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白河市民の声

■現状に関すること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1

平日の白河市内はもみじマークの車（お年寄り運転）でいっぱいで、運転していて
とても怖いです。いつか子どもが事故にあってしまうのではないか？
お年寄りが車を使わなくても買い物にいけるようなバスが、１日１本でも２本でも
あればよいのでしょうか。

20 代 女性 白河市

2
子どもが安心して遊べる場所が少ない。少子化で子どもが減っているから力を入れ
ていないのでしょうか。

20 代 女性 白河市

3
①白河市の中心部（商店街）の活性化を考えた方がいいと思う。
②少子高齢化をもっと現実的に考えるべき。
③これからは、「国が」じゃなく、市町村が自ら行動していくべきだと思う。

20 代 女性 白河市

4

合併に不満はないが、もう少し、子供がいっぱい遊べて、ベビーでもおむつ交換の
できるトイレがあるような公園を増やして欲しい！　白河には、広くてボール遊び
やアスレチックなどが出来る公園が少なすぎるよ。栃木とかにはあるのに！白河に
は遊ぶところがなさすぎる。親として、すごく不満です！近くにそんな公園を作っ
てください。

20 代 女性 白河市

5
私は山形県から移り住みましたが、冬の除雪をやっているのかどうかわからないで
す。　除雪をすれば交通事故が少なくなると思います。

20 代 男性 白河市

6

私は結婚して子供ができてから白河市へ転入して参りました。白河市は子供の検診
の回数も少なく、道路も歩道がなかったり街灯がなかったりと、子供をこれから育
てていくにあたりとても不便さを感じることが多くあります。
もし引越しをできるのなら村に転入したいと思っておりますが、そうもいきませ
ん。　　その点、表郷村は児童福祉・健康推進・その他の面で充実していますの
で、もし合併をしたらそういう点など、白河市が見習うべき点はいくつもあるはず
です。

30 代 女性 白河市

7

「白河ってどんな所？」と聞かれると「何もない所」と答えてしまいます。観光す
る立場からするとメインがない感じ。特産品も同じでコレだ！というものがない感
じがします。地元のものを地元で消費しましょうという動きがあるようですが、白
河でもやっているんですか？
白河は駅周辺が淋しいと言われてきたら、やっと主婦の店がオープンしました。合
併したら交通の便が良くなって大型店もできますか？電車は１時間に１本、バスも
乗り遅れたら３０分以上待たないと次が来ないとか、車の免許がないと本当に不便
です。厚生病院も他のところに移ってしまうし、合併したら医療の面での心配はあ
ります。高齢者の福祉施設とか増やすんですか？　自宅で介護するとき、市にどの
くらい協力してもらえるのか。いわき市は福祉の面がとても進んでいて羨ましいと
思います。
理想論かもしれませんが、市の職員の方も、市民の一人ひとりもやっぱり合併して
良かったと思えるような合併にしてくださいね。損したり得したりする人が偏らな
いようにみんなが新しい市で頑張って、楽しく生活できるようにして下さい。お願
いします。合併したら、村おこしとか新しい特産品をつくって下さい！
どこまで合併協議が進んでいるのか、住民にはいまいち解かりづらい感じがしま
す。

30 代 女性 白河市

8

一人ひとりがすべてに満足できる街づくりは難しいことだと思います。白河市に住
んで５年になりますが、すばらしい自然・歴史のあるところだと思いますが、その
歴史があまりアピールされていない。歴史文化を大事にし、文化活動、観光などに
もっと力を入れれば、もっと活力のある発展する市になっていくと思います。
合併には賛成です。議員数を減らし、職員の仕事内容など、いまはパソコンが導入
されているので見直し、業務の簡素化と人員削減が必要だと思います。（例えば、
子供の医療費の無料化は良いのですが、一度支払いをし１か月分用紙を書いて提出
し、あとから振込みになる。というのは２重の手間です。）
国からの援助もこれから減るようですし、自分たちで考え自分たちで作り上げる街
づくりが基本となっていく昨今、一人一人の意識改革をして自然豊かな歴史あるこ
の場所をさらに広げ、そこに住んでいることに胸を張っていきたいと思います。

30 代 女性 白河市

年代
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白河市民の声

ご意見・ご要望 性別 居住地年代

9

ゴミの集積場所が200～400ｍの直線道路に5～6箇所もあり、決まった場所に出さな
い人もいます。谷津田川など夏の夜などに運動公園近くまで悪臭が届きます。
公園等も、南湖公園はとても良いが、小さな公園（スベリ台やブランコのある）が
本当に少なく感じます。

30 代 女性 白河市

10

県外から転入して来たのですが、小さな子供を持つ人にとってですが、図書館の蔵
書が古すぎるのと、町内に１つしかないため県外から白河へ来た車の免許や車がな
い方は困ると思う。もっと子供の多い新白河地区にも作ってほしい。
児童館も小学生の学童保育が主体で未就学の子供たちが自由に使える、集える場所
がないので作ってほしい。
市町村合併を機にどうか図書館及び児童館を作ってくださいお願いします。

30 代 女性 白河市

11

合併が正式に決まり重点事業を行っている途中で市長が変わると、予定されていた
取り組みも変更になる可能性が非常に高い。市民・村民すべての人々をガッカリさ
せないようにして下さい。　現に私の場合、都市計画で家の立替えができず、他の
土地を購入して新築し、旧家屋はそのままの状態です。そのため、無駄な税金を払
わなければなりません！　決まったことは必ず実現させる、守るのが社会人として
当たり前のことです。それができることを期待しています。

30 代 男性 白河市

12

１５年以上の長期間、白河市から離れ、現在白河に戻って１０年になりますが、白
河の文化面の遅れにはガッカリすることばかりです。周りの町村の方がはるかに文
化面で進み充実しているように思えます。子供への教育面についても同様です。
このため、２村だけでなく他の西郡町村は、白河市と合併してもメリットは得られ
ないと思ってしまいます。

30 代 男性 白河市

13
小中学生の防犯ブザーすら買えない市では困る。固定資産税も田舎の割りに安いと
はいえない。夫婦で役所勤めでかなり高額収入の家もあると聞く。合併により不正
のないクリーンなまちにしてほしい。

30 代 男性 白河市

14 暇そうにお茶を飲んでいる職員はいらない。 30 代 男性 白河市

15
窓口に行っても「係りの者がいないのでわからない。」と言っている人たちが、合
併して責任ある仕事ができるのでしょうか。本当に高度化するのでしょうか。

30 代 男性 白河市

16

①高齢者と児童層への福祉を充実させるということは、それを看護、介護、養育す
る中間世代を支えることにもなり「住みよい街」のイメージも上がると思います。
乳幼児医療費控除は今の年齢を下げないで下さい！
②図書館はひどい。パソコン管理にして下さい！絵本室はじゅうたん敷きにすべ
き！

30 代 男性 白河市

17

県南地域は県の中でも教育・文化などの面（進学率や一般市民の文化面）で遅れて
いるような気がする。（その他は大いに満足である。安全、自然など。）
大きくなることは賛成であり、合併が近くの市町村の方たちに益（＋）であってほ
しいと願っています。

40 代 女性 白河市

18

私の一番の要望としては、平成時代でありながら今住んでいるところはいまだに砂
利道であるということです。（夏は砂埃が立ち、布団などは一度も外で干したこと
がない）まして、全部が舗装になるまで10年計画らしいとのことです。白河市に越
してきて５年が経ちましたが、この様な住みにくい所は初めてです。どうか小意見
だと思われるでしょうが、合併が実現したら道路の整備を一番に要望したい。

40 代 女性 白河市

19

役所の職員には能力不相応のお給料を頂いている方もいるとお聞きします。熱心な
方もいるとは思いますが、悪いイメージというものは速く、強く住民に広がるもの
です。職員の能力向上をぜひお願いします。（実は私も臨時職員でお世話になった
ことがあります。住民のために熱心に仕事をされる方には頭が下がる思いでした
が、ほとんど机に向かわず仕事をしないまま一日を終える職員がいたのも事実で
す。残念ですが、「役所は税金の無駄遣いをしている」という声を実感いたしまし
た。）

40 代 女性 白河市
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白河市民の声

ご意見・ご要望 性別 居住地年代

20
市街地・町内・部落地域の夜道が暗すぎるので街路灯の増加・整備が必要。白河市
だけでなく、表郷、大信村でも街路灯の少なさが目立ちます。合併を機に、国県道
だけでなく、もっと増やすべきと思う。

40 代 男性 白河市

21
白河市は文化施設があまりにもお粗末だ。そんな場所で芸術文化の創造はできるの
だろうか。

40 代 男性 白河市

22

合併することなく推移していくと深刻な財政状況になることが見込まれるのであれ
ば、白河市役所の一部業務を民営化するなどしてほしい。
議員数が少なくなることにより住民サービスの低下が気がかりである。
障害者（特に精神障害をもつ方々）施設はどのような環境に置かれているのか、一
度見学に行かれるとわかると思います。これ以上のサービス低下・補助金カットは
許されません。

40 代 男性 白河市

23
市街地商店街に廃業の店が多く、市内での買い物が不便で、市内に居住した感が薄
れてきています。商店街の活性化に配慮してもらいたい。

50 代 女性 白河市

24
市役所の方も市民一人一人にもう少し親切にやさしく対応してくれて、豊かな白河
市内を、美しい自然と環境を守ってほしい。
生活に苦しい人のために税金を多少なり下げて欲しい。

50 代 女性 白河市

25

役所・公共施設の職員をよく眺めてください。給与を恥じることなくもらっている
人、全員ですか？　内部でも「どうしようもない」と指差されている人がいません
か？　職員の中でこのようなささやきを放っておくようでは一番問題です。人を選
ぶ時代です。私たちの生活を支える大事な場所を安心できない方に任せているよう
では困ります。

50 代 女性 白河市

26
白河市は文化面や環境面で遅れていると思います。合併以前にそういう面に取り組
んでほしい。

50 代 女性 白河市

27

図書館をもっと充実したものにしてほしい。古くて汚なく狭いイメージの図書館
で、利用する気になれない。年に数回利用するが、「うるさい！」と怒鳴りたくな
る環境の悪さ。管理面はどうなっているんでしょうか？受付の人も一緒にお喋りし
ながら笑っているなんて、考えられません。残念です。恥ずかしいです。これが白
河の図書館だなんて他県の人に教えられません。

50 代 女性 白河市

28 白河駅前周辺の活性化が必要。 50 代 女性 白河市

29
職員の勤務状況を調査する機関を作って、公務員にふさわしくない者はやめさせて
ほしい。

50 代 男性 白河市

30
白河市に市営の温泉があってもよい。お城山に子供が遊べるような遊具があっても
よい。役所の人の対応が悪すぎる。もっと教育しろ！

50 代 男性 白河市

31 まずは犬のフン害をなくすようにしましょう。 50 代 男性 白河市

32 議員や職員の数が多すぎる。 50 代 男性 白河市

33
連休や夏休みなど、家族で楽しく遊ぶ場所が少ないため、いわき方面か栃木方面に
行くことになる。

60 代 女性 白河市

34
私は西郷と白河の境に住んでいるのでどちらともつかない行政の間にあって何かと
不便を感じています。例えば、下水はまだ手付かずで、道路は今年片側だけ歩道が
できました。向かい側に渡るのには苦労します。

60 代 女性 白河市

35

白河の街があまりに淋しく開けない街なので、子ども達がみんな出て行ってしまい
ます。親は何のために苦労して上の学校へあげたのかわかりません。今の子どもた
ちはわがままで親なんかどうでもいいのです。自分の育て方も悪いのかも知れませ
んが。

60 代 女性 白河市

36

都会から自然を求めて転居して８年が過ぎました。生活用品など買物も便利にな
り、名所「南湖公園」の景観は四季折々美しく満足！　白河市は歴史的に素晴らし
いけれど、少々気になる事は「名産・名物・駅弁・地酒」等いろいろあるはずだが
知名度が弱いと思う。永住のつもりで転居して来ましたが、なかなか地元住民との
交流の難しさを実感しています。

60 代 女性 白河市

37
ＥＭ菌の使い方を教えてもらいました。一部の人が使用するのでなく、町全体で使
用することできれいな水になり、地球にやさしく、健康な体作りになると思いま
す。

60 代 女性 白河市
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白河市民の声

ご意見・ご要望 性別 居住地年代

38 河川の汚いことに驚いている。 60 代 女性 白河市

39

いつも感じているのは市民会館の古さです。現代は音響・舞台設備の悪い所にはプ
ロの芸術家は来ません。外観も相当古いです。ことに駐車場が充分でない所には人
は集まりません。現在、私立校でも観客と舞台が同じ広さで対面化した立派な装置
で観客を迎える所があります。郡山女子大を参考になさってはいかがですか？
バカでかくなくとも良いのですから、一流の芸術家を生で見聞きできたら 高で
す。現在は郡山、会津まで足を伸ばしている現状です。

60 代 女性 白河市

40
現在、白河市の中心街は空洞化して居ります。計画的に市内の整備をお願いしま
す。

60 代 女性 白河市

41

中町・本町の道路脇に置いてある花は、市の予算ですか、それとも町内会独自のも
のですか？町内であれば大賛成ですが、市の予算であれば大反対です。なぜ２町内
だけなのか、不公平ではないですか。赤字財政の折り、無駄遣いも甚だしい限りで
す。もっとやるべきことが他に沢山あるでしょう！
合併するとしたら不公平な政策はやめて欲しいものです。
※市の予算でないのでしたらゴメンナサイ！撤回します。

60 代 男性 白河市

42
市内中町・本町の人々のためにマイタウンを作っても市内は歯抜け通りです。
スーパーができ、客が同じところに集まり、その他はもぬけの殻です。
白河市が発展するようお考えください。

60 代 男性 白河市

43
今まで、郭内団地の側溝が古くなり破損していても、予算の関係上直してもらえな
いでいます。市内でさえ直らない所があるのに合併したらますます目の届かない所
が出てくるのではないかと不安もあります。

60 代 男性 白河市

44

●白河市は犯罪被害件数が県内NO.1である事が報じられていました。犯罪を犯す者
が悪いことは当然な事ですが、市は関係ありませんか？
私の意見：市も大いに関係ありと思います。
①町全体が暗い。どこへ行っても夜道は暗いです。街灯が極端に少ないこと、ワッ
ト数が小さいか電球が古い。とにかく町全体を明るくして下さい。
②若者が安心して遊べる施設が無い。
犯罪者を取り締まるだけでなく、犯罪者を無くする努力が必要。明るいところに悪
は芽生えないと思います。
●南湖公園は市民の憩いの場所？
①翠楽苑に車椅子で入るのは困難。石畳が多く、段差もひどい。
②公園、南湖周辺を車椅子で散策するには困難。
③トイレ、駐車場のある道路は砂ぼこり、雨の日は泥水をかけられないか心配な
所。道路の整備はもちろん、南湖周辺が美しく整備され、車椅子でも誰もがゆっく
り散策を楽しみ、疲れた時はベンチに腰かけながら湖面を眺めることが出来る、そ
のような真の市民の憩いの場所として欲しいものです。

60 代 男性 白河市

45 国道２８９号の市街地（南湖公園付近）の混雑について対策を願います。 70 代 女性 白河市

46
近年犯罪が増えています。特に青少年の性犯罪も多くなっています。
性教育や昔の修身的な教育もたまには良いと思います。

70 代 女性 白河市

47
子供たちのために公園の整備をもっと多く見回ってほしいです。落ち葉が山に、草
木もほったらかしで、遊ぶ子供たちが見えません。公園の前を通るたびに不安を感
じております。

70 代 女性 白河市

48
街を豊かにするには観光客の受け入れ体制と市民の意識改革が必要だと思います。
白河には城山公園や南湖公園など、外にはない美しいところがありながら、それを
生かせない白河地方が残念でなりません。

70 代 男性 白河市

49

今住んでいる所は水の便が良くなく、老人が多くてあまり若い人がいない。３５年
前に東京から白河に来たけれど、なかなか馴染めずに困った。今はそんな事なく住
まわせていただき有り難いと思っている。もっと若い人たちが住む街にしてほし
い。

70 代 男性 白河市
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白河市民の声

ご意見・ご要望 性別 居住地年代

■合併の必要性に関すること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1
３市村の合併大賛成です。今後は西郡全部の合併と東白川を含む合併を望みます。
温泉施設があればいいと思います。

20 代 女性 白河市

2

合併は基本的に反対です。メリットよりデメリットの方が大きいと思う。白河市は
合併とかするよりも先にやることたくさんあるでしょう？西郷だけとならよかった
けどなぁ。泉崎村のような財政難な村との話が出なくてよかった。若者はこの合併
話にどれだけ関心があるのだろうか？

20 代 女性 白河市

3

勉強不足かとは思いますが、なぜ合併が３市村だけなのでしょうか？白河市に住ん
でいると、西郷村は重要だと思うし、仕事上、矢吹町や泉崎村も利用するし…。県
南というか西白河郡で合併すれば、利用する方だし地域的にもいいかなぁと思いま
した。　あと、なんで合併しなきゃいけないのか、わからない。今のままでいいと
思うし、補助金が減額されて困るのはわかるけど、それなら市職員とか議員報酬と
か定数とか減らす、人員削減・人件費削減したほうが現実的にはいいと思う。

20 代 女性 白河市

4 合併しても自分の生活は何も変わらないと思う。 20 代 女性 白河市

5
市町村が合併しても、しなくてもいろんな問題に真剣に取り組むべきだと思いま
す。逆に、合併して何がしたいのか知りたいです。

20 代 女性 白河市

6 今のままで何も不満がないので合併する必要はない。 20 代 女性 白河市

7

「合併ありき」の姿勢ではなく、各自治体がまずはそれぞれの施設や体制の整備充
実に努めるべきだと思う。その上で広域的に協力してできることがあれば、やれば
いいと思います。そういう観点からみると、今回の合併は必要だとは思えません
が、どうしても合併するのであれば、特に医療・福祉・教育の面で、「とり残され
る」地域がないように充分配慮していただきたいです。

20 代 女性 白河市

8
　合併によるメリット・デメリットが不明瞭です。新しい街＝造りたい街の構想を
打ち出し、住民の意識が高まり、参加意欲が生じるように取り組んでください。

20 代 女性 白河市

9

私はまだ転入して間もないので白河市のことはよくわかりませんが、以前から住ん
でいるこの地域の人々にとって白河市民である誇りがあると思います。そのため、
合併の際には市民の声を一番に推し進めてください。
また、私たちのような若い世代にも、白河市が合併するというこの問題を、意識を
して考えられるようにしていただきたいと思います。そのため、市としてポスター
を作ったり、このようなアンケートをしたり、若い人の集まる場に出向いたりして
みてはいかがでしょうか。大変ご多忙とは思いますが、私たちの未来の事ですので
よろしくお願いします。

20 代 女性 白河市

10

３市村合併の必要性がよくわからないまま、結局は合併してしまいそうで納得いか
ないです。メリットがあると同時に、多少はデメリットもあると思うので、しっか
り公表してほしいです。
合併して市町村が１つになって大きくなることが必ずしも良いことだとは私は思っ
ていません。結局は時代の流れというか、他の地域と同じように…という気がしま
す。西郷村は白河市と合併すると財政が今までより困難になるから合併はしないと
いう話を聞きます。その様な話もあるので私は合併に反対です。今後も白河市がよ
いです。私が白河市に住んでいるからかもしれませんが、このままで十分です。表
郷や大信に住む人にとってはよい話かもしれませんが。

20 代 女性 白河市

11
白河市が淋しい街になってしまっているので、もっと人が集まるような街にして欲
しいです。白河市中心なら合併も賛成です。まず、市民・村民の意見を聞くことが
大切だと思います。

20 代 女性 白河市

年代
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12

①白河市と表郷村なら、合併してもどこからどこまでが新市なのか分かると思いま
すが、大信村まで行ってしまうと、正直どこまでが新市なのか判らなくなります。
でも、自治体の経費が削減になるので、その分をイベント（花火大会など）に力を
入れてほしいと思います。
②どうしても娯楽・映画などは郡山に行くことが多く、正直不便です。"みんなで
楽しめる場所、遊べる場所、人が集まる場所″をもっともっと充実してほしいと思
います。「便利」な街づくりも大切ですが、そのために自然環境を壊すようなこと
はしないで下さい。

20 代 女性 白河市

13
合併の枠組みをもっと広げ、若い人が住みたくなるような街づくりを目指して欲し
い。

20 代 男性 白河市

14
合併の必要性が見えない。メリット・デメリットを住民にもっと詳しく伝えてほし
い。

20 代 男性 白河市

15

合併によって住民の生活が向上すればよいが、役所の都合で合併をして欲しくな
い。県南地方は他の地方に比べると経済、教育など劣るところがあるので、合併に
よりムダ（議員数など）を無くして高度な政策を考えて欲しい。
また、防犯についても３市村が一体となり早急に取り組むべきである。

20 代 男性 白河市

16
私自身、合併には賛成です。３市村それぞれの良さを残しつつ新しい街づくりをし
てほしいと思います。

30 代 女性 白河市

17
市民・村民の立場でまじめに考えて進めてほしいと思います。自分たちさえ良けれ
ば良いということが無いようにお願いします。

30 代 女性 白河市

18
市町村合併についてのＰＲがあまりないため、特に若い人にはその認識がないので
は…　と思う。

30 代 女性 白河市

19

合併推進派は本当にメリット・デメリットを熟知しているのか？　財政支援はあく
まで合併した市町村が公共施設や市民のためになるものを造ってはじめて受けられ
るものだが、その施設が本当に必要なのか、市町村民のほとんどが有効に利用でき
るものなのか？そして何より、国からの支援が受けられない事業の資金源はどこか
ら出るのか？　結局のところ、合併市町村の住民である我々が負担するのではない
か？

30 代 女性 白河市

20 必ず住民投票をしてください。 30 代 女性 白河市

21
次世代の子どもたちのため、ぜひ西白河地方で合併をし、安心して暮らせる街づく
りを長期的に進めてほしい。

30 代 女性 白河市

22 合併して良かったと思えるよう、お互いによく納得したうえで進めてほしい。 30 代 女性 白河市

23 合併で白河市が貧しくなるようなら賛成しません。 30 代 女性 白河市

24

合併は必要なのか。中心地は西郷村に移りつつあると思う。無理に３市村を合併さ
せてもメリットはあるのか。市街地の整備もうまく出来ていないのに、それ以上大
きな市にしてうまくやっていけるのかと思う。「結局、村のほうが良かった」と思
える日が来てしまうと思う。

30 代 女性 白河市

25

今、日本各地でこの「合併」の言葉を耳にします。概要版を講読し、合併について
の利点はだいたい分かりました。むしろ「合併しなければ危ない」くらいの印象も
受けました。私は自分の生まれた地（故郷）への想いがあります。誰もが、自分の
生まれた地には愛着、誇り…あると思います。３市村が合併された時、名前はどう
なるのでしょう。もし自分の生まれた地の名前が失くなって（吸収されて）しまう
ことを考えると、とても悲しくて残念です。高齢の方ほど様々な思いが強いと思わ
れます。　　 終的な判断はお任せすることになると思いますが、住民一人一人の
心の声を受け止めていただければ幸いです。このアンケート結果も、一部紹介して
もらいたいです。結果はどうあれ、一人一人の考えをまず多くの人が知ること、意
識づけが大切だと思いますので、便りを通して経過をお知らせ下さることを望みま
す。

30 代 女性 白河市

26 合併　絶対　反対 30 代 女性 白河市
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27

①いろいろ持っている（お買い物、新幹線、新興住宅）西郷も一緒だといいのにな
あと思います。
②生活していく中で皆が前より暮らしやすくなったと感じられるものが１つでもあ
ればいいと思います。すべて満足なんて難しいので。
③今、子育て中です。公園に遊具を増やしてください。安全なものを・・・

30 代 女性 白河市

28

　正直、３市村だけでなく周辺の町村も合併に合意して欲しかったし、将来そうな
るといいと思います。小さな町村でも、グランドやプール等それぞれ持っていて、
その町民・村民しか利用できないのはもったいないと思うし、運営も大変かと思い
ます。図書館も、他の所には行きづらいし。

30 代 女性 白河市

29

合併するなら今までの市の政策のように途中で投げ出さず 後までしっかりと進め
てもらいたい。「東北に白河あり」と思える街にして下さい。ところで、小峰城は
アレで終わりですか？４号国道はいつになったら４車線になるのですか？　合併す
る前に道路整備や若者の県外流出に対する施策をお願いします。

30 代 男性 白河市

30 合併は大事なことですが、もっと先に行うことがあるのでは？駅前の空洞化など。 30 代 男性 白河市

31

民間では給与カットなど、一部役員を除いて支出を抑えなければならない状況で
す。企業の作るものが売れない→企業の利益が減る→給与削減→お金を使わない、
という悪循環のスパイラルになっています。今後あらゆる税金があがればこのスパ
イラルはさらに悪化してしまいます。国民が潤う＝税収も上がる、ということも考
えてください。税金を上げる＝消費しない、ということです。まず、市でできるこ
とを考えてください。国民は公務員の生活向上のために働いているわけではありま
せん！

30 代 男性 白河市

32
３市村以外の町村との話し合いはどうなっているのか。西郷村民の方は「白河市と
合併しても何のメリットもない」という意見もあり、むやみに大きくするだけでは
なく、西郷村を含む合併を進めてくれれば、より魅力ある県南地区になると思う。

30 代 男性 白河市

33
３市村の長が合併すべきと考えているなら、合併までは行政主導で進めるべきであ
ると思います。

30 代 男性 白河市

34
合併についてもっと市民に情報提供をして、メリット・デメリットをはっきりさ
せ、合併の考えを市民に問うべきではないでしょうか？　住民投票をぜひ実施願い
たい。

40 代 女性 白河市

35

アンケートの問いはきれいごとだ。もっと掘り下げてアンケートを実施すべき。な
ぜ合併が必要なのか、なぜ合併しなければならないのか伝える必要があると思う。
このままでは財政赤字になり財政破綻するということを正直に伝えるべきと思う。
破綻しては職員の方々の生活が困る部分が大きいので合併合併と言われているので
は？
塙町は合併しないということで将来のことを見込んで職員等の人員を減らしてい
る。白河市はなぜ同じ事をできないのか、見習う事ができないのかと思う。
私個人としては合併は必要だと思う。ただし、合併は５０年先１００年先を考える
べき。そのためには、公務員は市民の公僕に徹すること、民間にできることは民間
に譲渡すること。
議員は自分の仕事の片手間に議員活動をしていること自体間違っていると思う。
職員はパソコン導入したにもかかわらず人員は変わらず、民間人には考えられない
ことである。現在民間人は生活苦にもがいている状況である。　財政を考えると議
員・職員の大幅カットと同時に給料カットもすべきと思う。
１市２村の合併ではなく、西白河郡全体で合併できないかと考える。　自分達の私
利私欲しか考えていないのかと思う。議員が減少した分、例えば区長が地域の声を
行政に伝える方法もある。まだまだ良い方法もある。合併も民間人に委託したらと
思う。

40 代 女性 白河市

36
「白河市がなにも表郷、大信と合併しなくても」と思いました。もっと発展してい
る町村が良かったと思ったのが本心です。また、逆に村の人は白河市だけが良くな
り、村は発展しないと思っていると思います。

40 代 女性 白河市

－ 7 －



白河市民の声

ご意見・ご要望 性別 居住地年代

37

他地域の合併に関する報道によると、合併後すぐに議員数を削減しないため東京都
議員数を上回る市議がある。旧町村のエゴがぶつかり合い、新市名・役場の位置な
どをめぐって紛糾する。など、何のために合併するのか分からないような問題が起
きていると聞く。「簡素で効果的な行財政運営」を忘れず、将来のビジョンを持っ
て政策を進めて欲しい。

40 代 女性 白河市

38

現在、進行度合い、話し合いの具体的な内容等、まったく情報がないため、合併に
ついてあまり考えていません。忙しい中協議されている方々は大変なことと思いま
すが、表郷、西郷、那須町の友人などと話すと、やはり合併の事が話しに出ます。
もっと具体的にどのあたりまで進んでいるのか、何がメリット、デメリットなの
か、私たち一市民にも情報が与えられても良いのではないでしょうか？その上での
アンケートなり住民投票が必要なのではないかと思われます。

40 代 女性 白河市

39
合併することでお互いの市村がこれまでよりレベルアップできるのなら賛成です。
豊かな人生がおくれる地域づくりをしてほしいと思います。

40 代 女性 白河市

40

公共施設、文化施設など、住民へのサービスの点で３市村のどこにも魅力が感じら
れず、合併への明るい未来は見えてこない。唯一、税金のムダ遣いの公務員、議
員、市村長への経費削減にメリットを感じるのみです。白河は隣接する西郷村との
合併が自然であると思うが、白河の行政の質が向上しない限り、西郷に拒否されて
しまうのではないでしょうか。

40 代 女性 白河市

41 ３市村だけでなく西白河地方で合併してほしい。特に西郷村と。 40 代 女性 白河市

42

住民は今後少子高齢化が進んでいった場合、各方面においてどれだけ様々な問題が
生じてくるのか理解していない人が多い。それを理解できれば合併せずにはいられ
ないと思うはずだ。是非、合併の必要性を底辺まで広めてほしい。いまのままでは
私以上に子どもの将来が不安です。

40 代 女性 白河市

43

合併ありきの方向で協議が行われていますが、本当に住民がそれを望んでいるの
か。先に合併した自治体が公共料金などの値上げ、事業の中止をするなどの報告を
聞き、特例債により財政難を乗り切ろうとする政策では良い行政は望めないと思い
ます。　十分に協議し、慎重に進めてほしいと思います。

40 代 女性 白河市

44

合併の良い点として一番に住民一人一人の負担金を安くする。その金額が誰にでも
わかる。（例：保険や税金が安くなった。）合併して良かったと思える。他につい
ては多少仕方ないと思っても、各人の負担額が減るという目に見えて感じられる合
併効果によって、市町村合併に同意されると思います。

40 代 女性 白河市

45 自治体規模の適正化からも合併は必要である。 40 代 男性 白河市

46

今回の合併に乗ってこなかった西郷、矢吹、東村なども「やはり合併したい」と思
わせるような合併にしていきたいです。（勝ち負けではありませんが。）
そのために、住民としてできる限りの協力はする覚悟でおります。事務のすり合わ
せなど大変なことも多いと思いますが住民の幸せな生活のため頑張っていただけれ
ばと感謝しています。

40 代 男性 白河市

47
任意合併協議会の委員の方々にもっと積極的な意見発言をしていただきたい。
なんとなく法定協議会に移行して、なんとなく合併しました、なんてことにならな
いよう十分なる討議をお願いしたいと思います。

40 代 男性 白河市

48
なぜ合併ということが今取り上げられているかが一般的に理解されていないと感じ
ます。その必要性をもっともっと理解できるよう説明がほしい。

40 代 男性 白河市

49
住民本意の議論をお願いします。将来について、現状の問題点を整理し、その解決
策として合併が必要であれば良い事と思います。

40 代 男性 白河市

50
合併に反対の市町村は、市長や議員の皆さんが自分たちの身がかわいいだけであ
る。任期中の目先のことだけでなく、５０年後の将来まで長期的な視野で物事をみ
れば、いくら国の失政が招いた合併問題であっても合併せざるを得ないと思う。

40 代 男性 白河市
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51

今回の合併はこの地方の100年・200年後のあるべき姿を議論するいい機会だと思
う。合併により実現すべき社会は、食堂で言えばセルフサービス、ホテルで言えば
ユースホステルです。自分のことは自分でする、どうしても出来ないことだけ行政
に任せる。さらに自分が何が出来るかを考え、地域社会に可能な限り貢献すること
が必要だと思います。子供の教育も大切ですが、その前に親や大人の考え方が改め
られなければ駄目ではないでしょうか？スローフードやスローライフ、地域通貨と
いったシステム（成長モデル）を通して、社会と自分の関わり方を体験することが
大切だと思いますし、それを啓発するのは行政の役割だと思います。

40 代 男性 白河市

52 今後の市町村発展には、合併は欠かせない事だと思います。 40 代 男性 白河市

53 西白河郡と白河市の合併も期待したい。 40 代 男性 白河市

54
合併により白河市が大きく発展して、歌手・山本譲二が歌う"みちのく一人旅″の
２番に出てくる「時雨の白河」が快晴の白河になることを期待する。

40 代 男性 白河市

55 西郷村と合併できたらいいと思いますが… 50 代 女性 白河市

56
合併すれば市村長、議員が少なくすむので赤字も何年か過ぎると減るし、税金も安
くなると思います。

50 代 女性 白河市

57
なぜ西郷村は入らないのか。一部の人たちが騒いでいるだけで、政府の手先になっ
ているだけで何の意味もない。それより、年金問題を取り上げていくべきであり、
国も県も市町村も何か狂っている。合併反対！

50 代 女性 白河市

58

合併にはあまり賛成できません。いま置かれている状況の中でいかに創意工夫する
かが 大の課題だと思います。矢祭町のように今から出来ることを実行することが
大切だと思います。白河という歴史ある私たちのまちをいかに生かすか、もう一度
見直すべきだと思います。一時の財政支援に目がくらむことがないようじっくり取
り組んでください。

50 代 女性 白河市

59

合併しなければこの先各市村の財政状況が困難であるとすれば、市村民がどう反対
しようとも「合併」の意識付けを強調し、住民を引っ張って行くべきと考えます。
住民にとって我が市町村を残したいとは誰もが思うこと。合併したらこんな良いこ
と、こんなこともできますよー。と前向きの方向でアピールもしていくべきだと思
います。

50 代 女性 白河市

60

合併には賛成ですが、市の名称変更はすべきではないと思います。みな今の名に愛
情を持っていることと思いますので、出来ましたら、白河市表郷○○、白河市大信
○○と村名を残したらどうですか。妻の実家が表郷なのでその様な声が聞かれま
す。

50 代 男性 白河市

61

歴史的なつながりが深い西白河郡全域での合併が望ましい。小峰城を中心とし、西
の郷、東の村、表の郷と名の示すとおり白河を中心とした合併が理想ではないか。
首長、議員、役人が自分の席がなくなることを恐れて合併しない、又は自分の地域
だけがよければという考えを捨てて、会津県・福島県・いわき県が合併し、福島県
を構成しているのだから、会津市・福島市・いわき市の３市で福島県を構成する極
論もあると思う。真の県南中核都市を目指すなら、白河市、西白河郡一円の合併に
努力すべきである。

50 代 男性 白河市

62

合併はプラス思考で良くなる方向で意見交換すること。白河市は親分としての自覚
に立ち、夢と希望に満ちたビジョンを作成すべきではないか。市長の一念が大事だ
と思う。合併後のビジョンをもっと広報活動する。議員に任せてはダメ。小事を捨
て大事につくこと。

50 代 男性 白河市

63 合併は避けて通れない。 50 代 男性 白河市

64
全国的に合併が進んでいる中、いずれ合併する（させられる）なら財政支援を受け
られる今のうちに合併してほしい。

50 代 男性 白河市

65 白河市にとって西郷村の入らない合併に意味はあるのか。 50 代 男性 白河市

66
那須町との合併を望みたい。来年３月に黒磯市と西那須野町・塩原町が合併し、那
須塩原市が誕生します。大田原と黒羽の骨組みがあり、那須町が残ってしまうの
で、福島・栃木の意識でなく隣町の意識として合併できればと願います。

50 代 男性 白河市
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67
３市村と西郷村を含めた広域合併を進め、白河市を中心とした都市部・農村部・山
村部等の区域をネットワークで結ぶ地域づくりが大切であり、重要と思われる。西
郷村なくして西白河地方として発展は進まないと思う。

50 代 男性 白河市

68 一番身近で関わりの深いのは西郷村です。なぜ合併問題が進展しないのか。 50 代 男性 白河市

69 県南中核都市として発展するには西郷村とも合併しなければ望めないのでは？ 50 代 男性 白河市

70
合併は時代の流れ。段階を踏んででも早急に出来ることからどんどん進めるべきと
考える。

50 代 男性 白河市

71 どうでもよい。お好きにどうぞ。 50 代 男性 白河市

72
政府の進める時限立法による早急な合併は、悔いを残すものであり子孫に対する迷
惑行為である。

60 代 女性 白河市

73 合併に大賛成です。市村長さんの活躍に期待します。 60 代 女性 白河市

74 合併するとしたら若い人、特に中高生の意見を聞いて欲しい。 60 代 女性 白河市

75
合併すると何かと大変だと思う。合併したからと言って良くなるか悪くなるか、本
当のことは分からない。初めてのことなんで１・２年経ってみないと何とも言えな
い。

60 代 女性 白河市

76
せめて西郷村は合併に賛同して欲しかった。地形とか方位の面から見ても新白河駅
が村にあるとか、大信村が西郷と泉崎の間にあることなど、残念です。

60 代 男性 白河市

77
表郷、大信が白河と合併して良かったと思われるよう頑張ってください。また、白
河のイメージが残ることを望みます。

60 代 男性 白河市

78
今後、市村が生き抜いていくために合併は必要なので、必ず実施してください。合
併説明会を下部（町内会、商店会、部落等）の組織単位で行って関心を持たせてく
ださい。私たちも応援します。

60 代 男性 白河市

79
市町村長、議員、職員数が減って健全な自治体運営ができることに期待していま
す！市民サービスが充実できるので、大型合併を望んでいます。

60 代 男性 白河市

80

３市村の合併は今後の街づくりに必要で、せめて３市村だけでも合併しないと県南
地方の発展は全く望めない。いかにこの合併が大切で重要であるかを充分に各市村
で説明し、理解を深めていってほしい。私の友人の多くも合併なくして県南地方の
人口増加で道路整備、教育・文化の向上は望めないと言っている。（できれば西郷
村も含めてほしかった。）

60 代 男性 白河市

81 合併はスケールメリットを追及するものなので、もっと広域で合併すべきと思う。 60 代 男性 白河市

82

白河市に生まれ育った者として表郷村、大信村の人々も喜んで市民となり得るよ
う、その地域の文化・伝統等が大切に継げられるよう、地名等も残すような配慮が
必要であると思うし、行政面の不便のないよう支所の便利性と図書（公民館）の貸
し出し等、教育面の充実も必要。

60 代 男性 白河市

83
合併は国サイドではなく、自治体で話し合いを行い、白河地方の歴史を共存して
いってほしい。

60 代 男性 白河市

84
西白河郡全市町村が合併してこそ政府がめざす合併ではないか。ぜひ消防関係や環
境整備関係ですでに実施している広域市町村圏となるよう努力を続けてほしい。

60 代 男性 白河市

85

市町村合併には賛成です。自治体経費が節減できるとともに財政規模が大きくなり
新事業が出来やすくなり、住みよい環境がより一層促進できると思う。
我々温水プール歩行運動を行っていますが、他町に往復４０ｋｍかけて行ってい
る。健康を促進する設備の充実に期待しております。

60 代 男性 白河市

86
西郷村を加えた４市村の合併なら、各市村の特長を活かした連携で生活も経済も向
上すると思われる。西郷の反対理由は個人的なもの、政治的なものと種々あると思
うが、全力を尽くして説得すべきであると思う。

60 代 男性 白河市

87
市町村合併の問題は色々とあるとは思いますが、住民が安心して生活していける町
が第一だと思います。協議会の皆様は色々と大変かと思いますが、より良い結果に
なる事を願っております。

60 代 男性 白河市
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88

●白河市が表郷村・大信村と合併することに何の必要性、合目的性も感じません。
任意合併協議会はこの合併を「合併するのだ」という先入観でことを進めているよ
うに見えます。（この調査でも、合併の是非を判断するものではないとはどういう
意味でしょうか。）
●白河市が近隣町村との合併について考えるのなら、意味のある合併は西郷村との
合併を抜きにしては考えられないでしょう。市街地の形成や観光資源の総合的開
発、産業の振興など…。なぜに西郷村が賛同しないのかを謙虚に思考してみること
が必要ではないでしょうか？３市村の合併を急いで、後々の新合併構想の障害・意
識の障害をきたしませんか。
●３市村の合併によって新市の財政状況が良くなると言うのは誤りだと思います。
合併しなくても良くはならないが、合併したとしても決して良くはなりません。
地方交付税の算定の特例、合併特例債など一時的ですし、新市の財政負担もありま
すし、大規模建設・公共事業のその後の維持管理費、段階補正による減額もありま
す。なにより合併しても、中央政府はそもそも地方交付税、地方へ回す金を減らそ
うとしているのですから。住民に甘い財政見通しを示すのはヤメてください。類似
団体による交付税や財政支出の推計は当たり外れが大きくなります。交付税の仕組
みにのっとって、自治体ごとの施策の違いを踏まえての財政の試算がないように見
えます。　中央政府との関係と市政の方向を正すことと、経費削減の努力で財政を
立て直すしかないのです。

60 代 男性 白河市

89 白河市としては大信村との合併にメリットは無いと思います。 60 代 男性 白河市

90
近年、白河地方の市町村の衰退は目を覆うばかりです。個々の利害にのみ走らず、
団結して当地方の発展に寄与していただきたい。

70 代 女性 白河市

91
西郷村との合併が先決だと思います。西郷と合併しない限り県南地方の発展はあり
得ない。

70 代 女性 白河市

92 文化的水準を上げる効果が望めないなら合併は認めたくない。 70 代 女性 白河市

93
５町村抜きの合併ではメリットはない。将来の財政再建のため、産業観光の拡充の
ため、栃木県那須町まで含めた検討を図るべきだと思います。

70 代 女性 白河市

94 市町村合併に賛成です。係りの皆様方の努力に心から感謝いたします。 70 代 女性 白河市

95 関心が全くない。 70 代 女性 白河市

96
白河市全市民による１８歳以上の賛否を問う必要があります。合併は単に行政側だ
けでなく、その他地域住民全体の問題であるからです。

70 代 女性 白河市

97

合併のメリット・デメリットに関心があります。一般的なメリットとして広域的な
街づくりができること、財政の効率化等、県南中核都市基盤の創造を目指してくだ
さい。合併により行政サービスの低下や周辺部のさびれ等があれば問題ですから、
新市建設のため合併協議会において街づくり実現に努めてください。

70 代 女性 白河市

98
私の友達は大信の方ですが今度白河と合併するのでとても嬉しいと喜んでおりま
す。そして表郷にも友達が居ますのですばらしい白河を作り上げて行きたいです。

70 代 女性 白河市

99 合併については賛成しません。小さくまとまっていた方がよい。 70 代 女性 白河市

100
市の発展のためにも一日も早く合併を実現してほしいと思います。他の市・町の文
化施設を見るにつけてその立派さに驚き、羨ましく思っています。白河にも一日も
早くそのような施設を作って欲しいと思います。

70 代 女性 白河市

101 自己本位を捨て、合併市民の繁栄の道しるべと成ることを希望する。 70 代 男性 白河市

102
市町村合併についての説明会を多く実施し、多くの具体的資料と話を聞かせてほし
い。お役所だけが進めている感が強い。時間に追われている状況に思えて仕方な
い。

70 代 男性 白河市

103

東北の玄関口としての白河市は首都圏からの交通の便に併せ、古くからの史跡・文
化財・自然環境など、全国を見回しても恵まれた位置付けにある。東洋経済新報社
が毎年集計している住みやすさデータでも全国上位にランクされるなど、誇りある
白河市と考えられる。よっては、本県５大都市の一つとして発展し、栃木県那須郡
も商圏内と聞いているが何が原因で立ち遅れたかをよくよく反省材料とすべきでは
ないかと考えられます。これらから、広大な地域の西郷村との合併は多少犠牲を
払っても進めるべきと考えられる。

70 代 男性 白河市

－ 11 －



白河市民の声

ご意見・ご要望 性別 居住地年代

104

３市村の合併は、合併の初歩でしょう。西郷村の合併がもっとも待たれていること
ですね。白河に合併すると税金が高くなるから賛成できないことは村民の前々から
の持論だそうですが、時代に逆行した論議でしょう。－県内の某町と同じ。－
でも、某町は議員数を減らしたことは評価できる。「村」のこだわりがいつまで続
くか、ヒネクレ根性は長くは続かんでしょう。大同団結、小異を捨て大同に帰す、
かくありたいものです。皆さんお役目ご苦労さんです。

70 代 男性 白河市

105
良い条件で合併されて、ほかの村などが遅れても大きな合併市になるよう努力され
ては。

70 代 男性 白河市

106
何のための合併ですか、国からの金のためですか？家族が多くなれば経費も大で
しょう。白河市の借金は多いと聞いていますが。

70 代 男性 白河市

107
出来れば 大のポイントとなる西郷村の参画を得て県南地方全体の都市整備を願い
たい。小さな町小さな村では事業規模もそれなりのため、抜本的中枢改革をするに
はある程度の集団にならないと、見違えるような変革は難しいと思う。

70 代 男性 白河市

108
全然関心がありません。合併しようがしまいが何の変化もないと思います。８７年
も住んでいるが昔の白河の方が住みよかったと思う。白河の街も今は「シャッター
通り」とかほとんど店が閉まっている。合併しても手遅れではないですか？

70 代 男性 白河市

109
３市村で合併の意見が出ているのに、なぜ東村にはその意志がないのか不思議でな
らない。

70 代 男性 白河市

110 合併するとしても住民の意見を 大限取り入れ、反映されるよう要望します。 70 代 男性 白河市

111

西郷村無くして白河地方の発展はあまり望めないと思う。そこで３市村合併を早く
成功させ、西郷のみならず大同団結すれば恩恵が大きく享受出来るのだという見本
となりたい。力はまず数だと思う。松平定信公は国力（白河藩）をつけるため人口
増を図り、越後より人々を移住させた歴史があると聞いています。大同団結するこ
とにより諸々の施策を講じ、他地域に対抗し経済、文化、教育、福祉等すべてにお
いて力が増大していく必須条件だと思います。

70 代 男性 白河市

112
住民説明会ではメリットばかりに重点が置かれた説明のように思った。もっとデメ
リットをはっきりと出して、その克服策も示してはどうだろう。

70 代 男性 白河市

■合併で心配していること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1 合併によって駅名・伝統行事の名称が変わることは嫌です。 10 代 女性 白河市

2
小さな子供がいます。村は白河市に比べ保育料が大変安いと聞いています。合併し
て料金に差がつくのは望ましくない。同じ料金にしてほしい。

20 代 女性 白河市

3
白河駅中心が空洞化しているのに、合併することによってますます空洞化が進んで
しまうのでは？　交通整備もやらなくてもいいような所ばかりしているように思え
る。子供の教育も不安。合併することで教育が手薄になるのでは？

20 代 女性 白河市

4 合併したら住民負担は軽くなるのか。税金は安くなるのか。 20 代 男性 白河市

5
村立の幼稚園は失くさないでほしい。公立を多く作り、外から来た人にも気兼ねな
く使用できるようにしてほしい。

30 代 女性 白河市

6
３市村が離れすぎていて（大信から表郷に行く場合など）、合併するとかえって不
便になるのではないかと思います。

30 代 女性 白河市

7
合併をするからには、目先の事だけでなく長期展望を持って、何よりも住民が住み
やすい、ここにずっと住んでいたいと思える行政の体制が必要だと思います。

30 代 女性 白河市

8
３市村で合併しても何も変わらないのでは？　他の市村と合併しなければ今以上の
ことは望めないのではないか。

30 代 男性 白河市

9
３市村それぞれのイメージが薄く、カラーがないため、人を呼べるものを作らない
と変わらないと思う。いつまでも南湖や城山とかに頼っているようでは絶対に発展
しない。

30 代 男性 白河市

年代
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10 合併は望ましいことだが、合併後も「白河」の名は残していただきたい。 30 代 男性 白河市

11
市名が変わると色々な経費がかかるので、私たちの税金面が高くなってしまうので
はないかと不安です。

40 代 女性 白河市

12
合併は良いと思うが、補助金を受けるために公共施設を整備したり道路を作ること
には反対です。子孫に負担を押し付けるような整備事業は極力やめてもらいたいと
思います。

40 代 男性 白河市

13
他県で試験的に始めた所もありますが、財政規模が大きくなっても公共施設をたく
さん造って後で返済が大変になるような事がないようにお願いします。
とりあえずは小中学校の老朽化した所を何とかしてください。

50 代 女性 白河市

14

一つになることは良いと思う反面、隅の方はとり残されていくように思えます。今
でもあるように思います。そこでまた大きな市になって、良くなる所は良くなるが
忘れられるような所も多くなっていくのではと心配になります。力のない所は寂れ
ていくのではないでしょうか？

50 代 女性 白河市

15

それぞれ特異性をもってやって来られた３市村が合併して、よりよい街づくりが出
来るのだろうか？２村は承知されるのだろうかと何もわからない私でも心配です。
表郷村と白河市は地続きで何の違和感もない感じですが、大信村に対してはどんな
所だか、どんな特異性があるのか私のようなちっぽけな一市民としてもそんな感じ
を受けますが、そこは政治家の皆様いろんな利点があるようですので今後ともよろ
しく頑張ってください。

50 代 女性 白河市

16 住民の負担が多くなる合併は好ましくない。 50 代 女性 白河市

17 議員の特例だけはやめてほしい。 50 代 男性 白河市

18

①隣接しない表郷村と大信村に違和感がないか？
②理念倒れや歴史的意味を崩さずにコンセプトのある拠点分散をしないと不公平感
が出て来ないか？
③新しいプロジェクトは行政主導ではなく、採算性や永続性をもった運営をしない
と財政を食い潰していくだけにならないか？
④無駄飯食いの役人を減らし、スリムかつ効率の良い行政機構を作り上げてほし
い。

50 代 男性 白河市

19
農業をやる者にとって、道路が整備されると農道の車の量が増え農業がやりにくく
なるし、田に通じる道側に空き缶やパック・ビニール類のゴミが増えて草刈りが危
険になるので、農業地域の発展は考え物です。

60 代 女性 白河市

20
市村長や議員数が減ると村民が困ることがあるのではないでしょうか？また、市長
や議員たちが細やかに３市村を守るためには、市長さんに一番負担がかかるのでは
ないでしょうか？

60 代 女性 白河市

21
　広くなりすぎて、議員の数が少なくなるので個人のサービスが行き届かなくなる
のでは？

60 代 女性 白河市

22
合併により市名が変わるのが一番嫌で堪えられない。合併により行政区域が拡大す
ることで役所などが遠距離になるとかえって不便になるのではないか。

60 代 男性 白河市

23
合併してもあまり代わり映えの無い、依然として停滞したまちが続くのではないか
と心配である。

60 代 男性 白河市

24
老人としては車の運転が出来ず、市が大きくなるといろんな公共機関があっても遠
く点在するため不便になる。とても利用できなく残念です。例えば、大信の中山記
念館などつい 近も行きたい講演会などに行けなかった。

70 代 女性 白河市

25
合併しても「白河市」の名称は失くさないこと。議員定数等の決定にはよく地域の
実状等を考慮して決めること。

70 代 男性 白河市

26 市村合併によりサービス低下にならないようにして欲しい。 70 代 男性 白河市

27

①アンバランスの職員給料・介護保険料・市村民税など、どこに合わせるかが難問
だと思う。不平不満のおきない施策がとれるのかどうか。
②公共機関（施設）の人員整理が必ず出てくると思うが、それにどう対応していく
のか心配される。

70 代 男性 白河市
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■合併後のまちづくりに関すること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1 成人式など一緒に行いたい。便利な市又は村になれば良いと思います。 10 代 男性 白河市

2
今はＯＡ化が進んでいるので、市役所に行っても暇そうにしている職員が多く見ら
れます。財政推計以上にもっと削減できるのではないですか。

20 代 女性 白河市

3
新しくするだけでなく、古いものを残して大切に生かしてほしい。３市村が便利に
行き来できるような交通機関（ミニバスなど）があればよいと思う。

20 代 女性 白河市

4
議員・職員を減らし、予算を教育にまわすべき。人材育成しないとまちが廃れます
よ。

20 代 女性 白河市

5 ２１世紀、夢と希望を抱くことの出来る魅力的な街づくりを期待します。 20 代 女性 白河市

6

少子高齢化が進むので、これからの人のためにいろいろと支援をしてくれる行政づ
くりをしてくれれば良いと思う。（例えば児童館の充実など…。）市民の要望など
をすぐ聞き入れてもらえるよう優しい行政づくりを目指してほしい。（市や村が都
合のよいときばかり住民に協力を求め、そんなときばかり意見を聞くような行政な
らいらないと思います。）

20 代 女性 白河市

7 若者向けのお店を増やして欲しいです。歩道の整備をしてほしい。 20 代 女性 白河市

8 年寄りの方などに不便のない交通機関を整備してほしい。 20 代 男性 白河市

9
新しいグランド（サッカーなど）、新しい誰でも使える体育館を作ってほしい。
（関辺の体育館は使わせてもらえないので。）

20 代 男性 白河市

10

①白河市周辺には貴重な観光資源が数多くありますが、それをもっと有効活用でき
れば、交流人口が増えプラスの力が大きくなると思う。
②若い人たち（＝若い力）が少ない。今の状況は高校卒業するとほとんどが都市部
へ出てしまう。特に大学を卒業して地元に戻ってくる人が少なすぎる。
（戻るとすれば公務員か銀行員。）
合併によりもっと魅力、就職先があるふるさと作りを期待します。

20 代 男性 白河市

11
厚生病院を移転するとますます市街地の空洞化が進むのでは？ぜひ再考を。
合併を機にＦＭコミュニティラジオ局の開設やタウン誌を発行してみてはどうで
しょうか？

20 代 男性 白河市

12
何が求められているか的確に見極め、暖かみのある街づくりをしてもらいたい。人
が変わらなければ合併しても何も意味が無い。

20 代 男性 白河市

13 小学校もスクールバスがあれば安心便利だ。 20 代 男性 白河市

14

①屋外公園がいろいろな所にあるのはいいが、清掃・整備がされていないため、小
さい子供を遊ばせるのには不安です。また、雨天時に子供を遊ばせる所がないた
め、ぜひ屋内型の無料施設を作ってほしい。
②郡山市のカルチャーパークのように低料金でみんなが楽しめる施設を作ってほし
い。市町村民の就労にも貢献できるのではないかと思う。

30 代 女性 白河市

15

合併が実現したらずいぶん形のいびつな市になりますね。子供が学区に関係なく交
流できる機会があれば良いと思います。屋内プールやコンサートホールなどがある
と良いです。それから、歴史民俗資料館や南湖の庭園など、ごく一部の人しか興味
のないものでなく、美術・博物館や公園など、大勢の人が利用できるものにすべき
だと思う。

30 代 女性 白河市

16
どんな企業でも人員削減でより内容の濃い仕事を強いられているにも関わらず、行
政は頭数ばかりで何をしているか全く見えない！ 小限の議員数で、行政を専門に
打ち込める人が議員になるべき。合併で削減できるのは人件費しかないのだから。

30 代 女性 白河市

17
田舎には田舎の良さがあると思いますので、便利さの名のもとに木を切り、山を切
り開いたり、余計な道路を作ったりしないで、人にも自然にもやさしい市になって
ほしいです。

30 代 女性 白河市

年代
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ご意見・ご要望 性別 居住地年代

18
県境の地域なので犯罪が多く、もっと治安が良くなってほしいです。子どもたちの
学力が全国的に見て低いので、学力向上を目指してほしいです。

30 代 女性 白河市

19
合併するなら３市村を結ぶ道路の整備、施設整備がもっと必要だと思います。個人
的には温泉施設がほしいです。

30 代 女性 白河市

20
音響設備の整った、アーティストを呼んでも恥ずかしくない市民ホールを建ててほ
しい。

30 代 女性 白河市

21 職員のレベルアップを図り、住民にやさしい窓口づくりをしてほしい。 30 代 女性 白河市

22

実家のある会津若松市はいろんな分野の勉強会があったりいろんなサークル活動を
行なったりしていて、文化面が非常に盛んです。白河市は文化的施設がとても少な
いと思いますので、その辺を合併後に強化してほしい。でも、基本的に合併は反対
です。２村と合併するメリットがどうしても理解できない。

30 代 女性 白河市

23

●緑豊かで、水のおいしい白河市が大好きです。生まれ育った故郷だから、という
ことも大好きな理由の一つだと思います。ですから、表郷村・大信村それぞれで
ずっと暮らしている人たちの、地域に対する思い入れや愛着は、他地域に住んでい
る私たちが想像するよりずっと強いと思います。合併した際も、すべてを一つにま
とめようとするのではなく、地域の特色・よさも残していって欲しいなあと思いま
す。
●合併して大きくなるのなら、もっと市としての特色を打ち出せる施策を行って欲
しい。（今の白河市は大きな特色がなく"地方のさびれた市″という感じがするか
らです。"福島県に白河市あり″と胸を張れる市を作っていけたらなあと思いま
す。）

30 代 女性 白河市

24
税金を安くしてほしい！４号線付近の交通量が多い時、出入りをもっとスムーズに
できるようにして欲しい。

30 代 女性 白河市

25 方針は何であれ、明確なビジョンを持って今後の地域開発に当たって欲しい。 30 代 男性 白河市

26

①自然を利用した大きな緑地公園や温水プールなどのスポーツ施設の整備をしてほ
しい。３市村にはこれら施設が無いので、他県（大子町、那須スイミングドーム、
那須のが原公園、なかがわ水遊園）などへ行く人が多い。子どもたちと遊ぶ施設が
ほしいし、そこで働く人も増える。
②不景気により民間企業がリストラや賃金カットをしている中で、税金で生活をし
ている公務員が給与・ボーナス・退職金を多額にもらえるような現在のあり方がお
かしい。

30 代 男性 白河市

27 これは絶対必要だということにだけお金を使ってください。 30 代 男性 白河市

28 図書館を早急に作ってほしい。住民の利用しやすい場所を選定すること。 30 代 男性 白河市

29
田舎ほど窓口申請や証明書発行が遅いので、郡山市や仙台市など先進地を参考にし
てほしい。

30 代 男性 白河市

30 年寄り中心の行政も大事だが、若者中心の活力ある街づくりを進めてほしい。 30 代 男性 白河市

31 図書館の充実。子供の遊べる公園が少なすぎる。 30 代 男性 白河市

32
白河市と２村を結ぶ道路網の整備が必要だと思う（国道４号の４車線化と289号の
整備）。白河市と大信村での矢吹ＩＣ周辺の振興についての協議。

30 代 男性 白河市

33 合併後は白河市にしてほしい。 30 代 男性 白河市

34

白河市で今発展しているのは白坂方面と２８９号沿いのみで、その他は空洞化等に
よりすべて白坂方面に持っていかれている。広域にわたって発展するよう、大型店
が集中出店しないように規制をかけてほしい。白坂が発展することは白河が発展す
るのではなく西郷が発展するに等しいと思う。

40 代 女性 白河市

35
子供たちが自分のふるさとに誇りがもて、将来に夢がもてるような街にして下さ
い。

40 代 女性 白河市

36

大型バスで出入りができ観光も研修もできる施設づくりが必要。南湖公園や小峰城
を見学しても大勢で食事をとれたりお土産を買えたりする施設がないと思います。
そういう観光や文化芸術活動、農業体験などなど、地方ならではの取り組みに期待
しています。

40 代 女性 白河市
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37

①子ども達が学ぶ環境づくり（白河にしか高校がない）
②医療体制づくり（白河の病院だけでは不安）
③新幹線が１時間１本では少ないし、在来線も黒磯止まりではなくもう少し東京の
近くまで乗り入れてほしい。
白河を中心に３市村が合併し、「福島県でもっとも東京に近い都市」をアピールし
て、子どもたちの学力向上・経済の発展・医療技術の向上の３点を実現することを
望みます。　あとは、
④能力のない議員の数を減らしてほしい。これが一番の節約になる。
⑤合併しても新庁舎はいらない。税金の無駄だ。

40 代 女性 白河市

38
高齢者だけに優しい街ではなく、次世代を担う子どもを育てている子育て世代を優
遇する環境を作ってほしい。

40 代 女性 白河市

39
若者が働く場の確保はもちろん、年金制度が心配なので、６０歳前後になったとき
に働ける場を考えてほしい。

40 代 女性 白河市

40
住民主体で活動の見える形を望みます。行政には真剣にやる気のある方に携わって
いただきたいです。住民一人一人を大切にできる町にして下さい。住民の活動
（NPO等）を積極的に支援するということを、実際に分かりやすく示して下さい。

40 代 女性 白河市

41
白河という地名のきれいな美しい印象そのままに、歴史的文化の香り高い、教育熱
心な（子供から老人まで）、健康的な、観光の町、犯罪のない安全な町をぜひとも
実現していただきたい。

40 代 女性 白河市

42

図書館・スポーツセンター・温水プール・映画館・生涯学習センター・美術館な
ど、１つの建物の中に入っていて利用しやすい、「コラッセ福島」のようなもの、
「那須町の伊王野物産センター」のような生産者の利益になるようなものを造って
下さい。３市村の特色を活かし、文化・観光の推進をお願いします。

40 代 女性 白河市

43
他地域の街並みや施設の素晴らしさを真似ただけの合併ではなく、それぞれの環境
や特色を生かし（伝承されているもの、農産物、特産品なども）、やりがいとプラ
イドの持てる地域づくり。お互いに"尊敬″"尊重"し合える街づくり。

40 代 女性 白河市

44 発展した医療機関がほしい。 40 代 女性 白河市

45
中島村の童里夢公園や黒磯市の那珂川公園のような、親子で一日遊べる大きな公園
が欲しい。レジャーは市外に出ることがほとんどで、お金も外に使う。もっと白河
市に人が集まるようなレジャー施設を造ってほしい。

40 代 男性 白河市

46 新しいものを造らず、既存のものを再利用してほしい。 40 代 男性 白河市

47 緑地の維持・保全が大切です。 40 代 男性 白河市

48
合併を良い機会として特例債の有効活用、各種経費削減、財政運営の健全化を行っ
てほしい。

40 代 男性 白河市

49
文化施設（文化センターなど）の充実とコンサートやイベント活動の推進をして欲
しい。

40 代 男性 白河市

50 室内市民プールを作ってほしい。 40 代 男性 白河市

51 「白河市」の名称が変わらないことを切に願っています。 40 代 男性 白河市

52 観光にもっと力を入れたら市村も豊かになると思います。 50 代 女性 白河市

53

①住民一人ひとりまで考えられる行政。
②公務員の意識改革（一人の労働者としての権利主張の前に住民一人ひとりの税金
であることを考えて欲しい）
③ムダ・ムリ・ムラのない街づくり。
④住民が活性化できる街づくり（自分たちのことはお互い助け合えるサポートシス
テム）
⑤女性が安心して働くことの出来る福祉体制（保育所の２４時間オープン等）

50 代 女性 白河市

54 商工業の誘致に特に力を注いでいただきたい。街の空洞化の防止に期待したい。 50 代 女性 白河市

55
地元で就職が出来るよう商工業の振興充実を図る。県外から人が集まるよう観光の
ための整備に力を入れてもらいたい。

50 代 女性 白河市

56 近治安が悪いので安全な街づくりを進めてほしい。 50 代 女性 白河市
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57
女性の立場から、安心して働ける環境づくりの整備（託児等）を万全にして欲し
い。

50 代 女性 白河市

58

経費削減に早めに取り組んでほしい。職員・議員については建物にまで及ぶ大きな
節減になります。それによって道路等を整備・拡大していくことで３市村に大きな
効果があると思われます。
村部の小中学生等も市に送迎して、大勢の中での成長過程が大変重要と思います。

50 代 女性 白河市

59

市民の声を充分に聞いて頂き、ムダな道路の整備や市の財政を圧迫するような政策
はやめて頂きたい。赤字財政をもっと増やすような事はやめて頂きたい。合併によ
りムダな人件費をなくし、合理化できる所は合理化し、シンプルで現在の生活やラ
イフスタイルによりよい政策ができる事を希望します。

50 代 女性 白河市

60
イベントホール（市民会館）、屋内プールを造ってほしい。（どちらも市外へ足を
運んでいる。）

50 代 女性 白河市

61
公営の温泉が無く、遠くまで行かなければならないので、歩いてでも行ける開放的
な浴場を望んでいます。合併により工場も多くなり、就職先も多くなって活気のあ
る町にしてほしいです。白河市の町中も賑やかになってほしい。

50 代 女性 白河市

62

①３市村の名所旧跡・レジャー施設…等の楽しいマップを作成し、全戸配布。
（お互いどんな町なのかを知る必要があると思う。）
②子供老人のことを優先に考える行政を希望するとともに市民全体が安心して暮ら
せる街づくりを。
③文化施設の計画とその活用により市民の楽しみを創り、四季折々に各名所での地
物販売を行うなど市民も観光客も喜んで帰れる工夫をし、活力のある町づくりを。
（他市町村の文化施設や観光地での工夫をよく観察し、良いところは参考にして、
１人ではなく全体の利益になるよう実現して欲しい。福島の花見山、三春の滝桜な
どの地物の販売、駐車場の設備はすごい！）
④南湖やお城山にも子供が遊べる遊具施設を。関の森公園のようなもの。
（栃木県都賀町の「つがの里」も参考に。）

50 代 女性 白河市

63
良い人材を増やし、会社(事業所）等を増やし、リストラをなくし流通すべてにつ
ながる組織と男女平等の町づくり。現在はまちがった事が多く、人に謝る人々が少
ないのを見かける。

50 代 女性 白河市

64 自然環境の保全を考えに入れた事業の振興を望みます。 50 代 女性 白河市

65

①行政組織の肥大化だけは、何としても行わないこと。（役所が 大の就職先にな
ることは本末転倒）
②東京圏との格差是正（特にブロードバンド環境）。
③中核商店街の確立（旧白河市内と289号線を町として一点集中で投資。主体は市
民と旧市民。他は切り捨てやむなし。）
④医療地域の集中メリットを狙うこと。

50 代 女性 白河市

66 市名は白河市にする。 50 代 男性 白河市

67
他県より移り住む人が住み良い、しいては地域住民が住み良い街づくりをしてほし
いと思います。緑豊かな街並みができれば良いと思います。

50 代 男性 白河市

68
人口密度から見ても白河市の職員数は多いので削減できると思う。能力のある職員
だけが残り、村にも優秀な職員はいるはずなので、一度全職員の能力テストを実施
してほしい。

50 代 男性 白河市

69
役所職員数の適正化。現在の時代背景にあった人数を！民間の知恵を取り入れるこ
とが大事です。議員の数も大事だが、市民の大多数は職員の数を減らすべきと考え
ています。

50 代 男性 白河市

70
３市村の住民が利用できるスポーツ施設、教養が高められる文化センター・図書
館・娯楽施設（映画館）等の設備により、他市町村に行かなくても充実した日々が
過ごせるようにする。

50 代 男性 白河市

71 合併のメリットは拡大してもらう。デメリットを表に出して、改善対策をする。 50 代 男性 白河市

72
公共の温泉施設（日帰り湯）を早急に設置して欲しい。合併住民の憩いの場になる
と思います。（例：栃木県黒羽町の「五峰の湯」・会津本郷温泉「湯陶里(ゆと
り)」

50 代 男性 白河市
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73

農林商工の充実がないと都市は発展しないのではないだろうか。どれを優先するか
は難しいことだと思いますが、文化も教育も大切ですが、それを実行していくため
の人材を集結することが 初にすべきことではないかと思います。若い力に期待し
ます。

60 代 女性 白河市

74

①西郷地区には色々な娯楽施設がある。白河にも観光で人を呼び寄せる施設を作っ
てほしい。また、市街地にショッピングセンター（大型）をつくり町を発展させて
欲しい。
②道路・鉄道・バス等の交通機関をもう少し便利にして頂きたい。

60 代 女性 白河市

75
合併したなら、普通の公園整備ではなく遊園地（カルチャーパーク）のような子供
たちを伸び伸びと遊ばせて駐車場は無料、その様な場所を作っていただきたい。私
たちはわざわざ郡山まで出かけて遊ばせてくるのです。

60 代 女性 白河市

76

①高齢者が安心して過ごせる設備があり、医療体制も整備された、年金額で済むよ
うな老人ホームの建設を望みます。
②白河から矢吹、鏡石まで室内プールを求めて移動しています。ぜひ健康のため老
若男女が利用できる温水プールがほしいです。
③不便な場所に住んでいます。車の運転ができません。６０歳以上が利用できる、
半額くらいで済むタクシーがあればよいと常々思っています。
④生涯学習、文化交流のできる公民館の建設を望みます。

60 代 女性 白河市

77

①何事も少数精鋭主義でいくこと。
②他力本願は厳禁。
③予算の支出はガラス張りとし 有効利用すること。
④不公平による住民不満を解消すること。一部分又は個人だけに利益があるような
ことは絶対避けること。

60 代 女性 白河市

78

合併して国県から財政支援を受けられれば良い。白河には楽しむ娯楽がない。年金
も少なくなるし、老後も生き生きと生活できる楽しく活気のある町でありたいもの
です。中田にレクリエーション室があるが、老人と若者が一体に楽しめるような娯
楽室ができたら良いと思います。

60 代 女性 白河市

79

①白河駅前周辺を城下町らしい、しっとりとした町並み作りにしてほしい。観光客
が思わず足を留めるような、覗き込みたくなるような商店街がほしい。
②文化センター等で多くの人々を呼び込めるような大きな舞台や芸術鑑賞のできる
施設が必要です。多くの人々が自慢のできる交流場所が必要ですね。

60 代 女性 白河市

80

この街に住んでみたいなあと人に思わせるような合併後のイメージを持って進めた
い。大都会のゴミ捨て場のようなものにはならない、地方都市としてのプライドを
持った「まち」作りを。住む人、生きている動植物にも良いものを永い目でみて
作ってほしい。あえて言うなら、おらが市・おらが村意識は少なくして百年後も見
据えてください。

60 代 女性 白河市

81 ＪＲ白棚線の設置（モノレール） 60 代 女性 白河市

82
合併により財政規模が大きくなり、若者が夢と希望を持って定着できる活力のある
街づくりができるのではないかと期待しています。

60 代 女性 白河市

83
時代に合った市街地の整備、どこにもない高層集合街、皆が行きたい中心市街地、
公園・娯楽・駐車場、県外資本に立ち向かえ、やればできる。

60 代 男性 白河市

84 住民同士が交流できるような行政づくりを進めてほしい。 60 代 男性 白河市

85
行政サービスが行き届くようにしてほしい。たとえば、各種の届出に対する交付が
遅いのではないか。

60 代 男性 白河市

86 大衆娯楽の推進をしてほしい。 60 代 男性 白河市

87

①「情報化社会」を皆のものとする努力が必要。「管理」だけに走らず、高齢者な
どの利用者を強く意識することが必要と思われる。
②「心」・「精神」などを大切にする。物の考え方、教育などにもっと目を向けて
いく行政・市民を目指すようになってほしい。

60 代 男性 白河市

88
合併しても村には村の良さがありますので、良い所は残して置いた方がいいと思い
ます。合併したら白河にも大きな公園を作っても良いと思います。

60 代 男性 白河市
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89 きめ細かい行政サービスが出来るように取り組んでもらいたい。 60 代 男性 白河市

90 合併してよかったといわれるような市にして欲しい。 60 代 男性 白河市

91
①行政組織の簡素化をして無駄な経費を削減する。
②他の市町村と異なる特色をもつ市町村にする。
③地域活動にも観光客がリピートしてくれる運動を取り入れる。

60 代 男性 白河市

92

①３市村の合併を強く希望します。そして合併効果を目に見える形で市民に見せて
いただきたいと思います。特に議員・職員の数を２割くらい減らして下さい。
②白河の住人は閉鎖的なところがあります。特に商人について強く感じます。都会
の人を呼び込んで刺激を受け、地元の発展に役立つよう思い切った観光施設の充実
を考えていくべきだと思います。

60 代 男性 白河市

93 国道の整備を早くして欲しい。 70 代 女性 白河市

94 現在のサービスを維持して次の子供たちが負担増にならない財政にしてほしい。 70 代 女性 白河市

95
商工業の振興に重点を置き、人口を増やし失業をなくして明るい市としてくださ
い。小中学生の教育、公徳心を勉強させ学力向上に努力してください。

70 代 女性 白河市

96 合併しても新庁舎など無駄な施設は造らず倹約に努めてほしい。 70 代 女性 白河市

97 市の中心に市民会館の設置。 70 代 女性 白河市

98
白河の中心部（本町）に文化センターを作り、３市村で文化芸術活動の推進をして
欲しい。

70 代 女性 白河市

99
市町村合併になりましたら、市内の中心街に人々が集まり、芸術・文化・ショッピ
ング等ができるよう願います。街の中が淋しいのは悲しいことです。

70 代 女性 白河市

100

①もっと広域的に合併して財政面での効率化を図ることが大事だと思う。
②ごみ（燃えるごみ）の収集を振替休日（月曜日）も集めて欲しい。
③農村部の野焼きは今も各地で行われているようです。公害等の意識不足もあると
思われますので取り締まりの強化策も考慮すべきではないでしょうか？
④市街地での歩道がせめて自転車位は走れるようにして欲しい。
⑤白河厚生病院の移転にあたり市として道路対策は考えているのでしょうか？
⑥市民として、いま何の催し事があるのかがわからない。終わってから広報紙で知
ることが多い。観光地の案内、お土産物の買いやすいような整備を希望します。

70 代 女性 白河市

101

合併による規模の拡大のみでは意味がない。内容の充実により県南の中核都市とし
てのステイタスが保持・発展できることが大きな願望である。
①私達の地域は高速交通網が比較的整備されているが、その有機的連携機能は不充
分である。
②自然環境には恵まれているが、中核都市に相応しい教育施設（専門学校以上の高
等教育機関）や文化教養施設が不足しており、魅力ある都市として早急な整備が必
要である。
③合併したなら３市村が一日も早い一体感の持てる住民意識を醸成していくことに
努力する必要があり、これは住民一人ひとりが努力していくべきものと思います。

70 代 男性 白河市

102
①公民館、図書館などの全体利用並びに分館活動ができる体制が必要。
②各市村の特産物やその普及が必要。
③村部が不利益にならない配慮が必要。

70 代 男性 白河市

103 多様化する情報化社会に向けて文教向上に拍車をかけたい。 70 代 男性 白河市

104 ボランティアなど、公共の事業にもっと住民が参加できる街づくりをしてほしい。 70 代 男性 白河市

105
民間企業に比べ、国をはじめ地方自治体の危機意識の低さが合併騒ぎを起こしてい
る。合併したら行政改革はもちろん議員・職員の意識改革を進めてほしい。

70 代 男性 白河市

106 合併したとしても小峰城や翠楽苑をはじめ、お金を生まない箱物は要りません。 70 代 男性 白河市
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107

①近視眼的発想を根底から払拭し、未来の人々に笑止されることのないよう２１世
紀を凌駕する 高 大の県南中核都市としての構想を立ち上げていただきたいと思
います。
②新市将来構想を具体化するにあたり、いかような建設計画を策定しようともその
根底には人に優しい文化都市を目指してほしいと思います。
③合併の是非に関わらず、住民の意識を今後とも徹底して把握していただきたいと
思います。
④完全学校週５日制の実施から２年経ちましたが、放課後や週末の生活が安全で充
実した豊かな心を育むものになっているとは言えません。全部門にわたって専門的
に高度な能力を有するマンパワーの確保が急務ではありますが、特に将来の世代の
ためにも「教育」に重点を置いていただきたいと思います。

70 代 男性 白河市

108 ３市村ですべて平等にすることに心がけてください。 70 代 男性 白河市

109

①都市再生機能の確立。
②ゴールドプラン２１の先取り政策。
③駆け込み事業の完全抑制。
④合併による財政難は「リエンジニアリング」で解消できない。
⑤超少子高齢化社会対策。
⑥都市機能の調和と美観。（農繁期の路面、遊休農地の利活用化）
⑦厚生綜合病院移転の是非、市民に「信」を問え。
（市街地の空洞化対策として利用者の声を反映させる。）
⑧人事評価制を導入。情実採用・年功序列制度の撤廃。

70 代 男性 白河市

■このアンケートに関すること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1 ６，０００人のアンケートでは少ないのでは？ 20 代 女性 白河市

2

このアンケートには反対の立場を表明する選択がない。これはすごく変だと思う。
合併によりどれだけ利益があるものなのか？単に議員が減り経費が減るだけではな
いと思う。１回きりの国からの交付金によって将来どれだけ良くなるものか？表郷
や大信の良さを失うことになると心配する。単に経費を減らすなら、議員・職員を
減らすことをまず考えるべき。そして縦割り行政をやめて、総合窓口（市民生活
課）でも作ったほうが市民のためになるのではないか？

20 代 男性 白河市

3
アンケートの設問が合併を誘導しているように思う。合併の反対意見となる設問が
ない。

30 代 男性 白河市

4 新市将来構想概要版が届いていないのにアンケートを出すことが間違っている。 40 代 女性 白河市

5
合併に対して住民が賛成したいのか反対したいのかが一番重要と思われるのです
が、そのことに対するアンケートは行わないのでしょうか？

40 代 男性 白河市

6
問８・９（新しい市のイメージ・重点的に取り組むべき施策）はすべて必要なこと
であり、選ぶことが困難でした。

50 代 女性 白河市

7

①今回のアンケートの意味が不明瞭。なぜなら「合併が行われるものとして…」と
なっているから。
②まずは合併の是非を問うべきである。
③このアンケートは合併が決まってからでも遅くないと思う。

50 代 男性 白河市

8

問９（重点的に取り組むべき施策）の２８項目はどれもお願いしたい項目です。特
に１５・１８（医療機関・医療体制の整備、高齢者・障害者福祉の充実）について
は、高齢者・障害者の家族にとりましては大変重要な施策であると思います。
人口の減少は全てにおいて良い事ではないと考えます。若い人たちの働く場を市町
村で取り組んでもらい、都会への流出を防いでもらいたいです。物の豊かさばかり
でなく心の豊かさを作り出せる合併に期待します。

60 代 女性 白河市

9
問８・９（新しい市のイメージ・重点的に取り組むべき施策）は、全部当然やるべ
きことではないでしょうか？合併の基本となるべきことをもっと突っ込んで考える
べき。

60 代 男性 白河市

年代
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10 設問が漠然としていて答えにくかった。 60 代 男性 白河市

11 アンケート結果を早急に集計して広報誌に掲載すること。 60 代 男性 白河市

12
問９（重点的に取り組むべき施策）にある「地域住民との連携」をはかり、農林
業・商工業の振興に向けた取り組みを期待しております。きっと良くなります。

60 代 男性 白河市

■新市将来構想（概要版）に関すること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1

将来構想概要版の８ページ。合併後めざす基本目標・基本施策のために合併するこ
とに疑問をもつ。　合併という手段をとらなければ実現できないのだろうか？　た
しかに、合併により「合併特例債」などの財源が確保できるだろうが、どうにも夢
の無い話だ。　4/29の福島民報に掲載された「地方債残高」。人口１人あたり、白
河→885千円・表郷→1015千円・大信→1225千円。誰のための合併なのか？大信や
表郷のための合併なら、とんでもない話だ。合併という手段を選ばずともムダな支
出・補助金などを思い切って削減し、何とかできないか？

後に、もっと市民に対して財政のひっ迫した状況を認識させなければ、合併して
もまた同じ状況になります。「財政非常事態宣言」を出すべきです。

20 代 男性 白河市

2
新市将来構想も「○○したら○○なります。」など良いことばかりを出さず、財政
面ばかりでなく、マイナスになることの改良をもっと詳しく教えてほしいです。

30 代 女性 白河市

3
もっと詳しく、市町村合併についてどのような効果があるか教えてほしいです。高
い税金を減らしてほしいです。

30 代 女性 白河市

4
合併した場合、将来の県南地方のあり方などを考えて新市建設計画を作ってほし
い。また、計画状況の情報をより早く住民に公表してほしい。

30 代 男性 白河市

5 具体的に住民が受けることができる恩恵をアピールすべきではないか。 30 代 男性 白河市

6
県南中核都市にふさわしい都市基盤の整備をするには西郷村も含んだ合併推進が望
ましい。

40 代 男性 白河市

7
３市村の合併が段々身近に感じてきました。将来が楽しみの半面、心配にもなって
います。安心して生活ができ、地域の人たちが語り合え、支えあえるような環境に
してほしいです。

50 代 女性 白河市

8

概要版を何度も読んでみましたがメリットばかりで本当かな？と不安も大きいで
す。デメリットは？　私は母の介護で２年前に東京より戻りましたが、市内がすご
く寂れているのにビックリしました。非常に寂しさを感じています。３市村それぞ
れの住民が生き生き暮らせる街づくりをお願いします。税金や公共料金の無駄遣い
だけは決して行わないで下さい。
合併での心配の対応策は、国会答弁と同じで「解消に努める」という事だけど、良
くなったという事例はあったかしら？と考えてしまいます。新しい白河市になって
良かったと思えるような街にして下さい。

50 代 女性 白河市

9

新市将来構想を読ませて頂きました。理解しにくい文章（表現）があり、興味を
持って読めませんでした。アンケートが来たので、自分の思いとか考える機会を得
ましたが、あれを読んだだけでは「必ず良くなるのだ！」ということばかりが書か
れているようで、本当なのかなと思いました。

50 代 女性 白河市

10 具体的な施策をもっと明確にしてほしい。デメリット面も市民に知らせてほしい。 50 代 男性 白河市

11
今回の合併は国の推し進める合併策により財政面の改善を計ることを意図したもの
であり、自然発生的に湧き上がってきた合併と異なり、構想に骨が見受けられな
い。よって、合併特例債による箱もの行政が再発しないか不安である。

50 代 男性 白河市

12 新市で取り組む重点施策の遂行に尽力されますよう希望します。 70 代 女性 白河市

年代
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白河市民の声

ご意見・ご要望 性別 居住地年代

13
各項目において行政・文化施設等の充実とされておりますが、これからは個々の人
材育成を基本とし、皆が初心に帰って、困難も多いと思いますが自己啓発され発展
に寄与されることを希望します。

70 代 男性 白河市

14 新市将来構想（概要版）通りになったらと期待しています。 70 代 男性 白河市
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表郷村民の声

■現状に関すること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1

今でも不満は沢山ありますが、合併したらますます多くなってしまうような気がし
ます。財政が厳しいのはよくわかりますが、一般人から見て、合併する前にそれぞ
れの市村で見直すところがあるのでは？　一例をあげれば、役場や各施設の職員数
が多いのでは…　役場に行くと暇そうにしている方がよく目に付きます。また、う
わさですが臨時で入った方が仕事を一生懸命やっていたら注意され、「仕事があま
りないので、なるべく仕事があるようにだらだらと他人に見破られないようにや
れ！」と言われたとか。仕事がないなら人員を減らすとか何か策があるのでは？
また、公務員はボーナスが高すぎます。

20 代 女性 表郷村

2

①町に勤めている人たちはどうしても買い物は町になりがちです。
②農家の人はいろいろとゴミがあり、燃せないと大変です。農家の立場を考えても
らいたい。
③町の人の声を聞きました。ゴミ袋の価格が高いと言っていた。

40 代 女性 表郷村

3

私は5年前に白河より表郷に勤務場所を変えて移り住みました。表郷村は村会議員
が多すぎます。役場の人たちも余りにも多すぎます。私たちのようなまじめに働い
ている人から税金を取り、農家の人たちの村税はあがりません。役場では夜でも少
し歩いて集金すべきではないでしょうか？　とにかく表郷の役場の人たちはまじめ
ではありません。来年はまた白河へ戻ります。成井先生頑張ってください。

50 代 女性 表郷村

4
表郷村に住んでいますがとにかく交通機関が少なく不便だ。仕方ないかもしれない
が、 低限の道路整備や道幅・歩道を広くしてほしい。

20 代 男性 表郷村

5
税金から給料をもらっておいて、「高い税金を俺たちは払っている」という職員の
意識がおかしい。

40 代 女性 表郷村

6
戦後生まれの私たちは今の恵まれている生活環境を見て、もっと何か大事なことが
あるのではと思います。若い人や主婦の人が働きやすい環境を、老人が心配なく暮
らしていける環境を作ってほしいと思っています。

50 代 女性 表郷村

7 現在の表郷村でも充分住み良いと思っている。 50 代 男性 表郷村

8
大気・水質・騒音の３公害防止について勉強していない無知な職員がいらない。
役場と村民がお互い「良い・悪い」を言える村造り。

60 代 女性 表郷村

9

現在の村会議員の資質の低さに驚く。議員の何たるやを理解できず、多くが単なる
名誉欲や報酬目当ての立候補である。その責務の重さも理解できず、給料取りくら
いの認識しかない議員が無くなることを期待する。特に我が村より選出される議員
が減ることを期待する。

70 代 男性 表郷村

10 ３市村の現在の負債額が知りたい。 70 代 男性 表郷村

■合併の必要性に関すること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1

合併が３市村にとって良いことであればしても良いと思う。でも、自分が生まれ
育った「表郷村」という名前がなくなるのは悲しい。もし、借金問題だけで合併の
話が出ているのならやめてほしい。地域のよりよい環境づくりを第一に考えてほし
い。

20 代 女性 表郷村

2 市町村合併についての情報が少なすぎる。 20 代 女性 表郷村

3

西白河郡全体での合併協議なら必要性があると思いますが、３市村だけの合併にそ
れほど必要性があるのでしょうか？　合併することによって、現在の生活より利便
性が高くなるかもしれませんが、反対に不便な面も出てくるのであれば、今のまま
で、各市村それぞれがもっと住みやすい環境に取り組んでいって欲しいと思いま
す。皆の税金を無駄なく大切に使って頂きたいです。

20 代 女性 表郷村

年代

年代
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表郷村民の声

ご意見・ご要望 性別 居住地年代

4
①きちんと住民の意見を聞き合併するかしないかを判断してほしい。
②もっと合併して何が良くなるのかハッキリさせてほしい。
③今まである施設等はどのように使用するのか？今のままでいいように思う。

20 代 女性 表郷村

5
横に長い地域での合併は絶対反対。ましてや白河市では、白河だけが発展して村は
取り残されてしまう。

20 代 男性 表郷村

6
合併することが想像できません。説明会だけではなく住民投票も必要だと思いま
す。

30 代 女性 表郷村

7
合併に関する資料等を関連地に配布し、多くの人の目に触れるようにしてほしい。
協議会での内容や結果をわかりやすく期間をあけずに住民に知らせてほしい。

30 代 女性 表郷村

8 一日も早く合併してください。 30 代 女性 表郷村

9

いま以上に増税が見込まれるとしたら住民誰一人として合併は望まないと思いま
す。でも、子育てをし、社会人３人に小学５年生と、就学児の減少をまのあたりに
しています。合併をし、東北の玄関口として商工業の発展を望みたいです。子供た
ちが自分の就きたい仕事に、望む仕事に就けることを願います。

40 代 女性 表郷村

10
どうして白河市と大信村なのかよくわかりません。あまり身近でない大信村との合
併はなぜ必要なのか、その点の説明がほしい。（大信村は遠くて行った事もな
い。）

40 代 女性 表郷村

11
１市：２村＝不公平。１市に対してへの不満である。１市の負債をなぜ２村も一緒
に背負わなければならないのかが分からない。１０の負債が１００になるようでは
大変なのでは？

40 代 女性 表郷村

12

小中学生も大いに関心があります。これから未来を背負っていく子供たちの意見な
どを取り入れるのも十分に価値があると思います。合併してからの利点を大いにア
ピールしないと、否定的・関心の無い人たちへの働きかけが足りないと思います。
第一に役所で働く人たちの意見はどうなのでしょうか？もっと積極的に働きかけな
くてはならないことだと思います。

40 代 女性 表郷村

13

合併はすべて良い事ばかりではないと思いますが、合併しないよりもした時の方が
良い事が多いと思いますし、現状だけを考えるのではなく将来を考えたなら、合併
は不可欠であると思います。ただ、東西白河とか、白河市と西郡といった広域で合
併すべきだとは思います。
１０年後２０年後になって合併しておいて良かったと思えるような合併をお願いし
ます。

40 代 男性 表郷村

14
市町村合併は反対！今の農協と同じ結果を招く。白河市だけが得をして表郷や大信
は損をする。まちがいない。

40 代 男性 表郷村

15
住民の意見が十分に反映されることが大切。地域における十分な話し合いを行うな
ど、時間をかけた検討が必要だと思う。

40 代 男性 表郷村

16
住民の知る情報がよく行き届いていないような気がする。（広報などで細かに配布
することが必要。）メリット・デメリットははっきりわかるように、行政又は合併
協議会で誰にでもわかるように説明する必要がある。

40 代 男性 表郷村

17
３市村が自立できないからの合併では、孫子の代へツケを回すのではないか。各市
村とも単独でも自立できるくらい行政をスリム化してからの合併が望ましいと思
う。

40 代 男性 表郷村

18 西白河郡全体の合併を第一に考えてほしい。 40 代 男性 表郷村

19 表郷村の説明会でもメリット・デメリットを詳しく聞きたい。 40 代 男性 表郷村

20
白河市と大信村との合併には反対。他に選択肢はないのか？　表郷は、棚倉・浅
川・東・中島と合併した方が良いと思う。

40 代 男性 表郷村

21

財政難のための合併と認識している。合併には賛成であるが、合併後自治体みずか
らが住民の目に見えるような努力を示すべきである。合併したからといって国から
の補助により無駄な箱物をバンバン建てて借金を増やしては何にもならないと思
う。　国の方針が変わらなければ、他の町村もいずれ合併せざるを得ないので、表
郷村民としては何でかんで白河市と合併じゃなく棚倉町など近隣町村も視野に入れ
て選択枠を増やしてほしかった。（時間がなかったといえばそれまでだが）

40 代 男性 表郷村
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表郷村民の声

ご意見・ご要望 性別 居住地年代

22

白河・大信との枠組みでなく、東村との合併が良いと思います。特例法が適用にな
れば当面の間は財政的に出来るのではないか。その後30年位でまた合併の話が出る
ものと思われます。そのときには西郡一つの市として出来ると思います。白河・大
信との枠組みには反対です。

40 代 男性 表郷村

23

昭和の合併、そして今平成の合併へと時代は流れていますが、平成の合併によって
何が得で、何が損なのかわかりません。誰もが思うのは生まれ育った市町村名、又
は大字名は心に残るものだと思います。
各市町村の首長、議員の挨拶の言葉は、「財政が厳しい。」各住民は、その言葉に
「まひ」されてはだめです。財政が厳しいから合併するでは、先が見えません。

40 代 男性 表郷村

24

３市村の合併協議会で討議されている内容は難題ばかりと思いますが、 終的には
住民の意見を聞く必要もあると思います。アンケートでは思いは伝わらないから。
行政も１家庭として考えれば、無駄な事、節約する事、思いやる事は、当たり前に
できるのに、他人のお金を使う立場になると無駄が多くなる現状を考えて！
「合併したらスリムに、住民のためになるのであれば」と今は期待半分、不安半分
の気持ちです。協議することにご努力されている方々、ご苦労様です。

50 代 女性 表郷村

25
合併協議会のみで合併に踏み込まず、 終的な責任は住民が取ることが大事と考え
ます。住民投票など住民の総意を計る必要があると思う。

50 代 女性 表郷村

26

合併によるプラス面を前面に合併を推進してほしい。合併によって新しいまちづく
り（地域づくり）を進めようとする気概が主体的に住民から生まれるような話し合
いを進めたい。（マスコミ情報等、負の面が強調され過ぎ。それが住民に大きな影
響を与えていないか。）

50 代 女性 表郷村

27
合併の全体が解りづらい。村民から合併したら良いとの話を聞いている事でもない
し、交付金等のことが先走りしていると思います。10年・20年先を思うと15歳・18
歳を対象に広げた住民投票を行って民意を確かめたらどうかと思います。

50 代 女性 表郷村

28 よく検討し、住民の納得する結論を望みます。 50 代 男性 表郷村

29

何年先何十年先を見ることはなかなか難しいが、表郷の住人ができるだけ安定した
生活が続けられるような方針をしっかりと建てて、白河市の「端」に位置するだけ
で終わらないように！　人間には"知恵"があるので、ぜひ良い未来になるように知
恵を働かせてほしい。

50 代 男性 表郷村

30
私は合併に反対です。各市村長はもっと考えるべき。やる事があるはずです。民間
企業を見習うべきです。発展は破滅への始まり。

50 代 男性 表郷村

31
合併に反対ではありませんが、数字のみが伝わっているのではないでしょうか。数
字のみの合併は機械的なので、温かみのある合併を望みます。

60 代 女性 表郷村

32
合併には一応５５％賛成です。村にとって何が大事なのか等を充分に検討して進め
てほしいものです。後悔のないよう求めます。

60 代 女性 表郷村

33 経費削減のための合併賛成です。 60 代 女性 表郷村

34

私たちは合併して村の財政状況がどう変わるか等の難しいことはわかりませんが、
主婦として住民へのサービスがどのように変わるのか想像もつきません。（すべて
において。）そのような中でこれからの事を考えると、やがては合併という事にな
るのでしょう。それが遅いか早いかだけの問題を論じているような気がします。

60 代 女性 表郷村

35
そんなに合併を急ぐ必要はあるのですか。もっと時間をかけてゆっくり西郡一体が
合併できるようできないのですか。

60 代 男性 表郷村

36 大信村との合併は望まない。東村とか中島村。 60 代 男性 表郷村

37 合併には関心があるのですが、なぜ他の５町村は無関心なのですか？ 70 代 女性 表郷村

38

合併は大変難しい問題で何もお答えできず困ってしまいます。でも厳しい財政難で
ある現在、合併しなければ交付金ももらえずますます行政面や諸活動面でも低調に
なるのは目に見えています。私自身、賛成はしたくありませんが、避けては通れな
い道なのでやむを得ないと思います。ただし、合併は白河市が中心になり過ぎない
よう均等になるよう働きかけて下さい。

70 代 女性 表郷村

39 ３市村合併も良いが、大信村は遠すぎる。 70 代 女性 表郷村

－ 25 －



表郷村民の声

ご意見・ご要望 性別 居住地年代

40

私は合併に賛成です。役所も民間企業のように大幅に職員を削減すべきである。ハ
コモノ施設は住民の声に耳を傾け、必要なもの不必要なものをよく判断すべき。人
件費と物件費の大幅な削減を望む。地域・各行政区住民が一昔前のように自分たち
でできる事、地区住民が協力してできる事など、役所に指導してもらいたいと思
う。

70 代 女性 表郷村

41
他の市町村合併でもいろいろ問題が出ているようです。時間も迫っている中での合
併であれば、住民投票で決めるのも一つの方法と思います。

70 代 女性 表郷村

42
未来大望の充実した都市が誕生することを、皆さんの英知から生まれることを望み
ます。合併に至るときには村民の投票も不可欠と思われます。

70 代 男性 表郷村

43
時代の流れに即応した速やかな合併を望みます。関係者の皆様方のご努力をお願い
します。私は将来、白河を含め西白河、東白川、石川郡の三郡合併による大都市
「三河市」が生まれると思っております。

70 代 男性 表郷村

44 ３市村の合併には反対！西郡を対象とすること。 70 代 男性 表郷村

45 白河、大信との合併は、表郷に何のメリットもないと思う。 70 代 男性 表郷村

46 ３市村の合併では小さすぎる。もっと大きな市にしてもらいたい。 70 代 男性 表郷村

■合併で心配していること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1
合併が『住民の為』という名のもとに財政支援を目的としたもので終わってほしく
ないです。合併してもしなくても一部の人の利益だけということがないように他域
の住民が中心にいるようにしてほしいです。

20 代 女性 表郷村

2

合併することでのメリットは沢山あると思いますがデメリットもあるはずです。実
際、公共料金等については負担が増えるような気がします。それは表郷村・大信村
の村民の方が負担増に思えて仕方ありません。「公平化」というものに不安を感じ
ます。そのようなデメリットにも目を向けて欲しいです。一番のメリットは財政面
ということは理解できました。
今後とも多くの住民との話し合いの中で具体化されるものと思いますが、「机上
論」ではなく、それぞれの立場にたっての施策を希望します。

30 代 女性 表郷村

3
合併により議員が少なくなり、多数決という名の不平等により、住民の声が届かな
くなるのが心配。

40 代 女性 表郷村

4
市になったからといって、買い物すべてが家の近くで出来るようになるわけでもな
いと思う。

40 代 女性 表郷村

5
「村」として団結している地域が「市」になったら、そこに団結は生まれるので
しょうか？　村だった人は本当に市の行政に参加できるのかどうか心配です。
私は村を愛してます。

40 代 女性 表郷村

6

合併によるメリット面ばかりを強調するのではなく、どういうデメリットがあるの
かも住民に説明するべきだと思う。職員数が減り経費が削減できるとしているが、
市町村により給与格差があり、それを単純に高い水準に合わせるのであれば、本当
に公表しているほどの経費削減になるのか大いに疑問がある。誰にでもわかるよう
な説明をしてほしい。

40 代 女性 表郷村

7

「合併」という事に対する意義・必要性・メリットデメリット等、我々住民が直面
しなければならないことは様々なケースで起きてくると思います。それらに対する
明確な説明なども他の合併市町村と同じではないはずです。行政はそういう事も踏
まえて対処しなければならないと思います。一度決めてしまえば後戻りはできない
のでしょうから、「合併ありき」での考え方にならないようにして戴きたい。

後に、単体の行政が財政等さまざまな問題を抱えたままで結びついても決して好
転するわけではありません！むしろ悪くなる事も考えていく必要があると思う。行
政もメガバンク構想のようになるのはマイナス面を強調してしまえばですか？　赤
字増と住民意識の希薄さが増していく事の方が多くなってしまう事もあります！

40 代 男性 表郷村

年代
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表郷村民の声

ご意見・ご要望 性別 居住地年代

8 全体的に大きくなると住民と行政の結びつきが弱まらないか心配。 50 代 女性 表郷村

9 合併前より住民サービスが低下しないようにお願いします。 50 代 女性 表郷村

10
呼びなれた村名がなくなり、農家は米作りの意欲がなくなるような気がする。
合併によりへき地化されないことを願います。

70 代 女性 表郷村

11
東京や観光地で「表郷村」の住所を書くのがとても恥ずかしくていやだ。合併した
ら新しい名称にしてほしい。

70 代 女性 表郷村

12 白河市だけが良くなり村のほうは何かにつけ遅れる恐れがあると思います。 70 代 男性 表郷村

■合併後のまちづくりに関すること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1

①周辺部の道路をきちんと整備してほしい。（中心部だけが発展しないように）
②夫婦で役所職員に就くのを禁止して欲しい。
③職員の接し方が悪いため、きちんと教育してほしい。
④職員採用のときは裏金等を絶対になくし親類を採用するなどなくし、公平に採用
すること！
⑤子供たちが安全に遊べる場所を確保してほしい。（周辺部にも）
⑥きちんとした情報公開を求める。（不明金などをなくすこと）
⑦犯罪のない安全な街づくり。（白河は県内でワースト１になっているので）

20 代 女性 表郷村

2

①住民に直接関係のある税金・使用料等は３市村の一番低い料金に合わせるべきだ
と思う。一番高い市村には合わせてほしくない。（３市村の料金を知らせてほし
い。）
②白河市民が中心となり、まちの活動が中心部に集められてしまうのは絶対やめて
ほしい。
③面積が広くなり高齢者のサービスが悪くならないようにしてほしい。高齢者の足
となる公共の交通機関の充実は必要と思われる。中心部が白河になった場合とても
考えさせられてしまう。
④厚生病院の移転に伴い表郷村からのアクセスが非常に悪い。合併した場合いち早
く道路整備に取り組んでほしい。
⑤３市村住民のために取り組んできた良いサービスは残してほしい。（表郷村の場
合ランドセル支給・国際交流のための助成(生徒への）・定期券無料配布・スクー
ルバス無料・検診の無料等）　サービスは今以上に細やかになることを望む。（特
に直接住民にかかわること。）

30 代 女性 表郷村

3 合併したら新しい市の名称にしてほしい。 30 代 女性 表郷村

4
合併することで、広域な地域間であらゆることが一極集中にならず、ワークシェア
リングのように地域シェアリングになったら良いと思う。

40 代 女性 表郷村

5 新しくきれいなイメージの場所に住んでいると実感できるようにして欲しい。 40 代 女性 表郷村

6
新しい事を始めるということは、とっても不安なことです。人口が増える、仕事が
ある町にして欲しいものです。(子供たちが残れるように。）行政が進めること
は、なかなか反対はできないものです。

40 代 女性 表郷村

7 文化や施設等の地域格差がないような合併が望ましいと思います。 50 代 男性 表郷村

8

３市村の合併の目玉は大学か専門学校の建設です。多くの親、子供が望んでいま
す。県南地方には大学・専門学校がありません。高校卒業後、上の学校に進みたい
と思っても多くのお金がかかるためあきらめる親子が多くいると思います。家から
通学できる白河地方に早くなるように取り組んでください。

50 代 男性 表郷村

9

①健康・体力づくりからも自転車道路を整備してほしい。（車に頼らないよう）
②子どもたちが家の中ではなく外で遊べるように公園や運動場を作ってほしい。
③田舎の良さを活用した街づくりをしてほしい。老人に協力してもらい子どもたち
に昔の生活や知恵、手作りの楽しみなどを教えてもらいたい。

50 代 男性 表郷村

年代
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表郷村民の声

ご意見・ご要望 性別 居住地年代

10
もし合併する時は、現状より住民との対話、サービスのできる合併市町村にして欲
しい。

50 代 男性 表郷村

11
①議員数は合併後直ちに減員すべき。（特例法を適用しないこと）
②ISO14000、9000等を取得し、合理的かつ機能的な行政組織に改善すること。

60 代 男性 表郷村

12
３市村が合併され、地域活動が盛んになり道路網が整備され医療体制が充実される
ことを願いたい。

70 代 男性 表郷村

13 商工業の振興を計り、失業者を無くすような対策を願う。 70 代 男性 表郷村

■このアンケートに関すること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1 合併ありきのアンケートはやめてほしい。 20 代 女性 表郷村

2 このアンケートにも税金が使われているので無駄にしないでほしい。 30 代 女性 表郷村

3 アンケート調査でどれくらい意見を取り入れてくれますか？ 40 代 女性 表郷村

4
問８・９（新しい市のイメージ・重点的に取り組むべき施策）など、現在において
も取り組まなくてはならない問題ではないでしょうか？

50 代 女性 表郷村

5
どうして質問の全てが合併を前提とするものなんですか？そのような質問であれば
何もお答えすることはございません。合併には反対です。滝田村長、合併して表郷
村民に何のメリットがあるんでしょう？

50 代 女性 表郷村

6
このアンケートの設問に反対という答えはありませんでしたが、合併することは決
定なのでしょうか？西白河郡内の全部かある程度の町村も合併するならまだしも、
３市村だけでは地域的にも異常な形ではないでしょうか？

50 代 女性 表郷村

■新市将来構想（概要版）に関すること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1

新市将来構想を見ると、合併すると天国、しないと地獄のように示されています
が、はたして現在の課題（財政を含めて）が、合併によって解決できるのでしょう
か…？　表郷村がなくなることは、住民の大半にとって大変重要なことです。時間
的余裕がない等を理由に合併の障害になるような事柄を住民に知らせないで、また
は先送りして、合併を急ぐことは絶対にしないで下さい。（特に合併後のサービス
の切り下げ、負担増は 悪です。）問題になりそうな事柄を赤裸々に開示し、住民
投票を行って合併の是非を判断してから法定協議会に移行したほうが、東郡の二の
舞にならないように思います。

40 代 女性 表郷村

2

合併で心配される「税金や公共料金が増えませんか？」の対応策として、住民負担
の公平化を基本とし公共料金の格差をなくすとあるが、固定資産税の税率について
は市と村の場合格差があるが、その対応策が明示されておらず納得できない現状に
ある。なお、合併は住民投票により決定されることを希望します。

60 代 女性 表郷村

年代

年代
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大信村民の声

■現状に関すること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1 現在、大信村は役場職員が多すぎると思うので、合併して減らしてほしいです。 40 代 女性 大信村

2

大信村は税金が高く、何に使われているのか明細をもっと明確にして、皆が納得の
いく税金の使い方をしてほしい。そして税金を納めていない人が結構いると思いま
す。困っている人以外は何とか対策を考えて、納入してもらうことを役場に願って
いました。今後、合併すればこのようなことはなくなると思います。

50 代 女性 大信村

3

他に遅れないよう合併は進めるべきである。１５年先のことを心配しないで今やら
ねばならないことが大事である。１５年先のことは次世代の人が決めることであ
る。また、国の政策も変わっていると思う。
３市村バランスのとれた合併に取り組んでください。ご苦労様です。

50 代 男性 大信村

4

①市村が抱えている借金、６５歳以上の老年人口を市村別に公表すべきである。
②市村のことが良く分からないので広報紙で順番に紹介して欲しい。
（文化財、各種施設、温泉など）
③各市村特養老人ホームの実態が知りたい。
④合併しても支所ですべて従来どおりに対応して欲しい。

70 代 男性 大信村

■合併の必要性に関すること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1 合併大賛成です。役所は土・日もやってほしい。平日は夜７時までやってほしい。 20 代 女性 大信村

2

市町村合併は大賛成です。東京生まれ東京育ちの私には「新白河駅」の新幹線があ
る割に、市なのに「パッ」としません。それは自然豊かな環境と言えますが、将来
の事を考えると若者が郡山や東京へ移住してしまうのではというくらい、不便で楽
しくありません。それでは住民税などの負担も増えます。
東京から来ると自然が多いイメージは「那須」の方が良く、「りんどう湖」・「サ
ンバレー那須」・「那須の御用邸」と、北関東で日帰りも楽しめる自然のスポット
になっています。那須や郡山を知る人がいても白河を知っている私の友達は少な
かったです。
そこで、新白河駅に降りてもらうようにするには、「白河ラーメン」を大きくア
ピールして、若者をターゲットに結婚後の移住地としてもつながるようにならない
かな？と思います。「駅ビル」を作り、「白河ラーメン博物館」で老舗の名店が集
合したりすると私も嬉しいです。その中には白河にないファミレスや個人の医療機
関、専門学校などあると良いと思います。
駅ビル周辺だけが賑やかになるので、市内（大信→白河→表郷内）のフリーきっぷ
（ｅｘ．バス一日フリー\1,900乗り放題。旅行会社は観光客に南湖のボート無料券
や白河ラーメン無料券など店にも協力してもらって配り、良いイメージを与える。
おいしいラーメンでお腹いっぱいになれば自然の方の観光にも足が伸びる気がしま
す。街づくり頑張ってください。※福島空港直通のバスがあると遠方からも観光客
が増えると思います。

20 代 女性 大信村

3 白河市・表郷村とより、矢吹町・鏡石町との合併のほうがよい。 20 代 男性 大信村

4
本気で合併する気があるのか。他の市町村が合併協議会をやってるから立ち上げた
だけなのか？アンケートをとっても意見が反映されるとは思わまい。

20 代 男性 大信村

5

①大信村民として強く望むのは３市村の合併が対等合併であるということである。
合併協議会の担当者レベルでは当然のことに思われると思うが、例えば合併にほと
んど関心の無い白河市民の方が「大信村！？何でそんな田舎と合併しなくちゃなら
ないの？」と思うような事態が起きることは非常に不本意である。逆に「自然豊か
な村と合併して資源を手に入れたんだ」と思えるような広報活動を是非していって
欲しい。そのため、新市名は「白河市」となることだけは避けて欲しい。（吸収合
併ではないことを住民の方に分かりやすく伝える必要があると思う。）
②そもそもが財政難からの脱却を第一目的とした合併である以上、その結果を住民
が「合併して良かった」と思えるようなことに還元して欲しい。

30 代 女性 大信村

年代

年代
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大信村民の声

ご意見・ご要望 性別 居住地年代

6
表郷村はどこにあるのか？分かりません。矢吹町や天栄村との合併ならば便利だと
思いますが、白河、表郷、大信での合併には反対です。役所が遠くなる、住民の声
が届きにくいと思います。

30 代 女性 大信村

7 ３市村の合併は住民全員の問題なので、住民投票をやるべきである。 30 代 男性 大信村

8

①いきなり合併しますから「どういう町にしましょうか？」ではおかしい。なぜ合
併なのか。なぜ３市村なのか。その他の町村はどうしたのか。なぜ参加しないの
か？知りたい。
②公表して欲しいのは各自治体の負債です。どれくらいあって、それが将来我々に
どれくらい負担を強いるのか。税金が上がるのでしょうか？
③私は個人的に白河市とは合併したくありません。閉鎖的・排他的地域性が嫌いだ
からです。

30 代 男性 大信村

9
合併は大いに賛成です。他の市町村から転入して来た者としては、地域住民との結
びつきが薄いので生活しにくい面はあります。

30 代 男性 大信村

10
地理的にも大信地域が発展するためには西郷村、天栄村との合併が一番いいと思
う。

40 代 女性 大信村

11

①合併を急ぎ過ぎていないか。
②大信村に隣接している矢吹町や西郷村等の動向をみながら合併問題を進められな
いのか。
③大信村の名前がなくなってしまうのは寂しい限りである。
④何でも市が中心で進み、村部は取り残されそうで不安がある。

40 代 女性 大信村

12
私は市町村合併には大賛成です。今現在、何かが変わらないと良い方向には行かな
いと思います。

40 代 女性 大信村

13 良く協議して、住民が納得できる合併でなければいけないと思う。 40 代 男性 大信村

14

今の社会情勢、各市町村とも裕福でない経営状況、３市村ともそれは言えます。貧
しい者同士が一緒になっても貧しい事しか生まれません。もっと別の考え方を考え
て欲しい。西と東ではあまりにも考えられません。自分の土地へ行くのに別の地域
の道路を選び行くのはどうかと考えます。合併するなら西郡一本で広域的に考えて
欲しいと思います。

40 代 男性 大信村

15 自分たちの次の世代で将来性のある方向で進めてほしい。 40 代 男性 大信村

16
任意合併協議会はどのように出来たのか？役所だけで勝手に進んでいるように思
う。

40 代 男性 大信村

17

今回進められている３市村の合併については、合併協議に至る経過・合併の対象に
十分な納得をすることができず、反対です。　村の存続について十分な検討と議論
が成されたのでしょうか？役場内・村議会そして住民への説明といった、合併協議
に入る前の動きが村民に理解されておらず、存続か合併かの選択が住民側にないま
ま合併協議が進み、パンフレットが配布され、説明会開催という手続きが、事務的
に進められていると思います。大信村行政当局の怠慢です。大信村存続へ歳出の中
味を見直すこともなく、金が無い、金がもらえるから合併を急いでいるようにしか
見えません。民間企業なら経営陣失格です。村の歴史があり、住民の意志があり、
大信村の意地がある行政執行を望みます。

40 代 男性 大信村

18
財政状況だけ申し上げれば議員・職員の削減等により経費節減効果が期待できると
思います。健全な財政運営をお願いしたい。

50 代 女性 大信村

19
地理的にも生活圏的にも接している西郷村・矢吹町となぜ合併しないのか。白河は
ともかくなぜ表郷なのか？西白河地方の動向を見据えて取り組んでもらいたい。

50 代 女性 大信村

20
「合併して良かった」という会話が住民の中から出るような街づくりを実行してほ
しい。住民の目線で行政を行って下さい。

50 代 女性 大信村

21
問７（合併による心配点についての設問）のような心配もあるが将来の財政面を考
えればやむを得ないと思います。

50 代 女性 大信村

－ 30 －



大信村民の声

ご意見・ご要望 性別 居住地年代

22
合併は反対しませんが、大信村の良いところを見つめ直し、ゴミ箱にならないよう
にしてもらいたいと思います。西郡一つで合併できたら理想的だと思います。　そ
うなるよう村長さんに頑張ってもらいたいと心から願う。

50 代 女性 大信村

23
３市村の合併ではなく西郡の合併は考えられないのか？広域的な視野をもち、それ
から各地域の産業を考えるべきだろう。

50 代 男性 大信村

24
私は合併に反対です。村にはそんなにメリットは無いと思います。国や県から多額
の財政支援を受けるということはお金を借りるということで、借金になるだけで
は。これ以上、借金はいりません。

50 代 男性 大信村

25
行政が色々と目が届かなくなり、声も聞こえなくなるので反対です。現在の生活が
良いです。

50 代 男性 大信村

26

①西白河地区で３市村だけが合併協議に合意しているが、合意しない他の５町村は
デメリットを懸念しているのか？概要版の内容はメリットがあると思われるが、他
の５町村は耐力があるのか、また、合意した３市村には耐力がないのか？
②合併した場合、力関係で豊かな所とそうでない所が出るのではという心配もあ
る。

50 代 男性 大信村

27
３市村の合併でスタートしても、 後まで１市１町６村の合併を 終的には望む。
何年かかっても！

50 代 男性 大信村

28 合併の実現に向け頑張ってください。矢祭町みたいな孤立した考えは好みません。 50 代 男性 大信村

29 天栄生まれなので天栄村との合併を望みたい。表郷村とは離れている。 60 代 女性 大信村

30

①昨年７月に大信村で行われたアンケート調査では、今回の合併の組み合わせは村
民の意見として望まれていなく、この合併は村民の意見を反映しているとは言えな
い。万が一、３市村で合併するなら、村民投票をするべきである。
② 初から合併をすることを前提に物事を進めているが、大信村自主独立の道をま
ず考えて、どのような行政ができるかというプランが一度も出てこないのはおかし
い。

60 代 女性 大信村

31
お金のかからない村や町、若者が頑張って働ける職場など、合併することは大賛成
です。頑張ってください。

60 代 女性 大信村

32 今すぐ中止して枠組みを考えてもらいたい。 60 代 女性 大信村

33

私は他県より移住した者で、大信に来て１６年になりますが、 初から白河郡全体
を見ているので、単に村の住人という意識があまり無いです。買い物、その他の用
事での行動範囲が白河郡、岩瀬郡、中島村など県南全般なので、１市２村の合併な
どまだまだ小さいと思っています。

60 代 男性 大信村

34

東西白河が 終的に合併する方向で進めるべき。一時的な財政上の問題で結果を出
すべきでなく、あくまで将来の展望を見据えた合併にすべき。そうでないと互いの
利害だけで終わり、結果として失敗する。多くの町村に呼びかけを努力して急がな
くても理想に向けてやっていって欲しい。

60 代 男性 大信村

35
３市村に固着せず、再度西白郡内合併に向け他町村民の調査を実施すべきと思いま
す。他町村民の考えが変わってきているとの意見を多く耳にします。

60 代 男性 大信村

36 住民投票を実施すること。 70 代 男性 大信村

37
白河藩であるべき、昔にもどれ。
藩主・上席家老・国家老・・・各１人(城で指示）
各奉行・・・部長

70 代 男性 大信村

38
大信は近くに矢吹、中島、泉崎があるのになぜ変形的な合併をするのか。先にこち
らと合併して、その後白河・表郷と合併したらどうか？４町村でも３万人は楽にい
ること判らないのか？

70 代 男性 大信村
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大信村民の声

ご意見・ご要望 性別 居住地年代

■合併で心配していること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1

①現状を受け止める行政ではなく、現状を変化させるべき。財政難の問題をお互い
に抱える市町村が合併しても、あまり問題解決には…
②少子高齢化社会と言われ、地方の経済発展のためにと各地域合併が進んだ際に
は、中心市街地とはほど遠い大信・表郷の村民への行政対応がどうしても遅れた
り、手薄になる可能性は否めないと思う。
③若者が都市圏へ出て、戻って来られる環境を整えるべき。就職先の面、育った所
へ戻りたいと思えるような魅力を。

20 代 女性 大信村

2 自分の慣れ親しんだ村の名前が変わるのは超反対です。 20 代 女性 大信村

3 基本的に合併は反対だ。個人負担が増えることが心配。 20 代 女性 大信村

4

仮に合併したとしても、今まで各市村で行っていた行事などは今までどおり続けて
ほしい。同じ所に住んでいても交流する場がなかなか無く、そういう行事で知り合
いが増え交流できるので、もし合併でそういう場がなくなると人と人とのコミュニ
ケーションがとれなくなり、あまり助け合うこともなくなってしまう気がする。

20 代 女性 大信村

5
細かいこと言ったらマイナス部分はあると思うが、長い目で見たとき必ずプラスに
なると思う。個々の市・村の文化等も大事だが、もっと広い視野で活性化を図った
ほうがいいと思う。合併は大いに賛成！

20 代 男性 大信村

6 中心部だけが栄えて周辺部が寂れる街にしないでほしい。 20 代 男性 大信村

7

中心部には目が届くと思うけど郊外が取り残されそう。大きくなれば税金などの増
加が心配。余裕がなくて公営住宅に住んでいるのに増えてしまっては意味がなくな
る。大きくなればなるほど市民の声が届きにくくなり、役場の人の動きが鈍くなり
そう。

20 代 男性 大信村

8
合併賛成ですが、行政組織の拡大で今までのサービスが受けられるかどうか心配で
す。税金の支払いに遅れがあり、今までは税務課の女性の方が自宅まで集金に来て
くれたんですけど、そこまできめ細やかに対応して頂けるんでしょうか？

30 代 女性 大信村

9
市町村合併によりいろいろな利点が多くなるが、結果として日常的に利用する場所
として白河市が中心となっておりますので、大信村、表郷村が取り残されてしまう
ような気がします。しかし合併は反対ではありません。

30 代 男性 大信村

10
合併して却って公共料金、税金などの住民負担が増加するのでは？また、議員や職
員数を減らすだけで経費を削減できるのですか？　住民の声が届く行政体制づくり
を願う。無駄のない合併協議を。

30 代 男性 大信村

11
白河中心部の発展は勿論であるが、表郷・大信の取り残しがないよう、地域住民が
安心する具体的な対策案を説明願いたい。

30 代 男性 大信村

12

慣れ親しんだ村名が変わることも不安ですし、規模が大きくなることで今まで利用
していた保健・医療・教育関係のサービスや情報などが隅々まで届かなくなるので
は…　と思っています。
大きくなることにより利用設備が増え、イメージも良くなるのかもとは思うのです
が、やはり中心地域だけが発展し、家もまばらな周辺部が取り残されてしまうよう
な気がしています。私は大信村が大好きです。

40 代 女性 大信村

13

初からの合併の是非、相手にも問題があると思う。へき地にメリットが少なくデ
メリットが多いのなら合併には反対。絶対、住民投票をしてもらいたい。へき地に
もメリットがたくさんあり、デメリットが少ないのならば合併もやむを得ないと考
える。村部の過疎化、予算の分配（市部と周辺部）、周辺部地域の議員の確保、そ
の他の問題がある。一番心配なのは市部と周辺部の格差である。

40 代 男性 大信村

14 税金・その他個人負担等の増加が不安であり、生活保護の面も不安である。 50 代 女性 大信村

年代
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大信村民の声

ご意見・ご要望 性別 居住地年代

15

人口の絶対数が少ない地域からの議員選出は少なくなり、地域の声が届かないので
はと心配します。職員数の削減により窓口サービスの低下はないのですか？
（本庁に出向かないと受けられないものもあるのですか。）
職員の削減はどのようにするのですか？地域説明会があるにも関わらず、住民の関
心の低さを感じます。（白河、表郷ではどうなんですか。）

50 代 女性 大信村

16 自然環境が破壊されないようにして欲しい。 70 代 男性 大信村

17

合併により国県の財政支援の恩恵が受けられるというメリットばかりが先行してい
るように思われます。必ずしもそうではないと思われるデメリットも必ずありま
す。その点をもっと解りやすく説明して、住民の理解を得ることが大事であると思
う。そうしないと後で話が違うと不満が出る。もっと地域住民とのコンセンサスを
得られるよう努力してほしい。

70 代 男性 大信村

■合併後のまちづくりに関すること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1
元々市だったところと村だったところでは差ができてしまうのは仕方ないけど、ど
うせ合併するなら分かりきっている所や不満などを少しでも改善できるようにして
欲しい。

20 代 男性 大信村

2 合併後は市村民の生活が向上しなければ意味が無いので考慮してほしい。 20 代 男性 大信村

3
公共事業の低迷により雇用が激減している。無理な発注コストのダウンは各事業者
の負担を大きくするため、そのツケが村民である我々にまわってきている。よく考
えた予算執行を希望します。福祉事業を伸ばしても意味が無い、生産性も無い。

20 代 男性 大信村

4 県南で 高の市にしてください。 20 代 男性 大信村

5
合併して市名が変わるのなら白河市ではなく「新白河市」や「県南市」「みちのく
市」など、個性溢れる分かりやすい市名にしてほしい。

20 代 男性 大信村

6

（実施して欲しいこと）
①有力企業の誘致。②社会人向け教育機関、教育産業の充実。③大学の誘致。
④産・学に教をプラスした「産・学・教の連携」実現。
（消防団について）
①消防団への入団は「個人の自由意志やボランティア精神によるもの」との考え方
があるが、実際は義務意識や半強制的な周囲の雰囲気によるところが大部分を占め
ていると思う。自分から望んで入る者はごくわずかではないか？
②地元に残る者として仕方なく入っているが、火災やその他行事等には全面的に協
力している。それにもかかわらず、我々勤め人は、会社から何も評価されることは
ない。逆に会社にとっては火事などで職場を離れる者をよく思っていない。
③行政側は、一般住民（公務員や自営業以外のサラリーマン）も消防団に必要と考
えるなら、地元企業への働きかけ（団員に対する処遇）をするべきではないか。
8/27の災害時にも特別休暇は認められなかった。

30 代 男性 大信村

7
大信から白河市役所へ行くのにアクセスが悪くて不便だ。（駐車場が狭いし、道も
複雑。）合併後は、郊外の安価な土地に市役所を含め行政施設を移転し、アクセ
ス・利便性の向上を行ってほしい。

30 代 男性 大信村

8 大信市にしましょう！ 30 代 男性 大信村

9 議員は 小限にすべきである。税金の無駄遣いはしないでほしい。 40 代 女性 大信村

10
市の中心部だけ発展するのではなく、現在村である地域も同様に発展することを希
望します。

40 代 女性 大信村

11
中心部だけでなく広域的な街づくりをしてほしい。車社会なので、大きな箱物を作
るときはぜひ中心部から離れた自然豊かな場所に建設していただきたい。

40 代 女性 大信村

年代
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大信村民の声

ご意見・ご要望 性別 居住地年代

12

①窓口業務が出張所でもわかるようにしてほしい。(白河へ出向くことの無いよう
に。）
②すべての面で今よりも条件・サービス面が悪くなっては困る。(高齢者福祉等）
③３市村で無理のない連携をしてほしい。④図書館をシフト勤務等により午後７時
頃まで開館してほしい。（村内に勤務していないので利用できない。）

50 代 女性 大信村

13
若者の雇用対策を真剣に考えていただきたい。これからの日本を担っていく若者な
ので、夢と希望をもって進んでいくことのできる社会づくりを地域みんなで努力し
ていってほしいです。

50 代 女性 大信村

14 新市名は「白河市」でいいと思う。 50 代 男性 大信村

15 車のない人でも白河へ買い物にいけるようマイクロバス等を運行してほしいです。 60 代 女性 大信村

16 新幹線ダイヤやバス運行の充実を図ってほしい。 60 代 女性 大信村

17 まちの活性化のため、大学・短大等の誘致を進めてほしい。 60 代 男性 大信村

18 合併後の議員数の割り振りは、人口割によって偏らないようお願いしたい。 60 代 男性 大信村

19 収入があってこそ住民は安心して暮らせるので、働く場の確保が絶対必要です。 70 代 男性 大信村

■このアンケートに関すること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1
本アンケートの集計結果を新市建設計画に役立てるとの事ですが、新市建設計画の
策定は法定協議会の設置後の話ですが、設置されるということですか？

40 代 男性 大信村

■新市将来構想（概要版）に関すること

ご意見・ご要望 性別 居住地

1

将来構想は「合併しなければならない」と結論付けた内容であり、一方的ではない
か？　任意合併協議会の次回協議内容を村民にもっと目に付くよう広報するべきと
思う。隈戸地区へのきめ細かなサービスとはどういうことか？何の例もないと思
う。

50 代 男性 大信村

2

将来構想を見ると目標などのお題目はとても立派。ただし、それだけのこと。誰で
も書けるコンセプトが述べられているだけで、各分野でのビジョン・シミュレー
ション・具体的な構想は全くなく、合併後のイメージが全く湧いてこない。「良い
こと尽くめ」の羅列でどこの市町村も同じ。
例えてみれば、「せっかく小さいながらも庭のある一戸建ての家に暮らしていた
ら、ある時から共同アパートに入れられ、何もかも共同利用になってしまう。」な
どということのないように生活者の目と暮らし方をベースにじっくりと練ってくだ
さい。　例の２として、「道路・鉄道・バスなど交通網の整備」を唱えているが、
こんなに欲張ってできるはずがない。せめて１つだけ、一番高齢者や学生が困って
いるバス、循環バス（均一料金）は絶対に実現すること。

60 代 男性 大信村

年代

年代
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