）についてのメリット、デメリットについて知りたい。

・新城を離れる若い人が多いので、残ってくれるような何か話し合いをしてほしい

・校則についてどのような意見・アイデアがあるか会議してほしい

・私たち学生と議員さんが直接話して自分たちの地域でしてほしいことなどのお話をする

・桜淵が寂しいので、もっと賑やか、もしくは華やかにしてほしい。

・若者の差別をなくしてほしい　若者が遊んでいるからコロナが増えるなどの偏見

・若者の背中を押すような何かが欲しい。言葉や体験談など。

・お年寄りが考えるばかりではなく、インフルエンサーが考えるアイデア

【大学生】

・若者の集まる場が欲しい ・JrのIC乗車券を新城でも使えるようにする

・高校・大学の誘致 ・通学路になっている道路における、歩道の整備

【短大生】

【専門学生】

・自然を生かした遊び場が欲しい ・若者が遊べる場所が欲しい

【社会人(10～20代)】

・市議会議員定数削減（若者議会ではない） ・少子化対策

・もっとみんなに新城市の良さを知ってほしい。 ・若者が集まる場がほしい

・子育て世代に優しい政策を考えて欲しいです ・少子化対策、人口減少

・街灯・歩道が無い、少ない通学路の整備 ・若者がもっと新城市に残るにはどうしたら良いか。

・もう少し若者向けに崩して宣伝や活動をして欲しい

・転校してきた人をよそ者扱いする文化みたいなのをどうにかしてほしい。

・コロナになった方にお見舞い金がほしい（生活が苦しくなるため）

・中学生や高校生でそれぞれ新城について意見があると思うので、意見を言い合ったり、紙に書いたりしてみん
  ながより良い暮らしにしていけるようにしてほしい。

・コロナ禍初期において学習塾に通えなくなってしまう家庭が目立ったため、どのような学生（小・中・高）でもフラ
  ンクに相談し、質問できる学習スペースがあると便利だと感じた。

・Wi-Fiやコンセント、売店があるような、主に学生向けの、放課後に友達と勉強ができるような自習空間・施設が
  あるといいと思った。受験期、家以外で勉強できる空間が少ないと感じていた。

・鳳来寺山や宇連山や棚山など新城にはたくさんの山があるが、山頂までの地図や駐車場やトイレの整備があ
  まりされていないので、検討してほしい。

・せっかくもっくるに高速バスが１日何台もとまるのに市の魅力をもっとアピールできたら良いな。見ていると若者
  が多数バスからトイレ休憩に寄っている。せっかくバスを降りているので、買い物も地元のものをアピールでき
  るといいです。映えるもの（若者目線で購入したいもの）があればと思います。逆にもっくるに他の地域の名産
  を逆輸入できれば地域の人ももっともっと活用できればうれしいですね。土・日は満車というぐらい駐車スペー
  スがうまっています。若者、家族連れに若者目線でアピールできれば、新城をアピールできると思います。

・コロナ禍で子供が外に出られる機会が少ないから各地区の学校を利用して参加無料で遊ぶことができるところ
  を長期休みの間に限定的に作って欲しいです。共働き家庭が多いため家の中で過ごす子供たちが多いと思い
  ます。そうした子供が色々なことを体験出来る場所ができると嬉しいです。

・若い世代という独特の視点を活かしたアクティブな議題をどんどん提案していってほしいです。（レジャー施設
  やスポーツ公園等）私は趣味でスケボーをやっていますが、新城市には本格的なパークがなく、周りの人たち
  も困っています。ふれあいパークを認めてくれたのはとても喜ばしいですが、もっとスキルアップを目指すには
  物足りないです。是非若者議会で前向きに検討してほしいです。

・海外について情報を得たり学べる場がほしい。中・高生の頃に海外への留学やコミュニケーションなど楽しく関
  われる場所があると若いうちからもっと世界が広がると思う。

・25歳成人式がもっと盛り上がるように例年の様子をもっと広く公開（自分が参加したとき、各校の幹事の信頼
  度に左右された集まり数だった。実際に参加して楽しかったので周りに後日よかったことを伝えると、どんな会
  かわからなかったから行かなかったと…。もったいない…。）30歳成人式があっても楽しそうだなあと思います。
  （25歳成人式で会ったメンバーで今も集まっている遠くの人も来るきっかけになる）

・仕事が欲しい。私は新城市が大好きですが働く場所といったら工場ばかりでなかなか見つかりません。もう少
  し若者が増えてまちがにぎわったらいい仕事が見つかるのかなと思います。

- 8 -



・デジタルの普及。お年寄りの方々や障害がある方がより便利に過ごせるように考えてもらいたい。

【社会人(30代以上)】

・鳳来寺山登山大会（鳳来寺本堂までコース、山頂周回コース、五平餅付き、自然史博物館立ち寄り）

7-1. 若者議会に今後参加してみたいと思いますか？

（単位：人）

・新城市人口増加のためにも、日本の政治の年配の方に配慮した政治作りではなく、若者が得をする政策をたく
  さん作るべきだと思います。新城市で子供を産めるようにしたいです。先日市民病院に伺った時、婦人科が無く
  なることを知りました。唯一の婦人科だったのに、とても悲しい気持ちになりました。ますます人口減るなと感じ
  ました。

・小さい子供連れでも遊べる広くて安全な場が欲しい、(母親、父親、子供)年齢別のママ会的な集まれる機会を
  作ってほしい

・1回限りで終わらず、持続的に効果を創出できる事をするべき。今までの若者議会は、花火のようで1回で終了
  している。連鎖して拡大していく事業をするべき。例えばバブルサッカーはイベント時しか使わない。（貸し出し
  をしても、バブルサッカーを行う人は皆無）これが3Dプリンタだと、市民が造形物を作ったりできるようになる。
  3Dプリンタコンテスト大会を行った後、市民が活用できる。いらなくなったら売却も可能。事業終了後に何が「残
  るか」を実行指標にする。残るものは、物でも技能、技術、人脈など何でもいい。

・新城市民講演会（新城の一般市民が新城文化会館で講演をする。それぞれ好きな分野の公演をする。少なく
  とも講演者は当日会場にくるから観客となる。高齢者はパワーポイントを作れないかもしれないので、他の市
  民が協力する事で交流が生まれる）

・五平餅串で馬防柵作りイベント（五平餅串を積み上げて高さを競うイベントを開催する。類似イベントに小田原
  の「かまぼこ板一夜城合戦」があります。検索してみてください。有名イベントにすればマスメディアの取材が入
  り、観光客増に繋がる。続けることが大事。

・新城市長にもの申す（新城文化会館で新城市長に登壇してもらって、新城市をこうしてほしいというのを市民が
  直接観客の前で要望する）

・市民参加型ツアー（新城市民が行き先を決める事業。新城市民でも知らないマイナーな場所へ行く。キーワー
  ドは「えっ？そんな所あったの？」鳳来寺山の隠し水（望遠鏡で見る）とか、へだまの水（道が狭いけど水はまろ
  やかでおいしい）とか、三河大草駅跡（幻想的）、湯谷の馬背岩の上（隠れ歩道がある）、双瀬の川渡り（すご
  い）。とっておきの場所があるはず。

　高校生においては遊ぶ場所に関する回答が最も多く、学校帰りに寄ることができるような場
を求める声もあった。そのほかにも若者の集まる場、交通、勉強スペース、コンビニなど生活
に関する回答が多いのに対し、社会人においては少子化対策や若者の流出など将来の新
城市を心配する声も複数あった。

はい 29 15 3 0 1 2 0 0 50

いいえ 289 211 6 1 4 26 1 2 540

未回答 1 1 1 0 0 0 0 0 3

高校生
（市内）

高校生
（市外）

大学生 短大生 専門学生 社会人
(10～20代)

社会人
(30代以上)

その他 計

高校生（市内在住） 高校生（市外在住）

9%
(29人)

91%
(289人)

7%
(15人)

93%
(211人)

25%
(4人)

69%
(11人)

6%
(1人)

6%
(2人)

94%
(29人)

社会人・その他
未回答：0%(1人) 未回答：0%(1人)

大学生・短大生・専門学生

はい　　　　　　  いいえ　　　　　  未回答　　　
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7-2. 7-1について、その理由を教えてください。

「はい」に対する理由

【高校生】

楽しそう、面白そう（7件）
・楽しそうだから ・楽しそう。 ・楽しそうだから ・楽しそうだから

・友達やってて面白そう ・面白そうだから。 ・活動内容を見て、とても面白そうだったから

やりがい（6件）
・自分で市をよくできるのはやりがいがありそう。 ・やりがいがありそうだから。

・やりがいがありそう ・やりがいがありそう

・大変そうだけどやりがいがありそうだから

・友人も若者議会に行っていて、やりがいがあって楽しいと言っていたからです。

自己成長（6件）
・自分の成長ができそうだから ・自己成長ができそうだから。 ・自己成長につながると思うから

・自分を成長させたいから。 ・自分のためになる ・成長できると思う。

その他（28件）
・色々な世代と交流してみたい ・体験したい

・どんな話をしているか気になるから ・現状や今後について知れるから。

・実際に行政に関わることはこれからプラスになると思うから。 ・もっと知ってみたいと思ったから

・市役所職員になるステップを踏めそうだから。 ・楽しんでやっているから

・新城市をもっと観光客が来る地域にしたい。 ・新城市が好きだから。

・同中の子が参加していて興味をもったから ・やってみたいから

・何をやるかわからないけど少し気になる ・やってみたいから。

・グループで行うので、人脈を広げ、コミュ力が高まると思うから。 ・友達が参加しているから

・少し興味があるから。市役所で働きたいと思っているから。 ・楽しいから！！

・今委員で活躍できていると感じるから ・何かチャレンジしたいから

・１回は参加してどんなものか知ってみたいから。 ・経験しておきたいから。

・活動自体が何も分からないので少しやってみたい。 ・新城を良くしたい。

・沢山の同世代の人の意見を聞いてみたい。 ・少し興味があるから。

・交流が増えれば多くの機会で今後、生涯にも役立つと思うから。

・１度入ったことがあり、自分の成長を感じられたし、新城をよりよくするために行動したいから。

【大学生】

・自己成長につながると思うから。 ・やりがいがありそうだから ・活動に興味があるから

【専門学生】

・新城市が好きだから

【社会人(10～20代)】

・どのようなことをされているのか気になるから

・新城市をより良くするお手伝いができるならやってみたいなと思います。

　高校生および社会人・その他においては、9割以上が「いいえ」と回答している。大学生・短
大生・専門学生においては、4分の1が「はい」と回答しており、他の層よりも高い割合となって
いる。

※内容を分類するため、一部の回答を以下の例のように分けて記載しています。
    （例：「やりがいがあって楽しそうだから」→「やりがいがありそうだから」、「楽しそうだから」）
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「いいえ」に対する理由

【高校生】

若者議会についてよく知らない（90件）
・活動内容を知らないから。 ・何も知らないから

・よくわからないから ・よくわからないから

・何をするのか分からない ・よく分からないから

・あまり知らないため ・現段階どんなことをするか分からないから。

・あまり詳しく知らないから ・内容を知らないから。

・どんなことを行うのかが分からないから。 ・活動内容が分からないから

・何をすればいいかわからないから ・何をやっているのか分からないから。

・基本的に何をどんなときにしているのか知らないから。 ・よく分からないから。

・どんなことをしているかわからないから。 ・よく分からないから

・よく分からないから ・若者議会についてよく知らないから。

・よくわからないからです。 ・なにかわからないから

・若者議会が何をやっているのか全く知らないから ・全く内容を知らないから

・何をしているのか分からないから ・若者議会についてまだよくわからないから

・議会についてよく分からないから ・若者議会について何も知らないから

・よくわからないから ・若者議会がよくわからないため。

・どこでやってるか分からないから。 ・よくわからないから

・情報がないから何をするのかも分からないから ・何をやるか分からない

・行ったことも聞いたこともないので情報量がないから。 ・情報がないからわからない

・よく分からないから。 ・よくわからないから。

・どのような人が集まるのかわかっていないから。 ・活動内容が分からないから。

・若者議会というものが何か分からないからです。 ・時間などが分からない

・詳しく知らないから。 ・よくわからないから

・何をしているかわからないから。 ・若者議会の活動内容などが分からないから。

・何をしているのか分からないから。 ・よく分かっていないから

・どんなことをしているのか分からない ・よく分からないから

・どんな活動をしているか分からないから ・よく分からないから。

・活動内容が分からないから ・若者議会そのものをあまり知らないから

・何をしてるのかわからない ・若者議会がなにか分からないから。

・わからないから。 ・何をしていくのかよく分からない。

・何をするのかはっきりわからないから ・どんなことをしているのかよく分からないから

・まず若者議会というものが分からない。 ・まだよく知らないから。

・若者議会がそもそも何か分からないからです。 ・よく分からないから

・若者議会について全く知らない。 ・若者議会についてよく知らないから

・よくわからないから ・よく分からないから。

・何をやっているものか分からないから。 ・あまり理解していない

・よく分かりません ・分からないから

・情報がないので何をやっているか知らないから。 ・あまり詳しく知らないから

・まだ若者議会についてわからない事が多いから。 ・あまりよく分からないから。

・若者議会が何かよく分からないから。 ・分からないから。

・どんなものなのかよく分からないから。 ・何をするのか全然知らないから。

・よくわからないから。 ・若者議会について理解できてないから

・よくわからないから。 ・どんなものかわからないから。

・分からないから。 ・よく分からないから

・若者議会について知らないので参加したいと思わない

・情報がないので、わからないし、どんなことをやるのかわからないから。

・活動内容がどのようなことかなどの若者議会について詳しく知らないから。

・若者議会についての知識がないので、判断するのが難しいです。

大変そう（70件）
・会議とか大変そうだから ・大変そう ・大変そうだから ・大変そう

・大変そうだから ・大変そうだから ・会議など大変そう ・大変そうだから

・大変そうだから。 ・大変そうだから ・大変そうだから ・大変そうだから。

・大変そう ・大変そうだから ・大変そうだから ・大変そうだから

※内容を分類するため、一部の回答を以下の例のように分けて記載しています。
    （例：「難しく大変そうだから」→「難しそうだから」、「大変そうだから」）
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・大変そうだから。 ・大変そうだから ・大変そうだから。 ・大変そうだから。

・とても大変そう ・大変そうだから ・大変そうだから ・大変そうだから

・大変そうだから ・大変そう ・大変そうだから ・大変そうだから。

・大変そう ・大変そう ・大変そうだから。 ・大変そうだから

・大変そうだから ・変そうだから。 ・大変そうだから ・大変そうだから。

・大変そうだから。 ・大変そうだから。 ・大変そうだから ・大変そう。

・大変そうだから ・大変そう ・大変そう ・大変そうだから

・毎回行くのが大変そう ・大変そうだから。 ・大変そうなので ・大変そう

・大変そうだから ・大変そう ・大変そうだから ・大変そうだから

・大変そうだから。 ・大変そうだから。 ・大変そうだから ・大変そうだから。

・大変そう。自分はアイデアが思いつかない。 ・大変だと思うから。 ・大変そうだから

・部活後に遅くまでやっていて大変そうだから ・大変そう ・大変そうだから

・やることが多くて大変そうだから ・大変そうだから。 ・大変そうだから

・とても大変そうで自分では務まらないから。 ・大変なことを多くやりそうだから。

・議会に参加するのは大変そうだから ・上のイメージでもあるように、大変そうに思うから。

・すごく自分のためになる良いものだと思うけど、すごく大変そうだから。

・色々と大変そうで、自己管理が曖昧になってしまいそうだから。

忙しい（57件）
・時間がない ・勉学で忙しい ・時間がないから。 ・時間がないから

・忙しいから。 ・忙しい ・時間がない ・時間がない

・今は忙しいから ・時間がない ・時間がない ・時間がないから

・時間がない ・忙しい ・忙しい ・時間がないから。

・時間をつくれないから ・忙しいから ・忙しい。 ・忙しいから

・予定が合わないから。 ・部活が忙しいから。 ・時間がとれない。 ・忙しいから

・時間が足りないので ・部活が忙しいから ・今でも忙しいから ・部活で大変だから

・あまり時間がないから ・忙しい ・時間ないから。 ・部活で忙しいから

・時間がないから。 ・時間がない ・そんな時間ない ・部活で忙しいから

・キャパオーバー ・部活が忙しいから ・忙しい。 ・色々と忙しいので

・学校が忙しいから ・忙しい ・忙しい ・時間がないから

・部活が忙しいから ・忙しい ・自分には余裕がないから

・勉強で忙しい他、やりたいことも多いため時間がとれない。 ・参加する時間がないからです。

・参加したいとは思うが、時間がない ・私は今の自分に精一杯だからです。

・自分のことで手一杯になってしまうから。 ・部活などで忙しいときがあるから

・高校の部活動や勉強があるから ・参加する時間がない

・今は余裕がないから ・時間がない。部活の方が優先。

難しそう（54件）
・難しそうだから ・難しそう ・難しそうだから。 ・私には難しそうだから。

・ハードル高そう ・少し難しそう。 ・難しそう ・会議が難しそうだから

・難しそうだから。 ・難しそう ・難しそうだから。 ・難しいイメージがある

・難しそう ・難しそうだから ・難しそうだから ・発言するのが難しそう

・難しそうだから ・難しそうだから ・難しそうだから ・難しそうだからです。

・難しそうだから。 ・難しそうだから ・難しそうだから ・難しそうだから。

・難しそうだから。 ・難しそうだから ・難しそうだから ・難しそうだからです。

・難しそう。 ・難しそう ・難しそうだから ・難しそう。

・難しそう ・難しそう ・難しそうだから ・難しそうだから

・難しそうだから ・難しそう ・難しそうだから ・難しそうだから

・難しそう。 ・難しそうだから ・難しそうなため

・難しそうで、私には荷が重そうだから。 ・自分には難しそうだから

・私には難しくてできなさそうだから ・難しそうで自分には出来なさそうだから。

・議会で行う内容が難しそうだから ・難しくて自分はできそうにないから

・難しそうで自分にはできそうにないから ・やりがいはありそうですが、難しそうだから。

・まだ私には難しそうだから ・自分には難しそうだから

・何をやっているか分からないが、すごく難しそうなイメージがあるから。
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忙しそう（26件）
・忙しそうだから ・忙しそうだから ・忙しそう。 ・忙しそうだから

・忙しそうだから ・忙しそうだから ・忙しそう。 ・しそうだから

・忙しそうだから ・忙しそうだから。 ・忙しそう ・忙しそう

・忙しそう ・忙しそうだから ・忙しそうだから。 ・忙しそうだから。

・忙しそうだから ・忙しそう。 ・忙しそうだから ・忙しそうだから

・忙しいイメージがあるから。 ・忙しそうだから。 ・忙しそうだから。 ・忙しそう。

・上のイメージでもあるように、忙しいように思うから。 ・忙しそうなイメージがあるから。

興味がない（23件）
・あまり興味がないから ・興味があまりない ・興味がないから ・興味ない

・興味がないからです。 ・あまり興味がない ・興味がない ・興味がない

・興味がわかないから。 ・興味があまりない。 ・興味がない ・興味がないから

・特に興味がないから ・あんまり興味がない ・興味がないから ・味がないから。

・あまり興味がないから ・興味がないから。 ・興味がない ・興味がない

・興味ないから ・興味がない ・興味がない。

めんどくさそう／めんどくさい（21件）
・めんどくさいです。 ・めんどくさそう ・めんどくさそう ・めんどそう

・めんどくさそうだから ・めんどくさそう ・めんどくさい ・めんどい

・めんどくさそうだから ・めんどくさいから ・めんどくさい ・面倒臭そう

・めんどくさそうだから ・めんどくさいから ・めんどくさい ・めんどい

・めんどくさそうだから ・めんどくさそう ・面倒だから ・めんどい

・めんどくさそうだから。

人前で話すことが苦手／話し合いが苦手（20件）
・会議で話し合う場が苦手だから。 ・会議のようなものは苦手 ・話すことが苦手だから

・人に意見を出すことがこわいから ・前に立って話すことが苦手 ・人前に立つのが苦手

・議会みたいなやつは苦手だから ・人前で話すのが苦手だから ・発言ができないから。

・話すのがあまり得意ではないから ・みんなの前にでるのが苦手。 ・話すことが苦手だから

・自分の意見を言ったりするのが苦手だから ・人前で自分の意見を発表するのが苦手なため。

・自分の意見を言うのが得意ではないから ・人前で発言するのが苦手だから。

・あまり人の前で話すことが苦手だから。 ・自分の意見を発表したりすることが苦手だから

・話し合いに参加することが苦手だから ・誰かに発表するのが苦手だから。

新城市に住んでいない／家が遠く参加が難しい（15件）
・豊川から新城まで遠いし、電車もないから ・住んでる市と関係がないから。 ・遠い

・活動時間が夜で家から通うのが大変だから ・豊川市に住んでいるから ・遠い

・新城市民ではなく、時間がないから。 ・家が遠く、通学が大変なため ・遠い

・東栄から参加するのが大変そう。 ・新城に住んでいないから ・市民でない

・新城市までわざわざ来たくない。 ・新城市民じゃないから

・設楽町に住んでいるため議会に参加することが不可能だから。

自分には向いていないと思う（13件）
・自分には合っていないと思うから。 ・向いてないと思うから。 ・むいてないから

・自分にはできる気がしないから ・自分には難しいと思うから。 ・私にできる自信がない

・私には務まりそうもないから。 ・あまり得意ではないから ・自分では務まらない

・自分には無理だと思うから。 ・自分にはむいてないから ・自分にはできなそう

・自分にはあまり適していないと思うから

受験や勉強に集中したい（9件）
・勉強に力を入れないといけない時期だから。 ・勉強時間が短くなるから ・勉強で精一杯

・勉強や部活動に熱心に取り組みたいから ・受験勉強があるから ・受験のため

・勉強などに集中したいから。 ・とりあえず受験 ・受験

自分の時間を削りたくないから（9件）
・趣味の時間を長くとりたいから。 ・自分の時間がなくなりそう ・時間が惜しい。

・家に帰って自分の時間がほしいから。 ・自分の時間を削りたくないから。 ・時間がなくなりそう
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・部活と休みの時間が欲しいから。 ・休日を予定で埋めたくない

・自分の自由な時間が少なくなりそうだから。

その他（42件）
・学校と部活動で疲れてしまい、十分に参加できないと思うから

・中学生議会に参加したことがあるけれど大変だったから。

・新城について知らないことが多すぎるから。 ・人との交流でついていけそうにないから

・交通手段の観点から帰りが遅くなるから。 ・働いているところを見たことがないから

・参加して、今後何が変わるのか分からないから。 ・周りの子があまり乗り気ではないから

・自分が参加して変なアイデアを出してしまうから ・自分から案が出せなさそうだから。

・5で答えたように自分勝手なやつらしかいないから ・1人で行くのは気まずいからです。

・特に変えたいことなどがないから ・通うのが大変だと思うから。 ・上記のイメージより

・参加したいとは一切思わないから ・自分とあまり関係ないから。 ・関心がないから

・意見を出す側になりたいから。 ・若者議会に参加はしたくない ・用事がないから

・人と関わることが苦手だから ・役に立てる自信がない ・やりたくないから

・意見を考えるのが難しいから ・必要価値を感じない ・話すことがない

・大変 ・大変 ・なんとなく ・やる気がない ・なんとなく

・会議が多い ・荷が重い ・なんとなく ・なんとなく ・頭が悪いから

・堅そうだから ・楽しそうでない ・きたくないから ・面白くなさそう ・楽しくなさそう

【大学生】

・私生活が忙しいため。 ・新城市で暮らしていないため ・学校の勉強で手一杯だから。

・面倒くさいから ・もう新城市外の大学に進んでおり、参加することが不可能だと思っているため。

【短大生】

・忙しいため

【専門学生】

・学業とバイトの両立で忙しいから ・今は近くに住んでいないから。

・市政に関われる程の意見を持ち合わせていないため

【社会人(10～20代)】

・どうしても形だけに感じてしまう。夢物語で現実とはなれている。 ・居住地が新城ではなく出向けないため

・小さいころから知ってる仲間同士の集まりでしかない ・仕事以外で時間がとられるから。

・移住者であり、新城市のことがよくわかっていないため ・活動内容もよく分からないので

・仕事との兼ね合いで時間を取ることが難しい ・参加は検討してないです。

・家庭と仕事の両立で手がいっぱいのため ・近い将来、引っ越すため

・自分の時間が欲しい ・子どもがいるため ・めんどくさい ・忙しい

・外出自粛なうなので ・よくわからないからです ・よく分からない ・面倒臭い

・行く気にならない。 ・あまり興味が無い ・大変そうだから ・大変そう

・話し合いが苦手だから。

・年齢の上限が分からない。高校生が参加していることは知っているが、若い彼らに頑張ってほしいから。

・やっている子に聞いたら、結局は市役所の役員が主導権を持ち、その人の考えにもとずいて意見を収束させる
  から。

・今までの実行例がわからないので、話すだけなのかなぁ？と思うから。※自分の情報収集が弱いため耳にして
  いないだけかもしれないが…（笑）

・少子化対策と人口流出が最も新城で重要と考えるが、それを議論したところで反映されるか分からない。そも
  そも若者議会の成果はあるのか？

- 14 -



【社会人(30代以上)】

【その他】

・会議の日にちが多そうだから

8. あなたが新城市にもっている不満を教えてください。

【高校生】

交通の便が悪い（156件）
・新城市というわけではないかもしれませんが、電車の本数 ・新城駅より奥に行く電車が少ない

・電車の本数や車両を増やしてほしいです。 ・公共交通機関の本数が少ない

・自転車の左側通行ができない場所がある。 ・東栄への電車の本数が少ない

・交通の面で不便（電車の本数が少ないなど） ・歩道と道路との境がなくて危ない

・最寄り駅から近いバスの本数が少なすぎる ・電車がすぐに止まってしまうこと

・駅の改札がない、無人駅がたくさんで切符が買えない ・飯田線の電車の本数が少ない

・電車の本数が少ない、すぐ止まる、帰るの遅くなる ・飯田線の本数を増やしてほしい

・ボロボロになった道が多くて自転車で通りにくい ・田口バスで６時台のバスがない

・よく渋滞するから交通網をよくしてほしい。 ・バスの時間増やしてください

・道路がきちんと整備されておらず、でこぼこな所がある ・電車の本数が少なすぎる！！

・交通手段が少なく電車が全然ない ・交通の不便、電車が少ない

・学校前にバス通してほしい ・電車の来る量が少ない ・バス本数増やしてほしい

・電車の本数が少ないです。 ・電車が少ない、すぐとまる ・電車の本数が少ない。

・道をもう少し整備してほしい ・飯田線の本数が少ない ・飯田線の本数が少ない

・電車が１時間に１本しかない ・電車の本数が少ない。 ・電車の本数が少ない。

・交通手段を増やしてほしい ・飯田線が止まりやすい。 ・電車が少ない、すぐ止まる

・バスの時間、経路が少ない ・電車の本数が少ない。 ・電車の本数が少ない。

・電車の本数が少ない。 ・飯田線の本数が少ない。 ・公共交通機関の少なさ。

・電車の出る数が少ない。 ・交通の便がよろしくない。 ・電車の本数が少ない。

・電車の本数が少ない。 ・電車の本数が少ない。 ・電車、バスがすぐ止まる

・電車の本数が少ない。 ・電車を増やしてほしい ・電車が少なすぎます。

・交通の便が良くない ・交通の便が悪い。 ・電車が少ない ・電車少ない

・電車の本数が少ない ・交通の便が悪い ・電車が少ない ・道が不安定

・雨ですぐ電車がとまる ・電車の本数が少ない ・電車が少ない。 ・交通が不便

・電車の本数が少ない ・電車の数が少ない。 ・電車が少ない。 ・交通機関

・電車の本数が少ない ・電車の本数が少ない ・電車が１時間に１回 ・電車少ない

・交通手段が少ない ・電車の数が少ない ・電車の本数が少ない ・交通が不便

・バスの本数が少ない ・自転車道が狭く危険 ・電車が少ない。 ・交通が不便

・電車の本数が少ない ・交通の便が悪い ・電車の数が少ない ・駅がない

・電車の本数が少ない ・電車の数が少ない ・電車の本数が少ない ・坂多い

・電車の数が少ない ・交通（電車）が不便 ・交通の便が悪い ・駅が遠い

・飯田線がすぐ止まる ・電車の本数が少ない ・電車の本数少なすぎ ・交通

・電車がすぐ止まる ・交通の便が悪い ・電車がとまりやすい ・電車少ない

・電車の本数が少ない ・電車の本数が少ない ・電車の本数が少ない ・電車の便数

・時間の無駄だから。会議を開催する事が目的化していて、「何を決めるか」「何を決めたか」が重要視されてい
  ないから。（多分）

　「はい」に対する理由としては、やりがいや自己成長など自分目線の回答がほとんどであっ
たが、新城市を良くしたいというような回答もあった。
　「いいえ」に対する理由としては、そもそも若者議会についてよく知らないということや、大変
そう、難しそう、忙しそうなど若者議会に対するイメージによるものが多かった。
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・電車の本数が少ない ・電車がよく止まる ・バスの本数が少ない ・電車来ない

・電車の本数が少ない ・電車の本数が少ない ・電車が少ない ・交通に不便

・電車の本数が少ない ・電車が少ない ・電車の本数が少ない ・電車が少ない

・電車の本数が少ない ・交通の便悪すぎ ・電車が少なすぎる ・電車が少ない

・電車の本数が少ない ・電車の本数が少ない ・電車の本数が少なめ ・電車が少ない

・交通の便が悪い ・電車の本数が少ない ・電車が１時間に１本 ・交通便の悪さ

・交通の便が悪い ・交通機関が不便 ・電車の本数が少ない ・電車が少ない

・電車の本数少ない。 ・電車の本数が少ない ・電車が少ない ・電車が少ない。

・バスの本数が少ない ・電車の本数が少ない ・交通手段が少ない ・電車が少ない

・交通の便が悪すぎる ・電車が少ない ・電車、バスが少ない。 ・電車が少ない

・道が削れている ・駅が遠くて不便 ・電車がすぐ止まる ・電車が少ない

・交通手段の少なさ ・交通の便が悪い ・交通手段が少ない ・電車が少ない

・電車が少ない ・電車が少ない ・交通

・交通の便に少し不満を持っている。電車（下り）の本数が少ないと思います。

店が少ない（57件）
・ＪＫが買い物する場が少ない。少なくとも豊川まで出なければいけない。 ・店が少ない、食事屋がない

・都会にあるようなオシャレなお店やカフェを増やしてほしい ・コンビニと薬局以外店がない

・店が少なくて買い物のとき、遠くまで行かないといけない ・若者向けの飲食店が少ない

・大型ショッピングモールがない ・学校周辺にお店があまりない ・ショッピングモール等が少ない

・大きいショッピングモールがない ・ドン・キホーテやイオンがほしい ・近くにいろんな店などがない

・もう少しお店があってもよい ・店などが少なくて不便 ・いろいろな店が少ない。

・スポーツショップが少ない ・食事などの店が少ない。 ・近場でお店がないところ

・店が少ない、帰りに寄れるようなところが欲しい ・お店があるとことないとこの差がすごい

・豊川・豊橋に行かないと飲食店がない。 ・ショッピングモールなどの施設が少ない。

・若者が行きそうなお店が少ない。 ・有教館の近くに飲食店が少ない

・お店が少ない ・大きい店が少ない ・店がない ・お店の場所が遠い

・店がない ・お店が少ない ・店が少ない。 ・大きいお店がない

・店がなさすぎる。 ・お店がない ・店が少ない。 ・お店が少ない。

・店が少ない ・店が少ない ・店が少ない ・店がない

・お店が少ない ・あまり店がないこと。 ・飲食店が少ない ・服屋が少ない

・店が少ない ・流行りの店が少ない ・店がない ・お店が少ない。

・店が少ない ・お店が少ない ・お店が少ない ・飲食店が少ない

・店が少ない ・商業施設が欲しい ・店不足 ・店がない

・飲食店が少なめ

遊ぶところがない（52件）
・ピアゴくらいのショッピングモール的なのしかないから、イオンくらいの映画館のある施設がほしい。

・豊川・豊橋に行かないと遊ぶところがない。 ・若者が楽しめる場所が少ない。

・カラオケがない（子どもが遊び行けるような場所） ・近場で遊べるところがないところ

・遊べるところ（スポーツ）が少ない ・遊べる施設が少ない。（ほぼない）

・土地が広いのに遊べる場所がない ・遊ぶ場所が少ないから映画館がほしい

・帰宅途中どこにも遊んで帰れるところがない。 ・若者が遊べれる場所が少ない

・遊べる場所が全然ない ・学生の楽しめる場所がない ・友達と遊べる場所がない。

・学校帰りの楽しみがない。 ・遊べる場所がない（中も外も） ・もう少し遊べる場が欲しい

・子どもが遊べる場所が少ない ・近くに遊べる場所がない。 ・若者が遊べる施設が少ない

・あまり遊ぶところがない ・遊べる場が増えてほしい ・出かける場所が少ない

・遊ぶところがない ・遊べるところがない ・遊ぶところがない ・遊べる場所がない

・カラオケがない ・遊べる施設が少ない ・遊べる場所がない ・遊べる場所が少ない。

・遊ぶ場所がない ・遊び場が少ない ・遊べる場所が少ない ・遊ぶ場所がない

・遊べる場所が少ない ・遊ぶ場所がない。 ・遊び場がない ・遊べる場所が少ない

・遊ぶとこが少ない ・遊ぶ場所がない ・遊ぶところが少ない ・遊ぶ場所がない

・遊ぶ場所がない。 ・遊べる場所がない ・遊ぶ場がない。 ・映画館がない。

・娯楽が少ない。 ・遊べる場所が少ない ・遊び場が少ない ・遊べる所がない

・遊び場が少ない。
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街灯が少ない、道が暗い（19件）
・夜が暗すぎるので電気をつけてほしい ・街灯が少なく、下校が暗く、見にくい。

・街灯をもっと増やしてほしい ・夜が暗くて、動物が出る。 ・国道の電灯が少ない

・道が暗すぎる ・夜の道が暗い ・暗い ・外灯増やしてー！

・街灯が少ない ・夜道が暗い ・道が暗い ・街灯が少ない

・夜が暗い ・外灯が少ない ・街灯が少ない。 ・街灯が少ない。

・街灯が少ない ・夜の街が暗い

田舎（17件）
・山が多すぎるから少し開拓していいと思う。 ・イジメられる「山奥だ～！！」

・逆に田舎すぎてなにもない ・自然多すぎ ・田舎すぎる ・ど田舎 ・田舎

・田舎っぽくて人が少ない ・田舎すぎる ・山が多い ・田舎 ・田舎

・田舎すぎて不便 ・田舎すぎる ・山すぎる ・田舎 ・田舎

コンビニが少ない（14件）
・有教館の近くにコンビニが少ない ・駅の近くにコンビニがない ・学校の近くにコンビニがない

・コンビニが駅の近くにない ・コンビニが少ない。 ・コンビニが少ない ・コンビニがない。

・コンビニとかが少ない ・コンビニが少ない。 ・コンビニが少ない ・コンビニが遠い

・コンビニがあまりない ・コンビニが少ない ・コンビニが少ない

人口が少ない／少子高齢化（11件）
・今後、少子化が進む一方で、新城市から出ていく人が多い。高齢者がメインの市になりそう。

・出ていく人が増えている。 ・若者が少ない ・人口が少ない ・人がいない ・高齢化

・人口、若者が少ない ・高齢者が多い ・人が少ない ・人が少ない ・少子高齢

ゴミが散らかっている（9件）
・新城地区のゴミがカラスに荒らされているのを朝見るとさわやかな気持ちになれない。

・カラスによって袋が破られてゴミが散らかっている場所がある ・ゴミがたくさん捨ててある

・ゴミステーションのゴミの袋があいて散らかっている ・ゴミにカラスが多くいる

・ゴミ収集のときに道にゴミが広がっている。 ・ゴミがよく落ちてる

・ゴミが道路に散らかっている ・市役所西側歩道のゴミ

なにもない（8件）
・近くに何もない ・周りに何もない ・なにもない ・何もない

・なんもないところ ・何もないところ ・何もない ・周りになにもない。

その他（83件）
・交通ルールを守らない車が多く、危ない（他の市に比べて運転が荒い） ・田舎のわりには空気がまずい

・大きな災害がなさすぎて、対策などがしっかりできているか不安 ・観光名所のアピールが少ない

・不満ではないけど、夜に人通りが少なくてたまに怖い。 ・勉強できるところが少ない

・横断歩道が近くにあるのに道路をわたる人がいること。 ・図書館の営業時間が短い。

・自分の住んでいる所からだと公共交通機関を使うとお金がかかる。 ・新城中学校に嫌な子が多い

・市内で数少ない高校であるのに校則が厳しすぎると思う。 ・あまり観光客が来ないこと

・新城といったらこれでしょ！というのがぱっと思い浮かばない。 ・若者向けの場所が少ない

・イベントが少ない（コロナのせいでもある） ・高齢者向け政策ばかりのイメージ

・市議会の仕事の内容を知る機会が少ないこと ・２２時ぐらいまで使える自習室が欲しい

・通学路に雨やどりができる場所１個くらいあっても… ・新城の商店街が閑散としていて寂しい

・なんで同じ新城市なのに情報が入ってこないの！ ・若者に興味がもてるところが少ない

・資源ゴミのバラバラにするやつめんどくさい。 ・もう少し活気があるまちになってほしい。

・だんだん地域のイベントが減ってきている。 ・警察が他の市と比べて適当な気がする

・学校限定にはなるが、理由が不明な校則がある。 ・あまり若者向けの施設が少ない

・コロナで行事が減ったこと ・避暑地にもならない ・交流の場が少ない ・観光地が少ない

・観光スポットが少ない ・公共施設が少ない ・虫が多い ・夏は草が多い

・高校生がわくわくしない ・魅力があまりない。 ・夜のバイク？の音 ・道が分からない。

・楽しいところが少ない ・やれることが少ない ・色々な所が古いまま ・ジムが少ない

・住んでいておもしろくない ・木や葉っぱが多い ・駅にベンチがない ・空気がきたない

・ボルダリング場を増やせ ・公共施設が少ない ・有名人が来ない ・公園が少ない

・お茶が他と同じ ・公園もっとほしい ・警察の働き ・シャッター街 ・海がない ・不便
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・公園が少ない ・交通事故が多い ・焼畑の臭い ・駅がきたない ・虫が多い ・暑い

・金がないこと。 ・動物が出る ・栄えてない。 ・インフラ整備 ・虫が多い ・暑い

・楽しいことがない ・電波が悪い ・活気がない ・虫が多い ・虫が多い ・不便

・きたない ・不便

・新城駅前をもう少し活性化させてほしい。営業していないお店が多くあるイメージ。

・まちづくりに関する情報をあまり聞かないので、どのようなことをしているのか気になる。

・天候が変わりやすく、天の川が見えなかった。七夕などの行事に関係することをやっていただきたい。

・八名と庭野の間にある横浜ゴムの前にあるさんぱい？みたいな工場がとても臭い。とても迷惑です。

【大学生】

・駅前に何もない。 ・車がないと移動が不便であること。 ・医療圏および医師確保体制の見直し

・野焼きの煙がきつい ・自然系の山や川などの観光地をもっと宣伝してほしい。

・若者が遊べる場所が少なく、市外に行かないと映画やボーリングなどといった娯楽を楽しめないこと。

・電車の本数と、IC乗車券が使えないのが不便だと思います。 ・時間を潰せるようなお店が少ない

・市内で行きたいところがあっても交通の便が悪く行けない ・駅でICカードが使えない

【専門学生】

・遊泳可能な川の情報がないため、川遊びの際その川が安全かどうか分からないところ ・飲食店が少ない

・新城市に関するイベントポスターを多言語で作られていないところ ・遊ぶ場所が少ない

・土地はたくさん残っているがお店が少ない。 ・鹿が増えすぎて毎晩道路に出るため危険と聞いた。

【社会人(10～20代)】

・ビン、缶、ペットボトルの回収が月一しか無いこと ・カラオケ店や、スタバなど頑張って出来ると嬉しい！

・カラオケする場所がない（遊ぶところがなさすぎる） ・若者が好きそうなお店が少ないところ。

・デリバリーしてくれるお店がないこと ・様々な施設が少ない ・企業が少ない。 ・稼げない

・住民税が他の地域と比べて高い。 ・遊べる場所が少ない ・アクセスが悪い ・田舎すぎ

・子育て世代に優しくして欲しいです ・仕事があまりない。 ・虫が多すぎる ・店が少ない

・飲食店がもっとあると嬉しいです。 ・若者が残らない。

・新城市民病院に産科がないため妊娠検診出産のために市外まで行かないといけない

・新城市の特産品が何なのか授業等で調べるまでほとんど知らなかったし、それで調べてもまだ知らないものも
  あった。

・せっかく長篠の戦い、長篠城址もあるので歴史的アピールもできると良いです。スタンプ好きにはたまらないお
  城だと思うので若者目線でアピールできたらよくなると思います。飯田線も通っているし、もっくるもあるし、交通
  の便はよくなっていると思います。

・とても魅力があるのに、輝きを出しきれていないと思う。土地の広さ、廃校の活用、SNSを上手に利用すれば、
  爆発的に全国で知られる魅力があると感じています。具体例を出すと、湯谷温泉は特にもったいないです。き
  れいな川、飯田線でアクセスも良く、雰囲気もおしゃれで素晴らしいのに現在は活気もなく、店も少ない。さみし
  い空気感があります。

・店がどんどん潰れる。新しいお店ができたと思ったら、介護施設やら、聞いたことない変な店、、高校生などは
  特に長居できる所を求めてるはずです。(当時そうでした)

・なんか色々活動やってるみたいだけど、興味のある人にしか伝わってない。それがすごいことだったとしてもよ
  く分からない

・人口減少がよくない。それに対して議会だよりで議論している様子を感じられない。建設的な議論がない。は
  やく小中統合を検討するべきと思う。妊娠時の一時金2万円は少なすぎる。明石市を見習う対策をするべきだ
  が、既に財政難がひどく、できもしないのか、積極財政すらできないのかと思う。つまり若者への投資が足りな
  い。

・税金の使われ方。新東も耐震工事をしたが、今は使用していなかったり、田舎道の崩れの修繕が時間がかな
  りかかったり、使うべき所に使われているのか気になる。

※個人が特定される可能性のあるものについては、ご回答いただいた内容の一部を削除して記載しています。
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【社会人(30代以上)】

・下水道の整備が東郷地区まで来ない ・鳳来庁舎、新城市役所建て替えの莫大な税金投入

・誰も乗らない高速バスの運行継続（豊鉄バスの運転手はコロナの影響で不足している）

・人口が右肩下がり（隣の豊川市は人口が増えている。新城市も豊川市も高速ICがあるという点では同じ）

【その他】

・買い物に行くために市外へ行く必要がある。 ・働くところがない

・公共交通機関の利用が不便。 ・市内で楽しいところがないので外に出たくなる

9. あなたが思う新城市の魅力を教えてください。

【高校生】

自然（340件）
・自然が良いです。高い建物もないので空がよく見えます。 ・自然を活かした観光するところがある。

・自然が多く自然を活用した遊びができること ・自然がたくさんあり、伸び伸び生きれる。

・自然がたくさんで環境が良さそう。 ・自然が豊かでとても過ごしやすい ・自然が多く色々と学べる

・自然が豊かで景色が良いところ。 ・自然を近くで感じることができる ・森とか自然豊かなところ

・自然がたくさん、緑が多い ・自然がたくさんある。 ・自然がたくさんある ・自然豊かなところ

・自然で心が落ち着くこと。 ・緑が多く、自然豊か ・緑が多い、自然豊か ・自然がきれい

・緑がたくさんあるところ。 ・自然がたくさんある ・自然が豊かなところ ・自然がたくさん

・緑が多くて目にやさしい ・自然がいっぱい。 ・自然がたくさんある ・木がたくさんある

・森、自然に囲まれている ・自然が豊かである ・自然とまちの両立 ・自然がたくさん

・自然いっぱいなところ ・自然に囲まれている ・自然が豊かなところ ・自然がすごい。

・自然にめぐまれているところ ・自然が豊かなところ ・自然がたくさんある ・自然がたくさん。

・緑がキレイ。自然がキレイ。 ・自然が豊かなところ ・自然が多く、きれい ・自然がたくさん

・たくさんの自然がある ・自然が身近にある ・自然がいっぱい。 ・自然の豊かさ

・自然がたくさんあるところ ・緑が多い、山が近い ・自然に囲まれている ・自然がいっぱい

・自然が魅力だと思います。 ・自然がたくさんある ・自然がたくさんある。 ・自然がたくさん

・若い人が住むところが少ない！！店もない！！（実際にこの度、市を出て豊川市に住むことになりました。若
  い人向けのキレイなちょうどいいアパートがありません。一人暮らしやカップル・夫婦が住みたいところがない。
  あと資源回収月１が地味に不便。）市役所になんであんなにお金をかけたのかな！！（ロクに福祉サポートが
  ないのに…。若者がいなくなるのは当然です…。）小・中・高と新城で過ごし、「若者の祭典」で改めて仲良く
  なった人とこの度結婚をします。できれば新城に今後も住みたかったですが、ほんっっっとの住みたいところが
  ありませんでした。多少遠くてもキレイで、間取りも良く、周辺に店が充実した豊川市に住むことを決めました。
  生まれ育った地元をこんな理由で離れるのはほんとうに残念でなりません。若者を！と言いながら、やはり現
  実には沿っていないと思ってしまいます。私も彼も新城が好きです。戻って来たいと思えるような若者が住みた
  い、住みやすい、福祉サポートが充実した市になってくれることを期待してここに書きます。お願いします。

・出生数が少ない。人口の激減が始まっている。議員のレベルの低さ。本当に新城を良いまちにしたいという想
  いが彼ら彼女らから感じられない。市政を停滞させたいとしか思えない。

・せっかく学校ごとで給食を作っているのに１か所で作るのはどうかと思う。老朽を直して一時的ならわかる。人
  員確保にも力を入れてほしい。

・デリバリーピザ屋がない（ナオキーズピザ、ドミノピザetc）。雑貨屋がほしい。GU、ユニクロなどの服の店がほ
  しい

・鳳来寺山に税金を投入して整備をしない所（景観を損ねている立木を伐採して昭和初期の景観を復活、奥の
  院建て替え、立ち入り禁止の休憩所の建て替え）

・湯谷温泉に魅力がなさすぎる（温泉街を整備すべき、バイオマス発電なんていらない、湯谷温泉のHPが魅力
  がない、花祭りは東栄町のもので、何もないから東栄町からもってきた、草津温泉のHPや温泉街、湯畑を見
  習ってほしい）

　交通の便に対する不満の回答が最も多かった。電車で通学している人が多い高校生にお
いてとくに多いが、大学生や社会人などの層においても同様の回答が複数あった。また、お
店や遊ぶところが少ないという回答も多かった。

※内容を分類するため、一部の回答を以下の例のように分けて記載しています。
    （例：「自然豊かで空気がおいしい」→「自然豊か」、「空気がおいしい」）
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・自然が豊かで良いと思います。 ・自然がたくさんある。 ・自然がたくさんある ・緑が多いところ

・自然が豊かで美しい。 ・自然が素晴らしい。 ・自然がいっぱいある ・自然がきれい

・自然が豊か、緑や空が心に響く ・自然が豊かなところ ・自然が豊かなところ ・緑豊かで楽しい

・森林がたくさんあり、自然が豊か ・色々な自然がある ・自然がいっぱい。 ・自然がいっぱい

・自然がたくさんあるところ ・自然が豊かなところ ・森に囲まれている ・自然がいっぱい

・自然がきれい！ ・豊かな自然 ・自然が豊か。 ・自然 ・自然豊か ・自然豊か

・自然豊かな所 ・自然が多い ・自然が美しい ・自然 ・自然豊か ・自然、緑

・自然がいっぱい ・自然がある ・自然が豊か ・自然 ・自然豊か ・自然

・自然がいっぱい ・自然が豊か ・自然いっぱい ・自然豊か ・自然豊か ・自然

・自然がいっぱい ・自然が豊か ・自然が豊か ・自然 ・自然豊富 ・自然

・自然がきれい。 ・自然がある。 ・自然豊か。 ・自然多い ・自然環境 ・自然豊か

・自然がきれい ・自然豊か。 ・自然が多い。 ・自然 ・自然豊か ・自然豊か

・自然がいっぱい ・自然が豊か ・自然が豊か ・自然豊か ・自然豊か ・自然豊か

・田舎だから自然 ・緑が多い点 ・自然が豊か ・自然豊か ・自然豊か ・自然

・自然がいっぱい ・360度緑。 ・自然が豊か ・自然 ・自然 ・自然豊か

・自然がたくさん ・自然が豊か ・自然が豊か ・自然豊か ・自然 ・自然

・自然がたくさん ・自然が豊か。 ・自然が豊か ・自然豊か ・自然豊か ・自然豊か

・自然がたくさん。 ・自然が豊か。 ・自然が豊か。 ・自然豊か ・自然 ・自然豊か

・自然がいっぱい ・自然が豊か ・自然が豊か ・自然豊か ・自然 ・自然豊か

・自然があるところ ・山が多い。 ・山がたくさん ・緑が沢山 ・緑多 ・自然

・自然が少しある。 ・自然が多い ・自然が豊か ・自然豊か ・山 ・自然豊か

・山がきれい ・自然が豊か ・自然が豊か ・自然豊か ・自然豊か ・自然

・自然が多い ・自然が豊か ・緑がいっぱい ・緑が豊か ・自然豊か ・自然

・自然が多い ・自然の多さ ・自然が多い。 ・自然豊か ・自然 ・自然豊か

・自然が多い ・自然が多い ・自然が豊か。 ・森がある ・自然豊か ・自然豊か

・自然が豊か ・自然が豊か ・自然が豊か ・自然 ・自然 ・自然豊か

・自然が多い。 ・自然が多い ・自然がある ・自然豊か ・木 ・自然豊か

・山がたくさん ・緑がいっぱい ・自然が豊か ・山が多い ・木が多い ・緑が豊か

・自然が豊か ・自然が豊か ・緑が多い。 ・緑が多い ・自然 ・自然

・自然が豊か ・自然が美しい ・自然が多い ・自然豊か ・自然豊か ・自然豊か

・自然が豊か ・山がきれい ・自然が豊か ・自然豊か ・山 ・自然豊か

・自然が豊か ・自然が豊か ・自然が豊か ・自然豊か ・自然豊か ・自然

・自然が豊か ・自然が多い ・自然が豊か ・自然豊か ・自然豊か ・緑

・自然が豊か ・自然が多い ・自然が豊富 ・自然？ ・自然豊か ・大自然

・自然豊か。 ・自然が豊か ・自然が多い ・自然！！ ・自然豊か ・緑が多い

・豊かな自然 ・緑が多い、山 ・自然が多い ・自然 ・緑が豊か ・自然

・自然が豊か ・自然が美しい ・自然が豊か ・自然 ・自然豊か ・自然

・自然が豊か ・豊かな自然 ・川がたくさん ・緑が多い ・自然豊か ・自然豊か

・自然が豊か ・自然が豊か ・自然が多い ・自然豊か ・自然 ・自然

・自然が多い ・自然が豊か ・自然が多い ・自然豊か ・自然豊か ・自然

・自然が良い ・自然が豊か ・自然が多い ・緑が多い ・緑だけ ・緑が多い

・緑がいっぱい ・自然が豊か ・自然が豊か ・自然多め ・自然豊か ・山が多い

・自然が多い ・自然が多い ・自然が良い。 ・自然豊か ・自然豊か ・山が多い

・自然が多い ・緑がたくさん ・自然が豊か。 ・自然 ・自然豊か ・自然

・自然落ち着く ・自然が多い ・自然が多い ・自然多い ・緑が多い ・自然豊か

・自然が豊か ・自然が豊か ・山が多い。 ・緑が豊か ・自然豊か ・自然

・自然が豊か ・自然が豊か ・自然豊か ・緑が多い ・自然 ・自然豊か

・自然が豊か ・緑がいっぱい ・自然豊か ・自然豊か ・自然 ・自然

・自然が豊か ・自然が豊か ・自然豊か ・自然豊か ・自然 ・自然

・自然が豊か ・自然がキレイ

人（44件）
・人柄が良い人がたくさんいること。地域の方が優しい！ ・お年寄りの方が多くみんな優しい

・小中学生が高校生に挨拶をしている ・通行人とのあいさつが多いこと。 ・挨拶を返してくれる

・人が良い（あいさつをしてくれるなど） ・みんな親切で優しい人が多い。 ・地域の人が優しい。

・新城の人みんな優しくてあたたかい ・地域の人との交流が多い ・地域の人が優しい

・隣人同士が親密で優しい ・地域の人が優しい ・みんな優しい ・人が優しい
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・あいさつが盛んである ・みんな人がいい ・みんな優しい ・人が優しい

・近所の人との仲が良い ・優しい人が多い ・フレンドリー ・人が優しい

・地域の人たちが優しい ・優しい人が多い ・人が優しい ・人が優しい

・まちの人が優しい。 ・優しい人が多い ・人が優しい ・人が優しい

・どの世代でも仲良し ・優しい人ばかり ・人が優しい ・人が優しい

・地域の方々が優しい ・優しい人が多い ・人が優しい ・人が優しい

・地域の人が優しい。 ・友達が優しい ・人が優しい ・人が良い

・地域の方が優しい

空気がおいしい（21件）
・森林があって、空気が良い。 ・空気がおいしい！！ ・空気がきれい ・空気がきれい

・どこよりも空気がおいしい。 ・空気が気持ちいい ・空気はきれい ・空気がうまい

・森が多いから空気がきれい ・空気が美味しい ・空気がおいしい ・空気がうまい

・田舎だけど空気が美味い！ ・空気がおいしい ・空気がきれい。 ・空気がうまい

・自然の空気が良いところ。 ・空気がおいしい。 ・空気がきれい ・空気がキレイ

・とても空気がおいしい

歴史（19件）
・歴史の教科書に大きく載るほどの戦いがある。 ・長篠合戦の歴史がある ・歴史がある ・歴史

・長篠城など歴史に関係しているものがある ・歴史がある（有名な） ・歴史がある ・歴史

・長篠の戦いがあった（歴史がいっぱい） ・歴史が素晴らしい。 ・歴史の多さ ・歴史

・歴史的に重要な場所であること。 ・歴史的な場所 ・決戦場 ・歴史

・歴史がたくさんあるところ ・歴史が多い ・歴史的

静か／穏やか等（18件）
・のんびりとした雰囲気があるところ ・新城にいて心地がよい ・外が静か ・平和

・平和で落ち着いた生活ができる。 ・のんびりしていて平和 ・穏やか ・静か

・住んだら分かる居心地の良さ ・静かで生活しやすい ・穏やか ・静か

・比較的静かで生活しやすい。 ・静かで寝れる ・平和 ・静か

・静かだから過ごしやすい ・心が落ち着く

桜（10件）
・春になると桜淵公園の桜がすごくきれいに咲く ・桜がきれい ・桜淵の桜

・春は桜がきれい ・桜淵がきれい ・桜がきれい ・桜

・春の桜がきれい ・桜淵がきれい。 ・桜淵がある

特産品（10件）
・美味しい食べ物がたくさんある。 ・名物となるような物が多い ・食べ物が美味しい

・思いのほか特産品が多いこと。 ・いろんな特産物がある ・新城茶がうまい

・おいしい特産物がいっぱい ・新城茶があるところ ・特産品が多い

・食べ物が新鮮

お店（7件）
・スーパーなど飲食店が多い。 ・お店や施設があるところ ・たくさんの店がある ・本屋がある

・たくさんの商業施設がある。 ・コンビニがたくさんある ・ピアゴがでかい

その他（65件）
・意外と新城には、たくさんのイベントや観光場所や名所がある。 ・名所がたくさんあって景色がすばらしい

・皆と仲が良くなりやすいので、とても良いところだと思います。 ・イベントが多く、人との交流が多いこと。

・新城をＰＲすることに力を入れているところが魅力的。 ・電車が止まって、学校が休みになる。

・各地域で裏の顔を持ちつつ生活しているところ。 ・自分が住んでいる場所より涼しい ・花火が良い。

・地域の特色を生かしてまちおこしが可能なところ ・ゴミなどがあまり落ちていない ・浜松に近い

・地域に目を向けた取り組みがある（学校で） ・設楽町よりも公共の場が多い ・東栄より都会

・大声を出しても山しかないから怒られない ・新城を通って行ける所が多い ・まちがきれい

・鳳来寺山自然科学博物館 ・高速道路がある。 ・明るくて元気 ・もっくる

・都会すぎず、田舎すぎない ・地域で交流が盛ん ・地形が貴重。 ・鳳来寺山

・都会に比べて人が少ない ・季節を感じやすい ・行事が活発 ・総合公園

・何もないのがいいところ。 ・わりと何でもある ・土地が広い ・花火大会
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・人よりも動物がいるとこ ・もっくる新城さん ・景色がいい ・夜店

・夏でも涼しい、冬は寒い ・住みやすいまち ・住みやすい ・安全

・意外とイベントがある ・子どもが仲良い ・空がきれい ・全て

・市役所がかっこいい ・伝統文化の多さ ・土地が広い。 ・広い

・もっくる新城がある。 ・電車が通ってる ・道がきれい ・涼しい

・電車が30分に一本 ・電車あるところ ・公園が多い ・ど田舎

・治安がいいところ。 ・虫によく出会う ・治安がいい。 ・田んぼ

・地域間のつながり ・紅葉がきれい ・暮らしやすい

【大学生】

・豊かな自然を生かした特産物だと思います。 ・空気が澄んでいて心地よい ・自然が豊か

・自然系の観光スポットがある。 ・水が美味しい ・自然

・自然が広がっており非常に感性豊かに子供を育てることができるところ。 ・夜が静かなのが好き

【専門学生】

・市全体がゆっくり時間が過ぎているようでのびのびと暮らせるし、居心地が良い ・自然が豊か ・温泉

・緑がとても多く、空気もおいしくてとても落ち着く。 ・星がとてもきれいに見える。 ・土地の広さ

・自然が多いから日々の疲れが取れる ・自然が多くなる。 ・森林、川

【社会人(10～20代)】

自然（8件）
・自然豊かでゆったりと過ごせる部分だと思います。 ・自然豊かなところ ・自然いっぱい

・自然が豊かで子どもにいい環境だと思う。 ・自然豊かなとこ ・自然。

・自然が豊かで空気がきれいなところ。 ・自然がいっぱい

その他（24件）
・割とすぐ豊川だから生活しやすい ・歴史的な背景がある点 ・動物の多さ。 ・人が優しそう

・都会過ぎず田舎過ぎず住みやすい ・田舎だけど人が優しい ・いい人が多い ・人が優しい

・車が運転しやすい ・あいさつができている ・がんばってる ・星がきれい

・こども園が無償で行ける。 ・市庁舎が大きいこと ・治安が良い ・静か

・栄えすぎてなく丁度いい ・空気がおいしい ・適度な田舎。

・歴史がある所。教科書に載るような場所もあり、身近に感じられるのは非常に魅力的だと思う。

【社会人(30代以上)】

・鳳来寺山が愛知県を代表する山という事 ・へだまの水がおいしい

【その他】

・自然が多く、夜は暗いため星がよく見える。

・歴史的戦いのあった場所。もっくるで高速バスから降りた人たちにアピールできるような目のひく映えるような
  看板があってもよいかも。スマホで撮影したくなるような…

・教科書に載るレベルの歴史（馬防柵ほんとにすごい！！でも豊橋・豊川の人知らない！！もっと知ってほし
  い！！）

・空気がおいしい（市外で働いていますが、帰宅すると深呼吸を思わずしてしまいます。星空もキレイで夜のドラ
  イブは最高です！）

・新城ラリー（車が好きなので本当に嬉しいイベントです。立ち上げの苦労話を聞いてからさらに応援したくなっ
  たイベントです。コロナが落ち着いたら市ごと使って市民みんなが楽しめるお祭りみたいなイベントになってほ
  しいです！

・正直ない。例えば自然が豊かだと言ったって、そんなところはたくさんある。投票率がいいとしたって、老人が老
  人に投票する未来しか見えない。若者のためになる政策をするより、当選するなら老人のための政策になる。
  街が育たない。本気で少子化と小中統合を考えないと新城市はなくなる。明石市を見習ってほしい。

・愛知県の石（松脂岩）、愛知県の鳥（コノハズク）、歴史、五平餅、もみじ、日本で2番目に長い石段、など観光
  資源をたくさん持っている。
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　どの層においても自然に関する回答が多く、全体の約60％を占めている。また、人の良さを
魅力と感じている人も多い。
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