
（ご意見・ご提言）

定住してもらうための策ではなく、定住したくなるような市政を望む。

とにかく職を。特に若者が農業がやる気になるような。

一番の問題は雇用だと思う。大手企業の就労者はほとんど県外者。

市営住宅も老朽化の様子。市民に払い下げて各自で修理改善をしたら如何か？？

不景気や震災対策での無償貸与など杵築市としての取組みが全国へ発信できていると思います。

アパートを次々に建てすぎ。暮し易い環境を整える方が先だと思う。

空のアパートが多く、これを何かに活用できたらと…

老朽化した市営住宅は、家賃をもう少し下げても良いのでは？周辺の町村に比べて貧相。

職場を増やす施策を進めてください。

定住を希望しても市内での職場が少ない。

重要で
ない

2

ふつう 38.5 ふつう

住宅面では、他の町に比べたら、お粗末に思えます。改修が必要ではないでしょうか？

杵築地区の分譲団地が少ない。

持ち家ですが２５年になれば、あっちこっちが痛みます。そのためには改修、改築をしたいです。金があればですが…

都市部から若い方を定住してもらう支援（企業の誘致、東北震災で困っている企業を積極的に取り込む（県・国に頼らず）住宅は多
くある空アパートを活用する。◎分譲宅地は意味がない◎U・I・Jターン老人ばかりだと財政が困窮する。

海抜０mの地域の災害対策の見直し。

30 3.8無回答無回答 24 3.0

3 93

117 14.7

11.7

2 60 7.5不満9 1.1

わからない 1わからない 1 65 8.2

ご意見・ご提言

あまり重要
でない

3 23 2.9 やや不満

回答数 率(%)

44

①

5.5

28.4 満足 17 2.1

市営住宅の修繕・改修

6

4 306

やや重要 5 142 17.9

【感性豊かで活力を生むまちづくり】

問９　定住促進策の充実について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

率(%)回答数

重要

市営住宅無さすぎ！！猪尾住宅の老朽化にはあきれます。汚い。他の町を見習いましょう。

空屋（家）が多くなりました。心の優しい人が来ればいいと思います。

市内に（杵築中学校区内）市営住宅を建ててほしい。

分譲宅地の整備・販売

③ Ｕ・Ｉ・Ｊターン希望者への支援体制の整備

②6 226

※ 具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

4

やや満足 5

54.6434

226

142

306

23 9

65
2417

44

434

93
60

117

30

0
50

100
150
200
250
300
350
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500

重要度
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仕事場の確保。

あまり相談に来ることがない。

市営住宅をもっと充実してほしい。

自然が豊かで良い反面、交通の便が悪いので、車の運転ができなくなったら住めないと思う。（スーパーや病院などに行くため）

古い住宅を整理して3世代やゲストハウス的な住宅建設で、定住促進を。

若者に仕事をください。働けない者が増えているのは世の中が暗い気持ちになります。

住吉住宅の修理。

市街地のみの整備で周辺部は遅れている。

定住するにしても、職がなければ…　大型商業施設までとは言わないが、大きな働き口がないと人が集まらずサビついてしまいそう。

所得の高い人が入居している。低所得者は抽選でなかなか入居できない。

空家に対して他市町村よりの要望等、整備不足があるように思われる。

雇用が少ないでしょう。

Ｉターンで杵築市に来ましたが、ケーブルＴＶ加入も高額ですし、引っ越してきた人に対して、とても冷たい市だと感じています。

周辺のガードレール、歩道等が少ない！

支援体制が整備されているなら人口は減らないのでは。

市内には空地や空家が多く商店街らしくない町になっている。

活力が出るには安定した所得が得られなくては生まれてこない。大田地区は農業が主幹産業なので、農業で生活ができる体制作りを
してほしい。又、低家賃で入居できる市営住宅の建築をし、日本で一番安く快適な住居の建設を望む。

部屋数の多い住宅があると良い。

八坂の方ももっと宅地として販売があればいいのでは。ＪＲ杵築の周りは何もないです。

田舎ぐらしを望む人への中古住宅を売る人の登録。

市営住宅の入居はクジ引と聞いてたけど、そうでない時があるのは何故？あそこ空いたのにもう次が入ってる？不思議です。

アパートの空き部屋の利用を。職場付きや職場紹介などで。

市営住宅の充実。

市有財産の運用が雑。見通しが甘い。Ｕターンの者にもっと支援すべき。

若い人たちが働ける企業誘致に力を入れるべきです。

企業誘致から市内への定住または大学の誘致。

市営住宅が傷んで、入所できない住宅があるので改修をしてほしいです。

駐車場代が安いって周りの人に自慢してます。福岡は１時間４００円が一般的。その後３０分ごと２００円、そんな杵築を自慢して
ます（笑）

日出町より後れている。差が大きすぎる。

住めなくなった旧町営住宅なんとかしたら？

企業誘致を。

産業が上向けば、自ずと人が集まるのでは。ハコだけ作っても何も対策にもならないと思います。

杵築市も人口が減りつつあります。この際、定住促進を本気で考えるならば東北震災で被害に遭われた方達をもっと受け入れて杵築
の名をアピールできる位、本気で取り組まれたらどうですか？全課あげて！

U・Ｉ・Ｊターン希望者への支援体制の強化。

若者が住みたい町、自分たちで活性化したいと思えるような町としての魅力が現在あるかを見直す必要がある。

前向きな対処で安全な環境を。

職がないのに定住はできません。

JA関係の余剰アパートの活用は？

いろんなお店を受け入れる。

市営住宅の料金の値下げをしてもらいたい。住民を都会から戻したいなら、住宅料金を下げるべきだと思う。

なぜか日出地域への若者の定住が多くなっているようです。交通アクセス、医療体制が整っているからと思います。

電車の便を増やしてほしい。最終電車と連動した巡回バスの運用。

住む所だけよくしても住もうと思わない。仕事をする所、子育てする環境、老後の安定生活。

住宅整備には交通整備を。老人は運転ができない、買物に出かけられない。

若者のＵターン必要だ。若者を定住させることが先決と思う。

市営住宅やアパート代が高い。

空家の利用促進。

住みよい、住みたくなるまちづくりの啓発。

市営住宅の募集が少ない。

Uターン希望受入にとっては特に大切と思う。

杵築市のこれといった一番の決め手がない。

市職員の対応は良いようです。（Ｕ、Ⅰ、Ｊターンに対して）

市の分譲宅地を開発公社で整備し、地区毎に10戸～20戸準備する。杵小校区に集中することを防ぐため八坂や大内等に分散する。

器を整備することではなく、税金面やつながりをつくるソフト面の充実を希望します。

同時に交通機関を充実してほしい。

若者に魅力ある市営住宅の建設。

市営住宅が少ない。キャッチフレーズ負けしている。

Ｕ、Ｉ、Ｊターンの支援体制の応援。

市が定住を本気で推進しているとは到底思えない。もっと若年者がマイホームを持てるように考えるべき。どうしたら若者が住みた
いと思えるのか聞くべき！子供１人当たり～万円支給とか杵築に住んだら若い人でも家が持てる！とか思い切ったことでないと無意
味。

定住したくなるような施設や催しなど考慮する必要あり。

U、Ｉ、Ｊターン希望者へのアピールを強化していただきたい。

市営住宅の入居規定が厳しい。空きアパートを放置するのではなく、市が上手く利用し杵築市民を増やすといいと思う。
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杵築市のせいでないが、企業の業績が安定しないのはつらい。そのせいで、人口も減り、空きアパートも多い。これからどうやって
杵築市の人口を増やしていこうと思ってるのか、示してほしいです。

若者の働く場所の提供があれば定住者は増加する。

限界集落への手当てはどうするのかも考えてほしい。

働く場所が少ない。

農業、漁業の振興がなければ、若者が都市に飛び出していく現状は止まらないと思う。働く場をたくさん作ることだと思う。

市、行政等の空き家対策が見られない。

何か若者が住みたいと思うようなものが杵築には何もない。自分は自分、人は人という時代になっています。

やはり一番重要だと思います。杵築の田舎、大田地区など、田舎の良さをもっと見て、若い方が住みやすい環境を考えてほしいと思
います。もっとステキなアイデアがあると思うのですが…空港にも近いし、有料道路も便利がよい。もっともっとアピールすべきで
す。

ＵＩＪターンの充実。

職員による空家調査が行われたが、おざなりだった。本気になりなさい。

①（市営住宅の修繕・改修）②（分譲宅地の整備・販売）③（Ｕ・Ｉ・Ｊターン希望者への支援体制の整備）のどれも不充分。分譲
宅地は地価が高い。（利便性の割に）合わない。
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（ご意見・ご提言）

わからない 1

農業について水の件、各地区の池、ダム、ボーリング等を考えること。田舎で用水の水が不足している。

アサリが採れない。

33 4.2無回答 30 3.8 無回答

自分の家も農業をしているが、農作物の値段が安すぎる。農業だけでは生活がムリ。値段がこれ以上は下がらないというラインを引
いてほしい。日本を支えていくのは農業だと思う。大切にしたほうが良いと思う。

水産まつりの開催、知りません。放流等、もっと気配りを（アサリ漁をする人達に）。水路等の整備は早目に。

灘手港は広い敷地、駐車場があります。水産関係の祭りをしてほしい。クルマエビの稚魚やアサリの稚貝をドンドン放流して豊かで
栄える漁業を望む。

貝掘りが活発だと思う。漁業組合だと思うが、貝掘り代金を回収している人が正式に回収しているかが分からない。もっと分かりや
すいように明示して、回収してほしい。

農林水産業にもっと力を入れると雇用の場も増えるのでは。

農林漁業の振興のための補助金などがあれば広報等で周知してほしいです。

128 16.1わからない 1 78 9.8

重要で
ない

2 3 0.4

122 15.3

72 9.1

369

あまり重要
でない

3 22 2.8

【感性豊かで活力を生むまちづくり】

問１０　農林漁業の振興について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

重要 6 300 37.7 林道の整備・有害鳥獣対策

① 用排水路や田畑等の農業基盤の整備回答数 率(%)

②17 2.1

回答数 率(%)

満足 6

③ クルマエビ・アサリ等の放流、水産まつりの開催
やや満足やや重要 5 138 17.4

もっと油を安くしてほしい。

4 224 ふつう

家の近くの水路がいつも詰まっている。

アサリの放流が少ないのでは？有料で潮干刈りに行っても掘れません。

※ 

4

5

28.2

54 6.8

不満 2

具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

ご意見・ご提言ふつう 46.4

やや不満 3

国道沿いの悪水対策ができていない。

アサリの放流。

次世代の方が農林漁業を引き継がれる支援が必要。

耕作不休地が増えて、草は伸び放題。若者の減少と農業をする人間がいなくなったが、良い方法、施策を考える時代かと思う。とに
かくもったいない。

300
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224

22
3
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3017
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369
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スーパー等に魚がない。大分市内にはいろいろな魚が並んでいるが、杵築には杵築で水揚げされたものが少ない種類しかない感じが
しています。

港の清掃をもう少しきれいにしてもらいたい。

アサリの漁は厳しくして下さい。年中や一部の人の漁は規制して下さい。

雨水排水路の清掃がまったくされていない！

河川の清掃、草刈ができてない河川があるので整備が必要である。

市住民の自給率を上げるべき。

貝がいなくても入漁料を取られた。

林道、池。

クルマエビ、どこに放流してますか。アサリもお金払って潮干狩りに行ってもその周りで機械でアサリを獲ったりで意味ない。今年
はひどい。

高齢化に伴う休農地の対策。市による農地貸出等の推進（リース農園事業）

大豆等を植付けても実になるとイノシシで手を焼いている。

用排水路の整備。

「農業を興すは国の基なり」という格言があるように、水田１ｈａ耕作すれば、生活が出来るように体制作りを考えてほしい。

アサリを放流してもシーズン前に業者の人が腰まで入り獲るので、シーズンの時には貝がいないという声を聞きます。観光の事を考
えれば、これで良いのですか。

農業関係が２名以上でないと補助がない事が多いが１名でも出来るように強く願います！！

こんな事業をやっているというけども水路の悪い所の補修申請してもやってくれない！書いても一緒だ！ここまで記入していると記
入するのがいやになって来る！言ってもやってくれないから！

有害鳥獣対策不良。

物が高すぎる。

漁村が健全でなければ都市に潤いはない、との見地に立ち、産学官の関係者が一堂に会して漁業振興策を講じる要あり。

農業用排水の整備を！

植林や下刈りの整備をし、洗濯の洗剤も気を付けて使ってほしい。

農道が狭いし、高いのでトラクター事故が起きやすい、ひっくりかえるなど。

大切なことと思いますが、良く分かりません。

山、田、畑があります。高齢者で作業ができなく荒れてしまってます。どうしたら良くなりますか？

市の広報活動で農林漁業について取り上げることが少ないので、あまり市が重要視していないと思われる。

有害鳥獣対策等はまだ足りない。

農作物をイノシシから守るために毎年苦労していますが、市の対策がどうなっているのか。

②（林道の整備・有害鳥獣対策）の例ですが、自宅の横の畑にイノシシが出没、市の係に電話しても自分で侵入対策を考えるように
答弁されました。駆除の時間を延長できないものでしょうか。

水産業が発達していない。林業も力を入れてほしい。（沢山の資源があるので）

杵築市は、山香地区、大田地区等、山間地が多い。そのうえ農家も多いのでその対応を十分お願いしたい。ため池の整備や有害鳥獣
の退治。（免許の保持者に捕獲許可を与えてほしい）

有害鳥獣の対策（猪の退治）

農林水産課の対応に感謝。

農林水産は市の基幹産業と思うが将来像が見えない。積極的に推進すべき。またスーパーに並んでいる農産物は市外商品が多い。こ
れらの指導（方策）もすべき。

耕作放棄地が増えて、中山間事業等で草刈りなど行なっていますが、なかなかです。イノシシやカラスが増えて困っています。

市の農業公社等を設立し、農業の振興を図っていただきたい。

最近のアサリは大変小さくて量も少なくなりました。

山が荒れている。

水源地の整備を希望します。

池の改修工事ばかりあちこちで行なっているが、肝心の水路は素掘りのままでは何にもならない。イノシシは暴れ放題です。

放置する田畑が増加していると思料するが対策は？

有害鳥獣の対策。就農者の減少、将来の食糧事情を考えると心配です。お米を食べる人が少ない（若年層）からかなぁ。仕事がきつ
い…楽して得る物等ない。苦あれば楽ありであることも…

過疎地区の山林の荒れ方は目を覆うばかりですが、仕方無いと思います。人がいないのですから。

それぞれの分野において大切と思います。

地籍調査の一筆調査を早期に完了するよう調査面積を拡大してほしい。

農業予算が少なすぎる。イノシシ等の対策。農業の借入金等の相談。

企業的農林漁業者や団体の育成。（後継者育成講座など）企業誘致。

③（クルマエビ・アサリ等の放流、水産まつりの開催）については大変良いこと。①（用排水路や田畑等の農業基盤の整備）につい
て、放置されるのは困る。市の工事について、水は上から下に流れてくるので、トータルバランスを考えて設計してほしい。

美味しい地の物を観光向け、大都市向けだけでなく、地元民がリーズナブルにいち早く消費できると良い。

広報が足りないと思います。住民の知る努力も必要ですが、行われていることが伝わってこないことには関わりようが生まれないと
思います。

杵築市の水産まつりはいつあるのですか？宣伝をして頑張ってください。

イノシシやシカが増えてます。畑を荒らされた被害にあった等、耳にします。継続した対策を望みます。

町部にも猪や鹿の被害が出だしたのではないですか？山香は海岸が無いので、八坂川の鮎を増やす工夫が（鰻なども）ほしい。

子供たちにさせるとよい。学校で農林部とか農林クラブみたいに作るか、授業に組み込むか…

荒休耕田が目立ちます。食糧難に向かう折、何か対策をしてほしいです。

イノシシが多いと親が話していました。

大体の整備はできている。後は後継者の育成等を考えるべきでは？

農地の荒廃、最近増えている対策方法、指導が見られれば。
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基盤の整備が廃れている。休耕田が目立っていてはどうにもならない。

今年４月、守江にアサリ掘りに行きました。アサリ１ケも掘れず、大人二人で１０００円払いました。本当に放流しているのです
か？小さい貝も全くありませんでした。他の人も騙されたと言っておりましたよ。

春になると貝掘りの客がたくさん来るが、小さいのばかりで獲れないと苦情、もう少し喜んでいただける方法はないでしょうか？水
産まつりで人を呼ぶ方法。

後継者ができるような経済的安定を図ってほしい。今のままでは止めざるをえない。
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（ご意見・ご提言）

ど～んと商品券が買えない。一部の人だけが買っているので意味がない。

商業では、食事関係に市は力を入れすぎです。広い意味の商売を考えてほしい。まず、市長、市職員が杵築市の品物、食品、その他
諸々を購入するよう努めてほしい。

34 4.3

商品券、グルメ共に打ち出す時は必死だが、始まるとだんだん管理が杜撰になる。どちらも尻すぼみである。

情報が伝わってこなく、券があるのも知らなかった。

①（お買い物券・ど～んと商品券事業）は地元での消費につながるので良い。継続をお願いします。

マルショクだけしかなく寂しい。大型ショッピングセンターが欲しい！！

無回答

ど～んと商品券が欲しいのだが購入しにくい。

「ど～んと」のネーミングがナンセンス。変えた方がよい。

27 3.4無回答

商品券（買物）は利用している。

ど～んと丼、ど～んとサンドは思う程人気があるとは思えない。

商品券を求めたくても持ち金が足りず買えない。その日暮らしをしていますが他人に迷惑をかけずに暮しています。金持優遇の気が
します。

お買い物券等があることで、地元での消費が増えていると思います。

お買い物券は、買いたいがいつも売り切れで買えない。予約制にしてほしい。

商品券の発行により、商店街が本当に活性化されるか疑問。もっと杵築市をＰＲした方がよいのでは！

ど～んと丼、とっても良いと思います。

7.8

101 12.7わからない 1 66 8.3 わからない 1

3 27

44

3

やや重要

不満 2 62

②

重要で
ない

2 13 1.6

ふつう

5

ご意見・ご提言

具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

6

248

3.4 13.2

重要

43.5ふつう

14.5

やや不満 105

5 165 20.8 115

あまり重要
でない

【感性豊かで活力を生むまちづくり】

問１１　商工業の振興について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

346

やや満足

31.2

※ 

満足

お買い物券・ど～んと商品券事業率(%)

中小企業の育成・強化のための優遇措置や融資制度
4.9 ど～んと丼・ど～んとサンド等、地域資源のＰＲ6

①

39

③

回答数回答数 率(%)

242 30.4

活動項目も多く、頑張っているのでは。

商工会の方がよくやられていると思います。竹の灯籠は素晴らしかった。
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旧商店街対策。

①（お買い物券・ど～んと商品券事業）のようなサービス関係が行われていない！

買物は日出、別府に行くことが多い。（欲しいものがあるから）

特色のある店づくり。

①（お買い物券・ど～んと商品券事業）について、利用価値はあるのだろうが、購入場所などが分からない。もう少しPRをお願いし
たい。

ど～んと丼やサンド…市内では有名であっても県内ではそうでもない気が。

杵築市の目玉としての珍しい他地区ではない手頃な土産物がほしい。

商店街が寂れているように感じる。街の景観から第三者のアドバイス支援を。

地元産品の値段は特に安くすると売れ残りが出ない。

山香町でも何かしてほしい。

今までの活動でどの程度の効果があったのでしょうか？その評価もないので、よく分かりません。発表などもないし…

私自身は必要ない。

商品券の増刷（すぐ無くなる為、利用したことなし）

県外の企業を誘致する前に、地元企業（中小）を優遇してほしい。

大規模な商店（スーパー）が欲しい。

辺地商店街対策の指導、助成。

ど～んと商品券をもう少し多く発行してほしい。

いろんな事業をしていていいことが少ない。ポイントが貯まっていても各店競争して、お客を増やそうとしない。

お買物券は商店主は大変です。何も自分の店に対してプラスがない。買物券を何十枚も持って商工会に持って行っても店の商品はか
なり割引しているので。それに買物券は結構一人の人がいっぱい買っている。いくらまでと決まっているけど、抜け道はあります。

地元民から、丼、サンドが美味しいと聞いたことがありません。もう一段の努力をしては。

お買い物券の販売枚数を増やしてほしいです。

ど～んと商品券は毎回買っていますので。

中小企業の育成とは？工場や商店が閉まっているのに、それが振興ですか。

商品券がいつも買えません。1人の人が一度に購入できる枚数（冊数）が多いのでは？仕事をしているので、平日には買いに行けな
いので、なるべく平等に購入できるようにすべき。ど～んと丼、サンド、まだ食べ尽くしていません。おまつりなどで、一堂に集
まってくれると嬉しいです。場所が遠くてなかなか行けませんから…

杵築の方ばかりが目立って山香の方は…　合併して良かったの？

三川地区に大型施設が？元寿屋の跡に○×が…？？ただの噂だったのでしょうか？期待していただけにがっかりです！皆の集まる街
づくりを願いたいものです！！

①（お買い物券・ど～んと商品券事業）と②（ど～んと丼・ど～んとサンド等、地域資源のＰＲ）の事業を始めてからの商品券の利
用量や、観光客がどれくらい増加したのかが知りたい。その上で再度検討した方がいいのでは。

意見を多く市外の方から。

商店の商品券等をいつでも購入できるようにしてほしい。

お買い物券必要ですか。①（お買い物券・ど～んと商品券事業）、②（ど～んと丼・ど～んとサンド等、地域資源のPR）は全く知ら
なかった。

お買い物券、ど～んと商品券の購入方法など分かり難い。

お買い物券はいつも利用しております。

周辺部の高齢者は利用できてない。

大田地区（中山間地）は国の失策により、過疎高齢化となり廃地域となりつつある。人が集まるような政策を考え、国・県に働きか
け、血の通った行政をしてほしい。

②（ど～んと丼、ど～んとサンド等、地域資源のＰＲ）は、杵築まで交通手段がないので、私共にとっては意味なし。

お買い物券→杵築市だけでは（大田、山香にありますか？）

減税に取り組んでほしい。インターネットを使った販売事業。

ど～んと丼、ど～んとサンド。今現在どのくらいの人が食べているのですか。値段が高くてお昼や家族で食べられません。５００円
くらいになりませんか？

お買い物券の数をもっと増やしてほしい。

①（お買い物券・ど～んと商品券事業）②（ど～んと丼・ど～んとサンド等）をもっと利用しやすく、親しみ易い方法を。オープン
カフェや青空市場等、都会的な一面も欲しい。温故知新的に。

人口3万人のまちでは、現状以上を望むのは無理なのかもしれないが、青年会議所に頑張ってもらいたい。

商品券が一枚５００円単位になったのはよかった。発券方法は売出しの初日、杵築は商工会館だけなので、並んで寒いのに、また雨
も降っていて、三月分は大変でした。一考をお願いします。

商店街の活性化をもう少し考えてほしい。

大きな店を誘致すべき。

お買い物券がみんなに行き届かない。持ってる人はたくさん持ってる。

市民は商品券などは知っていても一部の人たちしか使用していない。市民の中でも知らない人たちもいます。

いろいろとこれからも考えてください。

杵築ど～んと丼、きつきサンドのパンフがあり、とても良いです。それ以外の飲食店マップ（からあげ店マップ、ケーキ店マップ、
病院マップ）を色々と市役所でもらえると助かります。

お買い物券で確かに市内にお金が落ちているはずですが…。地域資源の販売等を谷町の空地を利用して行なったらどうでしょう。朝
市とか。大型商業施設は町はずればかりでドーナツ化現象に歯止めをしてください。

大規模なショッピングセンター誘致してほしい。

旧市街地の拡張が街の賑わいに寄与していない。空洞化している。

商工会のせいで街が寂れている。

ど～んと丼、ど～んとサンド等アイデアは良いが味が良くない。二度と食べたくない物もある。認定基準をしっかりした方が良い。
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バスターミナル中心地にど～んと道の駅をつくる（アビヒサツネ跡）

イオンの撤退にはがっかり。商工業集客がゼロ。

均等に行き渡らない気がします。

お買い物券はよかった。

お買い物券はなかなか手に入りません。券を増やすか、または一人当たりの金額を減らすなどしていただきたい。

商業者自身が後継者を育成しなければならないのに他の職を進めている。職業の自由はあるものの、子供たちは親の後ろ姿を見て育
つという。このような点からも指導してほしい。若者のいない産業は発展しない。

活性化のためにとても良いアイデアが盛りだくさん。観光客のみならず、地域住民もきつきの町再発見の面白さがあります。今後も
楽しみにしています。

お買い物券は購入できない（完売で）ので、もっと数を増やすか、他の方法を。ど～んと丼・ど～んとサンドは単価が高すぎて、自
分は１回も食べに行ってないし、友人にも勧められない。

道は広くなったが商店はパッとしない。特徴のある町づくりができていない。

杵築市の努力が伺えます。

山香地区は商店街が寂れていくばかりです。

お買い物券、買える人はたくさん買い、そうでない人は恩恵がない。もっと皆に平等になるように工夫すべき。

市外に対してもっとアピールした方が良いと思う。

地域発展のために大いに役立つと思う。

全く、経済発展していない。

地産地消の街づくりの推進に賛成です。

食べるものだけじゃ人は来ません。何か市役所の方たちが頭を使って考えて下さい。

商品券の販売で1箇所で何冊までと制限しても他の場所でまた制限冊数まで購入している方がいる。それでは制限の意味がない。3ヶ
所で合わせて何冊と制限するべき。

行われていることにブツブツ感があります。「個」ではなく「点」ではなく、つながりを作ることを主眼にすることを希望します。
市役所の前の通りが広すぎて、とても閑散としてさびしい街だと思いませんか？まちづくりの指針が感じられません。

空港道路の無料化に伴い、日出から安岐へ行く車が増えて杵築市に立ち寄らないので、中小企業が大変です。

市外、県外業者の杵築で仕事を請けていることが多い。もっと市内業者のことを考えないと廃業が増える。不満が多い。

市役所を中心とした一番の目抜き通りでさえ閑散としており、地元の商工会がとても寂しく感じる。町の活性化を重要視する地元民
が少ないのではないか？

あまり浸透していない。

商品券を買いに行ってもすぐ売切れで手に入らない。

「ど～んと商品券」知らない人が多いと思う。

山香の商店街、高齢者にとって大変不便です。やめたりつぶれたり何とかならないですか？

母と食事に行きました。ちょっぴりわくわくしました。杵築もオシャレになったなぁとムズがゆくなりました。

ど～んと丼、まず近隣の市町村にＰＲしたらいいと思います。国東市の友人も知らず、連れていったら喜んでました。

お買物券は一部の人にしか買えない。車のない者等、行けない者にとっては何の役にも立たない事業（まとめて買う余裕もなく…）

店は遠いけれど、購入してくれる人がいるので助かる。

企業に活気がないと地域も潤いがありません。

ど～んと丼、ど～んとサンドは観光客向けの値段設定で、市民が気軽に食べに行ける値段ではない。

ど～んと丼を食べたが、あまり美味しくない。杵築のＰＲになるのか！？？

老人の買物？福祉バスは？不便不便の声ありとか？

お買い物券は、予約制にしてほしい。一度に何ヶ月分もまとめて買うと高額になる。時期を２ヶ月程にしてほしい。

雇用型企業誘致。

いろんな店（なんでも）増えたらいい。

お買い物券売出して何日もしないのに売切れになるのはどうしてか。杵築の人が山香まで買いに来るらしい。

ど～んと丼、ど～んとサンドは値段が高い。お得感が無い。杵築市内のお店は基本的に店員さんの対応が良くない。買物する気分に
ならない。

お買物券など一部の人たちにしか流通していない。ど～んと丼も観光的視野に立ってもイマイチ。観光推進について見直すべき。

杵築市の年間土産に出来る特産品がほしい。

バランスはとれているが活気がない。
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（ご意見・ご提言）

無回答 27 3.4 無回答

87 10.9

杵築市のよい所を少しでも多く探してＰＲしたらと思います。

せっかく美しい海があるのだから、もっと海を観光につなげてほしい。奈多海岸～人が少ない。昔みたいに活気を取り返してほしい。

もっと観光のＰＲをしっかりと。

イメージダウン。（来訪者）無いアサリ入場料５００円収支報告？

29 3.6

118 14.8

1

ご意見・ご提言

重要で
ない

2 13 1.6

あまり重要
でない

不満 2 71

3 25 3.1 やや不満

55 6.9 わからない

ふつう

わからない 1

29.1 ふつう 4

5 179 22.5

265

8.9

3

1175

豊後高田市、昭和の町は見学場所と言えば、昔の庄屋だけしかないが、観光の案内等が良いため、毎日のように大型バスで観光客が
来ている。杵築市は文化の町ですが、観光について悪いため、年間の客が少ないです。全国に観光の案内をするのが良いと思いま
す。

満足 6

施設整備をするのはいいがイジリすぎ。もっと古い物は古い物として活かしてほしい。

「サンドイッチ型」にこだわりすぎ。奈多の浜や轟地蔵、また又井の磨崖仏、財前の墓、そういう観光資源を活かしきれてない。山
香の盆踊りなど、うまくすれば観光資源となるのでは？ex.草地踊り。

30 3.8 ②

やや重要

老人は静かな生活を送りたいです。

来客（遠方から）があると案内していくが、食事、土産、休息等に困る。（日田市のような街並も参考にした場所があればと思う）

33.3重要

観光資源はあるが利用しきれていない。客や知人は、いいね、杵築っていうが、みやげ、食がイマイチ。おまんじゅうの名物がない。

マスメディア・情報誌等を活用したＰＲ活動の強化
14.7

※ 具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

6 関係機関と連携しての観光ルートづくり、ツアーの開発

4 231

①

【感性豊かで活力を生むまちづくり】

問１２　集客・観光の振興について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

観光施設の整備回答数 率(%) 回答数 率(%)

③
やや満足

観光ルートを決めつけすぎで街に万遍なく観光客が行き渡らない。住民に観光が活性化しているという認識が根付かない。近県への
ＰＲ不足では？ひいなめぐり等マンネリ化少数化しています。

城下町の整備が進み観光客も増えたと聞くが、衆楽館がもっと繁栄するように市の方でバックアップしたらどうか。豊後高田市が昭
和の町で全国的に有名になったように、杵築に衆楽館ありというように。

道の駅など充実してほしい。

もっと観光客誘致活動を！！海外からの客が来やすい環境づくり。（英語などのパンフレット、案内板の設置）
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観光に力を入れるのは良いのですが、マナーの向上をお願いします。地元の人達にも安いプランで地元を観光してもらって、地元の
良さを自分たちでクチコミしてもらう。

行事があっても、全体的に一つになっていない。他の職員も協力し合って盛り上がっては。

初めて杵築に居住してきたが、正直あまり魅力を感じるものが見当たらない。

多目的休憩処があれば…。例えばお祭り広場も。ちょっとしたテラスみたいな感じで憩いの場として、市内外の人が利用できるよう
に。町を散策しやすいように。

歴史の町をもっとアピールして観光を盛んにすべき。

小さな町興しの見直し。推進。それを見つける。

行政は高齢化した集落に足を運び見聞してほしい。

ケーブルテレビでは、すでに終えた行事をくり返して放送されている。改善を希望します。

観光施設は確かにありますが杵築市全体が潤う、大きな道の駅、港の駅をひとつ作ってほしい。

ルート作りを分かりやすく。

ど～んとテレビの天気予報はアテにならない事が多く感じられます。もっと確かな予報を得られる方法はないのか？？？

ラジオでも地元の良い所、美味しいものをどんどんＰＲしてほしいです。

市内散策するのに歩道の整備がされていないと思います。

別府、湯布院、日出町、豊後高田とリンクした計画を。

湯布院のような観光地になれば集客が可能だと思う。

観光地の場所が離れていて盛り上がりに欠ける感がある。もっと、密集させてにぎわうように。

ラジオの「きっと好き杵築」など、とても良いと思います。

杵築の観光地といえば「城下町」。もっと力を入れてより良い「城下町」にしてほしい。

関係機関のチームワークがうまくいってないような気がします。

杵築駅の周りに何もない。ＪＲを利用しても中心街まで行くだけで、駅に魅力がない。

ＰＲが不足している感じがする。

観光客を迎える体制ができていない。店が閉まっている。活気が少ない。

住民としては、観光客が増えるのも問題だが、衆楽観を中心に、江戸村なるものを企画してはどうだろう。

本気で考えられているのか分からない。税金を使ってどの程度効果があったのでしょうか？見直しをしてもらいたいと思う。お金の
使い方を！

観光地化しすぎると治安が悪くなる不安もあります。

観光ができる所が無い。大型店があると良い。

もっと杵築をブランド化するようにPR活動を行った方がよい。

杵築が注目され、人が集まるのは良いことだと思います。

空き店舗の整理、地域の商店の存続支援策を。

市内の文化財めぐりなどのバスツアー。

もっと観光客誘致を行い、常態化したらよい。

効果あるＰＲ活動だったり、職員の配置ができているか。

観光客の来杵で交流人口は増えているようですが、商店に活気が感じられません。

一日何人集客があっても、もう一度杵築にとは思わないのです。ツアーでも一度で終わり。杵築の町です。観光で何％が重要なもの
になっていくのか。商工業を今一度。他県から来たお客さん歩いてないですね。

文化ホールが必要です。

集客をしても地域に金が落ちなければ地域の振興はない。観光客がお金を使うことを考えなくてはならない。（例）特産品の開発

農林業と商工観光が一体となった商品づくりとＰＲをすればもっと活性化できるのでは。

千葉の銚子、山口の下関。海産物が売り物のこの九州東海岸線に小さな物産店舗はあるが、大規模な店舗施設がないため、城下町だ
けではリピーターは増えない。

どの地方でもやっているので杵築も負けずにやってほしい。

ひいなめぐりは良かったです。

日曜日に観光客が立ち寄りそうな所が休みが多すぎる。

甲尾山等の草刈りをしてほしい。

杵築の方ばかりが目立って山香の方は…　合併して良かったの？

協会の役員の接見態度。特に山香方面。不評の係更迭を。

市役所の周りの地区だけ整備してもダメ。魚町から中央病院に行くまではもうバラバラ。城下町としての意味はどこにある。倉敷を
お手本にしたらどうですか。一部が城下町ですが、他はもう見るも無惨。

杵築市を知らない人が多い。

杵築地区はＰＲが充実しているが、山香、大田地区のＰＲが充実していない感がある。

衆楽館の人気で観光客がもっているよう。他の観光施設は一度行けば二度と行かないと思う。何度も何度も行きたくなるように広範
囲で観光スポットを作るべきだと思う。衆楽館は、市民は安く見ることができても良いのではないでしょうか？

国内で杵築市にしかないものを開発するとともに、女性に好かれるスポットを用意しなくてはならないのではないか。

谷町商店街にお土産屋さんがもっとあると観光客が買物できるのでは。

着物を着て、若い方が歩いている姿、杵築に似合います。着物離れの若い方には喜んでもらえると思います。

テレビ等での杵築市のＰＲが少ないように思える。

杵築城や武家屋敷の地図（看板）がとても分かりづらく、県外からの車から道を聞かれることが多い。施設もイマイチ…

杵築の城下町だけに力を入れていませんか？山香や大田のこと忘れていませんか？

物を買うところがない。食事場所が少ない。

観光客は通り過ぎるだけ、お金を落とすことがない。土産物の店を冷やかしたり、ちょっとコーヒーを飲む店がほしい。

観光のための観光資源から、市民の「くらしの文化（文化財意識）」を見学に来るまちになろう。自分の住むまちの文化を知る機会
をつくろう。

皆が杵築の街に行ってみたい！行きたい！！という、例えばとなりの豊後高田市のような独自の街づくりを皆の知恵を集めて！！

事業を始めてからの商品券の利用量や、観光客がどれくらい増加したのかが知りたい。その上で再度検討した方がいいのでは。
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自然をそのまま活かした観光を考えたらどうでしょうか？施設など作らなくて…たとえば、ホタルツアーとか？

杵築市だけ目立ちますね。他は従来通りです。

市のトイレ、駐車場の掃除ができていない。

もう少し地図の分かりやすい看板等を設置してほしい。

山香の特徴、風車、階段。

駅から市街地まで遠い。駅周辺のもっと良い活性化を。

ボランティアのガイドさんが頑張っておりますが、行政がよく支えてあげて下さい。受け入れ態勢は行政で知恵をしぼってもらいた
い。

青壮年部のやる気が感じられない。行動力が伴っていない。

杵築の５月のお城まつりもマンネリ化して、毎年同じようなことをしてはお客さんは来ません。もう少し何かこれだというものを考
えてみたら…

最近、随分良くなったと思うが、まだまだ不足。

近隣市と連携して観光推進を！共同でツアーの開発、ＰＲなど。

観光施設をもっと杵築市全体に作ってほしい。

お城まつりが賑やかになりました。

杵築の城下町は萩などと比べ人工が加わって無いのでとても良いという話を聞きます。今少しＰＲを進めてください。

イベント等がマンネリ化していると思う。

杵築ならではの企画がありました。地元に力がでてきた感じがします。

昔はお祭りが多かったと思います。

観光の際、食べ物も重要だと思うが、杵築にはわざわざ行って食べたいものがない。

これといった物がない。

山香町の活性化になるような観光がないですね。

大型バスなどで来れるようなイベントが杵築にはない。考えなきゃ。「集客・観光の振興」は、全然なってない。

全てにおいて中途半端だと思う。方向性があやふやで見えてこない。

①（観光施設の整備）まず市内あるいは商店街の除草からすべき。②（関係機関と連携しての観光ルートづくり、ツアーの開発）商
業等と関連するが、日曜祝日でも閉店が多い。市外から来ても活気がないように見え、楽しくないのではないか。③（マスメディ
ア・情報誌等を活用したＰＲ活動の強化）市内マップや市内観光（歴史的）の指示を多くして誰が来ても回れるようにして下さい。

バラバラに整備せず一ヶ所にど～んとまとめる。

客が来てもこれといった名物もない。ＪＲの駅前はびっくりするほど寂しいと市外の人に言われた。

現実に必要ないと思う。それ以前にするべき役割があるのでは。

杵築地区はまずもって良くできていると思いますが、山香地区になるとサッパリ。山香温泉が唯一の目玉ですか？他にもモノになる
ものは有りませんか。山登りだけですか？先日、御許山（宇佐市）に登りましたが、平日に関わらず、何人かの人と会いました。山
に登って挨拶を交すのは良いものです。でも、ルートが不完備で少しビックリ。

古いまちと新しい街による集客。

観光地としては中途半端。設備に頼り過ぎ、ソフト面の活用を。

ＰＲに関してＷＥＢサイトが分かりにくいし情報が少ないと感じています。ボランティアでやられている方々や市の活動をもっと分
かりやすく具体的にアピールしてください。

マスメディアの活用強化。

観光施設等に関する案内設置。

観光バスの乗り入れ（発着）。集中した買い物場所（道の駅等）ができないと観光客が増えない。

立派な市の観光マガジンを見て期待してきたが、実際はひっそりとしてリピーターはまず来ないところだと思う。素晴らしい文化財
があるのだから、もっと市民がアピールする自覚、誇りをもつべき。本当にもったいないと思う。

東九州道の無料化で佐伯方面へ観光客が流れている。食べ物にしてもど～んと丼、サンドイッチではインパクトがない。

ただの客寄せに走って杵築の持ち味が薄れる、なくなるのだけは注意してほしいです。素朴さが今の時代、そしてこれからも世界中
で一番大切なポイントだと思います。着物と酢屋の坂の広告を見ました。実際着物の人は全くいないのに…　市役所の方々、仕事中
着てみてはどうですか？

豊後高田市が昭和の町として町全体を整備して楽しい町づくりをしているので、杵築市は大正の町とか、ところどころでなく、町を
統一して観光用に考えてほしい。見るところがない。

もっと風の郷温泉、パークゴルフ、甲尾山、鋸山などの宣伝は勿論、津波戸山、雲ヶ岳も登山者がどんどん来るような設備が大事で
す。

滞在者（宿泊者）を増す策を。

商業施設をもっと誘致してもいいような気がする。魅力的な街ではない。もう少し伝統をこわさずに都市との融合を進めてもいいと
思う。

主要幹線道路交差点等への観光地図入り案内板の設置は？

観光の目玉がない。食べ物も。“昭和の町”はＧＯＯD。アピール不足。

分かりづらい。

お店が少ないから観光も増えないと思う。

集客を考えるのに、観光にこだわる必要はないと思う。

もっと杵築の良さをアピールすべき。

アピール不足による城下町の宣伝不足。

もっと積極的なＰＲを期待する。

早朝、家の前の道を掃除している。美化作業で街が美しい。

老若が楽しめる観光と集客の目玉をしっかりすることが絶対条件。

ガイドは歴史の勉強ばかりではいけない。人間的な問題、ご案内の時の態度、言葉づかいをもっと学ぶべきである。
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（ご意見・ご提言）

無回答

15.7
重要で
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2 5 0.6
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62わからない 1

34

回答数

高齢者の雇用機会の拡大（シルバー人材センターなど）

③
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36
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118 14.81

2 125

4.5 無回答
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※ 具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

やや満足

ふつう 4 310 39.0 ご意見・ご提言

16.9

休耕地、空地等が目立つ。農業法人、企業誘致の促進を推進されたい。

5

【感性豊かで活力を生むまちづくり】

問１３　雇用対策の充実について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

率(%)

6 390重要

134

回答数 率(%) ① ハローワーク等と連携した求人情報の提供

3 158

ふつう 4 155 19.5

あまり重要
でない

3

市内には、まだまだ沢山の働き手があります。高齢者が豊かに暮せるには、好きな事ができる職場を斡旋してほしい。

もっと企業誘致を！！

今の年金受給者は裕福な方が多い。若い世代にもっと働く場所を提供すべき。

649.1

大企業が来ても、良いこと（安定雇用、街の活性化）は長く続かない。

求人が少ない。

キヤノンだけ頼らない方がよい。

大型商業施設は不要。それよりも自然を活かしたまちづくりをしてほしい。

若者が働ける企業が地元にほしい。

パート、アルバイトならあるが、中高年の正社員での雇用がない。

求人が少なすぎる。

働き盛りに職がない事は気の毒です。企業誘致はいいことだと思います。

若者が予定や目標の持てる農業を確立、応援。

満足 6

杵築に大手企業の進出があまりないので、雇用情況もあまりよくないのではないかと思うのですが…　小規模企業の雇用は難しい。

働く高齢者にもっと分かりやすい求人情報を。

企業誘致の推進
5.5

②0.8

445

空室アパートの活用を考えて下さい。

ハローワークと連携しない求人支援（市内で若い方に働いてもらう）…シルバー人材センターと連携・若い方と老人の長所・短所を
補う。

雇用の場があるとは感じることができない。
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杵築市内で働く場所が少ないので、隣町に行くしかない状況です。給料面も山香と隣町では随分違います。なぜでしょうか？

杵築は求人少ないよ。

①（ハローワーク等と連携した求人情報の提供）②（高齢者の雇用機会の拡大）に賛同。

ハローワーク。中小企業に対しての扱い。

老齢化の中で、老人でも働けるものが少ない。

もっと力を入れるべき。

年を取ってリストラされ、働く所といったら社会保険もなく、自分だけの生計で大変のようだ。嫁ももらえない。

若い人の働く場所が必要。

働く場所が無いことには。

ハローワークの分室の設立、別府もしくは宇佐まで行くのは時間がかかる。

６０才を過ぎると働きたくてもダメ。シルバー人材センターなどを市はどんどん利用してほしいと思う。杵築市にある会社、又は人
も。杵築市は杵築シルバーセンターを。

山香に仕事をするところが無い！職安がどこにあるのか分からない。

個々のニーズを把握したりして人材を埋もれさせない手立て。（必要経費の計上も）

もっと気軽にハローワーク情報が見られるようにしてほしい。市役所は入りにくい雰囲気。

②（高齢者の雇用機会の拡大）③（企業誘致の推進）よく分からない。

若者が働ける企業誘致を是非してほしい。

③（企業誘致の推進）どんなことをしているのかわかりません。

イオン失敗等どうにかしなければ市は廃墟と化す。

シルバー人材センターの利用を希望する人は多いようです。もっと積極的に活動したほうが良い。

派遣企業ばかり誘致したのは問題では…

高齢者が働く場所がほしい。若者が残るよう企業誘致を！

もっと力を入れるべき。

広大な市有地があるのだから工業団地でも作って企業誘致をしたり地元企業を助けるような政策を。

若者の働く場所がない。

若人が好む企業誘致に力を入れるべきだ。

働けるところが少ない。

企業が少ない、雇用の場所が少ない。

町の中、今この町でどんなに変わった、新しくなった店、少しずつでも決まってしまう雇用が別府大分まで行かないと何もできな
い。人が他の町へ行くもっと大きな企業があれば…。

若者の雇用対策をしてもらいたい。失業している若者が多い。

企業誘致に過度な資金面での援助はせず長期的に市に滞在できる工夫をしてほしい。

市が誘致しているコールセンターとかキヤノンの扱いとかにはノーの意見です。税金の使途をよく見極めてほしい。各企業努力して
いると思う。

仕事がない。

シルバー人材センター設置。

仕事が無い為、ずっと住みたいと思わない。もっと仕事、働く所を。

シルバー人材センターは仕事がさっぱりなし。もっと市民に呼び掛け、仕事の内容の充実をして下さい。

雇用は杵築市だけでするのでなく、近隣の市町と協力していくもの。

企業を誘致するための工場団地の整備を早急にすべき。東北が震災で被害を受けたので、今後は九州に来たいという企業が出てくる
のではないかと思う。

企業がないのにどうやって雇用ができ、定住ができますか？

杵築はあまり雇用がありません。もっと働く場を提供してほしいです。

一日雇用的な窓口があって利用者が選択できれば活気的になるのでは。

住宅街に企業が来ると困る。悪臭、騒音、煙等。企業誘致に税金を使いすぎです。もういい加減にしてほしい。

シルバー人材は女性でも草取り（個人の庭）くらい、できますが運転ができないと目的地には行けませんので、登録もできません。

老若→働く場、企業の誘致が必要。

杵築市独自の求人、情報など作り、雇用を国や県に任せずやる。

企業誘致のための空地確保やＰＲ。企業誘致が図られていない。

地元で仕事ができるよう、企業誘致にもっと力を入れてほしい。

雇用対策…　一体何をしているのか。不満だらけです。杵築に働ける場所、どこにあるのでしょうか？？

若い人が働ける職場が少ないのでは！

若い人の働く場をつくってほしい。

企業誘致も大事ですが撤退した時が大変です。杵築市内でできる仕事。

若い人、特に市内で働けるように雇用対策をお願いします。

ハローワークを作ってほしい！

ハローワークがない。家で求人があるか知るすべがない。

山香町内でもっと企業を増やして若い人達の町内移住を奨めると良いと思う。

①（ハローワーク等と連携した求人情報の提供）を強化してほしい。

企業誘致によって若い人達の就職難が少しでも良くなるように祈ります。

企業誘致は慎重にしてほしい。税金を使うのは止めてほしい。地元は臨時雇用ばかりでキヤノンの解雇騒動をよく検証すべきです。

まだまだ足りない。

年齢制限が多すぎ！！

過疎化防止対策として若者を山間地雇用する事業はできないか。

現実の社会において非常に大切な問題だと思う。

①（ハローワーク等と連携した求人情報の提供）市報にも載せてください。求人情報。

市内で働ける場所が少ない。若い人が定着できるように！！
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企業が少ない。だから人口が少なくなるだけ。相当、日出に負けている。

シルバー人材センターは大変良いと思います。

企業誘致のための用地を準備しておかないと急にはできない。

働く所がない。

ハローワークに頼っていて、今までうまくいったのか？今までと違う体制作りをしなければいけないとの自覚は無いでしょうか？い
つまでうまくいかないことをやり続けるのか？

老健が増え、そこで働く人が増え、特に若人の働く企業ができたことはともに良いことだと思います。若い人が働く企業の誘致を是
非。

シルバー人材センターに草刈りをお願いしたが、交通費、燃料代等を請求され、通常の業者と変わらなかった。料金が高い。

雇用状況の悪化により、アパートの空室が多い。若者の雇用の改善が必要。

企業誘致はリスクも大きいので新事業を市が立ち上げると面白い。

新規就農者への支援等により休耕地の活用などと合わせて若者の移住者等を増やして。空きアパートが少なく。

失業率とかシルバー人材センターなどのことを広報で知らせてほしい。

企業誘致の促進を。

若い人の雇用の場を広げてください。

別府までハローワークへ行かなければならない。

川の水が豊富なところには煙の多い企業が進出可（波及効果大）。水がいらない企業は煙がない（公害ゼロ、雇用小）。多少の煙は
我慢して企業誘致に努力してみては。

速見工業団地への企業誘致を強力に。震災によりリスク分散で西日本に生産をシフトするを検討しているようで。

シルバー人材センターの活用内容が分からない。利用方法が明らかになれば利用する人も働く人も増えると思う。

就職が難しいため、若い人が残りにくい。パートを２つも３つも掛け持ちしている人がいる。もっと安定して働ける所がほしい。

企業誘致をして、若者が定住できるようにお願いしたいです。

企業誘致に力を入れる。市役所に専用の部署を作る等しないと対応できないのでは。

貸アパートが空室のまま経過している。企業誘致を大いに推進して下さい。

雇い主の考え方だろうが労働に合わない賃金。

雇用対策の前に工場を杵築に持って来てください。

働く所がない。

募集しても雇わない企業がある。いつも募集している。

企業誘致をして若者がＵターンするように若者が留まる町にしたいです。

解雇されている人が多く、アパートの空室が増えていることに胸が痛む。

企業誘致の推進。

- 46 -




